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みどりの女神小林と、
2016女神で福島県出身の
野中葵が、福島県浪江町で
開催された植樹祭に登場。
震災から10年。地元のみ
どりの少年団や知事らと共
に海岸防災林の植樹を行い
ました。2人は緑の募金を
呼びかけ、植樹祭参加者と

ミス日本のシルバースポンサー、
管清工業によるサッカーJ2町田
ゼルビアの一戦に、水の天使嶺
と、ミススポーツ髙垣が登場。
試合開始前にゼルビアチームと
サポーターにエールを送りまし
た!

11月プルデンシゃ生命保険さまでは、ミス日本協会
専務理事の和田健太郎による「選ばれる力」講演も
合わせて実施し、大変好評でした。これまでも同志
社大学や中央大学、ロータリーやライオンズで講演
実績があります。社会工学とリベラルアーツによっ
て分析された「魅力」をわかりやすくお話します。
普通の人でも魅力的になりたい!と思い、その手順
を理解していく構成です。詳しくは☎か📩にて。

｢ミス日本｣は本協会の登録商標です。

グランプリの松井朝海が、母
校の小学校・高校、そしてプ
ルデンシャル生命保険株式会
社の支社講演会にて、SDGs
と挑戦をテーマに講演を行い
ました。母校の後輩たちには、
挑む前から決めてかかっては
いけないこと、挑戦すること
で見えてくる世界があること

をお話。松井自身の経験から来る言葉は後輩学生たちにと
ても好評で、懐かしの先生方にも絶賛されておりました。
プルデンシャル生命保険では営業マンにSDGs実践を紹介。
食事や買物、企業選びなどでSDGsの観念が入るとどのよう
な行動になるのかを松井自身を例に紹介し、顧客の行動分
析の手がかりを提供しました。松井は３つの講演を通じ、
これまでの積み重ねの手応えを感じていたようです。

みどりの女神小林が、大
分県で行われた森づくり
大会式典に出席しました。
来年2022年に全国育樹祭
が行われることを踏まえ
て、みどりの少年団とと
もに植樹活動を実施。
植樹式のあと、木々の周
りで駆け回って遊ぶ小学
生の子どもたちの姿があ
りました。

一緒にブース出展を盛り上げました。

みどりの女神の小林が、山形県
の森林利用セミナーの司会とし
て登場しました。オンラインで
は、東北芸術大学の馬場教授や、
文化庁⾧官賞受賞の奥田シェフ
が登場。小林は木で出来た食器
や花装飾などを紹介し、木のあ
る暮らしをアピールしました。



2020みどりの女神の井
戸川が、チェーンソーの
習熟技術を競う伐木チャ
ンピオンシップに登場し
ました。司会や表彰式の
ほか、選手へのインタ
ビューや取材対応、試技
では声援を贈ります。会
場中を駆け回り、大会を
大きく盛り上げました。

2020みどりの女神の井
戸川が、オンラインで開
催された「親子向け」シ
ンポジウムに司会として
登場しました。参加者親
子には全員になめこ栽培
キットや木材が送付され
ます。そして専門家がハ
カセとして登場。井戸川
は話を引き出していき、

下水道施設において発生す
る廃棄物「汚泥」を利用し
てガス発電を行うシステム
の開始式典に、水の天使嶺
が司会として登場しました。
日本全体の電力の約１％を
使う下水道界は、カーボン
ニュートラルを目指して工
夫を急いでいます。そんな
努力のひとつ実った晴れの
日に嶺は立ち会いました。

グランプリの松井朝海が、スポーツ
ニッポン新聞のYoutube動画の進行役
として登場しました。伝説的なボート
レーサーを父にもつ松井が、同じく伝
説的なレーサー、中道善博氏と今村豊
氏の二人を相手に対談していく連載で
す。ぜひご覧くださいませ!

