
平成26年7月1日（火）～9月8日（月）
※郵送の場合は、当日の消印有効

「写真」「手紙・メール」それぞれ一人１点まで

最優秀作品は、平成26年11月16日（日）開催予定の「家族の日」
フォーラム（神奈川県横浜市）において表彰する予定です。

入賞作品は作品集にまとめ、入賞者及び関係方面に配布します。また、内閣府
ホームページ「家族の日・家族の週間」に掲載します。

内閣府

主催

【郵送の場合】
〒104-0061　東京都中央区銀座6-14-5ギンザTS・サンケイビル7F
（株）プロセスユニーク内
「家族や地域の大切さに関する作品募集事務局」
【電子メールの場合】
kazokunohi26@p-unique.co.jp
【PCサイトの場合】
http://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/family/index.html
（内閣府ホームページ「家族の日　家族の週間」）

審査の結果は、入賞者のみ本人あてに通知します。
応募作品の一切の権利は、内閣府に帰属します。
応募作品は一切返却しません。
応募は未発表作品に限ります。
応募者の個人情報の取扱いについては、「家族の日」「家族の週間」の展開に
必要な範囲で利用します。応募者の同意を得ずに、利用目的を超えて利用し
たり、第三者に開示することはありません。
電子メールによる応募の際、添付ファイルがウイルスに汚染されていると、作
品が事務局に届きませんので、予めご了承ください。
入賞者の作品に明記した情報は、「家族の日」「家族の週間」等を展開する中
で、必要に応じ、利用、提供します。また、入賞作品は、内閣府ホームページ、
「家族の日」フォーラム等で展示します。
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家族や地域の大切さに関する作品募集事務局

お問合せ

0800-800-3151（フリーコール）

11月16日（日）は「家族の日」
 11月の第3日曜日

11月9日（日）～22日（土）は「家族の週間」
 家族の日の前後各1週間

作品募集 ！中
＼写真 & 手紙・メール／

7月1日（火）～9月8日（月）

応募
期間

家族や地域の大切さに
関する作品コンクール

平成26年度

内閣府では、子どもと子育てを

応援する社会の実現に向けて、

子育て家族やその家族を支え

る地域の大切さについて理解

を深めてもらうために、平成19

年度から11月第3日曜日を「家

族の日」、その前後各1週間を

「家族の週間」と定め、この期間

を中心として理解促進を図って

います。

応募期間

応募点数

表　彰

作品集

その他

応募先



「今日からみんなで一緒に暮らすよ！」
山梨県　男性　49歳

作品のエピソード
平均年齢70歳を越す高
齢者で保育園ボラン
ティアを始めて早や7
年。夏休みには卒園児も
加えて遠足に。この活動
を通じ地域との絆は一
段と強くなりました。実
はメンバー全員が余生
の地を求め、他府県から
集まった移住者です。や
る気と元気で地域のお
役に立つ！こんな嬉し
い事はありません。

　私の家では、おたん生日の時に家族みんな
から手紙のプレゼントがあります。今年のた
ん生日、一歳の妹はいろんな色で丸や線を描
いてくれました。お兄ちゃんは私の名前を文
字ったすてきな詩を作ってくれました。お父
さんはいつもありがとうというメッセージを
くれました。お母さんは私のいいところをな
んと百個も書いてくれました。人に優しいと
ころ、にこにこ笑顔、陸上を頑張っているね、
妹のお世話助かります…と百回ほめてくれま
した。読むたびにほっぺたがゆるみます。笑
顔がとまりません。うれしいうれしいお手紙
でした。私にはこんなにいいところがあるの
かと、自分では思いつかないことをお母さん
はたくさんたくさん書いてくれました。
　「言葉の贈り物」は人を元気にしてくれま
す。私も家族からの心のこもった手紙でと
びっきりハッピーな気分になりました。家族
はいつも自分のことを見ていてくれます。今
度は、私がお父さん、お母さん、お兄ちゃん、
妹のいいところ探しをして言葉のプレゼント
をしようと思います。

