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Concept Mrs of the Year とは

Mrs of the Year は、「カッコいい女性」をコンセプトにしたミセスコンテスト。
豊かな人生経験を積んだ女性達のイベントを通じ、地域の未来を担う女性リーダーの育成とコミュティつくり、
SDGsゴール５「ジェンダー平等、全ての女性と女児にエンパワーメント」を実現することを目的とし設立。
自己肯定感を大切に、チャレンジし続ける勇気や社会貢献意識の向上、行動の美、内外面の美を育み、
イベント終了後には、地域の社会貢献や社会問題に自主的に取り組んでいく、
そんな女性達を全国で育成する大会であり、2021年度は全国 32の地域での開催が決定。
地方大会ウィナーは11月開催の Japan Final（日本大会）に出場しグランプリを目指します。

地域、そして日本を元気にできる「カッコいい女性」を選出！

Greetings 主催者挨拶

Judge 審査員

年齢区分
1.  Brilliant 部門 20 ～ 42 歳の女性
2.  Precious 部門 43 歳以上の女性
3.  Gorgeous 部門 30 歳以上の婚姻歴のない女性

 村津 萬里 Ａｉメディカルクリニック　マネージャー
 森山 健三 2019 フィジーク　世界マスターズ選手権優勝
 ＬＩＺＡ 歌手・モデル
 伴 克子 合同会社 TANOSEAT　代表
審査委員長 西村 紗江子 ミセスオブザイヤー　オーガナイザー

Mrs of the Year オーガナイザー

西村紗江子 Saeko Nishimura

兵庫県出身。大学卒業後 ANAに入社し、CAとして世界の空をフライト。
ANA退社後エンターテイメント界に入り、大手 2社でマネージャー・プロデューサーとして活躍。多くの人気モデル・
タレントを発掘育成した。
2016 年 株式会社アイビー・エンタテイメントを設立。
音楽や映画に関わる仕事をする傍ら、多方面にビジネスを展開している。

ミセス・オブ・ザ・イヤー2021福岡長崎大会をご支援いただいた皆様、関係各位、ご協賛い
ただきました皆様へ、深い感謝を申し上げます。私は、昨年度からのバトンを今年4月に受
け継ぎ、短い期間でのエントリー募集・大会当日を迎える運びとなりましたが、ファイナリ
スト達はみるみるうちに、確かな手ごたえを感じるまでに成長しました。
「勇気を出して」その一歩を踏み出し、輝きを増していく姿を頼もしく思う毎日です。
コロナ禍においての開催であるということで、レッスンはオンラインを中心とした「集ま
らないレッスン」を徹底し、全員が自己管理に努めて参りました。本日を迎えることができ
感無量です。ファイナリストの皆様、応援いただいたご家族、ご友人、ご来場の皆様に心か
らお礼を申し上げます。

ミセス・オブ・ザ・イヤー2021福岡長崎大会　統括プロデューサー　大楠博子



Program プログラム

12：30 開場
13：00 開演 
13：10 1st セッション　ウォーキング審査
 2nd セッション　スピーチ＆質疑応答
14：10 全員ウォーキング
 主催者挨拶 福岡長崎大会　統括プロデューサー大楠博子
 休憩
14：30 ①トークショー（昨年度グランプリ古野恭子＆占部淑子）
14：40 ②ゲストパフォーマンス&インタビュー（フィジーク森山健三）
14：50 ③ゲストパフォーマンス（LIZA）
15：10 休憩
15：15 オーガナイザー挨拶　西村紗江子オーガナイザー
15：20 審査発表 & 表彰
15：50 閉会
16：00 フォトセッション
17：00 終了 

Guest ゲスト

1968 年、有名な音楽一家に生まれる。R＆
B、ジャズ、ボサノバ、ポップス、ゴスペル
と幅広い分野のレ パートリーを持ち活躍中。
作詞・作曲もこなし、ソフトバンク・ソラ
リア・コカコーラ・三越・サントリー・ヴァー
ナル化粧品他 日本の TVCM ソングも数多く
手掛ける。170cm の長身を生かし、モデル
としても活躍。

LIZA

美容家、通訳兼翻訳家
Ｍrs of the year 2021 福岡長崎大会
オフィシャルアドバイザー
Mrs of the year 2020
九州地方大会初代グランプリ
美容の書籍を出版し、総合1位&21部門１位を
獲得。大手化粧品会社の商品開発に関わるス
キンケア＆メイクサロンの代表。東京オリン
ピック事前キャンプ国際案件の通訳・翻訳等。

