
【若者法人 Japanese TEAM 美里(司会)】 
皆様、本日はお集まりいただきまして誠にありがとうございます。 
本日の司会を務めさせていただきます、若者法人 Japanese TEAMの美里と申
します。どうぞよろしくお願い致します。 
それでは平成 28 年に開催されました、若者法人 Japanese TEAM の JAPAN 
PLUS+事業の一環である、地元 PR 美女コンテスト 2016 表彰式を執り行わせ
ていただきます。 
このコンテストは地元に住む女性自らが自分の街を日本、世界へと発信するコ

ンテストです。東京、神奈川、山梨、福井、福岡の 5県が参加し、計 2616票を
獲得しました。その内 1235票を獲得し、見事グランプリに輝いた YAMANASHI 
PLUS+推薦の窪田彩乃さんの表彰式を執り行います。 
まずはじめに、若者法人 Japanese TEAMの吉田より皆様へご挨拶致します。 
 
【若者法人 Japanese TEAM 吉田】 
ご紹介に預かりました若者法人 Japanese TEAMの吉田と申します。 
本日は皆様お越しいただきましてありがとうございます。 
まずは、先ほどご紹介があった、若者法人とは何かについて簡単にご説明致し

ます。そもそも当団体は東京オリンピック・パラリンピックの招致活動をして

いる頃から活動を始めました。東京が最終候補に残ったときに、他国と比較さ

れる要因として『日本がオリンピック開催の地に相応しくない項目』がいくつ

かありました。いまとなっては忘れてしまって、現時点ではお伝えすることが

できません。(会場から笑い、和やかな雰囲気) 
その中の一つの要因として、私が感じたのは『日本の若者がオリンピックに対

してウェルカムではない、無関心？』です。実際にそうだなと思いました。 
東京にオリンピック・パラリンピックが決まり、心の中で「オー」とはなりま

したよね？ 
でもそれで何がどう変わるのか想像できた方は、自分を含めていないと思いま

す。これから国がどう変わっていくのか、どんな機会なのか。私たちがこの招

致活動で、心の底から待ち望んで得た結果なのか。疑問が残りました。 
『このままなんとなく 2020年がやってきて、なんとなくテレビで観戦。大きな
建物ができて終わっていくのかな。』 
『身近なビックイベントなのに、なぜか他人事のような気がする。』 



そんな声を友人、知人から聞いたことがあります。 
 
私は、それではもったいないなと思う。 
私たちは今の日本の現状や課題を認識することができる。そしてオリンピッ

ク・パラリンピックがきて、「やったー」と思える。どうして「やったー」なの

か。そうしてこの国がどうなっていくのか、どう良くなっていくのか。私たち

の生活はどう変わるのか。 
もっと未来について学びたい、考えたい、発信したい。そう思ってくれる同世

代の仲間と出会って設立したのが私たち一般社団法人 Japanese TEAMです。 
私たちはどうなっていくのだろう。いやそもそも私たちはどうなっていきたい

のだろう、というのを学びながら、色々な人に会いながら、自分の頭で考えて、

かつ発信していく、そのようなきっかけや場所、機会を提供・共有する活動を

行っています。 
 
	 	 オリンピックが日本に決まり皆、口を揃えてこう言います。 
「日本を世界に PRしていこう！おもてなし！」 
そのようなテーマを聞いたことがあります。では質問です。皆さんにとっての

日本ってなんですか？「国？土地？領土？法律？名称？」 
色々とあると思いますが、私は「日本＝47都道府県」だとここでは思います。
東京だけで開催される、スタジアムの中だけで開催される、選手村だけで開催

されるものであってはいけない。オリンピック・パラリンピックを機会に日本 
東京に注目が集まる。『日本 東京』だけでなく『日本 47都道府県』を見てほし
い、知ってほしい、PRしたい。そのような想いから今回「地元 PR美女コンテ
スト 2016」という、地元に住んでいる人に地元の良さを改めて認識してもらっ
て、自らその街の良さを、日本、世界に発信していただくコンテストの企画と

開催をさせていただきました。そして今日、見事山梨がグランプリに輝きまし

た。この後表彰させていただきたいと思いますので、皆様よろしくお願いいた

します。 
 
〜拍手〜 
 
 



【若者法人 Japanese TEAM 美里(司会)】  
ありがとうございます。それでは表彰に移らせていただきたいと思います。 
準備しますので、少々お待ち下さい。 
 
〜準備〜 
 
【若者法人 Japanese TEAM 美里(司会)】 
準備が整いましたので、表彰に移らせていただきます。 
グランプリを獲得しました窪田彩乃さんと推薦者 YAMANASHI PLUS+代表
の小澤桃香さん前へお越しください。 
 
