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２０１９年４月 

新橋こいち祭事務局 

 
 

２０１９年 7 月 2６日（金）新橋駅ＳＬ広場にて開催 
「第 24 回新橋こいち祭」のメインイベント 

 

一緒に新橋を盛り上げよう！ 

『ゆかた美人コンテスト』出場者募集！！ 
 
● グランプリ受賞者 1 名には、賞金 1０万円とハワイ４泊６日ペア旅行をプレゼント！ 

● 準グランプリ受賞者１名には、賞金５万円をプレゼント！ 

 
 
 

東京都港区、新橋地区 12 の商店会では、ＪＲ新橋駅西口ＳＬ広場ほか駅周辺を会場として「第 24 回新橋こいち

祭」を 2019 年 7 月 25 日（木）・26 日（金）に開催いたします。 

「新橋こいち祭」は、新橋エリアにおける地域活性化を目的に、近隣住民や在勤者との交流の場・機会として毎年開

催し、例年 14 万人を超えるお客様にご来場いただいております。 

 お祭りのメインイベントであります「ゆかた美人コンテスト」を７月２6 日（金）に開催することとなり、 

ついてはその出場者を募集します。 

『ゆかた美人コンテスト』は、夏の風物詩である「ゆかた」の魅力を参加者や観客の方々に感じていただき、

楽しんでいただくため、毎年実施している企画です。「ゆかたが似合うこと」、「自分なりに着こなしていること」 

「新橋に愛着を持っていただける方」などを審査基準とし、性別・年齢を問わずどなたにでもご応募いただくこ

とができます。 

事前の面接審査などを通過した 10 名の方には、最終審査として「新橋こいち祭」最終日当日ステージ上におい

て、各々の「ゆかた」に対する思いやエピソード、その着こなしを披露していただき、審査員の厳正なる審査に

よって受賞者を決定します。 

 また、ゆかた美人に選ばれた方には、新橋地区振興のため各種イベントや PR 活動などへご参加いただく場合

があります。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 23 回新橋こいち祭「ゆかた美人コンテスト」入賞者 

～写真左より 審査員特別賞：佐藤奈織美 ／ グランプリ：平 百恵 

                      準グランプリ：白木愛奈 ／ 新橋ねっと賞：久保沙里菜 
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■審査の流れ 

まず書類審査により約 30 名を選出、続いて面接審査を実施します。面接審査を通過した方に、最終審査であ

るコンテストへ出場していただきます。また、最終審査出場者（10 名）は、web 上に公開し人気投票も実施す

る予定です。「ゆかた美人コンテスト」の出場希望者は、下記の要項を参考に必要書類を事務局宛にお送り下さ

い。応募の締め切りは 2019 年 5 月 29 日（水）必着です。多くの方からのご応募をお待ちしております。 

 

