
２０１８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、２０１７年９月～２０１８年１月に

募集した「明治安田生命 ２０１７ 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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆「人にやさしい」ページ／明治安田生命公式ホームページ 
（マイハピネス フォトコンテスト公式ホームページもこちらからご覧いただけます） 

www.meijiyasuda.co.jp/enjoy/ld/kindness/index.html 

◆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 

（※２）小田和正さんのツアー 特設サイトはこちらから 
 www.meijiyasuda.co.jp/enjoy/ld/kindness/index.html  

      以 上 

 

「明治安田生命 ２０１７ 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１１１万点を突破～ 

     
１．累計応募点数は１１１万点を突破 

１９９９年の第１回開催以来、１９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６２，９０１点のご応募をいただき、累計応募点数が１１１万点を超えました。

２．入賞作品５２点を決定！「やさしい瞬間
と き

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 

「輝く夏の光」(櫛桁 允法さま・岩手県)をはじめとする、入賞作品５２点（※１）を決定

しました。また、今回のコンテストでは、人が人を想う「やさしさ」、「ぬくもり」が感じら

れる作品に贈られる「やさしい瞬間
と き

賞」を新設し、入賞作品５点※を決定しました。 

（※１）入賞作品は３～５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。 

 

公式ホームページでは、小田和正さんのやさしい歌声と出会い２０周年を記念した

「小田和正さんのツアー 特設サイト」（※２）を開設しております。本サイト内で

は、「あなただけのオリジナルＣＭをつくろう」と題して、ご自身がお持ちの写真を使っ

て小田和正さんの歌声にのせた、当社の企業イメージＣＭ風動画を作成いただけま

す。最新ＣＭとあわせて、本コンテンツについてもお楽しみください。 
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【「明治安田生命 ２０１７ 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＞ 

 ２０１７年９月１日(金) 

～２０１８年１月３１日(水) 

  

＜応募点数＞ 

  総応募点数：６２，９０１点 

内訳  プリント応募        ： ４，９５３点 

  デジタル応募        ：１７，０７０点 

  スマートフォン応募  ：４０，８７８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＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

わたしたちの身近に「しあわせの瞬間」が増えてきている、 

みなさんの作品を見て、そんなうれしい想像が膨らんできました。 

昨年に続き今年も応募点数・応募者数が増えたことはとても喜ばしいことですね。写真を撮りたい方

が増えてきて、もしかするとわたしたちの身近に、写真に撮っておきたくなるような「しあわせな瞬間」

も増えてきているのかなと考えると、とてもうれしいです。 

身近な人の何気ない魅力、それが見える瞬間をしっかりとらえて、写真の力で表現した作品が、今年も

入賞を果たしました。コンテストの認知度も高くなってきて、どのような作品が上位にくるのかというの

を、みなさんちゃんとチェックしたうえで応募されているのかなという感じも受けました。 

でも、選ぶ側としては今までにないシーンをとらえた、初めて見る作品を求めたくなります。新しい作

風の作品にどうしても目が向きます。傾向や対策にとらわれず、肩の力を抜いて、自由な気持ちで撮影

し、感動のシーンを発見していただきたいと思います。見たことのない感動は、何気ない日常のなかや、

ふとした瞬間のなかに、まだまだあるはずです。 

柳瀬氏（写真左）と織作氏（写真右） 
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＜入賞作品のご紹介＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜グランプリ＞ 

「輝く夏の光」 櫛桁 允法 さま （岩手県久慈市） 

 

花火の明かりが夕闇のなかに浮かび上がらせた、親子の楽しげな瞬間を見事に

捉えました。見つめる花火の光が反射して輝く生き生きとしたお子さんの瞳が印

象的で、思わず前のめりになった様子に、好奇心が感じられます。だれもが共感

できる夏の思い出の一枚です。                      

（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※ 

グランプリ 輝く夏の光 櫛桁 允法 岩手県久慈市 

金賞３点 

どっちが上手かな？ 市川 昌博 東京都足立区 

気もちいい～ 山元 順子 宮崎県延岡市 

田植え帰りの仲良し姉妹 石橋 智志 千葉県旭市 

銀賞１０点 

秋と遊ぶ 藤井 孝美 山口県周南市 

ひいばあちゃんと仲良し 栗森 光子 広島県世羅郡 

ハィ、お茶 町田 正雄 埼玉県児玉郡 

暇つぶし 棚村 孝子 三重県津市 

おいしい～！ 三浦 秀貴 山口県下松市 

父と息子 原田 啓介 北海道天塩郡 

あくび 岩波 友紀 福島県福島市 

僕も髪の毛ちょきちょきするよー 松本 貴子 福岡県京都郡 

美味しいです 杉浦 幸男 愛知県知多郡 

お正月 三浦 美佳子 山口県下松市 

銅賞１５点 

父と子。 立川 梢 神奈川県小田原市

私に任せて！ 福島 興征 群馬県伊勢崎市 

しあわせな瞬間 岩瀬 昌子 東京都中野区 

一番早いのだ～れだ！ 丹羽 賢一 宮城県仙台市 

湖畔の朝食 桑原 正実 東京都中野区 

お昼寝 高野 隆喜 大阪府大東市 

お風呂で熱唱 小田原 亜矢子 千葉県柏市 

あまーいおひげ 小山 暁美 東京都調布市 

パパと初めてのお風呂 稲毛田 久美 茨城県龍ケ崎市 

ママも一緒に遊ぼう 江積 明美 東京都中野区 

やっと会えたね 佐藤 いずみ 新潟県新潟市 

気持ちいいーっ！ 高山 健二 神奈川県横浜市 

ありがとう、パパ 木村 愛弓 和歌山県和歌山市

クローバー摘み 浅岡 由次 愛知県知立市 

おちゃめなオヤジ 橋本 成貴 群馬県北群馬郡 

やさしい瞬間
と き

賞 

５点 

夢の中でも一緒だよ 中村 圭佑 奈良県天理市 

お風呂大好き 浮ケ谷 智美 埼玉県越谷市 

みんな一緒に夢の中 青木 里奈 埼玉県飯能市 

優しいまなざし 中川 香純 富山県富山市 

ほっこり 東 瑞穂 大阪府大阪狭山市

新設 
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賞 作品名 氏名 住所※ 

ベスト 
ティーン賞 

５点 

ゆらゆら 林 歩未 岐阜県揖斐郡 

放課後 森岡 剛洋 三重県桑名市 

いけー！！ 岩角 萌々花 岩手県滝沢市 

友情 大塚 咲也香 鹿児島県大島郡 

休み時間 田辺 里奈 大阪府堺市 

ベスト 
パートナー賞 

５点 

愛をこめて花束を 吉田 智之 長野県松本市 

「もう退院できるね」 井上 菜穂子 山梨県上野原市 

ソトゴハン 佐藤 勝広 東京都足立区 

古里 原 ツヤ子 大阪府茨木市 

米寿の笑顔 田村 久 茨城県高萩市 

ベスト 
フレンド賞 

５点 

いつもの場所で 江尻 弘 長野県長野市 

尊敬 中部 里保 奈良県葛城市 

今年も一緒に 廣富 登 神奈川県横浜市 

みんなの勝利 岡田 桂子 香川県東かがわ市

おっかなびっくり好奇心 浅地 義太 神奈川県横浜市 

スマートフォン 
特別賞 
３点 

笑顔満開 上原 綾香 大阪府大阪市 

私の家族 片山 裕也 東京都世田谷区 

両手いっぱい！ 彦坂 京子 宮崎県児湯郡 

※ 住所は２０１８年３月２３日時点 