古野恭子

諫早出身。
自己流のトレーニングと食事制限で、2019
年 12 月上旬にスペイン・タラゴナであった
国際ボディビル・フィットネス連盟（ＩＦ
ＢＢ）の世界マスターズ選手権大会「メン
ズフィジーク４０～４４歳の部」に出場し
優勝。本大会の審査員もつとめる。

森山健三

Mrs of the year 2020
東海大会　初代グランプリ
Mrs of the year 2020
日本大会　いい女賞
美容関連のネットワークビジネスに CM モ
デル、俳優、芸能活動をしています。アジ
アを中心に世界を視野に日本女性の良さを
アピールし表舞台で活躍する準備をしてい
ます。

占部淑子Kenzo Mo!iyama

Liza

Hideko Urabe

Kyoko Furuno



Special Supporter スペシャルサポーター

FamiliaAcademy 主宰、エスコートウォーキング講師、カシーノ (キューバペアダンス )講師、美MOVE 塾講師
NCCAボディメイクインストラクター

西日本新聞 Fan funfukuoka コラムより 2000 年に初めて訪れたキューバ！そこに住む人々のエネルギーに魅了され
優しさに触れ、感動して帰国しました。現代のストレス社会が引き起こす問題の解決に必要な要素があると確信し
活動をスタート！日本の「作法、礼節、おもてなし」の文化にラテンの「人生を楽しむ、男女の素敵なコミュニケーショ
ン術」をとりいれてバランスのとれた素敵な社会目指し活動中！

SHOKO（塚原祥子） Shoko Tsukahara

hairmakeFULL 代表。ヘアメイク暦 20年。オキナワ県出身。
専門学校卒業後、福岡を中心にスチール、ムービー、イベント、メイク講師等で活動中。ヘアセットサロンのディ
レクションワークや、美容商品の開発・講習など多方面で活動。福岡のみならずオーダーがあれば、県外や、台湾
での活動など場所を問わずキャリアを重ねる。「hairmake FULL」は、雑誌や広告、TV、ブライダルなどのヘアメイ
クを中心に、美容・ものづくりへの熱い想いあるアーティスト達とパートナーを組み活動する。骨格、色味、形、
質感等考慮したメイクデザインを提案しながら、どんな女性もファッションを楽しめる事、またパーソナルを引き
出すヘアメイクをしていきたいと考える。技術のみではなく、メイクをベースとしたコンテンツへのプロデュース
を行い、ヘアメイクのプラスαの存在価値高めていく様、心がけている。

宇良あやのAyano Ura

photostudio tutti. 代表　カメラマン歴 13年

お客様の思いを大切に、今しかない飾らないひとときや家族のカタチを写真に残すお手伝いをしています。
13 年のフォトグラファー人生で結婚式の写真撮影がもっとも多く沢山のお客様の幸せをカタチに残してきました。
6年前からは家族写真の依頼が多くなりお宮参り・七五三など九州・西日本を中心に出張撮影をしています。
現在は佐世保市にスタジオをオープンさせブライダル・家族写真・イベント・プロフィール・動画撮影と撮影の幅
は多岐にわたり活動しています。

竹部祐樹Yuki Takebe

ビデオ・写真・動画配信

15年間福岡で動画・スチールカメラマンとしてブライダルの現場での活躍。
現在は独立し、九州各地の企業をはじめアーティストや個人のお客様からも依頼をいただく。
ビデオ撮影・編集から商品撮影や出張撮影を行うかたわら広告作成、WEBサイト作成、販促物作成など
撮影にかかわるクリエイティブな制作を全般的に行う。

中村浩則 Hirono!i Nakamura
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Nagasaki