＊＊＊ 応募要項 ＊＊＊ 
 

●名  称 第 24 回新橋こいち祭「ゆかた美人コンテスト」 

●開催日時 ２０１9 年７月２6 日（金）18：30～（予定） 

●会  場 新橋駅西口ＳＬ広場特設ステージ 

●主  催 新橋地区 12 商店会 

●応募条件 性別・年齢問わずどなたでもご応募いただけます。 

●応募方法 
履歴書に氏名（ふりがな）、年齢、住所、電話番号、職業（勤務先・学生の方は学校名と学年）・

自己ＰＲを明記。写真（カラー・L 版で上半身と全身各１枚）を添えて事務局に郵送のこと。 

●応募宛先 
第 24 回新橋こいち祭「ゆかた美人コンテスト」係 

〒105-0004 東京都港区新橋 2-19-6 新和ビル 6F （TEL：03-5537-6115） 

●応募締切 2019 年 5 月 29 日（水）必着 

●審  査 ① 書類審査 

 審査委員会にて厳正に審査し、約 30 名を選出します。 

 ※書類審査の結果は通過者のみ通知 

② 面接審査（６月 8 日(土)開催予定） 

 書類審査通過者約 30 名を対象に面接審査を実施し、最終コンテスト出場者 10 名を 

 選出します。 

 ※最終コンテスト出場者 10 名は、6 月 15 日(土)新橋にお越しいただき、ゆかた姿で 

   の写真撮影を行います。撮影した写真は、お祭りのチラシ、新橋こいち祭のホーム 

  ページにて行われる人気投票などに使用いたします。 

③ 最終コンテスト 

 ゆかた着用の上、ステージにて自己ＰＲと審査員との質疑応答をしていただき、 

 グランプリ 1 名、準グランプリ 1 名を決定いたします。 

 （出場者は、当日(7/26)リハーサルなどで 15：00 頃にご集合して頂く予定です。） 

●審査基準 ゆかたが似合うこと。自分なりに着こなしていること。新橋に愛着を持っていただける方など 

●表  彰 コンテスト内で審査し、協議・検討の上、ただちに受賞者を発表・表彰いたします。 

●賞  品 ＊ グランプリ・・・1 名 賞金 1０万円、副賞 ハワイ４泊６日ペア旅行ご招待 

    （※空港税、航空保険特別料金、燃油特別付加運賃等の諸経費は自己負担

    となります。） 

＊ 準グランプリ・・１名 賞金５万円、その他副賞を予定 

＊ 参加賞・・・・・最終コンテスト出場者全員に参加賞 

●その他 
※グランプリ及び準グランプリ受賞者は、翌年の「新橋こいち祭」のポスターにモデル 

としてご出演いただく場合があります。また、新橋地区振興のため新橋タウンサイト「新橋

ねっと」にご出演いただく場合もあります。 

※面接審査、撮影、最終コンテストへお越しいただく際の交通費は自己負担となります。 

※応募書類の返却は不可 

◆ＵＲＬ 【第 24 回新橋こいち祭サイト】（4 月 5 日開設予定） 

http://www.shinbashi.net/koichi  
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■ ゆかた美人の先輩たちからのメッセージ 
 

 ゆかた美人の先輩たちは様々な世界で活躍しています。その中でも最近アナウンサーを目指す方が多く、今現在アナウンサーで活躍している先

輩と前回の受賞者からコンテスト出場に関する Q&A や今年応募する方々へのメッセージをいただきました。 

「ゆかた美人コンテスト」で受賞することは、夢を叶える“近道”、そして何かのきっかけといえるかもしれません。憧れの世界に踏み出したい方、

また何かにチャレンジしてみたい方など、年齢・性別は問わず多くの方からのご応募をお待ちしております！ 

 

☆ 第 17 回 ゆかた美人コンテスト グランプリ 近藤 祥子さん 

 

職業：フリーアナウンサー 
 

Q1. 現在アナウンサーとして活躍されていますが、ゆかた美人コンテストに出場したことが 

何かのきっかけになっていますか？ 
 

A1. あれだけの大きいなステージで、多くの観客の前に立つのは初めての経験でした。 

 面接も、本番もすごく緊張しましたが、人前ってこわくないなと感じ、ステージに出る 

 こと、人前で話すとこを楽しいと思いました。そして、もっとこういうことをしていきた

いと思い、アナウンサーになることへの後押しになりました。 
 
 

Q2. コンテストで得た経験は、今の仕事に活かせていますか？ 
 

A2. 大勢に見られること、話すことは、こわいことではないし、楽しめる！と知ったのは、 

 ゆかた美人コンテストのステージがきっかけだったので、そこで得た勇気と度胸を仕事に 

 活かせています。また、ゆかたは立ち居振る舞いがちゃんとしていないと素敵ではない 

 思います。これは、人前に出る仕事にも言えることです。浴衣を沢山着る機会を与えて 

頂き、大学生のうちに身につけることができたことに有りがたく思っています。 

＜応募者へのメッセージ＞ 

応募当時の私は、新橋にはまだ縁のない大学生でしたが、新橋の方々は皆さん暖かい方ばかりで、今では第２の地元のように思っ

ています。また、歴代のゆかた美人の方々も多方面で活躍されており、お会いするたびに刺激を受けています。 

ゆかた美人コンテストを通して得た経験は将来の自分にプラスになること間違いありません！ 

第２4 回のゆかた美人として皆さんにお会いできるのを楽しみにしています！ 

 

☆ 第 17 回 ゆかた美人コンテスト 準グランプリ  藤本 真未さん 

 

