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ミス日本｢水の天使｣横山莉奈
が関東の水瓶であるみなかみ
町のPR撮影に登場。毎年ミス
日本は登山や川下りなど全国
有数のアウトドアを体験取材
していますが、今回は食や滞
在の魅力に迫ります。りんご
園のテラスで採れたてりんご
のアップルパイ、おしゃれな
ハンバーグレストラン、温泉
で提供される自家製ヨーグル
ト、滞在したくなるワーケー
ション施設など、みなかみの
魅力を取材しました。

ミス日本グランプリの河野瑞夏が日本摂食障害学会の学
術集会(オンライン)に当事者発表者として登壇しました。
自らが経験した苦悩や苦労、その時の心情描写を丁寧に
お話し、同じく摂食障害に苦しむ方々に寄り添うことで
深い共感を呼び起こします。そして河野は摂食障害を取
り巻く世の理解と偏見除去が欠かせないことを述べ、極
めて高い評価をいただきました。これからも河野は、当
事者として先頭にたち、発信を続けます。河野に、共生
社会のための講演依頼など、ぜひご検討ください。

｢ミス日本｣は本協会の登録商標です。

みどりの女神の成
田愛純が、林業服
をまとって登場。
林業祭りを盛り上
げました。ご覧の
通り、林業は服装
からしてかっこよ
いです。大きな重
機やチェーンソー
で実演を行い、

横浜赤レンガ倉庫で
開催された東京湾大
感謝祭。ここに水循
環を学ぶ一大ブース
が展開され、水の天
使横山は案内役とし
て2日間、一般の
方々に水循環の大切
さを訴えかけます。

みどりの女神の成田愛純が
⾧野県の赤沢自然休養林で
開催された森林浴イベント
にゲストとして登場。赤沢
は式年遷宮のご神木を提供
する神聖で静謐な森です。

「若手や女性でも林業は可能」であることをアピールし
ていきます。集まった親子連れや子どもたちに、自然の
中で仕事をするかっこいい林業の姿を印象付けました。

現存する森林鉄道で森の奥深くまでいき、そこからなん
と一般非公開･撮影禁止エリアを特別に歩くツアーに参
加。五感が洗われるような森林浴を堪能しました。

最近は星野グループが投資を発表したり、次世代型リゾー
トの投資が集まるみなかみ町。登山道も再整備計画がある
など、横山は観光をリードする町の意欲を感じました。
冊子は来年の登山シーズンに完成・配布予定です。

水循環がいろいろな工夫によって成り立っていることや、
そこで働く人達が自信と誇りを持って働いていることを
伝え、水循環に関心を持ってもらおうと腐心しました。

下水道管の維持管理や検査更
生の技術の一大展覧会「管更
生施工展」が⾧崎で開催。水
の天使横山は式典での司会を
務め、生活を守るための技術
を見学。地中の見えないとこ
ろで生活を支える下水道。技
術者の方の話を聞き、彼らの

日々の研鑽を素直に受け止め称賛し、感謝を伝えました。



みどりの女神の成田が、
日本の林業のこれから
について、方向性を示
す会議の総合司会を務
めました。議連の会⾧
や農水大臣、林野⾧官、
経済団体代表など重役
が出席する会議の緊張

みどりの女神の成田が
森林づくり全国推進会
議の進行司会を務めま
した。森林は環境面だ
けでなく、観光レ
ジャーや教育、経済な
どと密接に繋がります。
そして持続可能な社会
のためのカーボン
ニュートラル社会達成

みどりの女神の成田が、
JA⾧野主催のキノコ大
祭・トークショーに登
場しました。毎日家族
の夕食づくりを担当す
る成田。きのこマイス
ターの資格を取得して
からは、きのこ料理に
没頭しています。

みどりの女神の成田の
地元川崎市では公共と
民間の両方の施設に木
を使うことを推進して
います。子供の預かり
所や企業の休憩ロビー
に木質化した優しい空
間が採用されており、
改めて木質化の良さと

きのこの味はもちろん、効果や効能、魅力についてた
くさんの視点からきのこの魅力をかたり尽くしました。
キノコ系企画には、キノコ愛あふれる成田は適役です。

感を受け止め、落ち着きと冷静さで進行しました。

町の方向性に自信と安心感を覚える視察になりました。

水の天使の横山が11
月8日の「水循環に思
いをはせる日」を記念
して、オリンピックの
セーリング競技元日本
代表の土居愛実さんと
東亜グラウト工業代表
の山口乃理夫さんとの
対談に臨みました。

自然あふれる山梨県の西湖にて「オンとオフ」をテーマ
に収録。それにしても西湖はサイコー!素晴らしい環境
です。御覧ください。

水循環に思いをはせる日

の鍵となります。成田は産官学が協力する意志発表の
場に同席し、大人の頑張りに期待を持ちました。

水の天使の横山が技
術セミナーの進行司
会を務めました。任
期も後半で、専門用
語も理解しました。
発表者の意図を汲ん
だ合いの手感想など
アドリブが光ります。

発表者を助ける聞き役としても大変好評な進行でした。

森林大国ニッポンの森林
を支えるのは全国の森林
組合です。各地の組合の
代表者が一同に集まり、
森林を後世に残すために
政府や行政、政治家への
提言をまとめる大会の進
行をみどりの女神成田が
務めました。

