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明治安田生命保険相互会社（執行役社長 松尾 憲治）は、2010 年 10 月～2011 年 1 月

に募集した「明治安田生命 2010 マイハピネスフォトコンテスト」の入賞作品を発表しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※本リリースの関連情報は、以下のサイトでもご覧になれます 
◆フォトコンテスト／コンテスト専用ホームページ 
           www.my-happiness.com 
◆企業イメージＣＭ／明治安田生命ホームページ 

www.meijiyasuda.co.jp 
 

 

 

「2010 マイハピネスフォトコンテスト」入賞作品決定！ 
～応募総数 96,217 点！過去 12 年間で累計総数 70 万点を突破～ 

 
１．グランプリ作品「最高においしいよ」 他入賞作品40点を決定！ 

今回で12回目を迎える本コンテストは、｢あなたがいる しあわせ。｣をテーマに、家

族、友人、恋人との“しあわせな瞬間（とき）”を撮影した応募作品のなかから各賞を

選出します。1999年の開催以来、累計応募総数は70万点を超えました。 

このたび、みなさまからご応募いただいた96,217点の作品のなかから、写真家の織作

峰子さん、柳瀬桐人さんらが厳正な審査を行ない、グランプリ作品「最高においしいよ」

(橘 重孝さま、島根県)をはじめ、入賞作品40点を決定しました。 

なお、本コンテストについては、2009 年 4 月、単一テーマでは「世界で最も応募作品

数の多い写真コンテスト」としてギネス世界記録™に認定されています。 

※入賞作品は3,4ページご参照 
  
２．企業イメージＣＭ「時をこえて」シリーズ最新作を制作中 

  本コンテストの入賞作品は、小田和正さんの楽曲「たしかなこと」をＢＧＭとした

企業イメージＣＭ「時をこえて」シリーズ最新作（現在制作中）のなかで使用します。

5月中旬以降、当社提供番組にて放映予定です。 

  小田和正さんの美しい歌声により、一枚一枚の写真がさらに魅力的になった作品を、

ぜひご期待ください。 

なお、入賞作品については当社が特別協賛する小田和正さんのツアー「明治安田生

命 Presents KAZUMASA ODA TOUR 2011“どーもどーも”～その日が来るまで～」の各会

場にて展示予定です。（一部公演を除く） 
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【明治安田生命2010マイハピネスフォトコンテストの概要】 

＜テーマ＞                       

 「あなたがいる しあわせ。」 

 

＜募集期間＞ 

 2010 年 10 月 1 日(金) 

～2011 年 1 月 31 日(月) 

 

＜応募点数＞ 

  総応募点数：96,217 点 

  内訳 プリント応募 ： 36,496 点 

     デジタル応募 ： 59,721 点 

                           ―審査風景― 

＜審査員プロフィール＞                 

織作 峰子(おりさく みねこ)氏             

写真家。石川県出身。                

82 年より写真家・大竹省二氏に師事。86年、全国二科展入選。87年、独立。 

世界各国の風景や人物を、女性らしい視点でとらえ続け、全国で写真展を多数開催

するかたわら、海外政府観光局から依頼された撮影のほか、テレビやＣＦ、雑誌や

講演に幅広く活躍中。 

柳瀬 桐人(やなせ きりと)氏 

写真家。大分県出身。 

(社)日本広告写真家協会会員、日本写真芸術学会会員。 

各企業のポスターや、新聞・雑誌・広告等の広告写真を中心に活動。最近では資源

ゴミを現代アートとしてとらえた作品を、美術館などで発表。また、写真教室の講

師等でアマチュアの指導を精力的に行なっている。 

 

＜総評＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このコンテストも今年で 12 年目を迎えました。最近は、携帯電話やデジタルカメラな

