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第54回ミス日本コ
ンテストに出場する
11名のお披露目会。
メディアの前で自己
紹介とSDGsへの実
践事項を発表。
大会当日まで研鑽を
積み続けます!

現存するミスコン史で最も古い1950年に初回が行
われたミス日本コンテスト。中断の時を踏まえて、
今年2022年に第54代のミス日本が誕生します。
当日は正午12時から会場の様子をYoutube配信致し
ます。URLは直前になりましたら公式サイトに掲載
します。11名のファイナリストたちは女優、経営者、
医大生、養護教諭、そして過去に辛酸を舐めた再挑
戦者など多士済々。お楽しみに!

｢ミス日本｣は本協会の登録商標です。

ミス日本受賞者が、東京都が展開するコロナ対策ワクチ
ン接種推奨キャンペーン「TOKYOワクション」のサ
ポーターズに任命されました。現役ミス日本5名と、
2020ミス日本グランプリ小田安珠は都内各地でCM動画
を撮影。12月末から都内広告や東京都施設、WEBCMな
どで展開中です。ワクチン接種情報を登録すると、協力
企業などから様々な特典を受けることができます。呼び
かけCM開始に伴い、小池百合子都知事を表敬訪問。大
切な人を守るために、ワクチン接種を呼びかけました。

2021年はオリンピックが
開催され、改めてスポーツ
のチカラを感じる一年でし
た。スポニチによる1年の
総まとめ表彰式ではMLB大
谷祥平選手、卓球ペアの水
谷隼人選手と伊藤美誠選手、
競泳の大橋悠依選手、

ミススポーツ髙垣七瀬が中心と
なり、コロナで休止していたミ
ス日本ボランティア協会を再始
動。渋谷の子ども食堂にてクリ
スマス記念として、じゅんかん
育ち野菜の特製ドーナツと、登
米町組手什を使ったクリスマス
オーナメントをプレゼント。楽
しいひとときを共にしました。

TOKYOワクションのプレミアム特典
として、1月24日第54回ミス日本コ
ンテスト大会の無料観覧ペアチケッ
トを提供しております!通常、関係
者購入により満席になるため一般販
売は行われないレアなチケットとな
ります。ぜひご応募くださいませ!
※応募は14日金曜日朝8時までです。

パラ自転車の杉浦桂子選手が表彰されました。テレビの向
こうで大活躍していた選手たちに、グランプリ松井とミス
スポーツ髙垣は祝福を直接お伝えできました。



ミススポーツ髙垣が、自閉症者支援の
AOAartが主催した「言葉を超えて」
展に登場しました。自閉症者の方々と
参加者との合作で作品を創り出します。
高垣も作品作りに参加したほか、来場
参加者に対して、自閉症についての解
説講演を行い、先入観を解きほぐす役
割を担いました。アート作品づくりに
みんなが夢中で過ごした一日でした。

みどりの女神小林が、オ
ンラインとリアルの併催
となったCLTフォーラム
の司会として登場しまし
た。フォーラムは実際に
建築に携わる方向けとい
うことで、建築実践技術
やプロ向けマニュアルな
どが中心。11月に講習を

木のある豊かな暮らしを実
現する、木の良さや価値を
最大限に活かした製品や
サービスに贈られるウッド
デザイン賞の表彰式にみど
りの女神小林が登場。東京
ビックサイトのエコプロ展
にて展示された数々の受賞
作品の素晴らしさに、目を
奪われておりました。

みどりの女神小林が、WEBサイト
Forest-Style.jpに森林の魅力を寄稿す
るため、⾧野県上松町を取材に訪れま
した。上松町⾧や役場・観光協会の
方々に話を伺い、森林セラピー発祥の
地として名高い赤沢自然休養林の背景
を学びます。伊勢神宮の式年遷宮用の
御神木伐採跡地にて、残された切り株
の静謐な存在感に圧倒されるなど、五
感で感じる取材となりました。

