～ 審 査 結 果 発 表 ～

「ぎめいえんフォト・ムービーコンテスト２０２１へたくさんのご応募を誠にあり
がとうございました。
２０２１年２月１０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５６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： 吉 川 純 平 さん
この瞬間のために生きる（No.53）
大好物の刺し身が嬉しすぎて童心にかえったような食べ方になっちゃいました！

優 秀 賞： 山 本 楓 さん
楽しく働こう（No.3）
職員が働きやすい環境作り日々頑張ってます。

入

選： 森 下 恵 さん
ハンバーガーうまい！（No.29）

久しぶりのハンバーガーにかぶりつくのを見ていると、お腹すきますね！

入

選： 鈴 木 さ つ き さん
春のお散歩（No.18）

お花の譲り合い

入

選： 須 長 愛 さん
至福のとき（No.46）

大好きなお寿司を召し上がり、喜びがあふれています。

＜ ムービー部門 ＞

最優秀賞： 星 野 千 恵 子 さん
笑顔の実現（No.2）
コロナ禍でも沢山の笑顔が集まりました、皆さんの素敵な笑顔に癒され、それを支え
てくれる職員に感謝です。

優 秀 賞： 亀 岡 雅 人 さん
インスタライブ（No.3）
初めての試み！SNS を活用しての施設見学会！

入

選： 金 子 美 帆 子 さん
マスクコレクション（No.1）

たかがマスクと思いなさるな。１人の職員が作ったマスクコレクション、たくさんの
笑いも作ってくれました♪

入

選： 池 山 洋 樹 さん
私たちができること（No.4）

みんなでできることは自分たちで頑張りましょう

ぎめいえんフォト・ムービーコンテスト２０２１
Ｎｏ．５３

この瞬間のために生きる️
特養ホーム義明苑：

吉川 純平 さん

フォト部門
最優秀賞

大好物の刺し身が嬉しすぎて童心にかえったよう
な食べ方になっちゃいました！

受賞理由：
一口で食べる様が良い。
見てると食べたくなります。
一目で気に入りました。ひとめぼれしました。
大好物はやっぱりこう食べないと・・・。
写真の散り方が上手いなぁと思いました。
大きな口に赤のマニュキュア素敵です
私も食が進みます
いつもお刺身が食べたいと話しているので、この
一枚はとても幸せそうです
写真とそのコメントがマッチしていて最高！！思
わず笑っちゃいました
人間としてリアルな写真で良いため
食は大切と感じる良いフォトです
おいしそうに食べているから。
写真を撮るタイミングがばっちりです
幸せな気持ちが伝わってくる
心の声が聞こえています。ナイスネーミング
必死に食べている所が良い
Ｎｏ． ３

楽しく働こう
ショートステイ相生： 山本 楓 さん

フォト部門
優秀賞

職員が働きやすい環境作り日々頑張ってます。

受賞理由：
職員のイベント 笑顔の実現
働きたくなる職場
職員の仲良しが良いですね
楽しく明るい職場だから
元気いっぱいさ、明るさがとても伝わってくるから
仲が良さそう。マスクをしていても笑顔がわかる
皆さんの笑顔が素敵
生き生きしてる
楽しそうな雰囲気が良い
職員間、仲良い感じがして良かった。
皆とても楽しそうです
職員の仲の良さが伝わってきました
職員様同志の仲の良さ、つながりが伝わってき
て、それが良い介護や仕事の向上、助け合いに
つながると思いました。

2022/2/12現在

ぎめいえんフォト・ムービーコンテスト２０２１
審査結果（フォト）

ぎめいえんフォト・ムービーコンテスト２０２１
Ｎｏ．２９

ハンバーガーうまい！
義明苑ふくとみ：

森下 恵 さん

久しぶりのハンバーガーにかぶりつくのを見てい
る️と、お腹すきますね！

フォト部門
入 選
受賞理由：
大好物は思いきりかぶりつきたくなるので、共感し
ました、至福の時です！！
大きな口でハンバーガーにかじりついていて、とて
も幸せそう
ハンバーガーにかぶりつくのがいい顔していた
マックのバンズをかおくずして、がぶりとかじってい
るかおがとってもかわいく見える。
歯がなくても、大好きな物はおいしそうに食べるの
がステキです
微笑ましく気持ちが癒されました
顔をしわくちゃにして食べているところがかわいらし
い
気持ち、わかります！！
かぶりつく姿がとてもかわいくて良かったです
歯がないのに・・・とてもおいしそうに食べてますね
かぶりつきっぷりが素敵です！
年齢を重ねても、好きな物を食べる幸せそうな笑
顔に勇気をもらえました

