
２０１４年４月２４日 

 

明治安田生命保険相互会社（執行役社長 根岸 秋男）は、2013 年 10 月～2014 年 1 月に

募集した「明治安田生命 2013マイハピネスフォトコンテスト」の入賞作品を決定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊本リリースの関連情報は、以下のサイトでもご覧いただけます 
◆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 

１．入賞作品114点を決定！累計応募点数は91万点を突破 

1999年の開催以来15年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。 

今回は、63,800点のご応募をいただき、累計応募点数は91万点を超えました。「より多

くの方に親しみを感じていただけるコンテスト」となるように、今回は入賞枠を前回の 

2倍以上に拡大し、写真家の織作峰子さんや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「初雪」(岡本 健吾さま、石川県)をはじめ、入賞作品114点※が決定しました。 

※ 入賞作品は3～6ページをご参照 

２．スマートフォンで撮影された作品の応募点数は過去最多！ 

 スマートフォンで撮影された作品（以下：スマートフォン作品）のご応募は年々増加し

ており、今回は前回の約 2倍の 14,635点にのぼり、過去最多となりました。 

スマートフォン作品からは、今回新設した「スマートフォン特別賞」5点をはじめ、合

計 7点が入賞しました。 

３．企業イメージＣＭ最新作を制作中 

小田和正さんの楽曲をＢＧＭに、本コンテストの入賞作品を中心に構成した最新作の企

業イメージＣＭを制作中です。5月上旬以降、当社提供番組にて放映を予定しています。 

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

作品にご期待ください。 

入賞作品決定！ 

～累計応募点数は 91 万点を突破～ 
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【「明治安田生命2013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＞ 

 2013年 10月 1日(火) 

～2014年 1月 31日(金) 

 

＜応募点数＞ 

  総応募点数：63,800 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＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

赤ちゃんや子どもだけでなく、被写体の年齢を上げてみるだけでも表現の可能性が

膨らんできます。被写体のその年代にしかない心の動きや表情を見つけることも一つ

の方法でしょう。また、結婚式などの特別な行事以外のシーンにも注目してみたいで

すね。その点、今年の応募作品は被写体の幅が少し広がったと感じました。今後も、

もっと幅広い年代やシーンにレンズを向けて“マイハピネス”を表現していただきた

いと思います。 

年々プリントでの応募状況が良くなってきています。用紙を作品に合わせて選択し、

カラートーンにまで気を配って仕上げた作品が増えました。オリジナリティーのある

プリント作品には見応えがありました。 

                           
                           

 

内訳 プリント応募 ： 12,706 点
デジタル応募 ： 36,318 点
スマートフォン応募 ： 14,635 点
Facebook応募 ：  141 点
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＜入賞作品のご紹介＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜グランプリ＞ 

「初雪」 岡本 健吾 さま （石川県羽咋市） 

 

空を見上げ、大きな口をあけて雪を食べようとしているユニークな写真です。子ども

たちの表情をいきいきととらえました。上方からのアングルも効いています。誰にでも

あったピュアな昔の情景が浮かんでくるような作品です。 

（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 初雪 岡本 健吾 石川県羽咋市 

金賞 3 点 

一年生になったら 細貝 辰徳 東京都世田谷区 

もう一回！ 新田 英生 東京都大田区 

じーじとお習字 伊藤 由美 東京都新宿区 

銀賞 7 点 

新しい家族 安島 博 宮城県仙台市 

競争だ！ 斎藤 康樹 秋田県秋田市 

やすらか 森田 潔武 神奈川県横浜市 

早く会いたいな 片山 智士 京都府京都市 

お絵かきごっこ 箱根 功一 大阪府豊中市 

おばあちゃん早く元気になるんだよ！！ 吉田 舟邦 熊本県玉名市 

慎重にね～ 後藤 有季 熊本県八代市 

銅賞 15 点 

 

 