どの普及によって、写真を撮らない人はいないほどカメラが日常に入り込んでいて、と

てもいい傾向だと思います。また、カメラの性能が日々進歩し、プリントのクオリティ

も上がっていますので、応募作品のレベルは昨年に比べ向上したように思います。カメ

ラの進歩により誰でも失敗せずに撮れるとしたら、あとは構図とか、シャッターチャン

スが大切です。撮る側が今感じている何を伝えるのか、どのような気持ちを表現したい

のか、そういう掘り下げが重要になってくるのではないでしょうか。そういう意味では、

普段の生活のなかでの“しあわせな瞬間”を写真として残したいという気持ちが大切な

のだと思います。また今回は高校生をはじめ、若い方の応募が多かったこともとてもう

れしい傾向です。これからの時代を担う方々が、こんなにもたくさん、“しあわせな瞬

間”を探してくださったということに心から感激しました。 
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＜入賞作品のご紹介＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜グランプリ＞ 

「最高においしいよ」 橘 重孝  さま （島根県大田市） 

 
スイカがおいしそうで、子どもたちの笑顔が生き生きとしています。その瞬間の表

情を上手にとらえました。背景の自然が子どもたちを一層引き立たせ、色合いのバラ

ンスもよく考えられています。画面全体に楽しい時間が流れています。 
（講評：織作峰子氏）
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○入賞作品一覧（敬称略） 

 

賞 作品名 氏名 住所 ※1 

グランプリ 最高においしいよ 橘 重孝 島根県大田市 

金賞 3 点 

一年生になった日 谷口 洋一郎 山口県下松市 

やめてくれ～ 岡本 憲史 愛知県名古屋市 

歩み 山田 耐子 青森県上北郡 

銀賞 10 点 

十年前の私と再会 長瀧 可奈子 東京都葛飾区 

歓声をあげて 川上 満 新潟県小千谷市 

今日は私がカメラマン 畑中 りえ 大阪府羽曳野市 

雪の日。 坂本 康子 佐賀県佐賀市 

気をつけてネ 西浜 眞知子 千葉県流山市 

初めての１０歩 堀内 雄介 千葉県流山市 

実りの秋に 深沢 勝 秋田県仙北郡 

夢、ふくらむ 永谷 みほ子 東京都府中市 

マイホーム 和田 康雄 京都府木津川市 

どの子にご飯あげようかな 石田 大士 大阪府枚方市 

銅賞 20 点 

秘密の遊び場 廣瀬 雄樹 愛知県豊橋市 

ちっちゃなカメラマン 鈴木 陽平 長野県千曲市 

古いアルバム 須川 芳夫 神奈川県横浜市 

マジックアワー 安島 博 宮城県仙台市 

ひだまり 松本 冨美子 三重県多気郡 

暑い日 斉藤 京子 愛知県知多郡 

進まない作業。でもいい。 庄司 和史 千葉県八千代市 

ぼくも手伝うよ 山本 勇人 新潟県十日町市 

老いても山里暮らし 山口 元広 福島県田村郡 

豆剣士 出井 章則 栃木県上都賀郡 

床屋さん 松浦 千城 福島県須賀川市 

ウクレレカップル 後町 健次 長野県諏訪郡 

二人三脚 吉岡 新市 奈良県橿原市 

春をみつけた！！ 勝亦 裕 静岡県御殿場市 

怖いけど見たい？(笑) 桐村 愛 奈良県生駒市 

たんぽぽ 喜々津 俊太 長崎県西彼杵郡 

春のりょこう 新野 守信 東京都江東区 

おじいちゃん 金森 広治 愛知県名古屋市 

ねんね 黒石 久美子 大阪府豊中市 

おじいちゃんのさんぱつ 中野 志保 兵庫県小野市 

明治安田生命 

特別賞 

3 点 

本 大好き 國井 安紀子 茨城県東茨城郡 

ひとつの布団で同じ夢 後藤 美穂 兵庫県尼崎市 

その瞬間（とき）ドラマが！！ 千田 久 岩手県奥州市 

フォトコン賞 

※2 

3 点 

家族 髙橋 勤 神奈川県横浜市 

夏休み 村上 賢徳 奈良県生駒市 

家族 田中 金次 東京都国分寺市 

※1住所は 2011 年 4 月時点。応募順に掲載 

※2 フォトコン賞は、カメラ雑誌「フォトコン」とタイアップし、“家族”をテーマに、愛情あ

ふれた写真や、かけがえのない家族の絆を感じられる作品に対して贈られます 

 

 

 