「たん生日の手紙」
宮崎県　女子　小学5年生

小学生の部 「家族の大切さが生む感情」
佐賀県　女子　高校1年生

中・高校生の部

　癌と告知され数か月たちました。今、
あなたたちはどんな気持ちですか?
　私は、晴れ晴れとした幸せな気持ち
です。なぜかって、癌と告知される前と
後ではあなたたちのかわいらしさが一
層増したからです。癌の手術後は、「あ
あ、助かった。まだ生きるぞ」と思った矢
先、腹膜に癌が転移しており、5年生存
率16%のステージ4を告知されました。
その時、すぐにあなたたちの顔が浮か
びました。かわいらしくまだ無垢なその
笑顔を思い出すとなんだか悲しく涙が
止まりませんでした。ただ、ただあなた
たちが成長した素敵な姿をずっとずっ
と傍で見ていたかったからです。
　私が癌ということをあなたたちに話
をした時、顔色一つ変えず「大丈夫、今
の医療は進んでいるから」と一言。その
一言が勇気を与えてくれた。私は、あな
たたちがいなかったらこんな困難を乗
り越えていないでしょう。
　あなたたちがいてくれたおかげ
で、手術も抗がん剤治療も専念でき
ました。
「ありがとう」と言いたい。でも、入院し
ていた時の帰り、点滴とお腹からつな
がれたチューブをつけたままの私の姿

をチラッとだけみてエレベーターの扉
がしまる直前あなたたちは泣いていま
したね。胸が締め付けられました。
　早く元気になって片付いていないあ
なたたちの部屋を見て叱咤して、ほった
らかしにしている勉強について注意し
てあげたい。今は、夏休み。あなたたち
と毎日長い時間一緒にいられることが
こんなに幸せだと思いませんでした。
　今思えば、あなたたちを小さいうち
から保育園に預けて夜遅くまで会えな
かった日々を悔んでいます。
　残された余生、あと何回あなたたち
を叱ってやれるのでしょうか?
　あと何回あなたたちのそのキレイな
長い髪を洗ってあげられるのでしょ
うか?
私は、あなたたちのおかげで母親にな
らせていただきました。母親って幸せで
すね。
　だって、こんなだめな母親でも「お母
さん」と呼んでくれる。それだけで私は
「生きる」勇気を与えてくれるのだから。
そんな私を見てあなたたちは今どんな
気持ちですか?
　こんな母親でも幸せでいてくれたら
うれしいです。

　中学2年生の春、姉の
下宿先が決まった。家族
総出で引っ越しの準備
をした。姉は一人暮らし
が出来ると喜び、私も家
族もそんな姉を見ていて
嬉しかった。下宿先への
荷物の運搬が終わり、部
屋が一通り綺麗になった
ところで、父と姉は買い
物に出掛けた。残された
母と私と妹は二人の帰り
を待つ。突然、母が姉の
愛用する手帳に何やら
書き始めた。それは、姉
への心配と愛情が綴ら
れた文章だった。母は泣
いていた。妹は母の背中
をさすり、私は抱きしめ
てあげることしか出来な
かった。
　姉を家から遠く離れた
場所へ置いて車は発車し
た。手を振る姉が段々小

さくなる。姉の姿も見え
なくなると、暗闇の車内
では父の啜り泣く声が聞
こえ、続いて母もまた泣
いた。滅多に泣かない二
人の顔を私は見ようとは
思わなかった。しばらく
すると、私の頬にも涙が
こぼれた。泣きたくはな
かった。こんな時こそ、次
女は両親を支えてあげな
ければいけないのに。妹
が顔を撫でてくれて余計
に涙が溢れた。
　姉も今頃、こんな風に
泣いているのだろうか。
　妹も本当は泣きたい
のではないか。
　家族と離れるのはこ
んなにも辛い。
　近くにいないというこ
とがこんなにも悲しい。
　家族の大切さは何より
も大きく、重いのだ。

「母から「ありがとう」を娘たちに」
東京都　女性　33歳

一般の部

写真、手紙・メール両部門ともに、その他の入賞作品は内閣府ホームページ「家族の日」「家族の週間」をご覧ください。 http://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/family/index.html