2020水の天使の中村が、日本ダク
タイル鉄管協会のセミナー司会を
担当しました。昨今注目されてい
る水道の料金改正について、一般
人に理解を求めるための考え方が
提示されました。東京大学の水研
究の権威、沖大幹先生も登場し、
年々激甚化する災害について、ど
のような設備を構築していくべき
かが紹介されました。

2020水の天使の中村が、
水資源機構が手掛ける動
画シリーズ「水のめぐ
み」の撮影に臨みました。
利根大堰は東京の水道の
40％、埼玉の水道の70％
を供給する大事な堰です。
そんな堰の仕組みをわか
りやすく紹介しようと、
カメラに向かいました。

みどりの女神の小林優希
が、建築の分野で活用が
広まるCLTの建築技能講
習会にレポーターとして
出席しました。日々の
TVニュースなどでも
CLTを用いた建築が紹介
されるようになってきま
した。建築のための技術
講習に大工のみなさんが
真剣に向かう姿を動画に
収めていきました。

2020水の天使の中村が、
日本下水道施設管理業協
会主催の出前講座「あな
たの街の下水道」に講演
者として登場しました。
水の天使としての活動で
全国を巡った中村は、上
下水道に携わる方々の熱
意と矜持に憧れをもち、

スポニチチャンネル

森の恵みを子どもたちに紹介していきました。

中村自身の進路も水インフラ業界に進むことを決めた
ことをお話しました。来年4月から、中村真優は水の
業界人となるべく、これからも勉強して参ります。



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
6,7日 日本伐木チャンピオンシップin鳥取 出演 /20井戸川
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 出身高校記念講演 /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

13日 第21回豊かな国の森づくり大会 出演 /小林
福島の森と木の親子体験オンライン教室 /20井戸川

17日 日本ダクタイル鉄管協会セミナーin千葉 司会 /20中村
18日 シリーズ水のめぐみ「利根大堰編」撮影 /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 グランプリ松井 出身小学校記念講演 /松井

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 令和3年度緑化運動･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

2,3日 TOKYOワクション CM動画撮影 /現役5名,20小田
3-6日 ファイナリスト向け勉強会 第3期
6日 ミス日本コンテスト開催告知＆

ファイナリストお披露目記者発表会
スポーツニッポンフォーラムFOR ALL /松井,髙垣

7日 ミス日本ボランティア協会主催
子ども食堂支援ボランティア /現役ミス日本,05準神宮司

シリーズ水のめぐみ ナレーション録音 /20中村
8日 ウッドデザイン賞表彰式 /小林
11日 AOAart 「言葉を越えて展」ワークショップ /髙垣
18日 全東京写真連盟 上野振袖撮影会/小林,髙垣
20日 CLTフォーラム2021 司会 /小林
22日 社会人野球ベスト９表彰式 ゲスト /松井
22日 東京都新型コロナウイルス感染症対策キャンペーン

TOKYOワクション 公式サポータ－動画公開
BISTRO下水道in霧島 鹿児島高専4th /20中村

23日 水の里の旅コンテスト表彰式 /嶺
31日 年末ジャンボ宝くじ 抽選会立会人 /松井

2020水の天使の中村が、下水道の設置や更新、維持管
理の大切さを確認し、関係各所にその必要性を訴える下
水道事業促進全国大会に出席しました。気候変動により
ゲリラ豪雨などが頻発するようになり、都市を守る下水
道の大切さが注目されています。大会の後は、政治家の
方々への陳情活動にも同行し、下水道の整備と維持を訴
えました。

みどりの女神の小林が、かながわトラストみどり財団主
催の令和3年度緑化運動・育樹運動コンクール表彰式の
司会として登場しました。小・中・高校生たちによるコ
ンクール作品が会場中に展示されており、中村は受賞し
た子どもたち一人ひとりに声をかけ、祝福をしておりま
した。

4日 FLASH 1986年ミス日本グランプリ中村麻美
「日本の心を表現しつづけた元ミス日本、

武道館に絵画を飾る」Yahoo掲載
8日 ビューティページェントメディア 2021ミス日本対談

「ミス日本TALK・ズバリ聞いてみた!ミス日本に
選ばれると?座談会でミス日本を徹底解剖!」

14日 ビューティページェントメディア 2021ミス日本対談
「ミス日本TALK・ミス日本の美しさの秘訣!」

28日 NEWSポストセブン ミス日本協会和田健太郎
「鈴木誠也の妻・畠山愛理がお応募せずミス日本に

選ばれた事情」Yahoo掲載
29日 ビューティページェントメディア 2021ミス日本対談

「ミス日本TALK・ミス日本ファッションチェック!」



ミス日本「水の天使」は、水の広報官として業界の期待
を背負い、その期待に応えることが求められる存在です。
そんな水業界をよく知るために、東京都下水道局の下水
道研修センターにて勉強会を行いました。研修センター
では、水管理のために日夜見えないところで働く下水道
職員がいること、安全安心な都市生活を守るためにさま
ざまな工夫がされていることを見学。講義では国土交通
省下水道事業調整官の本田康秀先生が、下水道の多面的
な役割を解説くださり、水の天使にかける期待を熱くお
話しいただきました。

