
フレーム、写真構成、レンズの使い方などに工夫
を凝らした素敵な写真ですね。

一点の曇りもない笑顔に心が温まる写真ですね。すばらしい
瞬間を見事に捉えた写真だと思います。

ANA 賞

「Senyum えがおのフォトコンテスト2017」に寄せられた作品総数は210点。今回も、結婚式や誕生日など
の特別な行事、家族・友達との旅行、あるいは街歩きや食事、お子さんの寝顔など生活のシーンから撮っ
たいろいろな笑顔の作品が集まりました。セニョ～ム一同、厚くお礼申し上げます。今号では、グランプリ、
準グランプリはじめ、入賞作品、全32作品をご紹介しましょう。

A wife's unconditional LOVE / 妻から注がれた無条件の愛
Syazlin Bt Zawawi
The wife feeding her husband right from her hand for the first time ever after their 
wedding solemnization.

タイトル

受賞者

エピソード

おいしかった？
梅本　知志
目覚めの一杯の豆乳を飲み終わった後、
振り返った時の写真です。おいしかっ
た？　と聞きたくなるような満足そうな
顔をしています。こどもっていいなと思
う瞬間です。

タイトル

受賞者

エピソード

タイトル

受賞者

エピソード

2 is better than 1 smile / 
一つより二つの笑顔のほうが、もっといい

Chan Wai Wah
Friends of mine celebrate their love of wedding ceremony 
soon by visit this beautiful cafe setup for some memorable 
picture capture. Smile that keep in heart forever. : )

審査方法 グランプリと準グランプリはキヤノンマレーシア、そのほかの賞はセニョ～ムが審査を行いました。

★★

★ ★★
★
★

特集は、セニョ～ムのホームページ www.senyumpress.com で公開しています！

Canon EOS M10
(EF-M15-45mm IS STMレンズ付き)

4550

18
20ZERO HALLIBURTON 賞

ありがとね～～～
小林  千鶴

大好きなお祖母ちゃんが頑張って一人でマレーシアに会いに
来てくれて楽しかった2週間。日本に帰っちゃうのはお互い
淋しい～～～。ありがとね～～～とハグ。この時は笑顔だっ
たけど帰りの車の中で号泣でした。お祖母ちゃん大好き!!!

家族旅行最終日にマラッカにある海上モスクに寄りました。こども
達が海に入って遊んでいた時に、貝殻を見つけたショットです。

Melakaにて
谷岡  芳幸

銀座鮨正 賞 E＆Oホテル 賞

Canon賞

Canonマレーシア
 からのコメント

自然の光をうまく利用し、シンプルですがとても
よい写真に仕上がっていますね。

Canonマレーシア
 からのコメント

Canonマレーシア
 からのコメント
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兄妹
田中  由香

妹を可愛がるお兄ちゃん、
やっぱり お互い 大好き?

Marriage Proposal / 求婚
Looi Sook Yen

A sight seeing trip which turns out to be a surprise 
proposal when my boyfriend suddenly pops the 
question "Will you marry me?" 迷路～！

伊藤 美佳
日本人会のこどもの日イベントで迷路に挑戦。お兄
ちゃんついて行って、なんとかゴールできました！

Welcoming guest to a ceremony / 
結婚式に招待客をお迎えして
Nelson Ng Weng Hwa

Guests are welcomed in a traditional way in 
this Indian wedding ceremony.

美味しそ～
水本 真理子

大好物のケーキを食べられてこの笑顔。

Against the Gravity! / 重力に反して
Siti Nabila Huda Bt Harun

Having fun after visiting the turtle sanctuary nearby when 
I spotted this gorgeous flower field and decided to shoot 
there because it was so pretty for the photo.

Bubbles, Bubbles, I Love You / しゃ～ぼん玉、飛んだ～
Lam Wee Ping
Soap bubbles are fascinating and irresistible to young children. Soap bubbles 
vendors, by making use of sea breeze, continuously create hundreds of soap 
bubbles floating in the air towards the children to catch their attention.

