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ミス日本「水の天使」の横山莉奈は、2月中に数多くの
上下水道関連団体への表敬を行いました。中でも埼玉県
下水道公社訪問時は、荒川水循環センターを視察。本邦
初となる稼働中沈殿池のカメラ中継を見学したり、焼却
施設の見学を行いました。埼玉県では今秋にマンホール
サミットの開催が予定されており、デザインマンホール
の取り組みについても学びました。

3月13日に川越青年会議所主催の講演会にてミス日本がSDGs講演!
地域企業の方々を対象に、SDGsと地域社会の利益について深く考え
る経営セミナーが開催されます。世界で注目されるSDGsを地元地域
の利益に結びつけて考える経営者向けセミナーです。域内での稼ぎや
利益を、域外に流出させず、域内に循環させていくことで、豊かな地
域を創出することを目指します。ミス日本グランプリの河野瑞夏が最
初講演者として登場。聴講無料でオンライン視聴も可能です。
右のQRコードからぜひお申し込みくださいませ!

｢ミス日本｣は本協会の登録商標です。

ミス日本みどりの女神の成田愛純が、
神奈川県の小田原・秦野エリアにおけ
る林業・木の文化の取り組みを視察し
ました。山から切り出された木を集め
た木材市場や、製品に加工して販売す
る木工所などを見学。過去にウッドデ
ザイン賞を受賞したこともある木工所
ラ・ルースでは、料理が得意な成田が、
日常で使えるお皿やカトラリーを選び、
木のある暮らしを取り入れました。

ミス日本「海の日」受賞
の属安紀奈が、出身の山
口県庁や周南市を訪れ、
受賞の報告を行いました。
地元の山口放送KRYでは
夜のニュース番組にて生
出演を果たし、コンテス
トの感想や喜びをお伝え

するとともに、島国日本に欠かせない海の恵みや、
私たちの生活を支える海運の大切さをお話ししま
した。周南市の藤井律子市⾧をはじめ、県下のメ
ディア各社へ表敬訪問を行い、ラジオの生放送で
は地元の温かさへの感謝をお伝えしました。



2021水の天使の嶺百花
と、2022横山莉奈が、
それぞれ水道産業新聞社
のインタビューに応えま
した。嶺は1年間の役目
を終えて感じた水業界の
尊さ、現場の方々の意識
の高さをお話し。横山は
抱負をお話ししました。
（記事は2/28掲載）

2021みどりの女神の小林
優希が林業の機械化・高度
化の最先端を紹介するセミ
ナー司会を務めました。
ドローンや最新の機械を利
用することで、何日も何人
も必要だった作業が、手軽
に行えるように変化してき
ています。人口減少社会の
日本では今後欠かせない、

日本全国で森林資源を活か
した新しい産業が芽吹いて
おり、森林サービス産業と
して注目されています。森
林セラピー発祥の地として
知られる⾧野県上松町にお
ける、健康と観光を結び付
けた取り組みについて、オ
ンラインで紹介しました。

海の日の属が、小型船
舶操縦士免許2級講習
に挑みました。海の安
全について良く知るた
めに、海洋ルールへの
理解を深めます。ボー
ト乗船の実習では、大
海原を快走する素敵な
体験も!

ミス日本グランプリ
の河野瑞夏が、国際
女性デーに関連して
「摂食障害」につい
て追うドキュメンタ
リーの取材に応えま
した。河野は実際に
摂食障害を経験し、
回復途上にある現在

水の天使の横山莉奈が
日本下水道協会が作成
する研修用映像教材の
案内役として動画収録
に挑みました。
ベテランの技術を次の
世代に引き継ぐために、
教材や指導は映像資料
化が進んでいます。

2月7日の第1回に続く、
森林サービス産業につい
て紹介するオンライン講
座。第2回は合掌造りの
世界遺産で知られる岐阜
県白川郷です。年間で数
百万人が訪れますが、通
過してしまう方がほとん
ど。そこで四季のアク

講演では上松町の観光協会や、⾧野県木曽病院の院⾧先生に
登壇いただき、医学的にも立証されている森の癒しの力を都
会の方に提供していく取り組みについて紹介されました。

ミス日本協会は、社会を支えて
きた先達の方たちへの感謝を示
す活動として、高齢者福祉施設
への慰問を行っております。コ
ロナ禍で直接の訪問は叶わない
ため、バレンタインのチョコに
メッセージカードを添えて送付
することといたしました。受賞
5名全員がそれぞれカードを直
筆で作成し、数百個を袋詰めに
して福祉施設にお贈りいたしま
した。

のリアルな気持ちをお話し。若い女性たちが同じような悩
みに陥った時に、寄り添い、助けたい意識をお話しました。

高度化・機械化の大切さと可能性を感じ取りました。
ティビティや、キャンプや研修施設などを提供するトヨタ白川
郷自然學校を中心とした[滞在型観光]への挑戦を紹介しました。

