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7/15 海の⽇に晴海で開催された「海と⽇
本プロジェクト」に⼆⼈のミス海の⽇が登
場しました。髙橋梨⼦は式典の司会として、
⼭⽥麗美は海上保安庁⾳楽隊とコラボして
美声を披露。STU48の劇場船も来航して、
海の楽しみ⽅が広がってきていることを実
感します。

7/3 運輸懇談会のゲストに髙橋

海の事故ゼロキャンペーンポスター
ミス⽇本｢海の⽇｣髙橋梨⼦

7/23 海事関係功労者祝賀会に出席

島国⽇本に⽋かせぬ海の恵みに感謝

7/16,17 ⽇本最⼤の海の祭典「海フェ
スタ」。今年は清⽔港開港120周年を
記念して静岡開催です。海の総合展や
式典に出席。夜は巴川灯ろう祭りにて、
灯⽕が海に注ぐ河を幻想的に彩ります。

7/9 スポーツ健康産業総合展⽰会のス
ポルテックにて、髙橋は筑波乳業の
アーモンドミルクの効能をアピール。

7/21 宮崎県の宮崎港で⾏われた全国
⽔産海洋⾼等学校カッターレース⼤会。
⼭⽥麗美が優勝校を祝福しました。

7/6 海のアソビを体験しつくすマリンカーニ
バルin豊洲。髙橋梨⼦はオリンピックの準備
が着々と進む港湾地区の様⼦を船から視察。
16年海の⽇の杉浦琴乃も友情出演して東京湾
の⼥⼦旅を満喫しました。

ミス日本「海の日」とは
島国⽇本に⽋かせぬ海の恵みに感謝し、海洋業界への理解と関⼼を⾼め

る役割を担う賞です。「海の⽇」が祝⽇となった1996年から選出が始ま
りました。2012年からは⼩型船舶操縦⼠免許の取得もしています。

海のアソビやシーフードなど、⽣活に密着した価値を広めるのはもちろ
ん、ライフジャケット着⽤呼びかけなど、国交省や海上保安庁とともに安
全啓発活動に取り組みます。1年間をかけて海がもっと好きになる賞です。



7/23 スポニチの紙⾯取材で、韓国のパラダイスウォーカーヒ
ルのカジノを体験する度會。カジノの愉しみ⽅をリポート！

7/6 みなかみ町のエコツアーにて、
参加者と⻄尾が楽しくハイキング。

7/9 ⽇本最⼤の旅⾏博覧会ツーリズムEXPOジャパン2019の
広報アンバサダーに藤本が就任！10⽉24⽇より⼤阪開催です！

18⽇ 藤本の出⾝⽻村市を含む、多摩川上
流域の林業を、収穫から卸し･製材まで視察
しました。地元材の家具が欲しくなります！

7/26 G&U研究センターにて、マンホール
が吹き⾶ぶ仕組みと瞬間を学ぶ。業界の地道
な基礎研究が、豪⾬災害から都市を守ります。7/12 IBF国際美容連盟のメイク

アップセミナーモデルに⻄尾。

7/7 あきた⽔と緑の森林祭では植樹式典に。
チェーンソーアートコンテストで作られた⽊
彫刻は、⾃宅に飾りたくなるものばかり♪

7/31 美しい森林づくり全国推進会議では、
森林サービス産業の価値に注⽬が集まりまし
た！森林セラピーや森の幼稚園、地⽅が主役
となり先頭を⾛れるプログラムの数々に、地
⽅創⽣の未来を感じながら、司会進⾏。

7/5 TGS連絡協議会 7/8 ⽇本⽔道運営管理協会 7/10 ⽇本ダクタイル鉄管協会 7/23 SGEC/PEFC森林認証セミナー

全国各地で⾏われている⼯夫や努⼒は、まさに「⾏動の美」です。
ミス⽇本たちは皆様の⾏動の美に魅了され「応援したい、発信したい」という積極的な協働に向かいます。

異なる魅⼒が重なりあって、新しい魅⼒、新しい動きを創出してまいります。
◆ミス⽇本が皆様の魅⼒に触れる出演機会を、いつでも欲しております。ぜひご検討下さい！◆



★８月の予定（調整中や予定含む）★
1⽇ 令和元年度「⽔の⽇」記念⾏事 ⽔を考える集い /⻄尾
1,2⽇ 佐鳴予備校 夏期講習特別講演会 /度會
3⽇ やどりぎ⽔源林のつどい 司会/藤本
5⽇ 国⼟交通省 ⽔資源功労者表彰式 出席 /⻄尾
6-9⽇ 下⽔道展ʼ19横浜 下⽔道､くらしを⽀え､未来を拓く

