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★メディアにいろいろな形でミス日本が登場★

14⽇ 社会⼈野球リーグ東京⼤会
決勝始球式に度會。⼒を込めて投球！

31⽇ ミス⽇本OG会「やまとなでしこ会」が華やかに開催。ミス⽇本の現役やOGが世代を超えて36名⼤集合。お⾷
事しながら近況発表では、それぞれの取り組みや最近の出来事などを報告。とってもにぎやかで楽しい雰囲気でした。

5⽇ GP度會の出⾝の知事と市⻑を
表敬訪問。

週刊朝⽇3⽉22⽇号（週刊誌）
ミス⽇本は東⼤⽣ 度會亜⾐⼦

25ans（WEB）
キャンパスエレ⼥ ⾕桃⼦

⽇経スタイル（WEB）
医学の道を進む東⼤⽣ 髙橋梨⼦

中国全⼟で放送される超⼈気クイズ番
組「最強⼤脳」に18ミス着物岡部七⼦
が出場。世界中から集められた頭脳を
中国が迎え撃つ。スケールが⾮常に⼤
きく、スタジオがまるでスタジアム。

⾕川岳ウィーク2019（ポスター）
昨年撮影していよいよ公開 18浦底⾥沙

写真：スポーツニッポン新聞社



7､9⽇ ジャパンインターナショナル
ボートショー2019では、ラグビーの
五郎丸歩さんらと⼀緒に場内視察。
ボートオブザイヤー表彰式のほか、
フローティング会場ではボートに乗
り込んで海アソビを満喫しました！

6,7⽇ ビストロ下⽔道によって
収穫された栄養価に優れる野菜
たちが⼭形県の学校給⾷に利⽤
開始。なによりの評価は⼦供達
の笑顔。おかわりの連呼で⾷べ
残しのない給⾷となりました。 2,3⽇ 三浦国際市⺠マラソンでは⼩泉

進次郎代議⼠と⼀緒にランナーを⿎舞。

15⽇ ⾸相官邸にて、林業界で期待さ
れる合板「CLT」広報⼤使に就任。

18⽇ グリーンウェーブ⼤使に就任し、
⽣物多様性の維持と啓発に努めます。

22-24⽇ 観光系の勉強を進める⽵川
が、⽻⽥空港の海外イベント司会。

23⽇ 国際森林デーにて、司会を務め
る藤本と16飯塚。各国⼤使をご案内。

4⽇ 昨年度のCLT実績報告会。だん
だん国内建築に浸透してきています！

13､14⽇ 明治維新150年を記念した
式典で地元園児達と植樹。さらに⼭⼝
県の林業現場を視察し、林業のリアル
を感じ取ります。

28⽇ 露橋⽔処理センターの式典。
⾼い⽔質を実現し、住⺠⽣活が向上。

21⽇ ⼦供達が主役で楽しむ「森と
⽔の祭り」募⾦のお礼に緑の⽻根。



★4月の予定（調整中含む）★

1⽇ 表敬訪問 ⽇本森林林業振興会,林業機械化協会,
全国燃料協会ほか /藤本

2⽇ ハースト婦⼈画報社「25ans」取材/⾕
2､3⽇ 第37回三浦国際市⺠マラソン ゲスト/度會
4⽇ 平成30年度実施CLT関連林野庁事業成果報告会 司会/藤本

表敬訪問 ⽇本下⽔道新技術機構､⽔資源機構､埼⽟県下⽔道公社/⾕
表敬訪問 海技資格協⼒センター、⽇本船主協会/髙橋

5⽇ 表敬訪問 愛知県⼤村秀章知事と岡崎市内⽥康宏市⻑/度會
表敬訪問 管清⼯業、カンツール、⽇本河川協会、

⽇本下⽔道管路管理業協会 /⾕
6,7⽇ ⼭形⼤学･鶴岡市 ビストロ下⽔道学校給⾷イベント /⾕
7⽇ ジャパンインターナショナルボートショー2019 初⽇/⾼橋・18⼭⽥
8⽇ 表敬訪問 全国上下⽔道コンサルタント協会 /⾕

