
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ～ 審 査 結 果 発 表 ～  

 

 「ぎめいえんフォト・ムービーコンテスト２０１９へたくさんのご応募を誠にあり

がとうございました。 

 ２０１９年 11 月 14 日（木）に、運営委員を審査員として行われた厳正な審査の結

果、最優秀・優秀・入選受賞作品８点が決定いたしました。美明会の理念である「笑

顔の実現」～人にやさしく～のもと、利用者及びその家族，職員，地域の笑顔などを

切り取った珠玉の作品をここに発表いたします。 

 また、その他の応募作品（フォト５６作品，ムービー３作品）につきましても、美

明会ホームページや各事業所等に掲載させていただく予定ですので、こちらもどうぞ

お楽しみになさってください。 



＜ フォト部門 ＞ 

最優秀賞： 水 野 直 子 さん 

laugh❤laugh❤laugh❤（No.41） 
 ポジティブな感情はいくつになっても素直に出せる人でいたい。 

  

優 秀 賞： 小 野 雅 子 さん 

お花ありがとう（No.20） 
 お花が綺麗だね、人生を盛大に楽しもう。 

  

入  選： 池 山 洋 樹 さん 

色気より食い気（No.5） 
 彩り豊かな料理の前では自然と笑顔があふれます。 

  

入  選： 橋 爪 晴 香 さん 

先輩後輩（No.38） 
 地域の方と入居者様の交流シーンです。 

  

入  選： 町 田 研 介 さん 

酒は百薬の⾧なーんてね。（No.44） 
 夕食後のユニットでの居酒屋レク。お腹いっぱいと言っていましたが美味しい物を食

べると自然と笑顔になりました。  

特 別 賞： 水 野 直 子 さん 

「徒桜」（あだざくら）（No.40） 
 この瞬間、儚いからこそ美しい・・・。 

 ※ 施設長特別賞  

＜ ムービー部門 ＞ 

最優秀賞： 吉 田 和 敬 さん 

笑顔向上委員会について（No.3） 
 美明会委員会の活動報告です。まずは職員の笑顔を作ります。 

  

優 秀 賞： 亀 岡 雅 人 さん 

相生ＣＭ（No.1） 
 相生職員のチーム力の良さを活かし、人材確保につながればと思い作成しました。 

  

※ムービー部門:入選は該当者なし 



ぎめいえんフォト・ムービーコンテスト２０１９

Ｎｏ．４１

Ｎｏ．２０

フォト部門
最優秀賞

受賞理由：
　最高の一瞬が撮られていますね。
　笑顔全開で自分も含め見た人もほっこりした
気持ちになった。
　笑顔がいい！！　尊い。　笑顔最高。
　利用者様、職員の笑顔がとても素敵。
　これだけ笑えるってとても素晴らしいこと。
　利用者様といつもこんなに楽しそうに笑ってい
るのが理想。
　とても幸せそう、見て笑顔になれる。
　２人の笑顔がとても自然でよかった。
　いつも笑顔を絶やさない私も元気もらえます。
　癒される笑顔です。
　見ている私まで笑顔になる素敵な写真。
　この笑顔で毎日過ごしたいです。
　１番ほっこりした写真です。
　表情がともに良い。　これぞ「笑顔」。
　心の底から笑ってるって感じ。

フォト部門
優秀賞

受賞理由：
　タイトルと構図が合っている。
　自然な雰囲気が良い。
　お花をもらってうれしそうな顔が良い。
　利用者と利用者が振れ合いが良い。
　男同志の表情が良い。
　笑顔がすてきな写真。
　自然な笑顔だから。
　２人の気持ち、思いやる心が現れている笑顔
の素敵な１枚。
　自然な様子で、にこやかに写っている。
　笑顔がステキ、かわいい、心なごむ、ひととき
が描かれている。
　仲良し２人で笑顔が素敵です。
　自然な笑顔が出ている。
　入居者の表情が良い。

laugh❤laugh❤laugh❤
特養ホーム義明苑： 水野 直子 さん

ポジティブな感情はいくつになっても素直に出せ

る人でいたい。

お花が綺麗だね、人生を盛大に楽しもう。

お花ありがとう
義明苑ふくとみ： 小野 雅子 さん

2019/11/15現在
ぎめいえんフォト・ムービーコンテスト２０１９

審査結果（フォト）



ぎめいえんフォト・ムービーコンテスト２０１９

Ｎｏ．　５

Ｎｏ．３８

フォト部門
入　選

受賞理由：
　笑顔が何よりも良い！
　楽しそうに職員と選んでいる。
　利用者さんの笑顔がステキです！
　笑顔がとても良いです。
　いい笑顔がとれています。
　心の底からの笑顔。
　利用者さんの笑顔がとても素敵でした
　本当にうれしそうな表情が良い。
　本当に最高の笑顔をしている。
　自然な笑顔が良い。

フォト部門
入　選

受賞理由：
　笑顔がすてきです♡
　良い写真です。
　いくつになっても先輩後輩お元気で良いで
す。
　自然体が良い。
　長生きっていいですね。
　年齢を重ねても、先輩後輩の信頼関係が伝
わってくる。
　先輩、後輩、笑顔最高です。
　２人の笑顔がステキ。