Ｎｏ．１８

春のお散歩
義明苑ふくとみ：
お花の譲り合い

鈴木 さつき さん

フォト部門
入 選
受賞理由：
利用者様がとても和やかな感じだったので
背景が綺麗、癒される。
なかなか外出が出来ない今、写真だけでも外出
気分でした。
きれいな青空とのコントラストが良かったです。
互いのやりとりに温かみを感じるから。
とにかく青空がきれい、外での景色が良い
お花畑の中で和やかな笑顔の会話が良い
手をつないでいるように見えるから
花を譲り合っている姿がすてき
とてもほっこりしたので
青い空と黄色い花と利用者様。外の空気が感
じられて良かったです
何気ない日常の1コマがほっこりさせられます。
写真の構図も素晴らしいです。青空が生きてま
す。
自然の中でとても気持ち良さそうで、自然なえが
おが感じられたから

2022/2/12現在

ぎめいえんフォト・ムービーコンテスト２０２１
審査結果（フォト）

ぎめいえんフォト・ムービーコンテスト２０２１
Ｎｏ．４６

至福のとき
ケアハウス田園：

須長 愛 さん

大好きなお寿司を召し上がり、喜びがあふれてい
ます。

フォト部門
入 選
受賞理由：
美味しそうなお食事を召し上がられ、談笑しなが
ら楽しそうでした。
大好きなお寿司を食べている笑顔が良かった。
嬉しそうな笑顔が良いです
最高の笑顔
満面の笑顔に癒されます
美味しそうに食べる笑顔がとってもステキ！！
楽しそうな笑顔
１番目を引いたので

2022/2/12現在

ぎめいえんフォト・ムービーコンテスト２０２１
審査結果（フォト）

ぎめいえんフォト・ムービーコンテスト２０２１
Ｎｏ． ２

笑顔の実現
特養ホーム義明苑：

星野 千恵子 さん

コロナ禍でも沢山の笑顔が集まりました、皆さんの素敵
な笑顔に癒され、それを支えてくれる️職員に感謝です。

ムービー部門
最優秀賞
受賞理由：

https://youtu.be/-bKmc1ruVp0

義明苑の楽しい雰囲気が伝わるので。
石橋さんのボランティアの活動内容が楽しそう！
楽しそうに働いていて良い。すてきな題名。
笑顔満点です。こんな世の中だから笑顔でいたい。
笑顔に癒されました。私も笑顔になれます。笑顔は大切。
笑顔がいちばんです。笑顔が素晴らしい！！
職員同士手と手を合わせて仕事している形がうれしい
皆さん良い笑顔 カメラマンののせ方も上手
“笑顔の実現”にふさわしい連帯感が伝わってくる
利用者様達が日頃どんな素顔を見せるのか、見ることがで
きて感動しました
nice video nice picture great job
ホームの楽しさが伝わる
コロナ禍、職員や利用者の笑顔で自分も頑張ろうと思った
１つ１つのイベントに対して、大切にしていると思えたから
自然な笑顔が見られた。面会制限のある中、利用者の様
子が家族などにわかりやすい
たくさんの利用者さんが楽しそうでタイトルとぴったり。
皆さんの取り組み、自身も心がけようと思いました
みんなのステキな笑い声が聞こえてきそうだから。みんなが
わくわくした人とのつながり、笑顔のあふれる動画でした！

