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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、2011 年 10 月～2012 年 1 月に

募集した「明治安田生命 2011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 
◆マイハピネスフォトコンテスト公式Facebookページ 

www.facebook.com/myhappiness.meijiyasuda 

 

「2011 マイハピネスフォトコンテスト」入賞作品決定！ 

～スマートフォンアプリ・Facebook ページも好評展開中～ 

１．入賞作品47点を決定！スマートフォンアプリによる応募作品からも入賞 

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13回目を迎える今回は、70,589点のご応募をいただき、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「ありがとう」(水沼  

容子さま、愛媛県)をはじめ、入賞作品47点※1が決定しました。 

今回から、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による応募 

を開始することで、より手軽に応募が可能となり、2,033点の応募作品のなかから「正月の

四世代」（片渕 太一さま、福岡県）が入賞しました。 

※1 入賞作品は3,4ページ、4月27日（金）より開催の入賞作品展示会については5ページご参照 

※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、28,000人を超える方々にご利用いただいています 

２．「マイハピネスフォトコンテスト公式Facebookページ」を展開中！ 

2011年 9月に「マイハピネスフォトコンテスト公式 Facebookページ」を開設し、お客

さまとのコミュニケーションの場として、本コンテストの入賞作品の紹介や関連情報を発

信しています。今後も当 Facebook ページを通じ、本コンテストをより身近に感じていた

だけるよう運営していきます。 

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。6月中旬以降、

当社提供番組にて放映予定です。 

小田和正さんの優しく透き通った歌声が、作品一点一点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2011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＞ 

 2011年 10月 1日(土) 

～2012年 1月 31日(火) 

 

＜応募点数＞ 

  総応募点数：70,589 点 

内訳 プリント応募 ： 24,274 点 

   デジタル応募 ： 44,282 点 
    スマートフォン 
      アプリ応募 ：   2,033 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＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回は 7万点を超えるいろいろなかたちの“しあわせな瞬間（とき）”が届きまし

た。回を重ねていますので、過去の入賞作品を参考にして応募される方も増えていま

す。しかし、審査をする側としては、どうしても新しい世界というものを期待してし

まうものです。今までの入賞作品にはないシチュエーションや見たことがない捉え方

に、どんどんチャレンジしてほしいと思います。一瞬のときをとめる芸術は、写真以

外にはありません。今回、そういう写真らしい写真に出会えたことに感謝します。じっ

くり見つめることで、じわじわと良さがにじみ出てくる作品ばかりでした。 
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＜入賞作品のご紹介＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜グランプリ＞ 

「ありがとう」 水沼 容子 さま （愛媛県八幡浜市） 

 
小さいときから仲良しの二人を撮った卒業写真。くったくのない笑いと味わいのあ

る木造の校舎に差し込む陽がきれいです。この歳でしか出ない笑顔、幸福感やうれし

さがとてもよく表現されていて、見る人が元気をもらえる写真です。 

（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 ありがとう 水沼 容子 愛媛県八幡浜市 

金賞 3点 

おばぁちゃん、ひさしぶり 大関 智弘 東京都豊島区 

「はじめまして」 廣田 真実子 東京都板橋区 

みんな写してー！ 山下 善廣 徳島県吉野川市 

銀賞 10点 

みんなでお祝い 内山 暁 神奈川県川崎市 

今日からカノジョ。 佐藤 優妃 新潟県南魚沼市 

しあわせいっぱい！ 千田 久 岩手県奥州市 

睦まじく 中辻 和子 岐阜県関市 

歓喜！ 中山 雅則 茨城県結城郡 

ハプニング 西島 和子 岡山県浅口市 

安らぎ 箱根 功一 大阪府豊中市 

ウヮー！大きい！ 真鍋 裕子 香川県観音寺市 

届けー！ 三浦 秀貴 山口県下松市 

こんにちは 森田 潔武 神奈川県横浜市 

銅賞 20点 

肝っ玉母さん 阿部 高嗣 愛媛県今治市 

合格おめでとう 有田 勉 岩手県宮古市 

仲良しグループ 井口 克宣 宮崎県宮崎市 

ばーば、すきすき～！ 伊藤 由美 東京都新宿区 

シマシマ、にらめっこ 井原 ゆかり 愛媛県今治市 

三兄弟の恒例書き初め 上田 綾子 滋賀県湖南市 

正月の四世代 片渕 太一 福岡県福岡市 

初めての船 川合 陽介 愛知県豊田市 

今日から幼稚園 河口 毅 岡山県岡山市 

成果の誇示 栗原 清 東京都西多摩郡 

孫巻一丁出来上がり！ 橘 重孝 島根県大田市 

シャルウィダンス 伴野 茂 静岡県静岡市 

パパとママは待ち遠しいよ～ 平山 晋太郎 茨城県水戸市 

夏の日 平山 弘 和歌山県田辺市 

今日から 一年生 廣瀬 雄樹 愛知県豊橋市 

寝返り記念日 福田 篤志 埼玉県日高市 

風鈴 前川 素規 三重県津市 

じっと、そっと 門 尚美 兵庫県淡路市 

初対面 矢野 真理子 兵庫県宝塚市 

宝石いっぱい 和田 康雄 京都府木津川市 

明治安田生命 

特別賞 

10点 

３回目の誕生日 石田 修一 岡山県岡山市 

「あ～ん。」 西郷 正和 鹿児島県姶良市 

きれいだね 濱田 正一 和歌山県田辺市 

紙吹雪！！ 原口 直美 大分県大分市 

お父さんありがとう 檜 恵子 香川県丸亀市 

サンタクロースごっこ 日比谷 愛美 大阪府茨木市 

いつも いっしょ 松本 雅史 佐賀県伊万里市 

はじめてのとこやさん。 横山 達弘 滋賀県長浜市 

助けてぇ～！！ 葭谷 裕武 奈良県奈良市 

初めての出産。今、生まれました。 脇野 純子 東京都世田谷区 

フォトコン賞※2 

3点 

笑顔の素 村住 英也 北海道旭川市 

何だ、うちのじいちゃんか！ 八井田 晋 高知県高知市 

みんなで、せーの 右 吉井 信義 群馬県渋川市 

※1 住所は 2012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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＜「2011 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 

  「丸の内 ＭＹ ＰＬＡＺＡ」アトリウム 

   東京都千代田区丸の内 2-1-1 

 ◆開催期間 

  2012年 4月 27日（金）～5月 18日（金） 

 ◆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 
 

 


