
12⽇ ミス⽇本コンテスト⼤会後援
のスポーツニッポン新聞社を表敬。
社内の記者さんたちにチョコをプレ
ゼントしました。
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★新しいミス日本たちの活動開始★

Miss Japan News 20年3月2日

3⽇ ⾼幡不動尊にて、恒例の節分⾖まき。ミス⽇本受賞6名全員が「年男」として福⾖をお届けしました。

2⽉ 渋⾕スクランブル交差点の街頭
ビジョンにて、昨年12⽉のMysta投票
勝者の森⾕・⻘⽊の2名が登場しまし
た︕「応募してよかった」そんな雰囲
気の映像が、⾒る⼈にミス⽇本のあた
たかさを訴求する映像でした︕

26⽇ 観光庁 ⽥端浩⻑官を、⽇本⽂
化を学んできたミス⽇本たちが表敬。

20⽇ 橋本聖⼦オリパラ担当⼤⾂表敬
いよいよ今年ですね︕

14⽇ スポーツ庁 鈴⽊⼤地⻑官をドラ
ゴンボート⽇本代表の⽥中が表敬

18⽇ 林野庁 本郷浩⼆⻑官を新旧み
どりの⼥神が表敬しました。

18⽇ 農林⽔産省 江藤拓⼤⾂表敬
みどりの広報⼤使に就任しました。

18⽇ 19藤本麗華は、1年間100⽇以
上に及ぶ⼥神活動について、江藤⼤
⾂から感謝状をいただきました。

19⽇ スポーツニッポンフォーラムに
て、元代表選⼿たちの講演。グラン
プリ⼩⽥とミス着物⻘⽊が登場。



1⽇ Greeのイベントにて、
スポニチスクエアのPR出演

18⽇ 林野庁にてみどりの⼥神の1年間
の活動報告会＆新⼥神お披露⽬会。井
⼾川は弾き語りも披露。歴代⼥神も多
数駆けつけてお祝いムードでした。

26⽇ 地元柏市⻑を表敬した⽔の
天使中村。上下⽔道PRに努めます。

10⽇ 地元⼭形県の東根市⻑を表敬
した海の⽇森⾕。NHK⼭形の18時の
ニュースでは⽣出演＆森⾕さんの⼈物
に迫る特集が放送されました︕

19⽇ 神奈川県下⽔道公社
コンクール司会に中村。⼊
賞した⼩学⽣たちを祝福。

14⽇ スーパーマーケッ
トトレードショーにて、
筑波乳業のアーモンドミ
ルクをPRする⼩⽥。

6⽇ ⽇本マリン事業協会の記
者発表にて森⾕。16杉浦琴乃
が駆けつけて出演を⽀援︕

18⽇ 埼⽟県の下⽔道関
連団体を表敬。元荒川⽔循
環センターの施設⾒学も。

8⽇ フィッシングショー⼤阪
にて海の⽇森⾕が安全PR活動。

1⽇ 下⽔道駅伝に中村・19⻄尾‣18
浦底の3⼈が⽔の天使チームで疾⾛。

15⽇ IBF国際美容連
盟のブライダルメイク
セミナーモデルに⼩⽥

3⽇ 林野庁での森林
サービス産業フォーラ
ム司会をする17野中葵

19⽇ サステナブル・ブ
ランド国際会議のステージ
ゲストに⽔の天使中村。

16⽇ 私の美しの森フォトコ
ンテストの司会をする井⼾川。

22⽇ 秋⽥県⼤館市の林業成
⻑産業化地域サミットにて司
会進⾏をする井⼾川。

5⽇ 間伐・間伐材利⽤
コンクールにて19藤本が
司会。

8⽇ 所沢市が⼒を⼊れるク
アオルト健康ウォーキングの
広報番組に19藤本が登場。



2⽇ 東京都森林事務所 多摩産材現場視察/井⼾川
所沢市市報取材 /19藤本

3⽇ 千葉県⻑柄町セルフヴィルドヴィレッジ DIY動画撮影/井⼾川,17野中
4⽇ TBSラジオ「中野浩⼀のフリートーク」収録/⽥中
6⽇ 表敬訪問 ⽇本下⽔道管路管理業協会,下⽔道事業⽀援センター/中村
7,8,9⽇ ミス⽇本コンテスト事務局引っ越のため臨時休業(同ホテル南館9階)
10⽇ 地球⽣き物応援団グリーンウェイブ広報⼤使委嘱式/井⼾川
23⽇ 表敬訪問 国⼟交通省 ⾚⽻⼀嘉⼤⾂表敬/中村,森⾕

