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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、2012 年 10 月～2013 年 1 月に

募集した「明治安田生命 2012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 

http://www.my-happiness.com 
◆企業イメージＣＭ／明治安田生命ホームページ 

http://www.meijiyasuda.co.jp 
◆明治安田生命公式Facebookページ 

http://www.facebook.com/meijiyasudalife 

「2012 マイハピネスフォトコンテスト」入賞作品決定！ 

～東京スカイツリータウンで入賞作品展示会を開催～ 

１．入賞作品46点を決定！累計応募点数は84万点を突破 

本コンテストは「あなたがいる しあわせ。」をテーマに、家族や友人、恋人などとの

“しあわせな瞬間（とき）”を撮影した写真を募集する国内最大級のフォトコンテスト  

です。 

1999年の開催以来14回目を迎える今回は、71,802点のご応募をいただき、累計応募点数

は84万点を超えました。写真家の織作峰子さん、柳瀬桐人さんらによる厳正な審査の結果、

グランプリ作品「はじめて見る打ち上げ花火」(水上 裕康さま、東京都)をはじめ、入賞

作品46点※1が決定しました。 

また、本コンテストでは2011年度から、より手軽にご参加いただけるようスマートフォ

ン専用アプリ「マイハピネスフォトカレンダー」※2からの応募も受付けています。今回

は、同アプリを通じ7,225点のご応募があり、そのなかから「相思相愛」（籔 拓也さま、

熊本県）が銅賞に入賞しました。 

※1 入賞作品は3,4ページをご参照 

※2 スマートフォンに保存されている写真を自動でカレンダーに整理、Facebookとの連動などの

機能を搭載し、30,000人を超える方々にご利用いただいています 

２．「東京ソラマチ
®
」で入賞作品展示会を開催！ 

5 月 10日（金）から 12日（日）までの 3日間、東京スカイツリータウンの商業施設「東

京ソラマチ
®
」イーストヤードにて、「2012マイハピネスフォトコンテスト」入賞作品展

示会※3を開催します。ぜひご来場いただき、心あたたまる作品の数々をご覧ください。 

入賞作品は「明治安田生命公式 Facebookページ」等でも紹介いたします。 

※3 詳細は 5 ページをご参照 

３．企業イメージＣＭ「時をこえて」シリーズ最新作を制作中 

 小田和正さんの楽曲「たしかなこと」をＢＧＭに、本コンテストの入賞作品を中心に 

構成した企業イメージＣＭ「時をこえて」シリーズ最新作を制作中です。5月下旬以降、

当社提供番組にて放映予定です。 

小田和正さんの優しく透き通った歌声が、写真一枚一枚の魅力をさらに際立たせるＣＭ

作品をご期待ください。 
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【「明治安田生命2012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＞ 

 2012年 10月 1日(月) 

～2013年 1月 31日(木) 

 

＜応募点数＞ 

  総応募点数：71,802 点 

内訳 プリント応募 ： 19,851 点 

   デジタル応募 ： 44,726 点 
    スマートフォン 
      アプリ応募 ：   7,225 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、国内外で写真展を多数開

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

や講演でも幅広く活躍中。大阪芸術大学教授。 

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＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最近は、デジタルカメラが使いやすくなって性能もアップし、さらにスマートフォ

ンで撮影することも多くなりました。そのおかげで毎日の生活で、思いついたら気軽

に写真を撮るという習慣が広がっているように感じます。１０代の若い人達の応募も

増えてきました。そしてうれしいことに、誰もが比較的クオリティーの高い写真、つ

まり、思い通りの写真が撮れるようになりました。今まで目を向けていなかったシー

ンにも、どんどんカメラを向けてほしいですね。新しい写真が撮れる可能性も広がっ

ているはずです。自分ならではの写真を撮ることに、ぜひチャレンジしてください。 
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＜入賞作品のご紹介＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜グランプリ＞ 

