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ミス日本グランプリの松井朝海が、日本アイスランド協
会創立30周年＆駐日アイスランド共和国大使館開設20
周年合同祝賀会に出席しました。オープニングでは開会
宣言を担当。松井は留学経験で培った英語を活かして、
アイスランド大使や要人らと交流。楽しい時間を過ごし
ました。

ミス日本「水の天使」の嶺百花が、10月1日より
TBS(JNN系)の朝のニュース番組「THE TIME,」にて、
レギュラーお天気キャスターとして毎朝出演中です。関
東近郊の名所名勝から中継で１日のお天気をお届けして
います。番組は月～金の5時20分から8時まで。嶺の登
場はおおむね約30分間隔です。一日の活力の助けになる
ように、元気一杯でお届けします。ぜひ御覧ください!

ミス日本協会公式インスタグラムのインスタライブ
機能を使った公開型勉強会を開催中です。現役ミス
日本と一緒に30分でSDGsを学びます。ミス日本協
会は「社会をより良くする」人物の輩出のため、コ
ンテスト応募者に学びの機会を提供して参ります。

ミス日本 インスタ

｢ミス日本｣は本協会の登録商標です。

みどりの女神小林優希が、
宮城県林業技術センターで
「組手什を通して森の豊か
さを学ぼう親子教室」に登
場。森林の役割と、適正に
木を使うことの大切さを公
演しました。親子教室では
組手什を用いた体験教室。

インスタライブを利用した30分の公
開講座の第4回。10月は講師にハート
ツリー代表取締役の服部進先生をお迎
えして、森や自然への関心を引き起こ
す方法についてのお話。認証材を選ん
だり、産地を応援する意識を持つこと
に加え、一人ひとりが身近に「木を置
く、木を気にする」ことが大事であり、
そのために事業やアクションを起こし
ていくことが大切とお話しました。

2020みどりの女神の井戸川
が、令和記念「We Love 
Forestの森」植樹祭に登場
しました。花粉症対策に期
待がかかる少花粉ヒノキを
植えた後は、森のシンガー
ソングライターの山田証さ
んとコラボコンサート。

組手什は、木材を思い通りの⾧さや大きさに加工し、子
どもでも簡単に組み立てできる万能材です。被災地避難
所などで大活躍しています。NHK連続テレビドラマ小説
「おかえりモネ」にて林業考証を担当された竹中雅治氏
と子どもたちとみんなで家具作りを楽しみました。

森の中に響き渡る二人の歌声で、不思議なやすらぎを感
じる幻想的な時間を作りました。



ミス日本「海の日」吉田
さくらが、日本海事新聞
のゲスト取材記者として、
日本港運協会インタ
ビュー取材を行いました。
島国日本に欠かせない海
運。それを取り巻く世界
情勢を伺います。新聞記
者を目指す吉田に、最高
の経験となりました。

水の天使の嶺百花が日
本下水道管路管理業協
会主催の関東支部セミ
ナーの司会を務めまし
た。水の専門家として
TVで活躍する吉村和就
氏を始めとする専門家
の方々の講演では、水
処理以外の分野への応
用に注目が集まってい
ることが示されました。

みどりの女神の小林が、
「脱炭素社会の実現に資す
る木材利用の促進に関する
法律施行記念講演会・シン
ポジウムの司会を務めまし
た。木材を活かした建築で
有名な隈研吾氏の他、林野
庁⾧官や漫画家平田美紗子
氏が講演にたち、多様な角
度から木材の可能性にせま
りました。

ミス日本みどりの女神の小林優希に
せまる独占インタビューが行われま
した。取材会場は東京都内でCLTを
使った先進的施設「ROOFLAG」。
記事はネットで配信中。写真ととも
に、ぜひ御覧ください。

2020みどりの女神の井戸川百花が、
第13回秦野市植樹祭にゲストとし
て登場しました。式典の後は、新
東名高速道路の秦野IC周辺にて植
樹会を実施。高速道路を包むよう
に木を植えていきました。
ドライバーの方々のストレスが少
しでもやわらぎ、安全運転に繋が
りますように･･･

