
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～ 審 査 結 果 発 表 ～ 

 

 「ぎめいえんフォト・ムービーコンテスト２０２２へたくさんのご応募を誠にありが

とうございました。 

 ２０２３年 １月２６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４４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： 金 子 美 帆 子 さん 

ガラス越しの面会（No.1） 

 依然コロナが続いていますがガラス越しでもご家族の顔が見られると笑顔が出ます☺ 

  

優 秀 賞： 山 中 浩 子 さん 

仲良し💛（No.14） 

 いつも笑顔に癒されています。 

  

入  選： 森 下 恵 さん 

幸せな時間（No.33） 

 甘いものを食べる時間は、とっても幸せです♪ 

  

入  選： 山 本 楓 さん 

相生SSの人気者（No.9） 

 相談員がいると訪問者がたえません。利用者の話を傾聴し笑顔にする、時には厳しく

（？）、楽しく面白さ満載！利用者・職員から大人気です！  

入  選： 平 間 み ゆ き さん 

合わせて300才のキャンディーズ♡（No.24） 

 福富の可愛い３人組です♡ 

  

＜ ムービー部門 ＞ 

最優秀賞： 高 實 子 真 名 美 さん 

1番輝いているグループホーム😊（No.1） 

 グループホームくぼたの魅力を伝えます！ 

  

優 秀 賞： 亀 岡 雅 人 さん 

相生での行事集（No.2） 

 ショートステイ相生では、利用者へ楽しい時間の提供を目的にユニット毎に月２回の

行事あり、その一部を動画にまとめました。  

入  選： 金 子 美 帆 子 さん 

クリーンスマイルプロジェクト（No.3） 

 始めたばかりの活動ですので、手探りですが、地域の皆様の笑顔のために精進して参

ります。  

 



ぎめいえんフォト・ムービーコンテスト２０２２

Ｎｏ．　１

Ｎｏ．１４

フォト部門
最優秀賞

受賞理由：
　ガラス越しでも伝わる笑顔が良い。
　自然の笑顔がすてきです。ほっこりする笑顔に癒される。
　コロナ禍での1コマ。家族と会えてうれしそうな笑顔がとても
良い。
　ドラマのワンシーンのようで素晴らしいです。

　今の時季にぴったりだと思う。笑顔がいい。笑顔がステキ💛

　コミュニケーションが一番、忙しいでもやりましょう。
　コロナ禍で今の時代を象徴している。カメラを意識してなく、
自然な感じが良い。
　早く自由に面会が出来ることを祈り・・・
　家族と面会できた喜びが感じられた。
　一目会いたい、話がしたい気持ちが伝わりました。
　面会制限が続いていて、不自由な状況でもご家族様に会
えた喜びが表情から伝わってきました。
　コロナ禍でも何とか工夫して面会を実現したいという事業所
の工夫が感じられる。
　コロナ時代でしかなしえなかった面会方法ではありますが、
利用者様の満面の笑顔に癒されます。
　逢える幸せ。亡き母にそっくり。
　「ｺﾛﾅの時の写真」というのが後で見返したとき、ひと目で
分かるから。「こういう時期あったな」と。

フォト部門
優秀賞

受賞理由：
　笑顔がすてきだから。
　とても幸せそうです。
　笑顔が良かった。
　自然な笑顔で信頼関係が伺えた。
　ぎゅうと大好き。たのしそう。
　仲良い感じが伝わるから。
　スタッフと利用者のふれ合いを感じる。早くコロナ
が終わって、何もリスクなくふれ合えればという願い
もこめて
　2人の笑顔が最高です。
　職員と利用者の笑顔がいいです。
　仲良し笑顔にいやされます。
　笑顔が自然で良い
　お互いの気持ちが笑顔からよく伝わるから。
　素敵な笑顔。利用者の方と職員の距離がとても
近く感じ、良い写真だと思います。
　とても仲良さそうで良い写真
　素敵な笑顔で仲の良さも伝わってきました。