8⽉1⽇⽔の⽇ポスター撮影 /⾕
9⽇ ジャパンインターナショナルボートショー2019 三⽇⽬/⾼橋

12⽇ 海の⽇関係団体連絡協議会 挨拶/髙橋
13⽇ 「週刊朝⽇ 2019年3⽉22⽇増⼤号」 写真記事掲載/度會
13,14⽇ 萩・明治維新150年記念植樹 植樹と視察 /藤本
15⽇ 社会⼈野球東京リーグ決勝戦始球式 /度會

CLT広報⼤使委嘱式 /藤本
18⽇ 地球⽣き物応援団・グリーンウェイブ⼤使任命式/藤本
20⽇ 全国森林組合連合会 全国会議 挨拶 /藤本
21⽇ かながわトラストみどり財団 第2回森と⽔の祭り 司会/藤本
22⽇ ハースト婦⼈画報社「25ans」WEB掲載/⾕
22-24⽇ ⽻⽥空港「もっと！海外へ2019」司会 /18⽵川
22-29⽇ 中国蘇州「最強⼤脳」TV番組収録 / 18岡部
23⽇ 国際森林デー2019みどりの地球を未来へ 司会/藤本､16飯塚
26⽇ 表敬訪問 筑波乳業⼯場⾒学/南⾕､⾕､藤本､髙橋､⻄尾
27⽇ ⽇経新聞「NIKKEI STYLE」WEB記事掲載/髙橋

表敬訪問 東京都スポーツ⽂化事業団 /度會
表敬訪問 前澤⼯業 /⾕

28⽇ 露橋⽔処理センター改築事業 完了記念式典 司会/⾕
29⽇ AOAart×ミス⽇本 スポニチ取材/⻄尾
30⽇ 【ミス⽇本×ACT SDGs】 第１回SDGs実践講座
31⽇ ミス⽇本OG会 やまとなでしこ会 /ミス⽇本現役・OG

⾕川岳2019シーズンポスター掲⽰開始 /18浦底（昨年撮影）

★3月の活動★

26⽇ 筑波乳業の⼯場⾒学にミス⽇本が参加。
⾷の安⼼安全と、味･品質にかける熱意がこ
もったシステムや仕組みに感動。昼⾷はリバー
スプロジェクトの新納平太先⽣によるアーモン
ドミルクを使った料理に笑顔がこぼれました。

ミス⽇本協会はACT SDGsと共同して「持続可能な⾏動の実践者を⽬
指す」勉強会を毎⽉開催していきます。第1回の講師は「国連⽣物多様
性の10年市⺠ネットワーク」代表の坂⽥昌⼦さまによる、⾼尾⼭を例
に、⽣物多様性がどれほど⾝近に⽣活に影響するのかのお話、そして
「国際環境NGO FoE Japan」原発エネルギー担当の吉⽥明⼦さまによ
る、エネルギー選択のお話。先駆者の⾏動選択の姿を参考に、⾃らはど
うしたら持続可能な社会に与することができるかを考えます。

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/⻄尾､髙橋､18⼭⽥

4⽇ プロ野球 中⽇×広島 ナゴヤドーム始球式/度會
間伐材マーク愛称選考委員会 /藤本

5⽇ 海技資格免許更新呼びかけポスター 撮影/髙橋
7⽇ フジテレビ さんまの東⼤⽅程式 出演/岡部
12⽇ 緑の募⾦ ⾸相への訪問 緑の⽻根着⽤ /藤本

⽇本商⼯会議所 三村明夫会頭 緑の⽻根着⽤ /藤本
13,14⽇ かすみがうらマラソン兼国際盲⼈マラソン/度會
18⽇ 東京都下⽔道局 神⽥下⽔ 視察学習/⾕
19⽇ 海技資格免許更新呼びかけ動画 撮影/髙橋
21⽇ 三重県林業⼤学校記念式典/藤本
24-26⽇ ミス⽇本「海の⽇」副賞クルーズ乗船取材/髙橋
27⽇ ラジオパークin⽇⽐⾕2019 緑の募⾦呼びかけ/藤本
28⽇ 【ミス⽇本×ACT SDGs】 第２回SDGs実践講座

