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いわての親子 参加者大募集!
６月19日（日） ▼9月30日（金）

はっとり ゆきお／（学）服部学園理
事長、服部栄養専門学校校長。医学
博士。内閣府「食育推進評価専門委員
会」座長。「早寝早起き朝ごはん」全国
協議会 副会長。食育を通じた生活
習慣病予防や地球環境保護の講演
活動に精力的に取り組んでいる。藍
綬褒章、厚生大臣表彰および、フラ
ンス政府より国家功労勲章および農
事功労勲章を受章。

［全国大会審査委員長］

   服 部  幸 應

岩手県大会

◎岩手県大会主催 ： 岩手ガスコラボ（一般社団法人 岩手県高圧ガス保安協会／岩手県簡易ガス協会／岩手県都市ガス協会）
◎全国大会主催 ： 　　　　　　　　　　　　 〈ウィズガスCLUBを構成する4団体〉 一般社団法人 住宅生産団体連合会／キッチン・バス工業会 
　　　　　　　　　一般社団法人 日本ガス石油機器工業会（JGKA）／日本ガス体エネルギー普及促進協議会（コラボ）
◎後援 ： 総務省／文部科学省／農林水産省／全国小学校家庭科教育研究会／株式会社ABC Cooking Studio／岩手県教育委員 会／盛岡市教育委員会
            花巻市教育委員会／奥州市教育委員会／金ケ崎町教育委員会／一関市教育委員会／平泉町教育委員会／釡石市教育 委員会
◎協賛 ： 株式会社ノーリツ／株式会社パロマ／リンナイ株式会社

9月30日㊎
応募用紙にレシピを書いてご応募ください。
書類選考のうえ、通過した６組で実技選考を実施します。

レシピを
ご応募され

た

親子に参加
賞として

図書カード
（1，０００円

分）

プレゼント！
！

2016年



［開 催 概 要］ 

［開　 催　 日］ 2017年1月29日(日)
［会　        場］  東京ガス新宿ショールーム（東京都新宿区西新宿3-7-13）

［全国大会 賞］
［選  考  方  法］ 実技審査　　［全国大会審査委員長］ 服部幸應 ＜はっとり　ゆきお＞

※実技選考参加チームの交通費と食材費（2,000円）は運営事務局よりお支払いいたします。

◎グランプリ　（ウィズガスＣＬＵＢ賞）　　 賞金10万円&副賞
◎準グランプリ（住宅生産団体連合会賞）　賞金5万円&副賞
◎準グランプリ（キッチン・バス工業会賞）　 賞金5万円&副賞
◎準グランプリ（日本ガス石油機器工業会賞）　賞金5万円&副賞
◎審査員特別賞　　　　　　　　　　　 賞金3万円

全国の地区代表12チームが東京に大集合。自慢の「わが家の
おいしいごはん」を親子で調理していただきます。厳正な審査の
うえ、優秀チームには各賞が贈られます。

※コンテストのスケジュールや内容は変更となる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。

［開催概要］ 
東北の各県大会の優勝チームが大集
合。自慢の「わが家のおいしいごはん」を
親子で調理していただきます。厳正な
審査のうえ、優勝チームが全国大会へ
の出場権を獲得します。
［開催日］
2016年12月11日（日）
［実技選考会場］
仙台市ガス局ショールーム（ガスサロン）
宮城県仙台市青葉区中央2-10-24

ブロック大会を勝ち抜いた親子が、全国から大集合します!ブロック大会を勝ち抜いた親子が、全国から大集合します!

◎アイデアクッキング賞　ギフト券（1万円分）　◎炎の達人賞　ギフト券（1万円分）
◎なかよし親子賞　ギフト券（1万円分）　※ギフト券は全国約50万店以上でご利用いただけます。

応募書類を選考の上、通過した親子６組で実技選考を行います。

[参  加  資  格］

[レシピの条件等］

岩手県在住の親（保護者）と子（小学1～6年生）の2名1組　（ただし、子1人に対し、今年度に1回の応募とします）
・食 材 費：2,000円程度（4人分）　　　・調理時間：60分（盛り付け時間を含む）

岩手県大会の優勝チームが東北大会に出場!
全国大会東北大会

参加者募集！ 岩手県
大会応募締切

9月30日（金） 11月12日（土）

東北大会
12月11日（日）

全国大会

1月29日（日）
2017年

優勝チームが
東北大会に
出場！

全国大会は
東京にて開催！

岩手県大会

[応募方法］
所定の応募用紙を応募先までお送りください。
※応募書類は、返却いたしませんのでご了承ください。
※応募されたレシピの版権は主催者に帰属するものとし、新聞･テレビ･雑誌・
　印刷物・ホームページなどに二次使用する場合がございます。
※大会の模様を写真撮影し、ホームページなどに掲載する場合があります。

[応募受付期間］
2016年6月19日 （日）～9月30日（金）
[応募にあたってのご注意］
 ・ ガスならではの調理方法を活用してください。
 ・ レシピは未発表のものにて応募してください。
 ・ 品数は4品程度を目安としてください。
 ・ 実技審査では、自宅での下準備･下ごしらえはできません。
 ・ 実技審査は秋～冬に行います。地区大会は12月ごろ、全国大会は1月29日の
　開催となりますので、季節の食材を考慮の上、レシピをお考えください。