色気より食い気
義明苑デイサービス： 池山 洋樹 さん

彩り豊かな料理の前では自然と笑顔があふれます。

先輩後輩
義明苑ふくとみ： 橋爪 晴香 さん

地域の方と入居者様の交流シーンです。

2019/11/15現在
ぎめいえんフォト・ムービーコンテスト２０１９

審査結果（フォト）



ぎめいえんフォト・ムービーコンテスト２０１９

Ｎｏ．４４

Ｎｏ．４０

フォト部門
特別賞

受賞理由：
　笑顔がかわいい！！　笑顔がステキ。
　利用者と職員の笑顔と桜のコントラストが素晴
らしい。　絵になる一枚。
　自然にこぼれる笑顔がステキです
　色のトーンに統一感あり、穏やかな春の空気
を感じる。構図も絶妙、自然な笑顔に癒される。
　ほほえましい感じが良くでている。　自然な笑
顔がほっとさせる。
　春らしい日差しがいっぱい。
　桜の木の下の２人の睦まじい感じがほのぼの
としてステキ。　背景とのコントラストが良い。
　桜と服の色、春色、満開のおだやかな笑顔。
　笑顔がすてきで写真展にありそうな芸術的な
写真。カレンダーにできそうだと思った。
　２人の様子がほほえましく、心和みます。
　本当のおばあちゃんと孫みたいでステキな写
真です。　かわいい、桜が似合っている。

フォト部門
入　選

受賞理由：
　幸せそうな笑顔が良い。
　利用者満足に繋がっている。
　笑顔がステキ。
　中々外出できない中で楽しみを提供できた。
　笑顔がステキ。
　おいしさとうれしさが伝わってきます、居酒屋
楽しそう～。
　笑顔が良いです。
　おいしいものって自然と笑顔になれますよ
ね！
　居酒屋良いです！
　自然な笑顔がステキだった。
　死ぬまで飲めるなんてサイコー。

夕食後のユニットでの居酒屋レク。お腹いっぱい

と言っていましたが美味しい物を食べると自然と

笑顔になりました。

酒は百薬の長なーんてね。
ショートステイ相生： 町田 研介 さん

この瞬間、儚いからこそ美しい・・・。

「徒桜」（あだざくら）
特養ホーム義明苑： 水野 直子 さん

2019/11/15現在
ぎめいえんフォト・ムービーコンテスト２０１９

審査結果（フォト）



ぎめいえんフォト・ムービーコンテスト２０１９

Ｎｏ．　３

https://youtu.be/K4dpqyX7hqw

Ｎｏ．　１

https://youtu.be/s3AoZXtUpKE

ムービー部門
最優秀賞

受賞理由：
　職員間のコミュニケーションの豊かさを感じる。
　美明会の魅力が伝わります。
　自分の参加する委員会なので推します。
　職員がみな楽しそうであり笑顔である。
　青空の下でみんな仲良く笑顔で撮れている。
　色々な活動をしているのがわかることと職員さんがみん
な楽しそうで、職場の明るい良い雰囲気が出ている。
　活動内容がわかりやすい、各クラブ活動で一生懸命
やっていました。
　職員生笑顔がたくさんあり良かった。
　職員の仲の良さが伝わって、外部アピールになる。
　スポーツを通して笑顔になれるって素敵なこと。
　皆さん輝いてます。どんな行事、旅行を企画しているか
わかりやすく伝わっている。
　笑顔向上、部活ガンバレ！イイネ、イイネ
　これからも活発に活動してほしい委員会であり、楽しそう
なのが伝わるから。
　職員と共にスポーツや交流などあって良い。
　女性の参加者増加を期待して。
　職員が笑顔で仲の良い職場と感じた。

ムービー部門
優秀賞

受賞理由：
　人材確保に繋がってほしい。
　現場で働いている職員の姿がとても素敵。
　外部向けのアピールにもなる。
　最後の電話番号を言う声が良い。　課長のナレーション
と相談員の歌が印象的。
　相生がよく紹介されていて、アピールになれば良い。
　相生の建物がバランスよく写っていて宣伝にもなる。
　相生を盛り上げる。　人材確保に役立ちそう。
　人材確保はどこも大変だが、まずは少しでも知ってもら
おうとする思い。
　良いＣＭ、人材確保に向けてわかりやすかった。
　事業所ＣＭを作成したところと職員の笑顔が良かった。
　施設の様子が分かりやすかったから
　職員の仕事している姿をみてもらいたい。
　最後の電話番号の歌がＣＭのようで印象的でした
　会社にとって大事なことだから
　ドキュメントムービーみたいで固くはなく、見やすかった
　楽しそう、相生の良さが見えて良かった。職員募集もか
ねていて良い、相生の雰囲気がよく分かる。
　相生職員としてこれをみて職員が増えるとうれしい。

笑顔向上委員会について
特養ホーム義明苑： 吉田 和敬 さん

美明会委員会の活動報告です。まずは職員の笑顔

を作ります。

相生ＣＭ
ショートステイ相生： 亀岡 雅人 さん

相生職員のチーム力の良さを活かし、人材確保に

つながればと思い作成しました。

2019/11/15現在
ぎめいえんフォト・ムービーコンテスト２０１９

審査結果（ムービー）