家族そろって立ち向かえ!!
丸山 智義

負けないぞー !!

Coconut / ココナッツ
Tan Chee Hon

The boy with smiling face are holding his coconut in Kampung 
Kuala Besar of Kelantan.

運動会練習頑張ったよ！
川村  明日見

運動会総練習中に撮影した1枚。暑い中、汗をかきながら一生
懸命練習しました。男の子が多いクラス、女の子は3人だけ。
楽しい時も悲しい時もいつも一緒。たまに喧嘩するけど、それ
でもいい。3人揃っての笑顔はピカイチだね。

寿司織部 賞

魚勝 賞

 BIG WAVE!!
田村淳

波が、キタぁぁぁぁぁぁぁ !!

トロイカ・スカイダイニング 賞

endlesslove / お母さん、大好きだよ
Rashidy Samsudin

Love come with a smile, smile reflect the love in a mile, do 
sometimes photo can lie? But love can't lie, when I love her (mak) 
to the fullness even after die! HAPPY BIRTHDAY MAK, 24 FEB.

Grandma at Jewellery Shop /
 宝石店のおばあちゃん
Bok Thuang Seng

Spotted this grandma manning the jewellery 
shop in Jonker Walk. Asked her if I could take a 
photo of her and she instantly obliged.

Smile an everlasting smile /
この笑顔、ずっと続いてほしい

Jamie Morais
See mummy? I can wink and smile at the same 
time. I am so happy you are my mummy.

似合うでちょう～
山田  さなえ

パパのサングラスで遊んでいる悪い子ちゃん

 Roti Canai / ロティ・チャナイ
清家  利沙

大好きなRoti Canaiを前に笑顔。

このアイス美味しいね♪
梅本  智子

ジョホールに住んでいる私たち家族。早速新しくできた「す
き家」へ。初めて食べる日本風アイス？　に思わず笑顔が
こぼれました＾＾

セイウチ !? 
南  玲子

スパゲッティを食べていたら、こんなことになっていたよ！

Hari Raya / ハリラヤ
Rekasni a/p Munusamy

The girl featured in the photo was celebrating Hari Raya 
festival in her house.She was holding a lamp and enjoyed.

Gong Xi Fa Cai / 中国正月おめでとう
Quah Le Ching

Photo with the flowers and sent it with our 
festive greetings to everyone.

Happiness /幸せの笑顔をありがとう
Low Yan Mee

Boy,  your charming smi le means 
everything to mummy!

UNDER THE LIGHT 賞

似合う？
森内  華代

家族でズーネガラに行った時の一コマです。売店の
着ぐるみを試着した息子にカメラを向けたところ、
この笑顔 (^^) 。 着ぐるみ、買いそうになりました。

マレーシアのじいじと。
上原  圭子

友人宅でお食事会をした時。

小さなお母さん
小瀬古  知寿子

弟が可愛くて可愛くてたま
らないお姉ちゃんと、お姉
ちゃんが一緒にいると笑顔
いっぱいの弟、日曜日の幸
せなひとときです。

華家 賞

幸せの瞬間
Chris Stedman

ランカウイ島で結婚式を挙
げた友人のビッグスマイル
写真です。指輪交換をした
直後に、オーストラリアの
友達にも、スカイプで幸せ
のおすそ分け。

Ajeek 3rd Birthday / 
アジーク（息子）の3歳の誕生日

Rosley Majid
Ajeek celebrating his 4th birthday 
and he was excited with all the 
attention he got from his family and 
friends.

Holiday Villa 賞

Poor but happy children /
貧しけれど幸せいっぱいのこどもたち

Lim Seow Wei
Sea gypsy kids  on a canoes at Mabul 
Island, Sabah Malaysia.

【ランカウィ】
Holiday Villa Beach Resort 
& Spa Langkawi

【スバン】
Holiday Villa Hotel & Suites Subang
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