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人の努力を感じる場と、求められる役割が、

内面の美・外見の美・行動の美を磨き、
ミス日本を魅力的にしていきます。

6/3 CLT広報⼤使を務めるみどりの⼥神藤本
が、地⽅創⽣に寄与できるCLTを通じた林業復
活を⽯破茂代議⼠とともにPR。

6/1,2 新天皇皇后両陛下の、最初の地⽅おつとめとしてご臨席され
た全国植樹祭式典に藤本も出席。藤本の⽬の前でお⼿植えがおこな
われ、みどりの⼥神としての役割と使命感を新たにしました。

6/1 下⽔道の異分野活⽤で全国をリードする佐賀県佐賀市によ
る上下⽔道フェアに、⽔の天使⾕桃⼦が登場。地元の認知は定着
し、⽤意された下⽔道由来の「宝の肥料」はあっという間に配布
終了。⾕はプロジェクトWETを活⽤して⼦供達に⽔循環を学ぶ
ゲームを展開。幼児から⼩学⽣の笑顔と歓声に包まれました。

6/26 SDGs⽬標14で唱えられる海の豊かさ
を守っていくためには、安全確保が⼤事です。
海難事故救援の資⾦となる⻘い⽻根のPRのた
め、国交⼤⾂･海上保安⻑官と⼀緒にPR

★TOPIC★
ミス日本運営委員会の発足

6/1 ⼀般社団法⼈ミス⽇本協会は5⽉理事会
において、ミス⽇本OG有志を中⼼とするミ
ス⽇本運営委員会の設置を決めました。
受賞者の経験とその後の知⾒を活かして、
協会が掲げる⽇本らしい美しさの理念のもと、
ミス⽇本のブランド価値の向上と発展を⽬指
し、同時に出⾝OG全体の⽣き甲斐増進を⽬
指します。

早速、左上に掲載の出場者募集広告を作成
したり、様々な企画を発案し、それを実際に
⾃分達の⼿で実現するために活動してまいり
ます。

委員⻑ 新井寿枝 2011ミス着物
委員 ⾕中⿇⾥⾐ 2011グランプリ
委員 横⼭林沙 2013⽔の天使
委員 飯塚帆南 2015みどりの⼥神
委員 宮⻄伽奈 2017準ミス⽇本
委員 和⽥健太郎 ミス⽇本協会理事
委員 和⽥あい ミス⽇本協会理事



★7月の活動予定（調整中含む） ★

6/29 ミス⽇本協会とACTSDGsが共同開催する勉強会の4回⽬です。今回はギンザシックスのオープンハウス様ラウ
ンジをお借りして、クラス感のあるゆったりした雰囲気で開催。「SDgs⽬標③すべての⼈に健康と福祉を」では⾷
卓研究家の新⽥理恵⽒が登壇。医⾷同源、⼝に⼊るものを選ぶ考え⽅、健康的な活き⽅とは何かをワークショップ形
式で話し合いました。「SDGs⽬標⑫持続可能な消費」にはオーガニック素材でコスメを⻑年開発してきた本⽥晃久
⽒が登場。オーガニックコスメの開発秘話に加えて、ライバルとなる⽯油由来製品とのメリットデメリットを紹介。
オーガニックのプロとしてオーガニックの⾔葉が⼀⼈歩きする現状に警鐘を鳴らされました。お⼆⼈の先⽣⽅とも、
普段何気なく「良い」としているものは実際はどうなのか？⾃ら調べて考えて選択することの⼤切さを気づかせてく
れました。次回開催は7⽉17⽇(⽔)の19時より渋⾕にて！お問い合わせはミス⽇本のWEBかSNSまで！

6/3 埼⽟県の下⽔道関連団体を表敬し、施設を視察⾒学。
下⽔道の仕組みやデザインマンホールなど⽬の当たりに。

6/7 川崎市は最新のVR技術を⽤いた啓発施設や下⽔
道施設に加えて、浄⽔場や建設中の豪⾬災害対策管を
視察。埼⽟も川崎も⽔の天使⻄尾を温かく祝福してく
ださり、やる気が燃え上がります。⻄尾は⼀気に業界
知識を⾝につけていきました。