Fukuoka

当たり前の幸せを忘れがちですが、周り
の皆様に感謝して生きていきます。辛い
ことがあっても必ず元気になれます。

48歳　161cm　長崎県長崎市
キッチン用品販売

柳川昌美 Masami Yanagawa

01

本気の遊びを体験するために挑戦しまし
た！もっと自由に輝くために。

46歳　160cm　福岡県北九州市
セラピスト兼パーソナルコンサルタント

四辻由香里 Yukari Yotsuji

03

大会コンセプトに共感しエントリーしま
した。1度きりの人生！チャレンジするこ
とを恐れない素敵な女性を目指します！

30歳　168cm　長崎
エステ経営＆個性心理学

山下佳菜 Kana Yamashita

02
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Nagasaki

Fukuoka

『カッコいい女性』憧れ続けるのはもう
やめた！忘れていた “自分” を取り戻し
より輝く未来を手に入れます！

39歳　157cm　長崎県諫早市
イベントＭＣ

柏木明香 Sayaka Kashiwagi

04

妻、母であっても、諦めず、わたしらし
い表現を何歳になってもし続けようとエ
ントリーいたしました。

40歳　162cm　福岡県糟屋郡
フリーランス

野見山佳奈 Kana Nomiyama

06

出来ない枠から飛び出し、新たな自分改
革を！創造する世界は創り出していける
事を発信していきます！

37歳　167cm　佐賀県鳥栖市
事務

藤吉美樹 Miki Fujiyo!hi

07

自分の可能性を信じ、常に人生を切り開
くチャレンジで、華やかに生きる女性を
増やしたいです。

36歳　166cm　福岡県春日市
サロンオーナー

松元愛華 Aika Matsumoto

08

三姉妹の母として女の子が自由に夢を持
つことができる世の中を目指したい！
平和のまち長崎から勇気と愛を届けます。

29歳　154cm　長崎県長崎市
会社員・モデル

山口紗奈 Sana Yamaguchi

05
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社会貢献は自分を幸せにする事から始ま
ります！グランプリとなり周囲に良い影
響を与え続けていきます！

58歳　154cm　長崎県長崎市
起業コンサルタント

杉千代 Chiyo Sugi

09

美意識を高め合える仲間に出会える事が
楽しみです！

48歳　167cm　長崎県長崎市
主婦

野田章子 Akiko Noda

11

老若男女楽しくわらい合える場所や雰囲
気を提供していきたいと思って頑張って
ます。

53歳　162cm　長崎県雲仙市
フィットネスインストラクター

松尾由美 Yumi Matsuo

12

娘にチャレンジする姿を見せるべくエン
トリー。「ピンチはチャンス•感謝の心」
ありのままの私を体現します。

43歳　163cm　東京都世田谷区
保育士

中山直美 Naomi Nakayama

10
( 長崎市出身 )
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人生100年時代、まだまだやれる58歳！
人生 1 度きり悔いを残さない様に、色ん
な事にチャレンジし、同世代に発信して
行きたい。

58歳　153cm　福岡県福岡市
インスタグラマー

石橋洋子 Yoko Ishibashi

13

前職は写真家。離婚を機に転職。シング
ルマザーとして思春期の娘と猫 6 匹の育
児に奮闘中。

45歳　154cm　福岡県春日市
司法書士、行政書士

岩下愛 Ai Iwashita

15

やりたいことは理由をつけて諦めない。
子どもは未来の宝、大切にサポートして
いきます。Mrs of the Year に出会って
から私のチャレンジがはじまりました。

64歳　156cm　福岡県福岡市
子育て支援サロン「youist」代表

上田祐有子 Yuko Ueda

16

自分の可能性に蓋をしてるのは自分では
ないか (!) この私の挑戦が、後に社会貢
献へと繋がれば最高に嬉しいです。

54歳　164cm　福岡県福岡市
ファスティングインストラクター

岡藤まゆみ Mayumi Okafuji

17

輝いて生きる全ての方がお手本です。笑
顔も涙も人生の宝物。今、リミットレス
に挑戦します！

50歳　167cm　福岡県北九州市
会社員

石山理香 Rika Ishiyama

14
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一歩、前に踏み出す。1cm、高くジャン
プする。越えた先にある見たことのない
景色と自分のために。
break out my shell ！

