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2025⼤阪万博招致にミス⽇本が尽⼒！

2025年の世界万国博覧会の開催地選定のために、BIE調査団が来⽇。

⼤阪/ロシア/アゼルバイジャンのいずれかから、2025年の万博開催地が決定します。
持続可能な開発⽬標SDGSへの貢献を昨年発表したミス⽇本が、向上⼼溢れる若⼿⼥
性代表として、BIE調査団のお迎えとプレゼンテーションを担当しました。⼤阪出⾝
で5カ国語を操る準ミス⽇本の霜野莉沙と、京都出⾝で昨年はインバウンド観光関係
で⼤きく活躍した2017ミス⽇本グランプリの⾼⽥紫帆の⼆⼈は、BIE委員と共に⼤
阪中之島クルーズに乗船。⼆⼈は船から眺める⼤阪の街の魅⼒と、若者がチャレンジ
できる社会であることなどを紹介しました。

歴史を振り返ると、ミス⽇本は1970年の⼤阪万博開催にも深く関わっています。
1968年、⼤阪万博の開催を伝える親書を、世界各国に届ける親善⼤使を決めるため、
戦後休眠していたミス⽇本コンテストは復活を果たしました。復活第1回にミス⽇本
グランプリに選ばれた鈴⽊紀⼦さんは岸伸介元総理から親書を預かり(右写真)、
世界中にお届けして、万博成功の⼀助を担っていたのです。

半世紀の時を超え、ミス⽇本は万博の成功に⼒を尽くします！



10⽇ 東京都スポーツ⽂化事業団主催のさまざ
まなスポーツを楽しめるニュースポーツEXPO。
多くの親⼦連れがスポーツを楽しみました。

14⽇ JABA社会⼈野球
東京決勝⼤会の始球式 4⽇ 三浦国際市⺠マラソンの開会式や

沿道応援、キッズランゲストなど。

8⽇ 名古屋観光⽂化交流特命⼤使就任
8⽇ 名古屋経済⼤学市邨⾼等学校の
⽣徒に挑戦することの価値を講演。

16⽇ ミス⽇本50周年ドキュメンタリー「夢こそは、あなたの⽣きる未来」
の試写上映会が開催。⾜掛け3年、500時間にも及ぶ映像素材から、出場者/
受賞者/協⼒者たちのそれぞれの想いが映し出されました。⼀般公開は今年
秋を予定！今しばらくお待ちくださいませ！ 8,10⽇ ⽇本最⼤のマリンショーで

あるボートショーに、新旧海の⽇が
登場。ボートオブザイヤー表彰式を
始め、海のレジャーのスケールや楽
しさを発信しました。夏は海へ！

2⽇ ミス⽇本後援のスポニチによる
競輪スポニチ杯にミス⽇本GP市橋。

11⽇ AOAart⾃閉症⽀援のワーク
ショップに岡部が参加。



15⽇ ⽔の天使浦底と、埼⽟が地元のミス着物岡部
が上⽥埼⽟県知事を表敬。

20⽇ 汚泥堆肥化場を視察。
下⽔道に集まる汚泥を、良質
な肥料に転換。新しい価値を
産む現場をみることができて
感動！

19⽇ 三反園⿅児島県知事を⽔の天使浦底が表敬。記者
の前で、⿅児島の下⽔道普及事情などの話題で知事と盛
り上がりました。その様⼦は地元NHKやTVニュース、新
聞にて報道されました！

15⽇ ⽇本最⼤級の処理施設、荒川⽔循環センターを視
察⾒学。職員の⽅々の熱意のある説明で、美しい⽔を⽣み
出す仕組みや、微⽣物の働きをじっくりと学びました。

17⽇ 札幌の下⽔道科学館は、⽔循環の発信基地！ゲーム感覚で
下⽔道を学べるようになっており、⼦供たちのキャーキャー声が
施設中から聞こえてきます！いままでにない下⽔道レジャー施設！

29⽇ 東京国際フォーラム屋外に設置され
たボトル⽤給⽔栓。おいしくて安全な⽔道
⽔が無料で提供されています。街⾏く⼈に
飲み⽐べを勧め、安全性に優れるだけでな
くおいしさに驚く⼈ばかりでした。