6⽉は総会シーズンでした。
各関連団体に司会として登
場。業界知識を⾝につけた
ことで、歓談ではより突っ
込んだ話を聞いて理解を深
めました。

1⽇ 佐賀市上下⽔道フェア2019 講演/⾕
ミス⽇本運営委員会発⾜

1､2⽇ 第70回全国植樹祭あいち 出席/藤本
3⽇ 埼⽟県下⽔道局 埼⽟県下⽔道公社 表敬訪問と視察/⻄尾

⽇本CLT協会 定時社員総会懇親会司会 /藤本
4⽇ ⽇本洗浄技能開発協会 定時社員総会講演会 司会/⻄尾
5⽇ ⽇本グラウンドマンホール⼯業会 懇親会 司会/⻄尾

飯⽥橋ロータリークラブ 卓話/髙橋
⽇本船主協会 取材インタビュー役/髙橋

7⽇ 川崎市上下⽔道局 表敬訪問と視察/⻄尾
⽔道産業新聞社 取材/⻄尾

8⽇ Japan-YWP [⽔×SDGs]勉強会出席/⻄尾
13⽇ ⽇本マリン事業協会総会 歌唱披露/⼭⽥
17⽇ GKP下⽔道広報プラットホーム 総会司会/⻄尾
26⽇ ⽇本⽔難救済会 ⻘い⽻根募⾦PR /髙橋
28⽇ ⽇本下⽔道協会 定時総会･意⾒交換会 司会/⻄尾
29⽇ 【ミス⽇本×ACT SDGs】第4回SDGs実践講座
6⽉より
7⽉2⽇⾕川岳の⽇ ポスター/18浦底
⼭岳フリーペーパー「⼭歩みち」⾕川岳特集号 表紙/18浦底

（群⾺県＋⼭岳関連ショップ他掲⽰）

3⽇ 運輸振興協会 運輸懇談会 出席 /髙橋
5⽇ 東京下⽔道サービス TGS連絡協議会 司会/⻄尾
6⽇ みなかみ町 エコツアーカーニバルゲストハイカー/⻄尾

マリンカーニバル2019in豊洲 ゲスト/髙橋
6､7⽇ 2019あきた⽔と緑の森林祭り/藤本
8⽇ ⽇本⽔道運営管理協会 定時社員総会意⾒交換会 司会/⻄尾
9⽇ ツーリズムEXPOジャパン2019 記者発表会

広報アンバサダー就任/藤本
スポーツ･健康総合展⽰会スポルテック
筑波乳業PR / 髙橋

10⽇ ⽇本ダクタイル鉄管協会セミナー 司会 /浦底
11⽇ 8⽉1⽇⽔の⽇PR メディアキャラバン/⻄尾
12⽇ IBF国際美容連盟･ミス⽇本コラボセミナー

Motoko Asian Beauty workshop  セミナーモデル/⻄尾
15⽇ 海と⽇本プロジェクト 式典出席/髙橋 歌唱披露/⼭⽥
16⽇ 清⽔巴川灯ろうまつり 海フェスタPR/髙橋

⻘⼭学院⼤学同窓会第840回みかづき会 講演/⻄尾
17⽇ 【ミス⽇本×ACT SDGs】第5回SDGs実践講座
18⽇ 海フェスタしずおか 記念式典出席 /髙橋
21⽇ 全国海洋･⽔産⾼等学校カッターレース⼤会 表彰式/⼭⽥
23⽇ スポニチ 韓国IR特集取材 /度會

2019SGEC/PEFC 森林認証セミナー 司会/藤本
海事関係功労者表彰記念パーティー /髙橋

25⽇ 2020みんなの聖⽕プロジェクト 司会/⻄尾
26⽇ G&U技術研究センター 視察 /⻄尾
31⽇ 美しい森林づくり全国推進会議シンポジウム 司会/藤本
6⽉より
海技資格協⼒センター 更新呼びかけポスター/髙橋
海技資格協⼒センター ライフジャケット着⽤ポスター/髙橋

(全国の船舶･海洋関連施設)
7⽉より
海上保安庁 海の事故ゼロキャンペーンポスター /髙橋

(全国の海洋関連施設＋関東のJRメトロ京急全てに全駅掲⽰)
国⼟交通省 8⽉1⽇⽔の⽇PRポスター /⾕

(全国の⽔関連施設 ＋都内主要駅構内)