OP式典やパブリックゾーンほか/⻄尾
8⽇ Kグループレセプションパーティー 出席/⻄尾
9⽇ 京王プラザ ボランティアプラザ 協⼒/藤本､18岡部
11⽇ 第４回「⼭の⽇」記念全国⼤会2019やまなし 出演 /藤本

⼭の⽇in⾕川岳 ⼭の⽇記念イベント /⻄尾
⼭の⽇記念イベントin川場村 /16飯塚

14⽇ サマージャンボ宝くじ抽選会 ⽴会⼈/⻄尾
18⽇ スポニチ 第62回オールスター競輪G1 出演/⻄尾
21⽇ スポーツニッポンフォーラム 出席/藤本､髙橋

ジャパン･インターナショナル･シーフードショー /髙橋
22⽇ 海洋⽴国推進功労者表彰式 /髙橋
24⽇ 埼⽟県⽊材協会 ⽊とのふれあいまつり ゲスト/藤本
25⽇ 第52回ミス⽇本コンテスト2020 ⻄⽇本地区⼤会
26⽇ 第52回ミス⽇本コンテスト2020 東⽇本地区⼤会
27⽇ 第52回ミス⽇本コンテスト2020 九州地区⼤会
30⽇ 第52回ミス⽇本コンテスト2020 東海地区⼤会

【ミス⽇本×ACT SDGs】第6回SDGs実践講座

2019BBMベースボールカード 2ndバージョン
8⽉9⽇発売 始球式カード/度會

東京都農林⽔産振興財団
とうきょう林業サポート隊 募集ポスター/藤本

★７月の活動★

ミス⽇本×ACTSDGs】SDGs実践講座の第5回です。渋⾕の朝⽇新聞社メディアラボ渋⾕分室にて開催。
「SDgs⽬標①あらゆる貧困に終⽌符を打つ」ではNPO法⼈ビッグイシュー基⾦事務局⻑の⻑崎友絵⽒が登壇。ホー
ムレスにいたる道筋とそこから脱却するためのプロセスの困難な現在の社会システムについて解説し、ちょっとした
きっかけで誰しもに起こりえる⽣活困難な状況を、どのような社会環境で乗り越えていくかが参加者全員で話し合わ
れました。
「SDGs⽬標⑪住み続けられる街づくり」にはUrban Farmers Club理事の⾼橋賢次⽒をお招きし、恵⽐寿を中⼼にコ
ミュニティをどのように築いてきたかを元にして、個⼈が幸せな⽣き⽅、⼼地よい街の姿を考えて⾏きました。

⼀⼈の⼒で逆境や困難に打ち勝つのは⼤変でも、地域の⼒やコミュニケーションが援助が必要な⼈をどんどん救い
上げ、今度は援助する側に廻っていく仕組みが実現可能であると先⽣は⽰してくださいました。災害発⽣時の共助の
精神とも通じる、街のチカラ、コミュニティのチカラが、私達の⽣活を強く下⽀えしてくれることを改めて思い出さ
せるような講義となりました。次回開催は8⽉30⽇⾦曜の夜です！参加希望者はお問い合わせ下さいませ。

7/16 ⻘⼭学院⼤学の同窓会にて、現
役学⽣として講演に⽴つ⻄尾。ミス⽇
本が⼥性の活躍を後押しするコンテス
トであることと、⾃分の夢を叶えるチ
カラになっていることを熱弁！

7/25 みんなの聖⽕プロジェクトの司
会進⾏に⻄尾。いよいよオリンピック開
幕まで１年。⽵灯を全国で灯す⺠間プロ
ジェクトが進⾏中です。

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
12⽇ 8⽉1⽇⽔の⽇PR メディアキャラバン/⻄尾
13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

多摩川上流域の林業視察･東京都森林事務所/藤本
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 森林×SDgsで拓く

「森林イノベーション」シンポジウム 司会/藤本
スポニチ掲載 韓国IRカジノ特集 /度會

ミス日本×ACT SDGｓ

SDGs⽬標１ ゲスト講師
NPO法⼈ビッグイシュー基⾦

事務局⻑
⻑崎友絵⽒

SDGs⽬標11 ゲスト講師
Urban Farmers Club

理事 ⾼橋賢次⽒

いよいよ2020年ミス⽇本の地区
選考が進んでいます。

ミス⽇本コンテストは、夢を叶え
る実⼒を養うため、ファイナリス
トたちに無料の勉強会を準備して

います。
リベラルアーツ・社会⼯学に基づ
いた約30講座にもなるカリキュラ
ムが、彼⼥達の視野を広げ、将来

への意識を⾼めていきます。

さて、来⽉号では地区⼤会を勝ち
残ったファイナリストたちをお知

らせしたいと思います。



--ミス⽇本を振り返って。
「周りの⼈を笑顔にする⼥性」になりたい。そんな夢

を胸に臨んだミス⽇本コンテストですが、周囲の候補⽣
の毅然とした⽴ち居振る舞い、⾃分の⾔葉で的確に伝え
たいことを表現するスピーチ⼒を前に、⾃分は場違いな
のでは？と、何度も不安に押し潰されそうになった⽇々
を思い出します。