[選考方法］
応募用紙にて厳正なる審査の上、 ６組を選出いたします。 栄養バ
ランス・わが家ならではの工夫などを審査のポイントといたします。
※選考結果は通過した6組にのみお知らせします。

[各地区お問い合わせ先］
盛岡ガス株式会社　営業部　リフォーム課
　〒020-0066 岩手県盛岡市上田二丁目19-56
　TEL. 019-653-1241（代表）
　E-mail  mg.reform@morioka-gas.co.jp 
　 ・ 応募用紙については、 盛岡ガスのホーム
　　ページからもダウンロードが出来ます。

岩手県大会
[開　催　日］　2016年11月12日 （土） 
[予 定 会 場］　盛岡ガス クッキングスタジオ 「フランメ」
[審査委員長］　岩手県調理師会会長　加藤綱男氏
[実技選考方法］　  60分で4人分の料理を作っていただきます。親子の
                        チームワーク ・おいしさ・わが家ならではの工夫を
                        した調理方法などを審査のポイントといたします。
[岩手県大会賞］ ◎優　勝（1チーム） ： 3万円（ギフト券）
                      ◎準優勝 （1チーム） ： 1万円（ギフト券）
                      ◎優秀賞 （優勝・準優勝以外の参加者）
                                                ：５千円 （ギフト券）

検 索盛岡ガス｜

[応募・お問い合わせ先］

[実技選考］

花巻ガス㈱ TEL.0198-22-3633　 FAX.0198-24-9089
水沢ガス㈱ TEL.0197-24-4151　 FAX.0197-24-4135
一関ガス㈱ TEL.0191-23-3417　 FAX.0191-23-3477
盛岡ガス㈱ TEL.019-653-1241　  FAX.019-653-1217
釡石ガス㈱ TEL.0193-22-3535　 FAX.0193-22-3542
（一社）岩手県高圧ガス保安協会 
　　　　　TEL.019-623-6471　  FAX.019-654-2388

ご応募いただいた方には、

図書カードは10月中旬の
発送となります。

図書カード（1，０００円分）
プレゼント！！
図書カード（1，０００円分）
プレゼント！！もれなく



■親子で作る、ご家庭での料理についてお書きください。

お料理のタイトル 品数：　　　品

材料と分量（4人分）
ざいりょう ぶんりょう にんぶん

りょう   り

あき みかく

げんき

れい

しな  かず しな

りょう　 り かか　ていつくおや　こ

例：　秋の味覚がいっぱいごはん
　　 元気モリモリ！　わがやはコレ！

おう　　   ぼ　　   しめ　　   きり ねん がつ にち きん とう　　 じつ 　　  けし　    いん　　 ゆう　　 こう

応募締切  2016年9月30日(金)当日消印有効岩手県大会応募用紙
おう　  ぼ     よう     しいわ　  て     けん    たい　かい

※コピー可

りょう り やざいりょう

料理のポイント（作り方や材料で工夫したところ、わが家のこだわり、アピールしたい部分などをお書きください。）
ぶ　ぶん かつく かた く　ふう

記入方法については、ホームページに載っている記入例を参考にしてください。
きにゅうほうほう の きにゅうれい さんこう

（4品程度を目安とします。）
しなていど　　　　めやす



E-MAILアドレス
(お持ちの方)

ご利用のガス会社
かいしゃりよう

しょうがっこう がくねん

がっこうめい

せいべつ

かおうぼ

でき上がりの写真（器に盛り付けた状態の写真）
しゃし　ん うつわ もり つ じょうたい しゃ しんあ

おんなおとこ

せいべつ

おんなおとこ

じゅうしょ

けいたいでんわ

携帯電話

でんわばんごう

しめい

しめい

ほごしゃ

こ

も かた

■ご応募される方についてお書きください。

ご記入いただいた個人情報は、本事業に関してのみ使用いたします。

フリガナ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　フリガナ

お子さま
の氏名 学年

保護者
の氏名

  　　ご住所　〒

電話番号 （　　　 　　）

小学校

フリガナ

性 別

性 別

男  女

男  女

学校名

※書ききれない場合は、この用紙をコピーするか市販の便せんなどにお書きください。　※多数応募するときなど、この応募用紙をコピーしてお使いください。

（未使用の場合は記入不要。）
みしよう　　 ばあい　　きにゅうふよう

しょうがっこう

えーびーしー た

しょうがっこう せんせい しょうがっこう がっこう か  だい ともだち し あせんせいけい  じ

し がいとう かこ

①小学校（ポスター掲示）　　②小学校（先生からすすめられた）　　③小学校（学校での課題として）　　④友達・お知り合い　　
⑤ＡＢＣクッキングスタジオ　 ⑥その他（　　　　　　　　　　　　                                          　　　　　　　　　　　　　　）

このコンテストはどこで知りましたか？ 該当するものを○で囲ってください。