★ミス日本×ACT SDGｓ★

★6月の活動★

SDGs⽬標３ ゲスト講師
｛tabel｝代表取締役

新⽥理恵⽒

SDGs⽬標12 ゲスト講師
ジャパン･オーガニック

取締役 本⽥晃久⽒



「コスメドリンク」は、乳製品やお砂糖を⼀切使⽤し
ないプラントベースのビューティードリンクで、果物
やお野菜の⽢みを活かしています。

１００％オーガニックでコスメのように⾊彩豊か。
体調や気分に合わせて⾊で選べて、⼼も⾝体も喜ぶド
リンクに仕上げています。

コスメドリンクは、イベントでの期間限定のご提供
や、企業様のコンセプトカラーに合わせたレシピ提案、
親⼦参加型のワークショップスタイルでのご提供など
を実施しています。

--ミス⽇本としての１年間は？。
受賞当初は、名刺の渡し⽅やお礼状の書き⽅も知ら

ず、ミス⽇本として前に⽴つにはあまりにも稚拙。必
死に「ミス⽇本」になろうと努⼒した1年でした。
多くの貴重な経験をさせて頂きましたが、何よりも１
年間の活動を通して出逢った⽅々と⼗数年経った今で
もご縁が続いていることは、私の宝物です。

OGの履歴書 第14回

島村 実希さん
2007年度ミス⽇本「空の⽇」（しまむら みき）
・⼀般社団法⼈WELLE ME 代表理事
・次世代地域医療研究会N[EXT]A 事務局⻑
・福岡地域戦略推進協議会 フェロー
・NPO法⼈ミラツク ヘルスケア領域担当執⾏役員
・⼤阪⼤学⼤学院医学系研究科・医学部附属病院 産学連携・クロ
スイノベーションイニシアティブ 特任研究員

--現在の活動は？
何だか体調が悪い、けど⽣活に⼤きな⽀障はない。

そんな時、皆さんはどうされますか？
おそらく病院に⾏くことはなく、いつも通りの⽣活を
続けられることでしょう。
しかし、「何かいつもと違う」は⾝体が発する⼤切な
サイン。このサインに気付きながらも⾒て⾒ぬ振りを
してしまう。「こんなことくらいで、休んでいる暇な
んてない！」頑張っている⼈ほど、そう思ってしまい
がちです。

そんな⾵に、様々な不調や不安を抱えながらも、
「⾃分らしく⽣きて命を輝かせたい」と願い⽇々奮闘
する⼥性に寄り添い、⽀援する為に、WELLE ME
（ウェルミー）という団体を⽴ち上げました。

--今後の展望は？
WELLE MEでは、世界中のプロフェッショナルの

知⾒を活⽤し、季節に起こりやすい不調も考慮しな
がら、ライフスタイル別の健康商品・サービスのプ
ロデュースをしています。その中でも最近⼒を⼊れ
ているのは、ハーブやスパイス、スーパーフードを
使った「コスメドリンク」の開発です。忙しい中で
も⾃分を愛して、労って欲しい。そんな気持ちで開
発を始めました。

100%オーガニックの
コスメドリンク

QRコードでインスタへ
ぜひご覧ください！

全国の有機栽培や⾃
然農法を実践されてい
る農家さんとのご縁か
ら、地産地消のコスメ
ドリンクの開発にも着
⼿しており、最近では
ドリンクだけではなく、
「コスメフード」にも
挑戦しています。

⾃分の⼈⽣に夢中になり、⼀⼈ひとりがそれぞれの
使命や夢に邁進するためには、健康管理や⾃⼰を⾼め
る為の知識やノウハウ、そして同志とのつながりとサ
ポートが不可⽋だと考えています。

だからこそ私たちは、体調を整えるための⾷事や運
動の提案だけでなく、ホリスティックな考え⽅に基づ
き、 ⼀⼈⼀⼈に合ったセルフケアの⽅法や、その⼈
らしい⽣き⽅を実現するためのご提案とサポートを
⾏っています。

⽇本国内に留まらず世界中のプロフェッショナルが
集まるグローバルなウェルネスコミュニティを構築し
ているので、世界中のセルフケア⽅法に精通し、常に
アップデートしています。

すべての人の心が平和と愛で満たされますように
それがロゴに込めた私たちの想いです

私たちWELLE MEはこれからも、
⼼も⾝体も喜ぶ商品やサービスを、
多くの⽅々とのコラボレーション
により⽣み出し、沢⼭の⽅々に向
けた素敵な提案をしていきます。