1-3日 ファイナリスト向け勉強会 第1期
2,3日 みやぎの木づかい 組手什を通してSDGsを学ぼう

視察・講演/小林
8日 木材利用促進法改正記念講演会 司会/小林
11日 税理&経営コンサルタントBAMCと外資系保険会社の

合同勉強会 SDGsと魅力講演 /協会専務理事和田
13日 日本海事新聞インタビュー /吉田

法務会計プラザパートナーズ会 SDGsと魅力講演/和田
14日 日本アイスランド協会創立30周年＆

在日本アイスランド大使館設立20周年合同祝賀会/松井
楽しいニュース 小林優希インタビュー/小林

16日 第3回「令和記念」We Love Forestの森
少花粉ヒノキの植樹祭とコンサート 歌唱出演/20井戸川

21日 日本下水道管路管理業協会 関東支部セミナー司会/嶺
23日 第13回秦野市植樹祭/20井戸川
26日 海の万博セミナー第2回 司会/吉田
27日 ミス日本と学ぶSDGs vol.4

世界一周大学オンライン講義 講演/大会委員⾧和田あい

ミス日本「海の日」吉田さくら
が、海の万博セミナーシリーズ
の第二回司会を務めました。
テーマは海の幸である食。持続
可能な海にするために、全国各
地の工夫が紹介されました。ミ
ス日本受賞たちも、一人一人が
できるSDGsとして海産物の

1日 中川水循環センター
バイオガス発電事業発電開始式典 司会/嶺

4-7日 ファイナリスト向け勉強会 第2期
5-7日 日本伐木チャンピオンシップ鳥取/20井戸川
6,7日 第4回ふくしま植樹祭 出演/小林,17野中
8日 グランプリ松井 出身小学校記念講演 /松井
9日 ボートレース住之江 SGボートレースGP対談/松井

令和3年度CLT建築物の大工技能者など担い手
育成講習取材 /小林

12,13日 第21回豊かな国の森づくり大会 出演/小林
13日 福島の森林･林業再生に向けたシンポジウム /20井戸川
17日 日本ダクタイル鉄管協会セミナーin千葉/20中村
19日 あなたの街の下水道 出前講座講演/20中村
25日 下水道事業促進全国大会＆陳情活動/20中村
26日 令和3年度やまがた森林ノミクス県民MTG/小林
27日 緑化運動育樹運動コンクール表彰式/小林
28日 サッカーJ2 FC町田ゼルビア

管清工業マッチデー ゲスト/嶺,髙垣
29日 プルデンシャル生命保険 支社MTG SDGs講演/松井

楽しいニュース小林 認証制度「ブルーシーフード」の選択と普及よびかけに
取り組んでまいります。



ミス日本協会専務理事の和田健太郎による、オリエン
テーションと社会工学の講義。魅力とは、社会を変える
原動力です。ミス日本の受賞がゴールなのではなく、人
生の目的を達成するため、終わりない鍛錬とアップデー
トが必要です。13名のファイナリストたちが、それぞ
れの個性を尊重し、13通りの魅力を引き出し合う仲間
になれるよう、エールを送りました。

内面の美は、私を構成する要素を知
ること、自分のルーツをたどること
です。日本文化や伝統の他、自分の
両親や祖先、育った土地や学校など、
自らを構成する要素を学びほぐすこ
とで、自らの自信の土台を築きます。

行動の美とは、人生の目的を持ち、そ
れに至るための目標を持つことです。
目的や目標は挑戦して得られる経験と
ともにどんどん変更して良く、周囲を
魅了して協働に導くチカラとなります。
内面と外見の両方が欠かせません。

日々の鍛錬や選択の積み重ねを指し
ます。親から受け継いだ体や資質を
どう活かすのか、食べ物は何を選ぶ
のかなど毎日の選択が外見を作りま
す。繰り返し鍛錬することで技術が
身につき、オーラ形成に繋がります。