14⽇ 涌井教授より地球⽣き物応援団
グリーンウェイブ⼤使の任命状をいた
だきました！

14⽇ ⾸相官邸にてCLT広報⼤
使の任命式が⾏われました！

14⽇ ⺟校の近畿⼤学の理事⻑･学⻑
を表敬。近畿⼤学は和歌⼭の⽊材で建
てたぬくもりのある校舎が魅⼒です。

13⽇ 森林認証のFSC国際本部が
浜松に来⽇し歓迎レセプション

16⽇ 林業復活･地域創⽣を推進する
国⺠会議の司会を務めるみどりの⼥神

20⽇ 建物や家具の外装に使われる
ツキ板の表彰式とセリに参加。 28⽇ 森林の魅⼒を映し出すフォト

コンテストの司会。作品にうっとり。

24⽇ 国際森林デーの記念イベント
にて新旧みどりの⼥神が司会＆緑の
募⾦にミス⽇本が協⼒！

７⽇ ⼤阪泉佐野にて、⽣活を豊か
にする⾥⼭の魅⼒を撮影。⽵コップ
や⽊の看板づくりに挑戦。

６⽇ 右は⿓神村森林組合の集材現場。
上は和歌⼭県の伸栄⽊材の製材所。
⽊材が市⺠の⼿に届くまでの経路を
1⽇で視察。⽊は多くの⼈の努⼒の結晶。

2⽇ 企業×森林フォーラムにて司会



★４月の予定（調整中や予定含む）★
1⽇ 遊ぶ。暮らす。育てる。

SATOYAMA&SATOUMIへ⾏こう2018 /⽵川
MBS放送(TBS系列) 林先⽣が驚く初⽿学 放送/岡部

2⽇ 世界⾃閉症啓発デー 東京タワーブルーライトアップ
AOAart「＃BlueKiss」企画＆出演/岡部

3⽇ プロ野球 中⽇×巨⼈ ナゴヤドーム始球式/市橋
4⽇ IBF国際美容連盟モデル/岡部

ニューヨークメイクアップアカデミー特別授業
6⽇ 海技資格免許更新呼びかけポスター 撮影/⼭⽥
7⽇ 岐⾩県「緑の募⾦」街頭募⾦/⽵川
12⽇ 緑の募⾦ ⾸相官邸PR訪問 緑の⽻根着⽤ /⽵川

⽇本商⼯会議所 三村明夫会頭 緑の⽻根着⽤ /⽵川
国際海事展「Sea Japan 2018」/⼭⽥
G&U技術研究センター 視察学習/浦底

13⽇ 海技資格協⼒センター WEB動画撮影/⼭⽥
14,15⽇ かすみがうらマラソン兼国際盲⼈マラソン/市橋
15⽇ スポニチ･毎⽇新聞「毎⽇会」ゲスト/⼭⽥
18⽇ 東京都下⽔道局 神⽥下⽔ 視察学習/浦底,14⾅⽥

「千葉北部毎⽇会」ゲスト/市橋,⼭⽥
21⽇ 総理⼤⾂主催「桜を⾒る会」出席/事務局和⽥あい
27⽇ 「ミス⽇本祭り」ミス⽇本OG有志主催 多数出席
29⽇ ラジオパークin⽇⽐⾕2018 緑の募⾦呼びかけ/⽵川

★3月の活動★
1⽇ MBSテレビ「林先⽣が驚く初⽿学」ロケ取材 /岡部
2⽇ 名古屋競輪スポニチ杯 トークショー/市橋

CSV経営･健康経営時代の「企業×森林」フォーラムⅡ 司会/⽵川
表敬訪問 国⼟緑化推進機構/⽵川

3⽇ 三浦国際市⺠マラソン 選⼿激励会/市橋
湘南ビーチFM ボートショー宣伝CM放送(11⽇まで)/⼭⽥

4⽇ 三浦国際市⺠マラソン スターター/市橋
5,6⽇ 表敬訪問 近畿⼤学、和歌⼭県の林業の現場や製材所を視察/⽵川
7⽇ BIE調査団⼤阪万博誘致活動/霜野,17GP⾼⽥

