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〜うみぽす 2019 作品展示のおしらせ〜 

うみぽす 2019 作品展示会 in ビックカメラ 

2020 年 2 月 1 日(土)～17 日(月)  
ビックカメラ池袋東口カメラ館 8F 

 

 一般社団法人海洋連盟（本社：東京都港区、代表理事：妹尾博之、以下海洋連盟）が主催、

舵社と日本財団が共催で実施している海のＰＲコンテストうみぽす 2019 の入賞作品展示会が、

ご協賛いただいている株式会社ビックカメラ様のご厚意により、昨年に引き続きビックカメラ

池袋東口カメラ館 8F にて開催されることになりました。 

 展示作品は、全 160 入賞作品（ポスター100 作品、絵てがみ 40 作品、動画 20 作品）のうち

ポスターおよび絵てがみの 42 作品と動画 20 作品となります。 

 

 

写真はうみぽす 2018 の展示の様子（2019 年 3 月） 
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名 称：うみぽす 2019 作品展示会 in ビックカメラ 

日 時：2020 年 2 月 1 日（土）～ 2 月 17 日（月）10：00～21：00 

※ただし、2 月 1 日（土）14：00～17：30／2 日（日）13：00～16：30 は除きます。 

（同会場にて別イベント（カメラセミナー）が開催されるため） 

      ※2 月 17 日（月）は 12：00 までの実施となります。 

場 所：ビックカメラ池袋東口カメラ館 8F 

東京都豊島区東池袋 1-1-3 ※池袋駅（東口・３５番出口）よりすぐ 

料 金：無料 

展示作品：ポスターおよび絵てがみの 42 作品と動画 20 作品  

※展示リストは『（別紙）ビックカメラ展示作品一覧』をご覧ください 

■「うみぽす」とは 

「うみぽす」は 2015 年にスタートした、地元の海に人を集めることを目的にした全員参加型の

地方創生プロジェクトです。 老若男女、プロ／アマを問わず、自分たちの地元の海、好きな海

のポスターや動画をつくって、それをみんなに見てもらい、みんなで日本の海を盛り上げてい

こうという活動です。日本全国から作品を募集し（2019 年は 3,914 の応募作品がありました）、

優秀作品を表彰しています。 

主催：海洋連盟 共催：舵社 日本財団 

後援：国土交通省 文部科学省 環境省 観光庁 

協賛：（株）ビックカメラ 日本郵便（株）  

■公式サイト 

https://umipos.com 

■facebook 

https://www.facebook.com/blueactions/ 

■Instagram 

https://www.instagram.com/blue_action_insta/ 

＜お問い合わせ＞ 

一般社団法人海洋連盟内 うみぽす事務局 担当：堀内 

東京都港区赤坂 7-10-6 ストークビル赤坂 503  

TEL：03-5549-2151（受付時間：平日 10:00〜17:00） 

umipos@ocean-alliance.org 

海洋連盟は、日本財団「海と日本プロジェクト」の一環として、次世代へ海を引き継ぐため、海を介して

人と人とがつながることを目的として、本事業を実施しています 
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（別紙） 

ビックカメラ展示作品一覧（期間：2020/2/1～2/17 場所：ビックカメラ池袋東口カメラ館） 

 

賞 部 応募 場所 作者
1 グランプリ ポスター部門 一般の部 鹿児島県（与論島） 里山 剛史
2 ポスター部門 こどもの部 北海道（石狩）　 矢川 依智子
3 動くポスター（動画）部門　 香川県（志度湾） 松岡　カレンジョイ
4 準グランプリ ポスター部門 一般の部 福岡県（宗像） 近藤 智子（宗像大島地域おこ

し協力隊）×しまカフェ
5 ポスター部門 こどもの部 兵庫県（神戸） 日野原 卯乃
6 絵てがみ部門 一般の部 岩手県（盛岡） 伊藤 由美子
7 動くポスター（動画）部門　 佐賀県（佐賀県） 向　一博
8 日本郵便賞 絵てがみ部門 一般の部 福岡県（福岡） 和田 寛太郎
9 ビックカメラ賞 ポスター部門 一般の部 神奈川県（三浦） 久納　亜衣