ガラス越しの面会
特養ホーム義明苑： 金子 美帆子 さん

依然コロナが続いていますがガラス越しでもご家

族の顔が見られると笑顔が出ます☺

仲良し💛
義明苑ふくとみ： 山中 浩子 さん

いつも笑顔に癒されています。

2023/2/21現在
ぎめいえんフォト・ムービーコンテスト２０２２

審査結果（フォト）



ぎめいえんフォト・ムービーコンテスト２０２２

Ｎｏ．３３

Ｎｏ．　９

フォト部門
入　選

受賞理由：
　シンプルに写っている姿が良く、甘いものとの相
性が良いと感じました。
　甘いおやつを前に幸せな気持ちが表情に出て
いらっしゃるので。
　幸せなお顔がいい感じに表現されている。
　とても良い笑顔です（甘い物好きにはたまらない
顔）。
　良い顔してます。
　笑顔がすばらしいです。
　笑顔がステキですね。
　自然な笑顔が良かった。
　甘い物食べて幸せな満足の笑顔
　甘い物食べて今までにない笑顔でした。
　笑顔がとてもいいと思いました。
　癒されました。かわいい。笑顔がステキ。
　皆がいい笑顔で楽しい時間で良かったですね。
　笑顔がステキだし、おやつも美味しそう。

フォト部門
入　選

受賞理由：
　いつもの光景、ありのままの姿が写されて
Good！！
　写真から利用者様の嬉しそうな様子が伝わるた
め。
　信頼関係が良く分かるから。
　相談員のいつもの風景が良かった。
　利用者様に信頼され頼られてる姿が良い。
　相談員のやさしさが見える。和やか！
　相談員の所へ利用者が出入りしている。
　写真の雰囲気がとても穏やか
　明るいふんいきが伝わってきたから。
　相談員の所へ利用者が常に出入りしている一
場面が撮れているため。
　何度も医務室を訪ねる利用者の姿が何とも言え
なく、相談員との信頼関係が良くわかるから。
　信頼が感じられる。
　相談員の人柄に利用者が安心感を覚えている
様子が良い。

幸せな時間
いこいの広場ひなた： 森下 恵 さん

甘いものを食べる時間は、とっても幸せです♪

相生SSの人気者
ショートステイ相生： 山本 楓 さん

相談員がいると訪問者がたえません。利用者の話

を傾聴し笑顔にする、時には厳しく？、楽しく面

白さ満載！利用者・職員から大人気です！

2023/2/21現在
ぎめいえんフォト・ムービーコンテスト２０２２

審査結果（フォト）



ぎめいえんフォト・ムービーコンテスト２０２２

Ｎｏ．２４

フォト部門
入　選

受賞理由：
　300歳の3人組最高です。
　人生の重みを感じます（すごいです）。
　合わせて300才に驚きです。
　3人の笑顔がステキです。
　300歳とは思えない程、かわいらしくほっこりしまし
た。キャンディーズというタイトルもステキです。
　笑顔がすてきだから。楽しそう。
　300歳キャンディーズ最高。長生きしてほしいで
す。