表敬訪問 海上保安庁 奥島⾼弘⻑官/森⾕
25⽇ CLT広報⼤使委嘱式 /井⼾川

1⽇ スポニチスクエアPR コーナー登場/⼩⽥
第34回下⽔道職員健康駅伝⼤会･ランナー/中村,19⻄尾､18浦底

3⽇ ⾼幡不動尊節分⾖まき /⼩⽥,中村,井⼾川,森⾕,⽥中,⻘⽊
森林サービス産業フォーラム2020 司会/17野中

5⽇ 間伐・間伐材利⽤コンクール表彰式 司会/19藤本
癒しの森サロン 出席/井⼾川

6⽇ ⽇本マリン事業協会 記者会⾒ /森⾕
7⽇ 表敬訪問 ⽚柳学園・⽇本⼯学院 表敬訪問 /⻘⽊

⽇本農業新聞 インタビュー /⼩⽥
8⽇ フィッシングショーOSAKA2020 /森⾕

神奈川県下⽔道公社 令和元年度下⽔道作品コンクール 司会/中村
埼⽟県所沢市広報 クアオルト特集TV番組 撮影/19藤本

10⽇ 表敬訪問 ⼭形県東根市⻑、⼭形新聞社/森⾕
市⻑表敬訪問の様⼦は県下全TV局ニュースにて放送

NHK⼭形 「やままる」⽣出演&特集 /森⾕
12⽇ バレンタインボランティア ⾼齢者福祉施設訪問

表敬訪問 スポーツニッポン新聞社//⼩⽥,中村,井⼾川,森⾕,⻘⽊
13⽇ 全国森林組合連合会「緑の雇⽤」ポスター撮影 /井⼾川
14⽇ 表敬訪問 スポーツ庁 鈴⽊⼤地⻑官 /⽥中

スーパーマーケットトレードショー筑波乳業PR /⼩⽥
世界に誇る⽇本の「⽊の⽂化・⽊のおもてなし」を考える

公開講座司会 /井⼾川
15⽇ IBF国際美容連盟 ブライダルセミナーモデル /⼩⽥
15,16⽇ ⼩型船舶操縦⼠免許2級 講習＆試験 /森⾕
16⽇ 広尾学園‣渋⾕ユニバーサルミュージカル合同歌唱練習会/⼩⽥

私の美しの森フォトコンテスト表彰式 司会/井⼾川
17⽇ 表敬訪問 MTコスメティクス,筑波乳業 /受賞6名
18⽇ 表敬訪問 農林⽔産省 江藤拓⼤⾂、林野庁 本郷浩⼆⻑官/井⼾川

農林⽔産省みどりの広報⼤使 委嘱/井⼾川
林野庁みどりの⼥神成果報告＆お披露⽬会 講演/19藤本,井⼾川
表敬訪問 埼⽟県下⽔道局,埼⽟県下⽔道公社,所沢市上下⽔道局

⽔資源機構,元荒川⽔循環センター(⾒学) /中村
表敬訪問 海技資格協⼒センター,⽇本⽔難救済会,ほか多数/森⾕

19⽇ スポーツニッポンフォーラム ゲスト /⼩⽥,⻘⽊
サステナブル・ブランド国際会議2020横浜 /中村,⼩⽥,⽥中
表敬訪問 前澤⼯業 /中村
表敬訪問 全国森林組合連合会,⽇本CLT協会,ほか/井⼾川

20⽇ 表敬訪問 橋本聖⼦オリンピック・パラリンピック担当⼤⾂
⻑島昭久代議⼠ /⼩⽥,中村,井⼾川,⽥中,⻘⽊

表敬訪問 東京都⽔道局‣下⽔道局,⽇本下⽔道施設業協会,
⽇本下⽔道施設管理業協会 /中村

表敬訪問 ⽇本林業協会,全国⽊材組合連合会,ほか多数/井⼾川
コロンビア アウトドアウェア撮影 /井⼾川

21⽇ ⽇本林業協会 総会出席/井⼾川
表敬訪問 管清⼯業,カンツール,東亜グラウト⼯業,⽔道産業新聞/中村
表敬訪問 全国燃料協会/井⼾川
表敬訪問 ⼭形⼤学/森⾕

22,23⽇ 秋⽥県⼤館市2020東北地⽅林業成⻑産業化地域サミット/井⼾川
23⽇ AOAart⾃閉症者⽀援ワークショップ 出席/⻘⽊
25⽇ 表敬訪問 ⽇本河川協会,⽇本下⽔道新技術機構/中村