★ミス日本×ACT SDGｓ★
SDGs実践講座 第1回



◎応募のキッカケは？◎
恩⼈が推薦応募してくださったのがキッカケで

した。
ファイナリストに選んでいただいて、しばらく

は「私は場違いなのではないか」と悩むこともあ
りました。しかし、勉強会を重ねていくうちに、
学びの楽しさ、⾃分⾃⾝と向き合い再発⾒してい
く喜びを体験したことにより、いつのまにか、い
ただいたチャンスに夢中で取り組むように。⼦供
の頃から苦⼿だった読書が⼤好きになったりと、
嬉しい変化の連続でした。

また、ファイナリスト当時、闘病中だった祖⽗
が⼊院先で「うちの孫はミス⽇本なんだよ」と話
をしていることを知り「祖⽗に嘘をつかせるわけ
にはいかない」という気持ちが⼤きな原動⼒にな
り、諦めず⼤会に臨むことができました。

9 年経った今も、あの頃の経験とご縁が私の⼈
⽣を豊かなものにしてくれています。背中を押し
てくれた全ての⼈に感謝しております。

OGの履歴書 第11回 林 愛 さん
2010 年度 ミス⽇本「空の⽇」林愛(はやし まな)
三重県伊勢市⽣まれ 東京都育ち
2006 年に作家アシスタント・イラストレーターとして本格活動開始。
2015 年には家族から飲⾷店を引き継ぎ⾷の世界にも挑戦することに。
翌 16 年に安⼼して⾷べられる外⾷を⽬指し、健康増進・医⾷同源の考えを元に、
カフェ・サロン・ギャラリー goodtime グッドタイムをリニューアルオープン、
店⻑として店舗運営。

北欧の国、エストニアにおいて⽇ 本⽂化を紹介する
ジャパン・モールの企画運営に⼒を⼊れ ている知⼈
から、企画への参加を打診していただいたことが
キッカケで、エストニアとご縁ができました。

エストニアは、バルト海に⾯した⼈⼝ 120 万⼈ほ
どの ⼩国ですが、世界遺産の⾸都タリン市旧市街を
はじめ、澄 んだ空気、⼤⾃然、癒しと安らぎを求め
世界中から年間 800 万⼈余の訪問者があります。

知⼈が取り組んでいる企画は、エストニアはもち
ろん、その国の訪問者 の皆さまにも”クール ジャパ
ン”をご紹介・体験していただく構想です。

企画の進⾏に合わせ、私⾃⾝の役割を想像し、⽇
本⽂化 に対し独⾃の視点を携え、近い将来にはエス
トニアの蒼い空 の下でも活動ができることを楽しみ
にしています。

全ての取り組みを通し、2010年度のテーマであっ
た”おもいやりあふれるこころ美⼈”を体現するべく、
⽇常⽣活の中で努めてまいります。

◎現在の活動は？◎
イラストレーターの活動の傍ら、カフェ・サロン・ギャ
ラリー goodtime を運営しています。

東京都武蔵野市 吉祥寺駅井の頭公園近くの、⼩さな隠
れ家のような、 アットホームなお店です。

goodtime では、医⾷同源の考えを元にした安⼼して
⾷べられる、健康づくりができる外⾷ "家族に⾷べさせた
い体と⼼がよろこぶお⾷事" をコンセプトに、栄養価の⾼
い厳選⽞⽶、お野菜のパワーをいただくクレンズスープ、
新鮮な旬の⾷材とスーパーフードやハーブを使った家庭
料理を中⼼としたメニューをお楽しみいただけます。

併設されたサロンはセラピストの⽅々による癒しの場
です。ギャラリーは作家さまの発表の場になっています。
他にも教室やセミナー、ライブ、交流会など、様々なイ
ベントを企画・開催しています。

お客さまや地域の皆さま、また、⾃分⾃⾝にとっても、
お店で過ごす " 今 " が "goodtime" となり、健やかな 未
来につながっていきますように...そんなことを願いな が
ら毎⽇お店に⽴っています。

⼿がけたロゴやイラスト、LINEスタンプのデザインなど。

good time グッドタイム
東京都武蔵野市吉祥寺南町
1-17-10 F&Wビル１F
営業 11:00 - 18:00
⽕曜⽇定休

◎今後の夢や⽬標は？◎