SATOYAMA&SATOUMIへ⾏こう2018 取材撮影/⽵川
8⽇ 名古屋観光⽂化交流特命⼤使委嘱式 就任/市橋

名古屋経済⼤学市邨⾼等学校 講演/市橋
ジャパンインターナショナルボートショー 出演/⼭⽥,17三上
MBSテレビ「林先⽣が驚く初⽿学」収録/岡部

10⽇ ニュースポーツEXPOin多摩2018 ゲスト/市橋
ジャパンインターナショナルボートショー

海技資格免許呼びかけ/⼭⽥
11⽇ AOAartワークショップin流⼭/岡部
13⽇ 8⽉1⽇⽔の⽇記念ポスター撮影/浦底

浜松市 FSC国際本部理事歓迎レセプション お迎え役/⽵川
14⽇ JABA社会⼈野球 東京スポニチ⼤会 決勝戦始球式/市橋

地球⽣き物応援団・グリーンウェイブ⼤使任命式 就任/⽵川
15⽇ CLT広報⼤使委嘱式 就任/⽵川

表敬訪問 上⽥清司埼⽟県知事、荒川⽔循環センター視察⾒学/ 浦底,岡部
16⽇ ミス⽇本50周年ドキュメンタリー「夢こそは、あなたの⽣きる未来」

ジャパンプレミア試写上映会
第5回林業復活･地域創⽣を推進する国⺠会議 司会/⽵川
合格サプリ 取材/岡部

17⽇ 札幌下⽔道科学館リニューアルオープン記念式典 司会/浦底
19⽇ 表敬訪問 三反園訓⿅児島県知事,中重真⼀霧島市⻑,

視察⾒学 滝之神浄⽔場/浦底
20⽇ 表敬訪問 森博幸⿅児島市⻑

視察⾒学 ⾕⼭処理場、下⽔汚泥堆肥化場
第35回全国優良ツキ板展⽰⼤会 式典司会/⽵川
海事関係団体連絡会 挨拶/⼭⽥

22,23⽇ 熊本地震 被災地復興状況と、
2年前の⽀援活動のその後を視察/⽵川

23⽇ 熊本県 神事：菊池渓⾕⼭開き式典 神事参加/⽵川
24⽇ 国際森林デー2018 みどりの地球を未来へ

/⽵川､16飯塚､⼭⽥,岡部,霜野
25⽇ TBS「情熱⼤陸」/12GP新井貴⼦
26⽇ ライブ･ドリアード2018 パネラー/⽵川

ボーカル＆新曲「Strawberry Down Sight」披露/17みどり野中
国⼟緑化推進機構 5⽉朝⽇新聞広告撮影/⽵川

28⽇ 私の美しの森フォトコンテスト表彰式/⽵川
29⽇ 東京都⽔道⽔飲み⽐べイベント/浦底

AOAart⾃閉症⽀援イベントPR（スポニチ訪問）/岡部
30⽇ 「21世紀の下⽔道を考える会協議会」下⽔道PR動画撮影 /浦底

I-media情報バザール異業種交流会 出席/⼭⽥,岡部,霜野

熊本のイベントを機に、被災地のその後を視察。

23⽇ 熊本が誇る絶景「菊池渓⾕」の⼭開き式
典・安全祈願祭に参加。震災後、ついに再開し
た渓⾕を、保育園児たちと共に楽しみました。

25⽇ 世界最⾼峰のコレクションで活躍
する⽇本⼈モデル･新井貴⼦さんが情熱⼤
陸に登場。世界の頂点を⽬指す姿が映し出
されました！

22･23⽇ 熊本地震の時にみどりの募⾦を通じて
ミス⽇本が贈った組⼿什は、今必要なものにカタ
チを変えて役⽴っています。また、ウッドデザイ
ン賞受賞の⼤⼯⼩屋甲斐さんを訪ね、⽊製品にか
ける職⼈魂に触れました。