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。

プロのメイクアップ講師を輩出するIBF国際美容連盟様。
自己流に陥りがちなメイクアップ技法について、基本か
ら学び直しをしていきます。最初の一歩はメイク道具の
扱い方。道具を大事に扱わなければ、道具も応えてはく
れません。細かい個人指導を経て、ファイナリストたち
の見違えるような笑顔に溢れた講習会になりました。

WALK&WAYの福村あけみ先生によるウォーキングの
基礎講義。「ウォーキングは内面の積み重ねがそのま
まオーラとなって表現される」ことを説き、日常生活
をどのように過ごしているかが基礎の基礎だとご指導
いただきました。一人ひとりに細かい技術と修正を加
えることで、みるみるうちに美しい歩き方になってい
きます。自信が笑顔につながる瞬間がいくつもありま
した。

日本画家で、1986年のミス日本グランプリでもある中
村麻美先生による講義。中村先生がこれまで作品に落と
し込んできた寓話や逸話を題材に、日本人らしさとはな
にか、私達の祖先がどのような行為を美徳・美観として
きたかを学んでいきます。後世に語り継ぎたくなるよう
なお話の数々に触れ、ますます日本を好きになりました。



4日
「東京都下水道局下水道研修センター見学」

:下水道研修センターの皆さま
「世界に誇る日本の水インフラと水の天使への期待」

:国土交通省 下水道部事業調整官 本田康秀様
「EXPRESS YOURSELF!Fresh&Clean makeup for 
vivid life 自己表現さわやかな清潔感、生き生きと
した自分を表現するために」

:IBF国際美容連盟本部講師 鎌林泉先生

5日
「ウォーキングの基礎」:WALK＆WAY 福村あけみ先生
「伝えたい日本のこころ～覚悟・祈り・日本人の
まごころのイメージ」:画家・挿絵家 中村麻美先生
「テイストマーケット

～内なる自分にファッションを統合」:堀口桂子先生

6日 自己紹介動画撮影

7日 「イキイキコミュニケーションを手にする
教育コーチング」

:成基総研 中園佳幸先生・大村伸介先生
小澤珠美先生・松久美禄先生

堀口桂子先生によるファッション分析の講義。２２分
類にもなるファッションテイストについて学び、さら
にファイナリストそれぞれに当てはまるものを診断。
いままで曖昧だった衣装選びに指針をもたらし、より
分析的に見る目を養います。服選びはいつでも誰しも
悩むものですが、今後の方向がそれぞれ明確になり、
ファッションをより楽しむことが出来るようになりま
した。

全国から集った成基総研の精鋭コーチ陣4名による、教
育コーチングと志教育の講義。毎年、丸一日自分に向か
い合い続ける時間です。2週間の事前課題とテキストに
よる学習を経て、ファイナリストたちは自己分析を重ね
ていきます。そして、一生をかけて成し遂げたい姿はど
んなものか、その「志」を構築していきます。

ミス日本コンテストに出場する
ファイナリストたちが、ミス日
本公式Youtubeチャンネルに掲
載する自己紹介に臨みました。
場所は新木場の木材会館。木に
囲まれた空間にリラックスしな
がら、撮影に臨みました。
動画はミス日本公式WEBページ
からご覧いただけます。

ファイナリスト一人ひとりがその「志」の発表を繰り返
しながら、言葉に魂を込めていきます。なかなか相手に
伝わらず苦悩したり、涙しながら、ファイナリスト同士
で支え合うことで、最終的には全員が「思い込みの天
井」を破っていくことができました。ファイナリスト同
士の絆が深まる一日となりました。


