
２０１７年４月２７日 

 

 

 

 

明治安田生命保険相互会社（執行役社長 根岸 秋男）は、２０１６年９月～２０１７年１月に

募集した「明治安田生命 ２０１６ 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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆マイハピネス フォトコンテスト公式ホームページ  ：http://www.my-happiness.com/ 

◆企業イメージＣＭ／明治安田生命公式ホームページ ：www.meijiyasuda.co.jp 

◆明治安田生命公式 Facebookページ        ：www.facebook.com/meijiyasudalife 
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「明治安田生命 ２０１６ マイハピネス フォトコンテスト」入賞作品決定！

～累計応募点数は１０５万点を突破～ 

   
１．累計応募点数は１０５万点を突破 

１９９９年の第１回開催以来、１８回目を迎える「明治安田生命 マイハピネス フォト

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、恋人等との身近にあ

る“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４４，９９４点のご応募をいただき、累計応募点数は１０５万点を超えました。

２．入賞作品４７点を決定！ベストティーン賞を新設！ 

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「帰り道」

(岡村 国次さま・新潟県)をはじめとする、入賞作品４７点※を決定しました。 

 また、今回のコンテストでは、１０代の方を被写体とし、青春を感じられる作品に贈

られる「ベストティーン賞」を新設し、入賞作品５点※を決定しました。 

※入賞作品は３～４ページをご参照ください 

３．企業イメージＣＭ最新作を制作中 

小田和正さんの歌声に乗せ、本コンテスト作品をスライドショー形式でつづっていく、企

業イメージＣＭ「愛になる」シリーズの最新作を現在制作中です。 

２０１４年５月から放映している本ＣＭシリーズは、小田和正さんが当社企業イ

メージＣＭのために書き下ろしたオリジナル楽曲「愛になる」を使用しています。小

田和正さんの歌声が、写真一枚一枚の魅力をさらに際立たせるＣＭにご期待ください。 
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【「明治安田生命 ２０１６ 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。」 

 

＜応募期間＞ 

 ２０１６年９月１日(木) 

～２０１７年１月３１日(火) 

  

＜応募点数＞ 

  総応募点数：４４，９９４点 

内訳  プリント応募        ： ５，４３４点 

  デジタル応募        ：１６，１８２点 

  スマートフォン応募  ：２３，３７８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。                

１９８２年より写真家・大竹省二氏に師事。１９８７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・雑誌、講演で

も幅広く活躍中。（公社）日本広告写真家協会理事。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。 

(公社)日本広告写真家協会会員、（公社）日本写真協会会員、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＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

何気ない日々のなかに見過ごされている瞬間がまだまだある。 

そこには、新しい写真の可能性が隠されているはずです。 

今年は応募総数が増えたということもありましたが、何を撮るか、どう撮るかをみなさんよく考えられ

て、作品のバリエーションが増えたように思います。今まであまりにも日常すぎて見過ごされていたシー

ンにも、多くの方がカメラを向けています。写真にして改めて見せられると、そんなシーンやひと時にこ

そ、実は静かで満ち足りたしあわせがあることに、気付かされます。また、高校生の応募がさらに増え、

すばらしい作品が多かったという喜びもありました。年齢層の幅の広がりはもちろん、若い力、これから

の世代の人たちならではの感覚や撮り方がありますので、作品の幅の広がりにも期待を寄せています。み

なさんのプリント技術が少しずつよくなっており、プリントの仕上がりが良くないという理由で選考から

外れる作品が少なくなったのを、特に今回は強く感じました。手軽に撮れるスマートフォンの性能は一眼

レフと遜色がなくなってきており、画質もよくなり、クオリティーの高い作品に数多く出会えました。 

      



- 3 - 
 

＜入賞作品のご紹介＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜グランプリ＞ 

「帰り道」 岡村 国次 さま （新潟県長岡市） 

 

高校生にしか醸し出せない雰囲気、ピュアな感じが魅力的です。満開の桜の

下を語らいながら歩く二人の微妙な距離感、初々しい表情に好感が持てます。

いろいろな世代の人がこの写真に自分の思い出を重ね、そのときの気持ちがよ

みがえってきそうな、そんな一枚です。                  

（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 帰り道 岡村 国次 新潟県長岡市 

金賞３点 

いい湯だな 成瀬 亮 東京都品川区 

おしどり夫婦 藤原 茂夫 兵庫県高砂市 

初節句 増田 俊次 福岡県春日市 

銀賞１０点 

ある日の日常 齋藤 貴子 東京都北区 

一緒に音読！ 佐久間 勉 宮城県名取市 

父の想い 渡辺 みなみ 東京都武蔵野市 

つれあい 熊谷 岩奇 岩手県盛岡市 

真剣に何みてるの？ 蓬田 雅未 愛知県名古屋市 

十二の春 新田 英生 東京都大田区 

先生だい好き 下條 英樹 福岡県北九州市 

後継者 森本 富雄 奈良県高市郡 

１／２成人式～１０歳になった日に～ 中岡 傑 和歌山県田辺市 

生まれてきてくれて、ありがとう。 永岡 陽助 福島県福島市 

銅賞１５点 

耳そうじ 松木 宣博 高知県南国市 

お七夜の日に 牧野 智秋 岐阜県高山市 

真剣！！ 阿蘇品 祐子 熊本県山鹿市 

虫取行くぞー 川田 光志 宮城県東松島市 

ようこそ 神野 洋一 大阪府堺市 

楽しいー！！ 出雲 沙織 大阪府豊中市 

生まれた！ 荒川 昌久 東京都府中市 

わたしもたべたい 海藤 智美 新潟県新潟市 

あちゃー！ 佐藤 勝広 東京都足立区 

思い出話 細貝 辰徳 東京都世田谷区 

はたちの佳き日 藤井 孝美 山口県周南市 

ちょっとちょうだい 大村 華奈 福岡県飯塚市 

みてー！！カエル捕まえたよー♪ 角岡 幸恵 愛知県北名古屋市

りんご風呂 三石 敏郎 長野県佐久市 

私がいちばん！！ 上野 広喜 栃木県日光市 

新設 

ベスト 

ティーン賞 

５点 

初雪の日に 小川 風花 岩手県紫波郡 

ナイスゴール！！！ 田村 萌香 高知県高岡郡 

放課後の幸せ 高原 優花 広島県広島市 

ネタ合わせ 渡部 港斗 千葉県松戸市 

放課後 吉岡 瞳 京都府南丹市 

ベスト 

パートナー賞 

５点 

憩いの時 大門 重久 栃木県宇都宮市 

会いたい人 福屋 来夢 鹿児島県鹿児島市

新婚時代を思い出して 澤田 孝人 大阪府大阪市 

良き日のふたり 藤本 八重美 兵庫県加古川市 

うれしい便り 右田 美和 神奈川県横浜市 

ベスト 

フレンド賞 

５点 

愛情 野口 花梨 大阪府松原市 

冬の恵み 布目 紀佳 群馬県藤岡市 

帰り道 山本 幸平 三重県志摩市 

大ジャンプ！ 倉根 明徳 長野県長野市 

ともだちできたよ！ 塩幡 知春 茨城県笠間市 

スマートフォン 

特別賞 

３点 

光輝く瞬間 新保 光史 東京都多摩市 

まぶしいよ 内藤 亜紀 東京都品川区 

大好きな２人 西原 夏海 山口県下松市 

※１ 住所は２０１７年４月時点 