【若者法人 Japanese TEAM 吉田】  
「表彰状。彩乃さん。あなたは地元 PR美女コンテスト 2016において最も優秀
な成績を収め、地元 PRに努めました。その功績を讃え、ここに表彰致します。 
平成 28年 6月 12日 若者法人 Japanese TEAM 一同」 
おめでとうございます。 
〜表彰状を受け渡す。〜 
 
【グランプリ受賞者 窪田】 
ありがとうございます。 
 
〜表彰状を受け取る(盛大な拍手)〜 
 
【若者法人 Japanese TEAM 吉田】 
続きまして、活動の奨励金を贈呈いたします。 
おめでとうございます。 
〜奨励金を受け渡す。〜 
 
【グランプリ受賞者 窪田】 
ありがとうございます。 
 
〜奨励金を受け取る(拍手)〜 
 



【若者法人 Japanese TEAM 吉田】 
最後に、ガラスの靴を贈呈いたします。 
少しコンパクトで普段使いはできませんが(会場から笑い) 
おめでとうございます。 
〜ガラスの靴を受け渡す。〜 
 
【グランプリ受賞者 窪田】 
本当にありがとうございます。 
 
〜ガラスの靴を受け取る(盛大な拍手)〜 
 
〜理事の吉田とグランプリ受賞者及び YAMANASHI PLUS+代表で記念写真〜 
 
 
【若者法人 Japanese TEAM 吉田】 
ではせっかくですので、グランプリ受賞者と推薦者の方々からコメントの方を

いただきたいと思います。グランプリ受賞者の方からお願いいたします。 
グランプリを受賞されたご感想や、山梨県の魅力を再度教えていただければな

と思います。お願いいたします。 
 
【グランプリ受賞者 窪田】 
まずは大変恐縮なんですが、このような賞をいただきまして、本当に嬉しいで

す。何より一番嬉しいのは、推薦していただいた友人が、「山梨をどうしても薦

めたいから、協力して欲しい」と言ってくれて、協力して、グランプリを受賞

し協力できたことがとても嬉しいです。 
〜涙を流しながら〜 
私はとても忙しくて、全然連絡も取れなかったんですけど、友人の子が「いつ

も忙しいのにごめんね」と頭を下げながら協力をお願いしてくれたりとか、デ

ートプランも私一人では考えなれなかったんですが、友人が「こんなデートプ

ランが良いんじゃない？」と手伝ってくれたりとか、本当は私が受賞すること

ではないんですけど、中学校からの友人として協力できたことが何よりも嬉し

いです。〜涙を流しながら〜 



私とても涙もろいんです。(会場から笑いと声援) 
私はこれから就職活動をするんですけど、山梨を出たいという気持ちはあまり

なくて、それは山梨がとても住みやすい街だからなんですけど、何より生活し

てて一番思うことは「水が美味しいこと」。富士山から来ている地下水とか。 
お洗濯するのにも、水を飲むのも、私たちの生活の近くにあって、一番プラス

になることだと思ってます。人もとても良い人ばかりだし、温かいし、都会み

たいに人混みに紛れて、自分がいるかいないかわからないことがなくて、地元

感というのがあって、地元の友達もとても温かいです。地元の名所も大事です

けど、人の温かさという所が一番山梨 が PRするべき点だと思います。 
 
【若者法人 Japanese TEAM 吉田】 
まさに今、温かさが滲みでてきますね。ぼく住みたい！(会場から笑いが) 
 
【グランプリ受賞者 窪田】 
改めまして、今回はこのような表彰式を開いていただいてありがとうございま

した。 
 
〜会場から盛大な拍手〜 
 
【若者法人 Japanese TEAM 美里(司会)】 
続きまして、推薦者の方前へお越しください。 
 
【推薦者 小澤】 
こんにちは。本日はこのような表彰式を開いていただきありがとうございます。 
山梨が美女コンを行っていく中で、私を含め、YAMANASHI PLUS+全体で投
票をお願いしますと皆様に呼びかけたことに対する反応がとても良くて、個人

的にメッセージを送ったりもしてたんですけど、Facebook のシェアが多数、
Twitterのシェアが 70件など、それだけ投票に対して反応していただける人達
がたくさんいたことが、この地元 PRコンテストを通して、私たちはとても周り
の方々に支えられているなと改めて実感することができました。これからも