パパのとこやさん 齊藤 あずさ 岩手県盛岡市 

冬の子たち 村上 吉秋 岩手県奥州市 

やさしいお姉ちゃん 丹羽 賢一 宮城県仙台市 

楽しい夏休み 栗田 みゆき 山形県新庄市 

行進 鈴木 緑 埼玉県新座市 

父の気持ちは 佐藤 直美 新潟県新潟市 

軽～い 丸山 剛 新潟県新潟市 

はやく食べたいっ！ 青木 江里奈 新潟県南魚沼市 

はじめての水族館 井澤 正子 愛知県名古屋市 

水遊び 内田 裕二 愛知県蒲郡市 

しあわせ拍手 三上 真奈美 大阪府松原市 

まだ、お母さんは僕のもの！！ 森野 将史 兵庫県川西市 

楽しさはじけて 佐藤 千鶴子 兵庫県川西市 

５月５日の恒例行事 中岡 傑 和歌山県田辺市 

仲良しこよし 月田 弘道 福岡県筑紫野市 

スマートフォン 

特別賞 

5 点 

一心同体 久保田 太一 岩手県二戸郡 

陽だまり 髙橋 美穂 東京都杉並区 

天使たちの寝顔 河合 良彦 神奈川県横浜市 

娘ができました 菊池 祐 神奈川県横須賀市 

おみず、かけちゃうぞ～！ 小川 善行 大阪府大阪市 

明治安田生命 

特別賞 

80 点 

かわいい孫 磯 佳代子 北海道帯広市 

心 安まる ひととき 田邊 恵理奈 北海道釧路市 

小さな介護士 藤川 克司 北海道岩見沢市 

にいちゃんとかごの中 本田 邦善 北海道旭川市 

おいしいね 畑谷 和美 北海道山越郡 

今が青春だ！ 千田 久 岩手県奥州市 

負けないぞー 金田 淳次 宮城県仙台市 

何かいるかなぁ～？ 播磨屋 恒 宮城県大崎市 

せーのっ！フー！ 柿﨑 誠 秋田県横手市 

兄ちゃんにならえ 宮崎 佳恵 山形県鶴岡市 

いらっしゃい弟くん 二瓶 博樹 福島県河沼郡 

わーぃ雪だぁ！ 上石 富弘 福島県郡山市 

最高の時 武井 元子 茨城県石岡市 

初めまして！ぼくがお兄ちゃんだよ 皆川 直子 茨城県水戸市 

いいこ いいこ 川内谷 卓 茨城県坂東市 

いたずらやめて 鈴木 清也 茨城県取手市 

お昼寝 渡邊 きよの 栃木県宇都宮市 

ありがとう 中島 輝男 群馬県高崎市 

おもちやわらかいねぇ 梶田 喜代子 埼玉県東松山市 

・・・。 梅沢 宜之 埼玉県比企郡 

焼きいかと格闘！ 山下 孝子 埼玉県北葛飾郡 
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明治安田生命 

特別賞 

80 点 

シャンパンタワー 石村 浩美 埼玉県所沢市 

こっちだよ～ 古宮 清秀 千葉県君津市 

あふれる力 大木 淳一 千葉県山武郡 

おばあちゃんこれ買って 二村 順子 千葉県市川市 

あま～い 水野 志保 東京都目黒区 

となりぐみ 森田 京子 東京都八王子市 

みんなでニコッ！！ 吉田 明美 神奈川県横浜市 

柏もち、あ～ん！ 鈴木 弘美 神奈川県横須賀市 

やっと会えたね、ひいじいちゃん。 山口 就太 神奈川県座間市 

うれしい弟と 芳賀 由行 神奈川県川崎市 

ヨーイ！！どん 浜野 真奈美 神奈川県横浜市 

兄弟 乙川 智子 新潟県加茂市 

双子の夏休み 嶋田 和美 山梨県甲府市 

はじける笑顔☆ 清水 富美恵 山梨県甲府市 

ひと休み 西野入 孝男 長野県長野市 

はじめての川デビュー 櫻山 一倉 岐阜県加茂郡 

今年は午（ウマ）年 佐野 光政 静岡県富士宮市 

寝ちゃった？ 萩原 真弓 静岡県菊川市 

寝起きのいい２人 おはようのあいさつかな 西 あかね 愛知県碧南市 

遠くにとばそっ！ 川澄 美穂 愛知県岡崎市 

ぼくとじぃじ 酒井 道子 愛知県刈谷市 

こんにちは‥‥！ 伊奈 恭代 愛知県豊川市 

おひる寝ふにゅり 荒木 徳子 愛知県犬山市 

可愛すぎて食べられない 横井 裕樹 愛知県愛西市 

あ～ん！ 穂積 泰彦 三重県四日市市 

泣いてるふたり 向井 篤 三重県四日市市 

夏の日 澤井 雅代 三重県四日市市 

じぃじ大好き！ 木戸 武 三重県四日市市 

おじいちゃんこんにちは 森 敏彦 三重県桑名市 

ねーねーとぼく 炭本 郁美 滋賀県高島市 

春の嵐 上原 絵里奈 滋賀県高島市 

おひるね 飯村 藍 京都府京都市 

大好物を目の前に．．． 大畑 仁使 大阪府八尾市 

旅行でニコリ 小野 亜衣 大阪府寝屋川市 

似てるかな～ 今市 美樹 大阪府大阪市 

大切なひと 國安 義廣 兵庫県宝塚市 

愛にあふれて 森田 智子 兵庫県明石市 

はじめての水あび楽しい 柏木 渚 和歌山県西牟婁郡 

ひいおばあちゃんと 北村 健剛 和歌山県岩出市 

熟恋 竹内 修一 鳥取県境港市 

日なたぼっこ 小林 聖治 鳥取県鳥取市 

おにいちゃんきもちいいねぇ～☆ 市田 さおり 鳥取県倉吉市 

お手本 森本 忠男 島根県松江市 

いとこで友達 玉岡 慎吾 島根県邑智郡 

ひいばあちゃんとじいちゃんと 増井 彩夏 岡山県岡山市 

笑顔ジャンプ！！ 阿部 豊 岡山県倉敷市 

笑顔で「幸福」 中尾 としえ 岡山県倉敷市 

里山の兄弟 河野 ツネ子 山口県下関市 

楽しいね 藤本 みさ紀 香川県高松市 

お父さん男前ね！ 八井田 晋 高知県高知市 

じいじと。 矢野 政雄 福岡県福岡市 

いつまでも新婚気分で 黒石 和子 福岡県福岡市 

プロポーズ 仁田 繁子 福岡県福岡市 

今日はお休み 樫木 慎也 福岡県八女市 

はじめまして 小西 圭 福岡県糟屋郡 
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明治安田生命 

特別賞 

80 点 

孫と帰り道 梅北 美恵子 熊本県八代市 

最後の笑顔 池田 芳康 大分県大分市 

何でもお姉ちゃんのマネします 松永 恵理香 大分県大分市 

ほらっ！みて～！ 上園 健吾 鹿児島県鹿児島市 

フォトコン賞※2 

3 点 

豊作にエビス顔 松澤 忠雄 長野県長野市 

笑顔の源 関根 孝治 静岡県三島市 

お見舞い 木嵜 敏清 京都府福知山市 

※1 住所は 2014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

ふれる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 

 


