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新潟県大会は
2010年11月7日（日）

ABC Cooking Studio
(新潟市中央区万代シテイ)

にて開催 ！

詳しくはホームページを
ご覧ください。  または  食育ウィズガス   で検索

全国大会 主催：
ウィズガスCLUBを構成する4団体　●（社）住宅生産団体連合会 ● キッチン・バス工業会
●（社）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）

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「食育推進会議」
委員。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。藍授褒
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

わが家のおいしいごはん
や

～家族で一緒に作ろう、うちの自慢メニュー～

今回の募集テーマ

http://www.gas.or.jp/shokuiku/

新潟県大会主催： 新潟県ガス協会/（社）新潟県エルピーガス協会/（社）日本簡易ガス協会新潟県支部
新潟県大会後援： 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/新潟県/新潟県教育委員会/
 （社）新潟県栄養士会/キッズキッチン協会新潟支部/スローフード･にいがた/新潟県料理学校協会/
 にいがた製菓･調理師専門学校えぷろん/株式会社 ＡＢＣ Ｃooking Ｓtudio/
 新潟日報社/ＢＳＮ新潟放送/ＮＳＴ/ＴeＮＹテレビ新潟/ＵＸ新潟テレビ２１

!
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新潟県大会
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参加親子大募集
応募締切

ぜひご応募
ください

2010年9月8日（水）

■お料理についてお書きください。

お料理の名前 品数：　　　品

材料と分量（4人分）
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※オリジナル「わが家のおいしいごはん」の名前をおしえてね！

応募締切り2010年9月8日(水)当日消印有効応募用紙
おう　  ぼ     よう     し

※コピー可

き
り
と
り
線

応募条件を満たしている
応募者全員に図書カード
（500円分）をプレゼント！



E-MAILアドレス
(お持ちの方)

ご利用のガス会社
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でき上がりの写真または絵（料理の仕上がり具合や盛り付け方などのイメージを写真か絵で）
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■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。

や ざいりょう

わが家ならではの工夫（材料や作り方で工夫したポイントなど）
つく かたく　 ふう く　 ふう

家族みんなでお料理すると、楽しい会話が弾みます。家族みんなで食べると、テーブルはおいしい笑顔に包まれます。
そんな、コミュニケーションが広がる、わが家の“自慢のメニュー”を教えてください。たくさんのチャレンジお待ち
しています。まずはレシピをエントリーすればＯＫ！  書類選考のうえ、通過チームにて実技選考を行います。

［開 催 概 要］ 

［開　 催　 日］ 2011年1月30日(日)
［会　        場］ 東京ガス 新宿ショールーム

［全国大会 賞］

［選  考  方  法］ 実技審査
［審査委員長］ 服部  幸應

[実技選考開催日］
2010年11月7日(日)
[実技選考方法］
親子のチームワーク・おいしさ・わが家ならではの工夫・
ガスならではの調理方法を審査のポイントといたします。

[実技選考会場］
ＡＢＣ Ｃooking Studio　新潟ビルボードプレイススタジオ
（住所：新潟市中央区八千代２-１-２　万代シテイ  ビルボードプレイス３Ｆ）

[新潟県大会  賞］（下記は賞品等の例）
優　勝：5万円分のギフトカードと記念盾
準優勝：3万円分のギフトカードと記念盾
3　 位：1万円分のギフトカードと記念盾
参加賞：5干円分の図書カード

[審査員］
・東日本料理学校協会副会長・・・・・・・・・・・・・・・更科  紘圀 氏
・イタリア軒総料理長・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・近藤  　隆 氏
・新潟県福祉保健部健康対策課 健康食育推進係・・・・・関　  芳美 氏
新潟県大会主催： 新潟県ガス協会/（社）新潟県エルピーガス協会/
 （社）日本簡易ガス協会新潟県支部
新潟県大会後援： 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/
 新潟県/新潟県教育委員会/（社）新潟県栄養士会/
 キッズキッチン協会新潟支部/スローフード･にいがた/
 新潟県料理学校協会/にいがた製菓･調理師専門学校えぷろん/
 株式会社 ＡＢＣ Ｃooking Ｓtudio/新潟日報社/ＢＳＮ新潟放送/
 ＮＳＴ/ＴeＮＹテレビ新潟/ＵＸ新潟テレビ２１ 

新潟県大会
開催概要

関東中央
ブロック大会

全国大会

服部栄養専門学校校長

［開催概要］ 
各地区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、全国8ブロックの代表
14チームが全国大会へ出場していた
だきます。
［開催日］ 2010年１１月２１日（日）
［会 　場］ 東京ガス 新宿ショールーム　
　　　　　　　（住所：東京都新宿区西新宿3-7-13
　　　　　　　　　　　　　　新宿パークタワービル別館）

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・お問い合わせ先　　
全国親子クッキングコンテスト新潟県大会事務局
〒950-8448 新潟市中央区東大通1-2-23  北陸ガス㈱内

TEL：025-245-2217   FAX：025-245-3050
（受付時間：１０：００～１７：３０）

E-mail nhonma＠hokurikugas.co.jp

新潟県大会優勝チームが
関東中央ブロック大会に出場

11月2日はキッチン・バスの日11月2日はキッチン・バスの日第6回「台所・お風呂の川柳」大募集
～家庭文化のありようを家族みんなで考えよう～　募集期間●2010年5月1日（土）～8月15日（日）

詳しくはキッチン・バス工業会ホームページ www.kitchen-bath.jp/

こちらも
募集中

※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。

新潟県大会の優勝チームが、関東中央ブ
ロック大会へ出場いただけます。関東中央
ブロック大会の上位チームが、全国大会へ
の切符を手にします。

[募集テーマ］
「わが家のおいしいごはん」
～家族で一緒に作ろう、うちの自慢メニュー～

[参加資格］
新潟県在住の親（保護者）と子（小学1～6年生）の2名1組

[調理の条件等］
・食  材  費：2,000円以内（4人分）
・調理時間：60分（盛り付け時間を除く）
※レシピは未発表のもので、ガスならではの調理方法を活用してください。
※品数の制約はありません。※自宅での下準備･下ごしらえは不可
※実技は秋に行われます。季節の食材を考慮の上レシピをお考えください。

[応募方法］
本書より応募用紙を切り取り封筒に入れ、応募先までお送
りください。
※応募用紙は、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所属するものとし、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。

[応募受付期間］
2010年6月19日（土）～9月8日（水） 当日消印有効

[選考方法］
応募用紙にて、厳正なる審査の上、10チームを選出。
書類選考通過チームには実技選考にご出場いただき
ます。
※審査結果は、１０月初旬頃、図書カードの発送と共にお知らせいたします。

 （東京都新宿区西新宿3-7-13 
   新宿パークタワービル別館）

！！

 ウィズガスＣＬＵＢ賞◎賞金10万円&「食材のルーツを親子でたどる旅2泊3日」（20万円相当）
 住宅生産団体連合会賞◎賞金5万円&「旬な食材詰め合わせセット」（2万円相当）
 キッチン・バス工業会賞◎賞金5万円&「旬な食材詰め合わせセット」（2万円相当）
 日本ガス石油機器工業会賞◎賞金5万円&「旬な食材詰め合わせセット」（2万円相当）
 敢闘賞◎ギフト券（1万円分）    全国約50万店以上でご利用いただけます。

全国大会
2011年

1月30日（日）

関東中央
ブロック大会
11月21日（日）

新潟県
大会

11月7日（日）

参加者募集！
応募締切
9月8日（水）

代表1チームが関東中央
ブロック大会に出場！

全国のブロック大会代表14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。




