
 
 

 

 

～ 審 査 結 果 発 表 ～ 

 

 「ぎめいえんフォト・ムービーコンテスト２０２０へたくさんのご応募を誠にあり

がとうございました。 

 ２０２０年２月１１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７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４２作品，ムービー４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： 星 野 千 恵 子 さん 

綺麗だねぇ❣️（No.31） 

 成人式の晴れ姿を見せに来てくれた職員を見て、お孫を見るように優しく、穏やかに

微笑んでいる表情にひかれました  

優 秀 賞： 金 子 美 帆 子 さん 

お誕生日おめでとうございます！（No.2） 

 すてきなお花とすてきな笑顔。お誕生日おめでとうございます。 

 

入  選： 清 水 美 恵 子 さん 

あぁ～いい気持ち！（No.16） 

 マッサージが得意な利用者様に「やってあげる」と言われてお願いしました。 

  

入  選： 鈴 木 さ つ き さん 

母の日（No.22） 

 いつも感謝の気持ちを忘れず、自分の家族のように笑顔で過ごしてもらいたい。 

  

入  選： 赤 石 直 美 さん 

快晴！快声！ハイチーズ📷（No.30） 

 体調不良が続いた状況での家族との面会。当たり前が出来ない状況だからこそ、家族

パワー＋この場にいられることの感謝の一枚。  

 

＜ ムービー部門 ＞ 

最優秀賞： 亀 岡 雅 人 さん 

インスタグラム総集編（No.4） 

 インスタグラムを始めて約１年、総集編を作成しました、今後も協力お願いします。 

  

優 秀 賞： 吉 田 和 敬 さん 

いなほ／エピソードゼロ（No.3） 

 2020年 4月 1日義明苑いなほ、Let's get started.（さぁ始まるよ！！） 

 

※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２０２０

Ｎｏ．３１

Ｎｏ．　２

フォト部門
最優秀賞

受賞理由：

　穏やかな表情が良い。昔を思い出して・・・♡

　晴れ姿を見れて嬉しい様子が伝わりました♡

　幸せそうに見てる姿が愛らしいです。
　自分の孫を見る様に優しく微笑む表情が良い。
　優しい瞳がたまらない！！
　自然な表情と眼差しがすてきな一枚です。
　いつもの職員さんの晴れ姿を見つめる眼差しが
優しさにあふれている。
　孫やひ孫を見るような顔が良い。優しいまなざし。
　利用者の方の表情が穏やかで良い。
　優しい穏やかな表情がステキです。
　成人した職員をみて微笑ましい姿が印象的。
　日頃見慣れている職員が更に綺麗になっている
のを見て微笑んでいる表情が素敵です。
　ほのぼの入居者の顔に出ています。
　見つめ合う二人が良い。
　孫と見つめ合う嬉しそうな祖母の優しさを感じた。

フォト部門
優秀賞

受賞理由：
　笑顔が素敵で誰もが心が明るくなれる写真。
　笑顔がとてもすてきです。
　お誕生日の喜びがお顔の笑顔に溢れ出ている。
　素敵なお花とお花に負けない笑顔がとても良い
ですね。
　笑顔がすばらしい為。笑顔が良い。
　皆さんお花が大好きです。
　元気で長生きがいいですね、笑顔すてきです。
　笑顔がいい。笑顔がとてもすてき。
　笑顔がとっても良いです。
　とても笑顔が素敵だと思ったからです。
　笑顔に幸福感が溢れています。
　本当に素敵な笑顔です。

綺麗だねぇ❣️
特養ホーム義明苑： 星野 千恵子 さん

成人式の晴れ姿を見せに来てくれた職員を見て、

お孫を見るように優しく、穏やかに微笑んでいる

お誕生日おめでとうございます！
特養ホーム義明苑：金子美帆子さん

すてきなお花とすてきな笑顔。

お誕生日おめでとうございます。

2021/2/15現在
ぎめいえんフォト・ムービーコンテスト２０２０

審査結果（フォト）
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Ｎｏ．２２

フォト部門
入　選

受賞理由：
　清水相談員も素敵です！！
　利用者様の気持ちがよく表れていました。
　気持ち良さそうだから。
　ほのぼのしていてとても良いです。
　職員と利用者の交流を感じる。
　気持ちよさそう。
　やさしい表情にいやされました。
　利用者さんの笑顔とても良い。
　本人の出来る事をやっていただく、自立支援が
出来ている。
　表情が素敵。
　利用者のやさしさが感じられる。
　マッサージを私もしてもらいたいと思いました。

フォト部門
入　選

受賞理由：

 　満面の笑顔♡

 　笑顔がすてき。
 　とても優しい笑顔が撮られています。
 　笑顔が最高です。
　やさしさあふれる笑顔。
　満面の笑顔で素敵だから。
　楽しそうな状況が感じられます。
　クシャっとした笑顔が素敵です。
　カーネーションをもった笑顔がステキだから。
　笑顔が素敵です。
　飾らない笑顔が素敵です。
　花をもらった時の嬉しさが溢れている。
　利用者様の笑顔が１番伝わったから。