52 歳　169cm　福岡県福岡市
NPO法人職員

野勢朋子 Tomoko No!e

18

変わりたい！自信をつけたい！自分のた
め子どものためにもっと輝きたい！そう
思いエントリーしました。

45歳　164.5cm　福岡
会社員

松永すみれ Sumire Matsunaga

20

jazz ボーカルにキックボクシングにドラ
ムと好奇心だけは衰えしらず。いろんな
事にチャレンジしていきます。

54歳　163cm　福岡
主婦

山下順子 Junko Yamashita

21

体のハンディを心配している母に、感謝
の気持ちを込めて大会に挑戦します！

52歳　163cm　福岡県北九州市
健康・美容アドバイザー

渡邊ケイ子 Keiko Watanabe

22

変わりたいと思った時がチャンス！
あきらめないで、美意識を持って
人生を楽しみましょう♪

58歳　165cm　福岡県北九州市
ビューティセラピスト

原冨士子 Fujiko Hara

19



Beauty Camp 講師陣

Familia Academy 主宰
美 Move オリジナルメソッドで内側から溢れる女神性を引き出します♪　一目置かれるエレガントウォーキング、パート
ナーが見つかる開運女神メイク、思わず触れたくなる女神ボディ作り、ペアで学ぶエスコートウォーキングなど、豊富な
メニューでサポートします。人生は舞台です！素敵な演出法を一緒に学びましょう。

SHOKO（塚原祥子） Shoko Tsukahara

一般社団法人　日本ほめる達人協会 専務理事。NTT、JR 東日本をはじめ、全国の企業や団体、教育現場、子育て世代な
どへの研修活動を行うとともに、NHK ほかテレビ出演や、海外講演も多数。人やものごとの価値を発見する視点に立つ
ことで、人間関係改善や自分自身の魅力アップを伝えている。「できる大人の言葉の選び方」（青春出版社）など著書も多数。
歌手さだまさし氏の元マネージャーでもある。

松本秀男 Hedeo Matsumoto

腸もみ専門サロン Le Lien（ルリアン）代表。
腸が変われば人生が変わる。最近話題の腸活ですが、私と腸活との出会いは 4 年前です。腸に意識を向けると身体の調子
が良くなり、思考も前向きになりました。腸のケアは身体も心も元気になります。腸が全て、といっても過言ではありま
せん。腸のケアから多くの人の健康寿命を伸ばし、いくつになってもキラキラ輝く女性を応援したいと活動をしています。

船居歩 Ayumi Funai

Natureable（ナチュレアーブル） 代表。30 歳の時に、今まで着ていたものがなんだか似合わなくなっていることに気付き
ました。 どうやって選べばいいか分からなくなり、クローゼットの中は黒・茶色・カーキの服ばかりに…。 本格的にファッ
ションコーディネートを学び、私のようにファッションセンスがなくても理論で楽しむ方法を習得しました。 ファッショ
ンコンシェルジュとして、わかりやすく再現性のあるご提案であなたのなりたい姿に導きます。

渡邊陽子 Yoko Watanabe

Beauty Academy代表。トータルビューティプロデューサー、ミセス・グローバル・アース・ジャパン2021 長崎大会BC講師、
ベスト・オブ・ミス長崎 2020 BC 講師　他。美容と健康に携わり約 30 年。～心と身体の美と健康～をテーマに内面・外
見を磨くセルフケア法を指導するとともに、あなたの魅力を最大限に引き出し、より早く理想の自分に導きます。人はい
つからでも、いくつからでも変われます。私と一緒に自分磨きをしていきましょう！

片岡仁美 Hitomi Kataoka

自社集客のために『ターゲットを絞って 8ヶ月で 2万フォロワー獲得』
そのノウハウを生かし個人から大手企業までインスタコンサルを年間 300 アカウント以上担当。昨年 64 名のインフルエ
ンサー輩出。自身も毎月 30社以上から商品、 企業 PR依頼を受けるいいね数平均 3000 超えのインフルエンサー！
「誰でもインフルエンサーになれる！」をモットーに個人でも輝けるセルフブランディング力を伝授していきます。

門脇優衣 Yui Kadowaki





倉田文
長谷川恭子
宮﨑仁美
船居歩
占部淑子
古野恭子
中村友美
吉村あゆみ
林田裕美

大会当日サポーター



アナウンス倶楽部

announce.jpimpression2002.com

有限会社　エーアンドアイ
850-0861　長崎県長崎市江戸町 5-8　第 5一ノ瀬中央橋ビル 7F

TEL　095-820-7812
info@announce.jp

・骨格スタイルセミナー
・スカーフコーディネーターセミナー
・ストールコーディネーターセミナー
・話し方スキルアップ個人レッスン
・フリーランスドットコム

・アナウンサー、レポーター、司会者の養成・請負業務
・ブライダルコーディネート業務
・TV・ラジオ番組企画制作
・カルチャーセンターの経営