Ｎｏ． ３

インスタライブ
ショートステイ相生：

亀岡 雅人 さん

初めての試み！SNSを活用しての施設見学会！

ムービー部門
優秀賞
受賞理由：

https://youtu.be/6N1cQ1Uqacs

2022/2/12現在

ふくとみの施設内容が分かり易く良かったから。
コロナ禍ならではの新しい見学会のカタチ。
今まで知らなかったことが分かり、とても勉強になった。
モンブランおいしそう！
ふくとみのことが良くわかる人の良さが伝わるムービー
最新、最近のSNSを使った感じで求人募集は良い。
みなさんの緊張感を見て楽しかった、もっと見たくなった。
施設の紹介をっても楽しそうに行ってまして良かったです
初の試み！歴史的瞬間です、頑張ってるなぁと感じました。
インスタライブの試みが良かった。案内風景が良かった。
施設一丸となった情熱が伝わってきます
生ライブも観ました。良かったですよ
準備が大変だったと思うが、わかりやすい内容で良かった。
SNSで今っぽい、次はTikTokライブ期待しています
初めての試み。形にするにはきっと・・・。お疲れさまでした。
インスタライブの試みが良かった現場に立ち会わせていただ
き失敗できない“ライブ配信”の緊張感の中、事業所の強み
他を面白楽しく伝える。裏方含め携わる人、全ての人の熱意
を感じました。
SNSで今っぽいからを活用する事は若い世代にも知ってもら
える良い機会だと思います。
ぎめいえんフォト・ムービーコンテスト２０２１
審査結果（ムービー）

ぎめいえんフォト・ムービーコンテスト２０２１
Ｎｏ． １

マスクコレクション
特養ホーム義明苑：

金子 美帆子 さん

たかがマスクと思いなさる️な。１人の職員が作ったマス
クコレクション、たくさんの笑いも作ってくれました♪

ムービー部門
入 選
受賞理由：

https://youtu.be/9g4HFgGL7vA

作り手の笑顔を想像させる。動物の笑顔がかわいい。
コロナ禍でも前向きに日々を彩っていると思いました
既設に合わせて色々な柄で作られていて、マスクをしている
方も周りの方も楽しくなる！
とてもかわいいマスクがたくさんあり、ステキだなと思いました
コロナ禍ならではの楽しみ方があり、手作りなのもスゴイ。
季節を取り入れた柄、いつも楽しませてもらっています
コロナで気分が沈むけど、テンションが上がります。
コロナも明るくやり過ごす。前向きな感じー。
手作りがスゴイ。タイムリーな感じ
コロナ禍ならではムービー。作品も素晴らしいと思います。
猫マスク欲しい。売ってくれ。今どきの話題で楽しかった。
つけたくなる、作りたくなるようなマスク、参考になりました
まさに『マスクコレクション』編集ステキ！
コロナで暑い夏でもマスク・・・いろんな柄があって楽しめそう
ユニークなマスクでつけるのが楽しくなりそう
色々なデザインがすごいですね
笑顔が隠れてしまうマスクも絵柄で、笑顔を誘ってくれる
マスクの柄がステキでした。
私自身も手作りマスクを作ったので、興味がありました
この様な時があったなぁと思い返して見れるムービー

Ｎｏ． ４

私たちができる️こと
社会就労センター分福：

池山 洋樹 さん

みんなでできる️ことは自分たちで頑張りましょう

ムービー部門
入 選
受賞理由：

https://youtu.be/JmIfZHrSu6U

2022/2/12現在

職員，利用者の為に頑張ってくれている姿、ステキです。
出来ることは頑張ってるから、修理が必要な部分はプロに
お願いしたい。
施設長、いつもありがとうございます、頑張りが素敵です。
タイトルが良い
入居者様のことを思いながら汗を流し作業されている姿が
良かったです
施設長がかっこ良かったです
何が出来るのかを常に考えながら働いていきたいと思わさ
れたため
自分たちで直せるものは直した方が良いので・・・
何でも人に頼るのではなく、まずは自分で！仕事の原点で
すね。
カッコイイ！！
見習いたい
手作りの温かみが伝わるムービー
法人を思う気持ちがつたわる
みやすかった
男らしい

ぎめいえんフォト・ムービーコンテスト２０２１
審査結果（ムービー）