表敬訪問 ⽇本森林林業振興会,林業機械化協会,ほか多数/井⼾川
26⽇ 表敬訪問 観光庁 ⽥端浩⻑官、武井俊輔代議⼠

/⼩⽥,井⼾川,⽥中,⻘⽊
表敬訪問 千葉県柏市⻑,⽇本下⽔道事業団,⽇本建設業連合会/中村

27⽇ 東洋経済新報社 SDGsLab 取材インタビュー/⼩⽥
表敬訪問 全国下⽔道コンサルタント協会,河川財団/中村

2⽉中 渋⾕スクランブル交差点ビジョン・MystaCM出演/森⾕,⻘⽊

★２月の活動★

12⽇ 恒例のバレンタインボランティア。
⾼齢者福祉施設にチョコをお届け︕

13⽇ 緑の雇⽤ポスター撮影は、静岡県清
⽔の森林現場にて。4⽉から掲⽰です︕

14⽇ デービッド・アトキンソン⽒と隈研
吾⽒、涌井史郎⽒の座談会司会に井⼾川。

15,16⽇ 海の⽇森⾕は⼩型船舶操縦免許の
2級取得のため、講習と試験を受けました︕

★３月の予定（コロナの影響により大幅に縮小状態）★



OGの履歴書 第20回 松本蘭さん
ヴァイオリニスト
2009年度ミス⽇本ミス着物、ミス⽇本OG会やまとなでしこ会副代表。
桐朋学園⼤学卒業。2006年に結成された「⾼嶋ちさ⼦１２⼈のヴァ
イオリニスト」メンバーを経てソロデビュー。
数多くのオーケストラとソリストとして協演する他、親しみやすい
トークを交えたコンサート、アウトリーチ、様々なジャンルとのコラ
ボレーション等を⾏う。また2014年より、フジテレビアナウンサー
軽部真⼀と共に「めざましクラシックス」松本蘭バージョンをスター
トさせ⽇本全国で公演を⾏い好評を博している。

ミス⽇本を振り返って
ミス⽇本への応募は、今は亡き⺟が私に内緒で応募

してしまった事がきっかけです。
当時、私は⼤学を卒業し「⾼嶋ちさ⼦１２⼈のヴァイ
オリニスト」のメンバーとして活動を始めたところで
した。３歳からヴァイオリンを演奏している私には、
⾳楽以外の世界に全く興味は無く、況してやビュー
ティーコンテストとは縁遠いところにおりましたので、
勝⼿に応募してしまった⺟とは何度も参加について⼝
論（︕）をしました。「年齢的にも最後のチャンスか
もしれないから親孝⾏だと思って受けてみて」という
⺟の懇願に押され挑戦する事を決めました。

いざ参加してみると、これまで出会った事のなかっ
た同年代の輝く⼥性達とのお話や関わり合いはとても
興味深く楽しいもので、皆さん其々が持つ夢や⽬標、
またミス⽇本の掲げる「美しさ」という定義にも⾮常
に共感を覚えました。
⽇本⼥性らしい、思いやりをもった⼼美⼈。

外⾒を取り繕う事はいくらでも出来ますが、本当の
意味で内⾯から滲み出る美しさというのは⾃分⾃⾝と
向き合い、進化することを⽌めない、そして周りへの
配慮を忘れない、⼼優しい⼥性なのだとミス⽇本を通
して学ぶ事が出来ました。

これは、演奏においても同じ事で、⾳符を並べて形
にする事は出来るけれど、深みのある幅のある表現を
するには内⾯の充実が不可⽋です。まだまだ未熟者で
⽇々勉強‥‥ではありますが、⼥性として、そして⼈
間としての⼼構えを学ばせて頂いたように思います。

さて、私は2009年度ミス着物を受賞させて頂
いた後ソロデビューをし、今年はデビュー10周年
記念公演を7⽉17⽇に銀座ヤマハホールにて開催
することとなりました。

⽇本舞踊家元でいらっしゃる尾上紫さん、そし
てフラワーアーティストの⽵⽥浩⼦さんをゲスト
にお迎えして和と洋のコラボレーションを楽しん
で頂ければと思っています。

ミス着物の受賞をきっかけに、和の世界にも改
めて⽬を向ける事が出来ました。歌舞伎役者の七
代⽬市川染五郎さん、津軽三味線の吉⽥兄弟さん、
雅楽師の東儀秀樹さん等など‥‥多くの⽅々と共
演させて頂いて来ました。お着物で演奏するスタ
イルが出来たのも、ミス⽇本のお陰です。

⽇本⼈である私が⻄洋の⾳楽を演奏する時、
どんな表現が出来るのか。これは永遠のテーマで
もありますが、それはミス⽇本で培ったもの
「⼼」の表現に他なりません。

⾒えないものを⼼で感じる感性、眼に映るもの
だけでなく、五感の全てで感じ取れるのが⽇本⼈
の素晴らしさだと思います。⾦銭的な価値ではな
く、⼼の豊かさ、⼼の贅沢といった、本質的な⼼
の充⾜、それが⼈間の真の美しさに繋がってゆ
くー

そんなアーティストでいたいと思う今⽇この頃
なのです。