YAMANASHI PLUS+の活動を通して恩返ししていけたらなと思いました。 
ありがとうございました。 
 



〜会場から盛大な拍手〜 
 
【若者法人 Japanese TEAM 吉田】 
せっかくですので、ご友人代表の方にもお話しを伺えたらなと思います。 
 
【ご友人代表	 長田】 
とても不意打ちでとてもびっくりしています。(会場から笑い) 
本日はお越しいただいてありがとうございます。グランプリ受賞者の方が先ほ

ど「皆さんのおかげと」散々言ってましたけど、グランプリ受賞者自身の魅力

そのものを皆が気付いて、投票してくれたことに変わりはありません。私達は

そのきっかけを提供しただけに過ぎないと思っていて、だからこそこんなに感

謝してくれることが嬉しいし、このように素直に涙を流せる子だからこそ、グ

ランプリを受賞できたのではないかと思いました。先ほどシェアの話があった

と思いますが、グランプリ受賞者でなければ、このような結果にはなっていな

かったのではないかと思いました。山梨の魅力は「水」と言っていたんですけ

ど、改めて私が思うのは、先ほど吉田さんが以前おっしゃっていたように「ワ

イン」であったり「ぶどう」なのかなと思っていましたが、「水」と言った一人

一人の推薦するものが違うことも山梨の魅力なのかなと思いました。またグラ

ンプリ受賞者も実際に口に出すことで、山梨の魅力を改めて実感しているのだ

と思いました。グランプリ受賞者の子が実際に行動を移してくれたからこそ

様々な人に PRできたし、グランプリ受賞者自身にも山梨の魅力の良さを再認識
することができたのであれば、とても嬉しく思います。本日はありがとうござ

いました。 
 
【若者法人 Japanese TEAM 吉田】 
ここでもう一人ご紹介したい人がおりまして、美女コンテストのサイトを皆見

ていただけたと思います。様々な人がエントリーしていて、投票はこちらです

という投票ボタンがあったと思いますが、それをゼロから作ったエンジニアの

方をご紹介します。前へお越しください。まずは影の立役者に拍手をお願いし

ます。 
 
〜会場から拍手〜 
 



【若者法人 Japanese TEAM 吉田】 
山梨や東京、神奈川など参加したモデル等の情報を集めて、テキストやデザイ

ン等を考えていて、彼が一番この美女コンテストにおいて、ゼロから作り、想

い入れが一番強いと思います。ちなみに大学生さんです。実際に第 1 回開催す
ることができた感想や今後の意気込みやグランプリ受賞者にかける言葉などが

あればお聞かせください。よろしくお願いします。 
 
【若者法人 Japanese TEAM美里(司会)】 
ますは、無事に第 1 回目を開催することができましたのは、ここにいる方々含
め皆様のおかげですので、改めて感謝の気持ちを述べさせてください。本当に

ありがとうございました。美女コンテストというものは、浴衣であったり、大

学であったり様々な種類があると思いますが、実際に美女コンテストを開催す

るのは始めてで、右も左もわからず試行錯誤を続けていく中で、いきなり会っ

たこともない人にデートプランを教えてくださいと言ってしっかり教えていた

だけたり(会場から笑い)とても素敵な写真をくれたりだとか。山梨が本当に参加
した団体の中で、一番団結力があったように感じました。サイト上では、文字

と写真でした表現できませんが、実際に美女コンテストを開催して、このよう

に表彰式を開催でき、各地方の良さや人の温かさというものを実感することが

できました。また 2 回 3 回と続けて開催していけたらと考えていますので、そ
の際はまたお力添えしていただきたいと思っております。本日はありがとうご

ざいました。 
 
【若者法人 Japanese TEAM 吉田】 
ここで皆様にお知らせがあります。 
私たち一般社団法人 Japanese TEAMは毎年 2回合宿を行っております。1回
目は福岡県。2回目は埼玉県。3回目は神奈川県。そして 4回目はグランプリを
見事受賞された山梨県に合宿開催地が決まりました。8月に全国から募集をかけ、
30〜40人ほど集結しますので、後日改めて山梨を訪問致します。よろしくお願
いいたします。そしてグランプリ受賞者の方も是非、顔を出していただければ

光栄です。 
最後のお話になります。 
先ほど「日本＝47都道府県」だと思う、と言った話には続きがあります。 



「47都道府県って何？」それはそこに住まう人だよね。人がいてはじめて、文
化があって名産、名称が知れて。今回のコンテストってまさに『人』。顔を出す

コンテストなんですよ。しかもプライベートの。一人一人が自分の顔を出して、

「デートプランはこれです」とか意志を示して発信するのって、貴重だけど反

面怖い機会だと思うんです。でも発信するからには自分自身が何かを背負って

発信をしていく。これから 2020年だけでなく、もっと未来の、環境をもっと良
くしたい、貢献したい、幸せにしたいという状況の中で、自分の顔を出して、

自分の意志、主張、意見を持って、発信していくことは、私たち社団が考えて

いる理念やビジョンである、『2020 年の最大化』や『日本をより良く』といっ
たことに少しでも近づける方法ではないかと思っております。 
今回はこのような形で体現していただいて、本当に感謝しています。ありがと

うございました。 
 
〜会場から盛大な拍手〜 
 
【若者法人 Japanese TEAM 美里(司会)】 
以上をもちまして、「地元 PR美女コンテスト 2016」における表彰式を閉会させ
ていただきます。本日はお忙しい中お越しいただきまして、誠にありがとうご

ざいました。お気をつけてお帰りください。 
 
〜会場から盛大な拍手〜 