みどりの女神小林が、WEBサイト
Forest-Style.jpに森林の魅力を寄稿
するための取材第二弾。今回は世界
遺産としても有名な岐阜県白川村の
白川郷エリアの森林を取材します。
トヨタ白川郷自然学校の方々に、通
過型観光から滞在型観光へシフトさ
せる取り組みを伺い、魅力ある森林
資源を学習や研修に活かす取り組み
などを取材しました。

ミス日本グランプリ松井が、社会人
野球ベストナイン表彰式に登場しま
した。プレゼンターのサポートをし
つつ、受賞者たちを祝福。
スポーツ選手を身近に持つ身として、
日々の鍛錬に挑む姿に尊敬の気持ち
で、敬意を払いました。

みどりの女神小林とミススポーツ髙垣が、上野
の浅草寺にて開催された、上野はごいた撮影会
のモデルを務めました。あでやか!

受けていた小林も頑張って理解しながら進行を務めました。

下水道から出る汚泥を農業に活かす取り組み「BISTRO
下水道」が全国で優れた結果を出し、得られた野菜は
じゅんかん育ちブランドとして販売されています。鹿児
島県では更に普及を促進するためにフォーラムを開催。
認知向上のため、2020水の天使中村からも、安心を大
切にする広報について意見を示しました。



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
ミス日本出場ファイナリスト総出演Mysta特別企画

一般人気投票予選･決勝/ファイナリスト
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 /松井小林髙垣,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
12日 AOAart 「言葉を越えて展」ワークショップ /髙垣
14-15日 ForestStylejp取材①⾧野県上松町/小林
18日 全東京写真連盟 上野はごいた撮影会/小林,髙垣
20日 CLTフォーラム2021 司会 /小林
21-22日 ForestStylejp取材②岐阜県白川村/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 表敬訪問 若宮国際博覧会担当大臣/松井
水の里の旅コンテスト表彰式 /嶺

24日 表敬訪問 小池百合子東京都知事/松井嶺小林高垣
31日 年末ジャンボ宝くじ 抽選会立会人 /松井

ミス日本グランプリ松井が、若宮万博大臣を表敬訪問し
ました。ミス日本はこれまで1970年の大阪万博開催に
おいて外交面で役割を果たし、2025年の大阪万博承知
でも国内外で活躍しました。改めて、25年の万博の成
功のために、協力していくことをお伝え致しました。

アプリMystaにてファイナリスト11名による一般人気投票
を開催。人気投票の栄冠に輝いたのは6番の横山莉奈さん
(21歳 東京医科歯科大3年)でした!おめでとうございます!

6日 ミス日本コンテスト開催告知記者発表に伴う報道
スポニチ始め、スポーツ新聞各紙やWEB報道など多数

7,13日 スポニチフォーラムForAll 記事掲載/松井,高垣
16日 週刊新潮 ファイナリスト勉強会記事掲載3p
6,7,9,20,28､30日 ビューティページェントメディア

現役ミス日本インタビューとファイナリスト記事多数

6日 日本下水道施設業協会賀詞交歓会/20中村
7日 吉村大阪府知事 表敬訪問/松井
8-9日 ファイナリスト向け勉強会 第４期

「水のがっこう」in福井/20中村
14日 海の万博セミナー第3回/吉田
23日 前夜祭激励会
24日 第54回ミス日本コンテスト2022
23日 日本ダクタイル鉄管協会セミナーin平塚/20中村
27日 フランス大使館主催「思想の夕べ」司会/吉田
31日 衆議院議員議⾧ 表敬訪問/22みどりの女神

水の天使嶺が、国土交通省で開催された水の里の旅コン
テスト表彰式の司会を務めました。水を感じる旅のプラ
ンを公募するコンテスト。どの旅も雄大や自然や、ダム
など人のチカラの結晶など、優れた魅力を味わえるプラ
ンが選ばれており、受賞者の発表を楽しく聞きながら司
会を務めました。

ミス日本グランプリ松井が、年末ジャンボ宝くじの
抽選会立会人として出席しました。的中すれば億万
⾧者の誕生とあって、緊張しながら抽選の矢が放た
れる様子を見届けました。一年の締めくくりとなる
活動に、感慨深い様子でした。