「はじめて見る打ち上げ花火」 水上 裕康 さま （東京都港区） 

 
花火を見上げる生き生きとした親子の表情が何よりも魅力的です。全体の光のトー

ンが美しく、夜景の光をバランスよく配置した作品です。ブリッジのイルミネーショ

ンも美しく輝いています。 

夜景での人物撮影という難しいシーンを、撮影の技術で見事にクリアしています。 

（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 はじめて見る打ち上げ花火 水上 裕康 東京都港区 

金賞 3点 

かわいくて 安島 博 宮城県仙台市 

記念日 山本 勇人 新潟県十日町市 

オレにまかせろ 入江 大介 愛知県北名古屋市 

銀賞 9点 

おばあちゃんといっしょ 三澤 武彦 愛知県名古屋市 

明日へ 髙村 正彦 岩手県二戸市 

なかよしバス 朝井 美紀子 長野県長野市 

はぁ～、あったまるね～♪ 井原 ゆかり 愛媛県今治市 

再会の喜び！ 千田 久 岩手県奥州市 

さあ、うちに帰ろう 椿原 元 兵庫県加古川市 

ドラム缶風呂最高！ 新田 知沙 東京都大田区 

陽だまり 大石 薫 静岡県静岡市 

水遊び 磯 秀樹 和歌山県紀の川市 

銅賞 20点 

白の勝ち！ 斉藤 里子 東京都町田市 

春の日 鈴木 明 静岡県静岡市 

「たすけてー！」 東 秀樹 愛知県日進市 

戦闘 今泉 菜麻 茨城県守谷市 

ドキドキ、ワクワク 内山 暁 神奈川県川崎市 

ときめき 高山 勇 和歌山県田辺市 

あっまちがえた！ 福山 由美子 鹿児島県奄美市 

あ～ん 堀江 真司 広島県廿日市市 

みんなでゲーム 山口 公司 東京都新宿区 

カマキリさんこんにちは 石田 大士 大阪府枚方市 

きれい！ 鵜飼 財 埼玉県久喜市 

幸せな時間 大橋 智江 栃木県宇都宮市 

大きくなって遊ぼうね！ 久保田 太一 岩手県二戸郡 

娘の誕生 永田 一真 兵庫県神戸市 

おばあちゃんありがとう、ランドセル届いたよ 山下 三枝子 福岡県福岡市 

相思相愛 籔 拓也 熊本県八代市 

ご近所探検！ 山下 彩 石川県金沢市 

みんなで競争だぁ～ 横田 亜由子 群馬県高崎市 

夏休み 岡 利幸 福岡県福岡市 

今年こそ獲るぞ。 石原 大次郎 東京都墨田区 

明治安田生命 

特別賞 

10点 

歳の差なんて 金田 勝利 宮城県仙台市 

これ見て、見て！！ 國安 義廣 兵庫県宝塚市 

１歳誕生日 古宮 清秀 千葉県君津市 

お弁当中 濱田 正一 和歌山県田辺市 

お食い初め 皿山 絵里子 福岡県春日市 

ママ大好き 中谷 俊 大分県大分市 

チュッ 村田 恵美 北海道帯広市 

ほら、咲いたよ 米田 一也 京都府京丹後市 

じぃじと見つめ合って 渡辺 ゆかり 愛知県名古屋市 

曾祖父母とひ孫 香山 麻美 岡山県岡山市 

フォトコン賞※2 

3点 

花火（人生）を見つめる２人 中村 智彦 和歌山県和歌山市 

幸せなとき 野口 あき子 北海道空知郡 

公開モグモグ 馬場 歩 埼玉県上尾市 

 

※1 住所は 2013年 4 月時点                            

※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 
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＜「2012 マイハピネスフォトコンテスト」入賞作品展示会の開催について＞ 

本コンテストの入賞作品展示会を開催しますので、ぜひご来場ください。 

 

 ◆会場 

  「東京ソラマチ
®
」イーストヤード１階 

   東京都墨田区押上 1-1-2 

 ◆開催期間 

  2013年 5月 10日（金）～12日（日） 

 ◆展示内容 

  グランプリ、金賞、銀賞、銅賞等を展示 

 ◆その他 

  入場無料 
 

 
 

【展示会場詳細】 

 

 

【「東京ソラマチ
®
」イーストヤード１階】 