　3人娘がとってもキュート♡

　3人の笑顔がとてもすてきです
　昔を思い出して楽しそうでした
　すごい。可愛いです。笑顔がすてきです

福富の可愛い３人組です♡

合わせて300才のキャンディーズ♡

義明苑ふくとみ： 平間 みゆき さん

2023/2/21現在
ぎめいえんフォト・ムービーコンテスト２０２２

審査結果（フォト）



ぎめいえんフォト・ムービーコンテスト２０２２

Ｎｏ．　１

https://youtu.be/hdz1X6Re2tU

Ｎｏ．　２

https://youtu.be/Oh9BGcHeyig

ムービー部門
最優秀賞

受賞理由：
　作り手の笑顔を想像させる。色々な動物の笑顔がかわいい。
　楽しく踊っているのが良い。和気あいあいとしています。
　明るく楽しそうにされており、微笑まましくなりました。
　オープニングの雰囲気がとても良かった。
　入所者の生の声や笑顔にあふれていてとても良かった。
　皆さん元気でとても楽しそう。食事もおいしそうでした。
　利用者の穏やかな笑顔が見られたため。
　題名の通り、本当に楽しそうで笑顔で良かった。
　幸せを感じます。魅力が伝わった。活気があって良かった。
　募集テーマに一番近いと思ったから。
　施設の和やかな雰囲気が出ていて良かったから。
　ふだん見れない生活が見れました。
　利用者様、職員も笑顔で楽しそうにしている姿に感動しました。
　本当に輝いているように見えました。
　生き生きしている利用者がすてきだった。にぎやかでイイ！！
　くぼたを詳しく知らなかったので、短い動画で知れて良かった。
　入居者さまの生の声も聴くことができ、雰囲気もよく伝わったから。
　皆さんの笑顔が最高！職員の想いが利用者さんに良く伝わって
いる感じがして、本当に良い感じでした。
　皆さんの生き生きとした表情が感じられました。
　とても誇らしい作品でした。楽しそうな雰囲気が伝わってきました。
　グループホームの魅力が良く伝わっていると思いました。
　すごく輝いています！！

ムービー部門
優秀賞

受賞理由：
　編集がこっているのと、行事の参考になる魅力的な物が多
かったから。
　行事、楽しそうな雰囲気が伝わりました。
　月2回いいですね。楽しそうでした。
　構成、手法がうまい。良く出来ていた。
　相生のごく一部だが、凝縮されている！！
　利用者の喜んでいる姿がわかるから
　利用者様の楽しんでいる様子が良く伝わったから。
　行事集が面白かった。編集が良い。見やすい。
　利用者の表情がいきいきしている
　楽しそうに行事に参加している姿が見られてよい。
　利用者様がどのような行事に参加されているのか一目で分
かり、とても良かったです。
　色々な動物の笑顔がかわいい。作ってて楽しそうです。
　ピザがおいしそうだった。すいとんがおいしそう。
　どの場面も光景が浮かんでくるので。

　事業所が解りやすく良い。いいね👍

　笑顔で楽しい感じが伝わってきました。
　色々な行事があり楽しそうでした。
　楽しい雰囲気が伝わってくるから。
　活動が映像になってわかりやすかった。

1番輝いているグループホーム😊
グループホームくぼた： 髙實子 真名美

グループホームくぼたの魅力を伝えます！

相生での行事集
ショートステイ相生： 亀岡 雅人 さん

相生SSでは、利用者へ楽しい時間の提供を目的に

ユニット毎に月2回の行事あり、その一部を動画に

まとめました。

2023/2/21現在
ぎめいえんフォト・ムービーコンテスト２０２２

審査結果（ムービー）

https://youtu.be/hdz1X6Re2tU
https://youtu.be/Oh9BGcHeyig


ぎめいえんフォト・ムービーコンテスト２０２２

Ｎｏ．　３

https://youtu.be/rMMSdWaPlSg

ムービー部門
入　選

受賞理由：
　ありそうでなかったプロジェクト。継続してもらいたい活動！
　利用者の家がきれいになるのは、とても良いです。
　お年寄り１人ではなかなか片付けられないので、大変すば
らしいと思います。
　利用者さんの家がきれいになって良かったです。
　きれいになった様子がよくわかります。お疲れさまでした。
　委員の協力で過ごしやすくなった。
　企画を継続して頂ければと思います。
　みんなの力が集まるとすごいなぁーと思いました。
　掃除をすることで1人の利用者の家がこんなにきれいになる
なら、続けた方が良いと思いました。
　美明会基本理念であるふれあいを大切にし、地域への参
加、地域に貢献されている職員の姿がステキだった。
　どんな活動なのか、分かりやすい動画でした。
　たくさんの人の協力で困難な片付けも草刈りも終わり、きれ
いな環境にするまでの大変さが伝わる内容でした。
　地域包括ケアシステムの1つの活動だと思います。
　委員会頑張っていますね！
　今後もぜひ実施してほしい。嬉しそうな笑顔が良かった。
　素晴らしいの一言です。ありがとうございます。
　美明会の取組みとして解りやすかった。

クリーンスマイルプロジェクト
特養ホーム義明苑： 金子 美帆子 さん

始めたばかりの活動ですので、手探りですが、地域の皆

様の笑顔のために精進して参ります。

2023/2/21現在
ぎめいえんフォト・ムービーコンテスト２０２２

審査結果（ムービー）

https://youtu.be/rMMSdWaPlSg