ミス日本みどりの女神は、森林や林業界の優れた取り組
みを発信をする存在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。
そんな日本の森林や林業を学ぶため、林野庁にて広報官
の服部先生と、国土緑化推進機構の林部⾧による講義が
行われました。人の手の入った森林は「植えて、育てて、
伐って、使って、また植える」のサイクルが重要なこと
を数多くの事例で学びます。講演最後には林野庁⾧官や
幹部も来場。これまでの森に対する常識が覆ったファイ
ナリストたちから数多くの質問が飛びました。

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。

SDGsを日本に普及させ
るために、翻訳と広報を
指揮した博報堂DYホール
ディングスの川廷昌弘先
生による講義。よりよい
社会になるために、「キ
レイゴト」で勝負できる
世の中にするために、
SDGｓ発信を通じて考え
抜いた社会へのコミュニ
ケーション。その情熱と
工夫に触れ、ファイナリ
ストは社会に貢献したい
気持ちが刺激されました。

森美術館の元館⾧、南條史生先生による現代アートの
世界の講義。開催中のアナザーエナジー展を鑑賞しな
がら、作家の時代背景、制作背景について解説。アー
トが示すのは作家の方々の未来展望や可能性、ありえ
る社会の形。択一的な模範解答を探すのではなく自身
の感性と向き合う時間となりました。

内閣府･地域活性化伝道師の内海芳宏先生による「日本
の真珠とブランディングについて」。オンライン形式に
て開催です。世界の真珠の90％以上が神戸に集まるこ
とや、その地位を築くためのブランド戦略について解説。
世界的に有名はシャネルを例に、ブランドはどんなもの
かをわかりやすく講義いただきました。



3日
「森林・林業の明るい未来に向けて」:林野庁広報官

服部浩治先生、国土緑化推進機構 林視先生
「SDGsで自分を変える、未来が変わる」
:博報堂DYホールディングス 川廷昌弘先生
「現代アートの世界」:森美術館元館⾧ 南條史生先生

4日
「日本の真珠とブランディングについて」

:内閣府 地域活性化伝道師 内海芳宏先生
「アーモンドミルク味噌仕込みと強い心と体を作る睡眠」
:アースフードプロデューサー 新納平太先生

睡眠インストラクター 西川有加子先生

5日
能の金春流櫻間家第２１代当主
櫻間右陣先生による「所作、動作の講義」

6日
ビューティエクササイズ特別指導
「国際的に活躍する女性に必要な美しさとマナー」
:スリムビューティハウス取締役 金田有加先生
「セルフマッサージ」
:スリムビューティハウスアカデミー講師

中山真由美先生
「ビューティエクササイズ」
:スリムビューティハウスアカデミー校⾧生

ジョンカス山岡有美先生
6日午後
報道向け 記者発表会

アースフードプロデューサーの新納平田先生をお迎え
して日本の食について考える講義。まずは先生お手製
のオーガニックのケータリング弁当を満喫。筑波乳業
のアーモンドミルクを使ったスープが体に染み渡りま
す。ゲスト講師の睡眠インストラクター西川有加子先
生による睡眠の最新研究について講義。食と睡眠の質
を向上することで人生のパフォーマンスを向上します。
最後には恒例の味噌仕込。１年後の完成をお楽しみに。

スリムビューティハウスと、スリムビューティハウスアカデミーによる
国際マナーと東洋美容理論、そしてビューティエクササイズの講義。
金田有加先生からは豊富な海外経験から感じたグローバル社会での女性
像と、果たせる役割についてを解説。中山先生は東洋医学に基づいたツ
ボ刺激によるセルフケアの手法を教えていただきます。最後にジョンカ
ス山岡先生によるエクササイズでは、楽しく笑いながらミニゲーム形式
で体を動かし、立体的な表現力を自然に身に着けていきました。

日本で最も古い能の
流派、金春流の櫻間
家第21代当主、櫻間
右陣先生による能の
所作動作の講義。全
員が和装姿で集合し、
まずは能の歴史を学
びます。その後はお
稽古場にあがり、所
作のひとつひとつに
込められた意味を解
説していただきなが
ら、練習をしていき
ます。日本の伝統文
化を体全体で感じ取
る機会となりました。