しかし、家族、友⼈、ミス⽇本関係者の⽅々の温かい
サポートのおかげで、笑顔だけは忘れずに、ミス⽇本ネ
イチャーという重⼤な責務を全うできたと思います。

このときに出会えた仲間たち、経験こそがその後の⼈
⽣の⼤きな財産、糧となっており、ミス⽇本でしか得ら
れない恵まれた環境で挑戦する機会をいただけたことに
深く感謝しています。

OGの履歴書 第15回

鈴木 華子さん

--任期後はどのように過ごされていますか？
ミス⽇本ネイチャーとして活動するなかで農業に関⼼

を抱くようになり、⼤学卒業後はミス⽇本の活動でもお
世話になった地元豊⽥市のJAあいち豊⽥に就職しました。

広報部に配属となり、地元農家さんへの取材、農業新
聞の記事を執筆する⽇々を送りましたが、結婚を機に退
社。昨夏⼀児の⺟となったことで、これまで20年間以上
⽇常と思っていた⽣活は、突如⽇常ではなくなりました。

わたしの1⽇は、夜泣きをする10か⽉になる息⼦を2時
間毎に寝かしつけ、さぁ私も寝ようか、と思ったのも束
の間の朝6時にスタートします。重い瞼をなんとか開き、
洗濯掃除、夫のお弁当作り、そして離乳⾷の準備をしま
す。夫の出社を⾒届けてから息⼦に朝ごはんをあげ、同
時にキッチンで⾃分の朝ごはんを掻き込み、家事を再開。

息⼦がパタリと動けなくなるまで⼀緒に遊び尽くした
あとは、お昼寝中の時間を利⽤して昼⾷を準備。起きた
ら⾷べさせてあげて⽚付け。午後は息⼦を連れてお散歩、
絵本を読み聞かせて⼣飯の準備をし、お⾵呂に⼊れて寝
かしつける。寝かしつけてから家事を再開、、、と怒涛
の⼀⽇が過ぎていきます。

今でこそ、この⽣活がようやく板についてきましたが、
育児初⼼者の頃は「ママになったら息⼦のためにも常に
ニコニコしなければ」と気を張る⼀⽅、「周りの⼈を笑
顔にする⼥性」という⽬標からはかけ離れていきそうに
なる⾃分⾃⾝に悩む時期もありました。

そんなある⽇“イライラも⾚ちゃんの感情を育てる⼤切
な思いであってママが頑張っている証拠”という⾔葉と出
会ったことで、気持ちがスーッと軽くなり、イライラし
ている⾃分を認め、⾃分⾃⾝が楽しめる⼦育てをしてい
こうと決めました。趣味の料理は今では離乳⾷の有機オ
リジナルレシピを考えることによって充実していますし、
ミス⽇本の友⼈とも会う時間を作ることで、⾃分とは全
く違うフィールドで⽬標に邁進する姿、美しさに磨きを
かけている先輩ママさん達の姿に刺激を受け、⼦どもと
共に⾃分も負けじと成⻑していく活⼒につなげています。

⼦どもの成⻑は⽬覚ましく早く、1⽇単位で成⻑を感
じます。昨⽇出来なかったことが今⽇は出来るようにな
ると些細なことでも嬉しく感じます。⺟になることで多
くのことを諦めた気になったこともありますが、それ以
上に⼦育てを通して新たな発⾒、これまでにない感情や
想いが⾃⾝に育まれました。

ミス⽇本OGの皆さんは⾃分の想い、使命に真っ直ぐで、
それを各々のフィールドで着実に具現化されている憧れ
の⽅ばかりです。このような皆さんと同じOGと⾔ってい
いのか？とOGである事をつい隠したくなることもありま
したが、⼦育てをしている中で、ふと⾒せる息⼦の屈託
のない笑顔を⾒ると、専業主婦になるという道を選んだ
ことに⼀⽚の後悔もありません。

ミス⽇本で掲げていた将来の夢「周りの⼈を笑顔にす
る⼥性」、当時は漠然とした夢であり、想像もつかな
かったのですが、今まさにその夢の第⼀歩のなかで暮ら
しているのだと実感しています。

2010年度 ミス⽇本ネイチャー （すずき はなこ）
愛知県豊⽥市出⾝ 受賞当時は椙⼭⼥学園⼤学1年在学中。
卒業後は地元JAあいち豊⽥に就職し、広報課にて地元農産物をPR。
農協職員の傍ら、初代とよたPR⼤使として1年間活動。
その後、結婚し、昨年2018年9⽉8⽇に第⼀⼦男の⼦を出産。
現在10カ⽉になる息⼦を⼦育て中。