伐って使って植えて育てるサイクルを続けましょう。

こども下水道新聞の特集
として、宮崎市の子ども
たちに上下水道を知って
もらうため、水の天使が
登場しました。小学校で
は災害時に本当に役に立
つと評判のマンホールト
イレを一緒に組み立て。
トイレがない生活を想像
しながら、水循環がどれ
だけ大切さかを学んでも
らい、その様子を取材し
ました。



みどりの女神の成田
が川崎駅前で開催さ
れた木のふれあいイ
ベントに登場。川崎
市⾧とともにメディ
の取材に応えました。
川崎市は森林は少な
いです。ですが、

水の天使横山が総会懇
親会の司会を務めまし
た。任期も後半という
ことで、これまでを振
り返る挨拶を披露。
「下水道はまるで人の
血管のようで、予防や

1日 下水道促進全国大会＆提言活動 /横山
2日 管清工業 厚木の杜環境リサーチセンター

グランドオープン記念式典 /横山,成田
3-6日 ファイナリスト向け勉強会 第2期
3日 山口県周南市 銀南街商店街ファッションショー/属

シーバードJAPANカレッジ2022in神戸
ミス日本協会講演/あい

4日 表敬訪問 山口県知事 /属
5,6日 山口県徳山下松港開港100周年記念イベント /属
8日 埼玉県 じゅんかん育ち野菜収穫体験/横山
10日 GKP未来回 龍谷大学での下水道PR講演/横山

共同通信社 摂食障害取材/河野
13日 第45回全国育樹祭in大分 式典出席/成田
14日 2022森林･林業･環境機械展示実演会 出演/成田
15日 全国上下水道コンサルタント協会

関西支部技術セミナー 司会/横山
16日 令和4年度下水道管路管理セミナー 司会/横山
17日 シーバードJAPANカレッジ2022西日本

ミス日本協会講演/あい
18日 横浜下水道150シンポジウム 司会/横山
19日 第10回マンホールサミットin所沢 出演/横山
20日 令和4年度芦屋市総合防災訓練 出演/横山
23日 茨城県グリーンフェスティバル 出演/成田
24日 中部ウォータークラブ講演会 司会/横山
26日 映画「木樵」舞台挨拶in横浜/成田

久万高原のPRではTV各社や新聞社を巡り、3年ぶりの開
催を愛媛県全体で盛り上げました。

9月30-10月2日 ファイナリスト向け勉強会 第1期
2日 第64回信州木曽･上松 赤沢森林浴 /成田
8日 ナガノきのこ大祭2022 トークショー/成田
12日 林業復活・地域創生を推進する国民会議 司会/成田
13日 群馬県みなかみ町「山歩みち」来年号撮影/横山
14,15日 2022年第50回久万林業祭り ゲスト/成田
15,16日 東京湾大感謝祭 東京WONDER下水道 出演/横山
16日 JAED摂食障害学会学術集会 発表/河野
18日 川崎市内 木質化施設 視察/成田
20日 下水道管更生施工展2022⾧崎 ゲスト/横山
21日 東亜グラウト工業 WEB動画撮影/横山

第1回 森林づくり全国推進会議 司会/成田
なかのきのこ新聞 取材/成田

25日 日本下水道管路管理業協会関東支部セミナー/横山
全国森林組合代表者大会 司会/成田

26,27日 こども下水道新聞 宮崎取材 /横山
28日 管路診断コンサルタント協会 懇親会司会/横山

令和4年度川崎駅前優しい木のひろば 出演/成田
相模原市小山中学校 SDGs学生取材対応/属

1日【WEB】なかのきのこ新聞 手作りきのこ料理記事/成田
14,21,28日【WEB】FITNESS LOVE ミス日本便り掲載
14日【TV】 愛媛県久万林業祭りPR出演

南海放送[news every.] あいテレビ[Nスタえひめ]
愛媛朝日テレビ[スーパーJチャンネルえひめ]
テレビ愛媛[EBC Live News]  
FMえひめ[area v] [Groovy Radio Caravan]

15日 愛媛県久万林業祭り 現地生中継 PR,
愛媛朝日テレビ[なるちか!]
FM愛媛[Radiant ～幸せのとき～]

15,16日【新聞】愛媛新聞 久万林業祭りPR掲載/成田
【冊子】日本下水道協会｢下水道協会誌｣寄稿/横山
【冊子】林野庁｢情報誌林野｣寄稿/成田
【冊子】中部森林管理局｢広報 中部の杜｣寄稿/成田
【冊子】全日本海員組合会報誌「海員」寄稿/属

一大消費地として、静岡,和歌山,高知,宮崎などと連携し、
国産木を暮らしに取り入れる良さをアピールしました。

検診が必要なところも人間と似ていること。下水道を守
る方々はまるで社会の医師」などと述べ、出席された
方々からは大変ご好評をいただきました。



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、どれほど日本とい
う国を意識しているでしょ
うか。イギリスのエリザベ
ス女王の国葬の話から国体
としての日本、そして天皇
制について考えていきます。
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手が
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。



9月30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

1日
「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

2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
「スキンケアの在り方」

:MTコスメティクス 野崎瑠衣先生
「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
:日本画家･挿絵家 中村麻美先生(86ミス日本グランプリ)

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。

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。毎年受講後は、

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。

ファイナリストたちはいますぐ浮世絵を見に美術館に
行く準備を始めます。

ミス日本コンテストの舞台の上で、多くの方の注目を
集める壇上で何を発言するのか、この勉強会で学んだ
基礎を下地に、練習に練習を重ねていきます。

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。