あぁ～いい気持ち！
ショートステイ相生： 清水 美恵子 さん

マッサージが得意な利用者様に「やってあげる」

と言われてお願いしました。

母の日
義明苑ふくとみ： 鈴木 さつき さん

いつも感謝の気持ちを忘れず、自分の家族のよう

に笑顔で過ごしてもらいたい。

2021/2/15現在
ぎめいえんフォト・ムービーコンテスト２０２０

審査結果（フォト）



ぎめいえんフォト・ムービーコンテスト２０２０

Ｎｏ．３０

フォト部門
入　選

受賞理由：
　ご家族の笑顔の為に働いているので。
　コロナに負けるな！家族のパワーはすごい。
　家族が揃っていて、利用者さんが本当に楽しそう
だから。
　ご家族との笑顔がステキ。
　ご家族そろっての笑顔が印象的です。
　家族もうれしそう！
　本人、家族の笑顔がとても良かった。
　家族に囲まれてとても幸せそうです。
　笑顔が良い。
　家族との再会はとても感動的だから。
　人にやさしく、看取りの実践がされているため。
　家族の力はやっぱり凄い。
　本人家族様みんなが笑顔でとてもステキな写真
だとおもいました！
　素敵な１枚。

体調不良が続いた状況での家族との面会。

当たり前が出来ない状況だからこそ、家族パワー

＋この場にいられることの感謝の一枚

快晴！快声！ハイチーズ📷
義明苑いなほ： 赤石 直美 さん

2021/2/15現在
ぎめいえんフォト・ムービーコンテスト２０２０

審査結果（フォト）



ぎめいえんフォト・ムービーコンテスト２０２０

Ｎｏ．　４

https://youtu.be/qNc7-w3b22M

Ｎｏ．　３

https://youtu.be/Tpbb4j16HrM

ムービー部門
最優秀賞

受賞理由：
　楽しそうで義明苑の良さが伝わってきました。
　約１年を振り返り沢山の笑顔があったから。
　各施設、色々な利用者の様子が分かる。
　新しい事に挑戦するのが良かった。
　各部署の活動がみられて良かったです。
　色々な取り組みが分かりやすく紹介されている。
　美明会全体の明るい楽しいイメージが溢れています。
　多くの方に日常をさりげなく知ってもらうのにインスタは良いと
思うから、今後もがんばってほしい。
　何が行われていたのかとてもわかりやすかったです。
　年間の行事がわかりやすくて良い。
　他施設が見られて良い。笑顔いっぱいでよかった。
　インスタの写真で各部署の雰囲気が分かりました。
　１年を通しての行事や皆さんの様子が良く伝わりました。
　外部への発信は今の時代に必要だと思う。
　がんばりが伝わってきます。
　日付も書いてあり、どの映像なのか分かりやすかった。
　インスタは若者が沢山やっているので良いと思った。
　法人の活気が凝縮されていて見所満載の作品でした。
　義明苑での活動や取組が分かりやすく利用者の笑顔がた
くさんみられました。

ムービー部門
優秀賞

受賞理由：
　落ち着いた雰囲気で新しくて気持ちよく過ごせそうです。
　いなほの歴史がゼロからのスタートが分かり、感動しました。
　過程や中の作りまで、とてもうまく動画になっており良かった。
　サムネイルとタイトルが良かったです。
　新たな取り組みがまとめられている。きれい。
　新しい部署の意気込みを感じる。
　いなほの完成までのすべてかっこ良かった。
　施設が出来ていく過程が見られて興味が湧きました。
　タイムラプスでいなほが完成する様子が良かったです。
　明るい部屋が広く感じます。いなほが完成して良かった。
　改めて見ていいなと感じた、今後更なる発展を望みつつ・・
　スタートを忘れないことが大切！
　建物が少しずつ出来上がっていく様子がよくわかった、かっ
こよかったです。
　いなほ誕生おめでとうございます。いなほのスタートなので
　これからのいなほへの期待を感じる映像で良かった。
　いなほだからです！！エピソード０！！！
　これから頑張っていきます、という気持ちになる。
　いなほが建つ様子がわかるので、記念になるムービーと思
いました。
　何もなかった田んぼに建設されていく様子が良かった。

インスタグラム総集編
ショートステイ相生： 亀岡 雅人 さん

インスタグラムを始めて約１年、総集編を作成し

ました、今後も協力お願いします。

いなほ／エピソードゼロ
特養ホーム義明苑： 吉田 和敬 さん

2020年4月1日義明苑いなほ、Let's get started.

（さぁ始まるよ！！）

2021/2/15現在
ぎめいえんフォト・ムービーコンテスト２０２０

審査結果（ムービー）

https://youtu.be/qNc7-w3b22M
https://youtu.be/Tpbb4j16HrM