免許を取得して、夏の安全啓発活動に備えます。

今は自らも学ぶ立場の横山は、画面の向こうの視聴者を
鼓舞するよう努めて振舞いました。



山口県への凱旋表敬を果たした属は、地元のトクヤマ
海陸や関係者各位の協力を得て、今年5月に100周年
記念行事を行う徳山下松港の視察を行いました。現場
で働く方々に挨拶した後は、運搬船の様子やクレーン
などを見学。また中国運輸局や海上保安庁にも訪問し、
海の安全の取り組みについて教えていただきました。

1日 表敬訪問 日本水道工業団体連合会,管清工業,
日本ダクタイル鉄管協会,日本水道鋼管協会,
日本水道新聞社/横山

2日 表敬訪問 日本下水道協会､日本下水道施設業協会
水道産業新聞社/横山

3日 農林中金 第8回施業高度化サミット 司会/21小林
表敬訪問 東亜グラウト工業,河川財団/横山

4日 水道産業新聞社 インタビュー取材/21嶺
7日 Forest-Style.jp 第1回森のオンライン会議

⾧野県上松町編 司会/21小林
8日 表敬訪問 全国上下水道コンサルタント協会,

日本下水道事業団/横山
水道産業新聞社 インタビュー取材/横山

9日 表敬訪問 日本下水道管路管理業協会,
日本下水道施設管理業協会,下水道事業支援センター/横山

11日 高齢者福祉施設
バレンタインプレゼント作成/横山,成田､佐藤

14日 Forest-Style.jp 第2回森のオンライン会議
岐阜県白川村編 司会/21小林

16日 表敬訪問 埼玉県下水道公社,埼玉県庁
荒川水循環センター,所沢市/横山

表敬訪問 日本海事広報協会,海技資格協力センター
日本水難救済会,運輸振興協会,他多数/属

17-19日 小型船舶操縦士免許2級講習/属
19日 日本テレビ News every. 取材/河野
21日 表敬訪問 カンツール/横山
22日 神奈川県小田原・秦野エリア 林業視察/成田

表敬訪問 日本建設業協会/横山
24日 KRY山口放送 KRYニュースライブ 生出演/属

日本下水道協会 技術職員養成教材映像撮影/横山
表敬訪問 日本林業協会/成田

25日 表敬訪問 山口県庁､山口新聞
26日 KRYラジオ どよーDA!生出演/属
28日 表敬訪問 山口県周南市市⾧,徳山海上保安部,

中国運輸局山口運輸支局,トクヤマ海陸運送/属
表敬訪問 前澤工業,日本下水道新技術機構,

水資源機構/横山

1日 経済産業新報 ミス日本コンテスト結果記事
5日 愛媛新聞 ミス日本コンテスト結果記事
13日 岐阜新聞 ミス日本コンテスト結果記事
15日 週刊女性2月15日号 GP河野の受賞記事
20日 神戸新聞 水の天使横山の受賞記事
28日 水道産業新聞社 新旧水の天使インタビュー記事

1日 日本テレビ News every. 出演/河野
森林サービス産業フォーラム2022 司会/成田
日本マリン事業協会＆ボートショー記者発表会/属

2日 8月1日水の日ポスター撮影/横山
3日 表敬訪問 農林水産大臣,林野庁⾧官/成田､21小林

みどりの女神活動報告会＆お披露目会/成田,21小林
4日 表敬訪問 ブライダルスタイリストSOGA/佐藤

表敬訪問 日水コン/横山
9日 内閣官房政府広報動画撮影/河野ほか現役5名全員

表敬訪問 スポーツニッポン新聞社/5名全員
Forest-Style.jp 第2回森のオンライン会議

静岡県浜松市編 司会/21小林
10日 新たな森と人との関わりシンポジウム 司会/成田

CLTアイディアコンテスト2021&
CLT関連林野庁事業成果報告会 司会/21小林

11日 表敬訪問 ICU国際基督教大学/河野
12日 沿線まるごとホテル 体験視察/成田
13日 川越青年会議所 SDGs×経営者講演会 講演/河野
14日 表敬訪問 国土交通大臣 /横山､属

海上保安庁⾧官/属
18日 深見東州個展 OPゲスト/河野,横山､成田､佐藤,21髙垣
21日 京都府いろは呑龍トンネル全線供用開始式典/横山
22,23日 視察 山梨県富士吉田の林業/成田
24日 自閉症者支援のAOAart 支援映像撮影/河野
26日 BAYWALK YOKOHAMA ゲスト/属
27日 NHK文化センター 森が生みだす未來への一歩 /21小林
28日より1週間 mysta投票勝者特典の街頭映像出演/横山

※新宿のAINZ＆TULPE新宿東口ビジョンにて
29日 G&Uグラウンドマンホール研究所 視察/横山
30日 表敬訪問 MTコスメティクス/全員
31日 ジャパンインターナショナルボートショー2022

OP式典ほかステージイベント出演/属､21吉田
3月後半より、政府広報映像（コロナ対策呼びかけ）が
各種WEBポータルやSNSなどにて放送予定。