内閣府では、平成19年度から11月第3日曜日を「家族の日」及びその前後各1週間を「家族の週間」と
定め、この期間を中心として家族や地域の大切さ等について理解促進を図っています。
この「家族の日」「家族の週間」の事業の一環として、家族や地域の大切さに関する「写真」及び「手紙・
メール」を公募し、優秀な作品を表彰しています。

「家族の日」「家族の週間」について

カメラマン
渡部陽一氏  ほか

家族団らん、親子で一緒に何かに取り組んでいる、パパの育児、３世代同居家族の
様子など、子育て家族の絆の力強さ、あたたかさを表しているもの

子育て家族の力（子育て家族の絆、子どもと深める家族の絆）
（例）

テーマ
１

テーマ
１

「やる気と元気でボランティア」
茨城県　女性　76歳

テーマ
2

地域での子育てイベント（お祭り、親子教室、子育てひろば、子どもと他世代との交
流、WLBの取組など）等、地域ぐるみでの子育て支援の様子など、社会全体が子育
てを応援しているという姿を表しているもの

子育てを応援する地域の力（地域ぐるみで子育て支援）
（例）

テーマ
２

小学生以上の者（プロカメラマンは除く）応募
資格

作品には、以下の事項を明記の上、郵送、電子メール、または
PCサイト（内閣府ホームページ）にてご応募ください。

※作品は未発表・オリジナルのものに限ります。
※２人以上を撮影した写真でご応募ください。
※応募は一人1点で、デジタルカメラ、フイルムカメラまたは携帯カメラで撮影した、カラーまたは白黒プリント、もしくは
データでの応募とします。携帯電話での画像添付による電子メールでの応募も可能です。

応募
要領

募集テーマごとに、最優秀賞1点、優秀賞5点以内。表彰状と副賞。
いずれも内閣府特命担当大臣（少子化対策）表彰。

賞

1.小学生の部　　2.中・高校生の部　　3.一般の部応募
区分

①応募区分、②作品タイトル、③郵便番号、住所、電話番号、④氏名（ふりがな）、
⑤性別、⑥児童・生徒は学校名・学年、一般は年齢・職業

作品は、200～400文字程度で、以下の事項を明記の上、郵送、電子メール、またはPCサイト
（内閣府ホームページ）にてご応募ください。

※作品は未発表・オリジナルのものに限ります。
※携帯電話による電子メールでの応募も可能です。

応募
要領

応募区分ごとに、最優秀賞1点、優秀賞5点以内。表彰状と副賞。
いずれも内閣府特命担当大臣（少子化対策）表彰。

賞

夫から妻へ、妻から夫へ、親から子どもへ、子どもから祖父母へ、子どもから単身赴任中の親へ、
社長・上司から子育て社員へ など

子育てを家族みんなで支え合うことの大切さ、感謝などの思いを伝えるもの、
または、子育てを社会も応援していくことの大切さを訴える内容のもの

テーマ

（例）

「家族」で「地域」で見守る「子育て」。

写真部門

家族や地域の結びつきの大切さが、改めて見直されている今だからこそ、子育て家族のきずなとそれを支える地域全体での子育て支援の大切さを見つめてみませんか。
あなたからの写真を、手紙・メールを、そこに込められたあなたの思いをお待ちしております。

あなたのあたたかい気持ちを作品にしてご応募ください。

①応募テーマ、②作品タイトル、③簡単な解説（エピソード）（100字程度）、
④郵便番号、住所、電話番号、⑤氏名（ふりがな）、⑥性別、
⑦児童・生徒は学校名・学年、一般は年齢・職業

手紙・メール部門

審査員

平成25年度  最優秀賞受賞作品

作品のエピソード
末っ子である8番目の
子どもが退院する日
に、病室で撮影しまし
た。新しい家族を迎え
て、これから親と子ど
も8人の10人で一緒に
暮らすことになります。
7人の姉や兄たちは、み
んなこの日を楽しみに
待っていました。