10 審査員特別賞　石原良純賞 ポスター部門 一般の部 香川県（直島） 新井 弓子
11 審査員特別賞　別所哲也賞 ポスター部門 こどもの部 新潟県（新潟） 星名 紡伎
12 審査員特別賞　パントビスコ賞 絵てがみ部門 こどもの部 神奈川県（三浦） 原嶋 翼
13 審査員特別賞　中村征夫賞 ポスター部門 一般の部 愛知県（知多） 柘植 雅一
14 審査員特別賞　矢ケ崎紀子賞 動画 長崎県（展海峰） 牧原 玲奈
15 審査員特別賞　田久保雅己賞　 ポスター部門 一般の部 富山県（氷見） 山崎 秀志
16 海と日本PROJECT　ポスター賞 ポスター部門 一般の部 静岡県（下田） 宮内 加奈恵
17 海と日本PROJECT　ポスター賞 ポスター部門 こどもの部 山梨県（甲府） 志村 明日香
18 海と日本PROJECT　動くポスター賞 動画 千葉県富津 名和　寛太
19 SDGs14海の豊かさを守ろう賞 動画 鹿児島県（与論） 池田　龍介
20 入賞 ポスター部門 一般の部 鳥取県（琴浦） えぐっちゃん
21 入賞 ポスター部門 一般の部 石川県（金沢） 関 隼杜
22 入賞 ポスター部門 一般の部 千葉県（松戸） 青木 大貴
23 入賞 ポスター部門 一般の部 沖縄県（久米島） 宮里 澪
24 入賞 ポスター部門 一般の部 神奈川県（三浦） kenta tsuzaki
25 入賞 ポスター部門 一般の部 大分県（臼杵） 中野 重二
26 入賞 ポスター部門 一般の部 島根県（出雲） 牧原 玲奈
27 入賞 ポスター部門 一般の部 北海道（函館） 奥村 朋之
28 入賞 ポスター部門 一般の部 神奈川県（鎌倉） 山田 麻由
29 入賞 ポスター部門 一般の部 大分県（ 大分） 児玉 有希
30 入賞 ポスター部門 一般の部 大阪府（大阪） 小木 歩
31 入賞 ポスター部門 一般の部 新潟県（村上） 三好 保津+綾城 圭
32 入賞 ポスター部門 一般の部 佐賀県（唐津） 坂本 容子
33 入賞 ポスター部門 一般の部 鹿児島県（与論島） 原田 理恵子
34 入賞 ポスター部門 一般の部 兵庫県（加古川） 濱崎 宣子
35 入賞 ポスター部門 一般の部 神奈川県（葉山） 西 愛梨
36 入賞 ポスター部門 一般の部 沖縄県（小浜島） 山内 あきの
37 入賞 ポスター部門 一般の部 沖縄県（伊江島） 大房千紘
38 入賞 ポスター部門 一般の部 石川県（白山） 村田 伊芙希
39 入賞 ポスター部門 一般の部 鹿児島県（与論島） 国料 悠生
40 入賞 ポスター部門 一般の部 青森県（八戸） 木村 玲瞳
41 入賞 ポスター部門 一般の部 香川県（三豊） たなか ゆか
42 入賞 ポスター部門 一般の部 福島県（いわき） 猪狩 葵
43 入賞 ポスター部門 一般の部 長野県（松本） 吉澤 綾乃
44 入賞 ポスター部門 一般の部 宮崎県（延岡） 伊藤 真弓
45 入賞 ポスター部門 こどもの部 広島県（尾道） 木附 花音
46 入賞 ポスター部門 一般の部 神奈川県（横浜） 古田 海翔
47 入賞 ポスター部門 こどもの部 高知県（柏島） 岡﨑 利大、岡田 悠希、小原

かなえ
48 入賞 動画 青森県（津軽海峡） 内田　燎
49 入賞 動画 東京都（羽田沖） かおる
50 入賞 動画 神奈川県（三浦海岸） 久納　亜衣
51 入賞 動画 富山県（海王丸） 中島　渚
52 入賞 動画 京都府（天橋立） 藤森　俊哉、木下慧斗、平田陽

暉、中嶋翔太、木山隆聖、山中
康平、稲田竜弥、吉田七胡

53 入賞 動画 兵庫県（竹野浜） 真城　昇子
54 入賞 動画 和歌山県（唐尾ビーチ） アイリー
55 入賞 動画 島根県（稲作の浜） 山根　孝幸
56 入賞 動画 岡山県（白石島） 藤井 啓子
57 入賞 動画 広島県（宮島） 加藤　萌
58 入賞 動画 佐賀県（呼子　キャランコビーチ） しゅでい
59 入賞 動画 長崎県（野母崎） 小川　隆
60 入賞 動画 大分県（国東半島） WAKAKO
61 入賞 動画 沖縄県（久米島　はての浜） 田端　健太
62 入賞 動画 沖縄県（久米島） 安村　きさら