職業：アナウンサー 

2014 年 4 月：㈱南日本放送 入社 

2017 年 11 月：東京メトロポリタンテレビジョン㈱ 入社 
 

Q１. 現在局アナとして活躍されていますが、ゆかた美人コンテストに出場したことが何かの 

きっかけになっていますか？ 

A1. コンテストに出場した頃も夢はアナウンサーでしたが、小さい頃から人前で話すことが 

苦手で、両親に出場を相談した時も「大丈夫？」と言われたくらいでした。そして、 

それが私のコンプレックスでもありました。でも「ここで立ち止まっていたら変われない

かも。頑張ってみよう！」と、勇気を持って応募しました。面接や当日のステージなど 

想像以上に規模が大きくて本当に緊張しましたが、会場に足を運んで下さった皆さんの 

温かい声援や大好きな浴衣にも後押しされ、「自分の言葉で伝える楽しさ」を見つけられた

気がします。思いっきって踏み出して、自分の殻が破れたかもしれません。 

Q.2 コンテストで得た経験は、今の仕事に活かせていますか？ 

A２. ファイナリストに選ばれてからは、浴衣や小物選び、スピーチなど、皆さんに楽しんで 

いただけるようにと準備に一生懸命でした。「観てくださる方のことを考えながら準備をす

る。」アナウンサーになってからも大切にしています。また、準グランプリを受賞して 

からは人前で話す機会も増え、こいち祭の桜田会場で総合司会をさせていただいたり、 

新橋駅前のイルミネーション点灯式で司会をさせていただいたりと多くの貴重な経験を 

させていただきました。他にも、新橋のことがどんどん好きになり、プライベートでも足

を運びブログで発信するなど…考えてみれば、今の仕事とつながることがとても多いです。 

＜応募者へのメッセージ＞ 
 

コンテストで沢山の方と出会い、多くの経験ができたことは、夢が目標へと明確になる一つのきっかけだったと思います。歴代の

受賞者の皆さんは、様々な世界で活躍しています。そんな皆さんと出会うことができただけでも本当に幸せなことです。 

自然と自分の視野が広がり、夢に向かってアクションを起こせるようになっていったように思います。 

こいち祭は「新たな自分を見つけるチャンス」になるはずです。お気に入りの浴衣と一緒に、たくさんの方にチャレンジして 

いただきたいです！ 
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☆ 第 20 回 ゆかた美人コンテスト グランプリ 信長 ゆかりさん 

 

職業：アナウンサー 

2017 年 4 月：ＫＳＢ瀬戸内海放送 入社 
 

Q１. 現在局アナとして活躍されていますが、ゆかた美人コンテストに出場したことが何かの 

きっかけになっていますか？ 

A1. 苦手なことには果敢に挑戦してきた人生でしたが、それでも最後まで避けてきたのが人前 

に立つことでした。（笑）そんなときに出会ったのがこのコンテスト。普段の自分では無理

と思えることも、大好きな浴衣の力を借りたら頑張れるかもしれないと思い、思い切って

応募しました。このコンテストで大勢の方の前で話す機会をいただき、人に何かを伝える

ことの楽しさと奥深さを知り、私はアナウンサーという道を見つけました。 
  

Q.2 コンテストで得た経験は、今の仕事に活かせていますか？ 

A２. 私は現在、報道局で働いていますが、どのニュースにおいてもそこにあるのは“人の想い” 

です。どれだけ大きなニュースであっても、それは変わりません。 

こいち祭はたくさんの人達の“新橋への想い”に溢れています。このコンテストに参加し 

こいち祭に関わる人達の温かさに触れることで、人の想いはこんなにも温かく大きなエネ 

ルギーを生み出すのだということを実感することができました。 

だからこそ、アナウンサーとして“そこにある人の想い”を大切に、ニュースを伝えるこ 

とにやりがいを感じているのだと思います。 

＜応募者へのメッセージ＞ 
 

『私なんて・・』と思ってしまう人もいると思いますが、いつもの自分から少し背伸びをしてみることで、それまでは選択肢にも

入っていなかった新しい世界が見えてくることがあります。平凡な大学生だった私も、このコンテストに出場して女優やモデルと

して活動する人達と出会い、世界が広がりました。皆さんも、お気に入りの浴衣の力を借りて気楽に挑戦してみていただければと

思います。きっと、「あ～出て良かった！」と思える“何か”を見つけられるはずです。 

 

☆ 第 2３回 ゆかた美人コンテスト グランプリ 平 百恵さん 

 

職業：大学生 
 

Q1. 応募のきっかけは？ 

A1. 「東京に出て新たな世界をしりたい」と憧れを持って地元から上京してきたので、大学生の 

間に東京で一生心に残る思い出を作りたくて応募しました。内気な性格だったので、出場 

することを初めて両親に話した時は反対されました。しかし、チャンスがある限り精一杯 

頑張りたいという思いを伝え説得し、挑戦できて良かったです。 

 

Q２. 「ゆかた美人」になって得たことはなんですか？ 

A２. 受賞後に参加したイベントの MC、CS 放送の出演、1 日消防署長などは私にとってどれ 

も初めてのことでした。イベントの前日はドキドキで眠れないこともありましたが、活動 

を通して「人前に出ることは恐いことではなくて楽しい！！」と思えるようになったんで 

す。これは新橋の街の方々の温かさにふれ、いつも優しく接していただいたからだと思い 

ます。そんなかけがえのない人たちに出会えたことが私の財産です。 

＜応募者へのメッセージ＞ 

私のように新しいことへの挑戦に恐さを感じる方も多いと思います。しかしステージに立ち、大勢の人の前で勇気を振り絞った瞬

間は、一生忘れられないものになりました。今の私がいるのは、新橋で様々な経験をさせていただいたからです。新橋は私にとっ

て第二の故郷であり、自分も知らなかった自分を知れた場所です。迷ったら挑戦してみてください！！今年の出場者の皆さんにお

会いできるのを楽しみにしてます。 

 

 

 
 
 
 

 

 

＜掲載誌・誌面でのお問い合わせ先＞ 

新橋こいち祭事務局 担当：中川・市橋   

ＴＥＬ 03-5537-6115 ／ FAX  03-5537-6310 

＜本件に関するお問い合わせ先／画像等のリクエスト先＞ 

株式会社メディコ PR 担当：永野 

TEL：03-3457-7571 ／ FAX：03-3457-7515 


