
いわての親子 参加者大募集!
６月19日（火） ▼9月20日（木）

◎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／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／釜石市教育委員会
◎協賛 ： リンナイ株式会社／株式会社ノーリツ／株式会社パロマ／日本ハム東販売株式会社

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。

9月20日㊍
2018年

詳しくは盛岡ガスのホームページをご覧ください。 盛 岡 ガ ス
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［開 催 概 要］ 

［開　 催　 日］ 2019年1月27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 新宿パークタワービル別館）
［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＞

［全国大会 賞］◎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11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］
2018年12月9日（日）
［実技選考会場］
盛岡ガスクッキングスタジオ「フランメ」
岩手県盛岡市上田二丁目19-56

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!

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

書類選考
10月初旬

岩手県
大会

参加者募集！
応募締切
9月20日㈭ 11月11日 ㈰

東北大会
12月9日㈰

全国大会

1月27日㈰
2019年

優勝チームが
東北大会に
出場！

応募者の中から
実技選考へ進む
６組を選出

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］
2018年6月19日（火）～9月20日（木）
[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］
  　社会式株スガ石釡

　〒026-0031 岩手県釡石市鈴子町147番地5
　TEL. 0193-22-3535
　E-mail  kgas@kamaishigas.co.jp  
　 ・ 応募用紙については、 釡石ガスのホーム
　　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］　2018年11月11日（日）  
[予 定 会 場］　 」メンラフ「 オジタスグンキック スガ岡盛
[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 索釡石ガス｜

[応募・お問い合わせ先］

[実技選考］

釡石ガス㈱ TEL. 0193-22-3535 　 FAX. 0193-22-3542
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
（一社）岩手県高圧ガス保安協会 
　　　　　TEL. 019-623-6471 　 FAX. 019-654-2388

※クオカードは10月中旬の発送となります。

ご応募いただいた方には、ご応募いただいた方には、もれなく

クオカード（5００円分）を
プレゼント！！
クオカード（5００円分）を
プレゼント！！





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

応募締切  2018年9月20日(木)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

※学校へ提出の場合は記入不要です。

※学校へ提出の場合は記入不要です。

本応募用紙に必要事項をご記入のうえ切り取り、お料理の写真を貼付けまたは同封してご応募ください。
りりょうときにゅうきこうじようひつしようぼおうほん ぼおうふうどうつはりしんしゃ
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検 索盛岡ガス｜

●左記の応募用紙をキリトリ線で切り取ってご活用ください。

●多数応募するときなどは、応募用紙をコピーしてお使いください。※書ききれない場合は、他の用紙にお書きいただいても結構です。

●応募用紙は盛岡ガスのホームページからもダウンロード可能です。