日本史家の高森明勅先生による「世界に誇れる日本」の
講義。日本国民である我々は、どれほど日本の成り立ち
を知っているのでしょうか。高森先生は国体としての日
本のはじまり、天皇制へのつながり、世界でもっとも歴
史の⾧い君主国家であることなどをお話。私達一人ひと
りのアイデンティティ形成のてがかりとしていきました。

数十万、数百万フォロワーを持つSNSインフルエンサー
をプロデュース、管理してきたBuddyCompassの田井
中友裕先生によるSNSブランディングの講義。
SNSは極めて大きい影響力を持つ一方で、炎上によりそ
れまで積み重ねた人生を一瞬で破壊してしまうほどのリ
スクも持ったメディアです。諸刃の剣になりうるSNSと
の付き合い方を学びます。

審美歯科の番町美容歯科、大岩雅博先生による歯科検診。
歯は命。美しさの元であるとともに、健康の基礎、そし
て頑張りの土台です。噛み締め、食いしばることもある
歯の健康を守り、美しくメンテナンスしましょう。



1日
「夢を叶える道のりを照らす社会工学」

:ミス日本協会 専務理事 和田健太郎
「世界に誇る日本の講義」:日本史家 高森明勅先生
「SNSブランディング」

:BuddyCompass 田井中友裕先生
「審美歯科検診」:番⾧美容歯科 大岩雅博先生

3日
「お花から学ぶ美意識と感性」

:華道家元池坊華道教授 桶澤達也先生
「ミス日本の心構え」:ミス日本運営委員会

16みどり飯塚帆南,11GP谷中麻里衣,13水横山林沙,
16海杉浦琴乃,17準ミス宮西伽奈
(オブザーバー)11着物新井寿枝

多くのサロンに選ばれるプロの化粧品、MTコスメティ
クスの野崎瑠衣先生によるスキンケアの講義。
メイクの技術がうまくとも、土台となるお肌の健康に
大きく左右されます。肌と心の相互ケアの重要性を説
き、ハリのある輝く肌を手に入れる秘訣を体得します。

2日
「スキンケアの在り方」:MTコスメティクス
「世界に愛される日本文化 浮世絵」

:日本ユネスコ協会連盟評議員 牧野健太郎先生
「聞き手の心を動かす大人の話し方」

:元NHKアナウンサー マツモトメソッド 松本和也先生

華道家元池坊、華道教授の桶澤達也先生による、活け花
の講義。同じ花、同じ材料であっても、活け方によって
千差万別の形となります。お花と向き合うことで、自ら
の美意識や感性と向き合い、美しさとはなにかを自問す
る時間となりました。

日本ユネスコ協会連盟評議員の牧野健太郎先生による浮
世絵の講義。デジタル化されたボストン美術館のスポル
ディングコレクションの浮世絵を鑑賞しながら、大衆の
娯楽、風俗文化、粋な遊び心を感じ取ります。高尚なも
のから楽しいものへ、浮世絵の認識が変わります。

元NHKアナウンサーで、話し方指導を行うマツモトメ
ソッドの松本和也先生による話し方指導。正しく読も
うとするのではなく、心のありのままに話すことで伝
わることに繋がります。伝わる話し方の理論と実践を
通じて、話すことがみるみる楽しくなっていきました。

ミス日本OG有志によるミス日本運営委員会による「ミ
ス日本の心構え」の講義。年齢が近く、実際にミス日
本の舞台を体験したからこそ伝えられることがたくさ
んあります。OGそれぞれが受賞時よりもますます輝く
ような成⾧した姿でいることにファイナリストは憧れ、
勇気づけられます。講座は2手に分かれ、スピーチとア
ピアランスを重点指導。運営委員会は他の勉強会でも
メンターとして参加して、ファイナリストを支えてい
きます。


