
10大会スケジュール

山口県大会山口県大会参加チーム大募集!
2016年6月19日（日）より応募受付開始！

チー
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親子で

挑戦!!

まずは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、通過されたチームで実技選考を実施します。

山口県大会

http://www.gas.or.jp/shokuiku/ 検 索または詳しくはホームページをご覧ください。 食育ウィズガス

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
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9月16日（金）
2016年

応 募 締 切

ウィズガス全国親子クッキングコンテストはウィズガス全国親子クッキングコンテストは

のクッキングコンテスト*のクッキングコンテスト*
応募総数日本一

※“ユーロモニター調べ、*2013年に応募を受け付けた、
　調理の実技審査を伴うクッキングコンテストにおいて”

10月10日（祝・月）

下関・山口・防府・周南
地区大会

12月18日（日） 1月29日（日）

中国
地区大会

11月20日（日）

代表チームが
山口県大会に出場！

9月16日（金）

[実技選考開催日］

[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］

[山口県大会賞］

[審査員］

●応募・お問い合わせ先　　
山口合同ガス株式会社 体験ハウス ひまわり館
全国親子クッキングコンテスト係

[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］
山口県在住の親（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）

[調理の条件等］
・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）
※レシピは未発表のものにて応募してください。
※ガスならではの調理方法を活用してください。
※品数は3～5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10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。

[応募方法］
所定の応募用紙（本チラシの中面）を封筒に入れ、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、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］
2016年6月19日（日）～9月16日（金） 当日消印有効

[選考方法］
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、書類選考通過チームにのみご連絡いたします。

※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。

http://www.yamago-gas.co.jp　または　山口合同ガス　で検索
受付時間：10：00～18：00（水曜日/休業日）

1.各地区大会　10月10日（祝・月） 
2.山口県大会　11月20日（日）

・料理教室講師　他

下関地区
山口地区

083-222-8000
083-933-0880

防府地区
周南地区

0835-22-0026
0834-28-6000

［各地区大会］
下関・山口・防府・周南地区大会
10月10日（祝・月）山口合同ガス㈱
下関料理教室／山口料理教室／防府料理教室／周南料理教室

［山口県大会］
11月20日（日）山口合同ガス㈱　山口料理教室

※詳細は、書類選考通過チームにご連絡いたします。

※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
　あらかじめご了承ください。

※詳細は、各地区大会通過チームにご連絡いたします。

1.各地区大会（下関・山口・防府・周南）
予選通過：図書カード3,000円分
敢闘賞：図書カード2,000円分

2.山口県大会
優　勝：商品券20,000円分
準優勝：商品券10,000円分
敢闘賞：商品券5,000円分

各地区大会の優勝チームが、ブロック大会へ出場いただけます。各ブロック大会の上位チームが、全国大会
（東京）への切符を手にします。まずはレシピを応募して書類選考のうえ、通過チームにて実技選考を行います。山口県大会

［開 催 概 要］ 

［開　 催　 日］ 2017年1月29日(日)
［実技選考会場］ 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〈はっとり　ゆきお〉

［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、1チーム（予定）
が全国大会へ出場していただきま
す。

［開催日］ 2016年12月18日(日)
［会　場］ 広島ガス  ガストピアセンター
　　　　　　　  （住所：広島市中区南竹屋町1-30）

山口県大会優勝チームが
中国ブロック大会に出場!

地区大会を勝ち抜いた親子が、全国から大集合します!

※ギフト券は全国約50万店以上でご利用いただけます。

 （東京都新宿区西新宿3-7-13  新宿パークタワービル別館）

※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／「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）

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。

中国ブロック大会 全国大会

山口県大会主催 : ウィズガス全国親子クッキングコンテスト 山口地区大会実行委員会　山口県大会後援 ： 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／
　　　　　　　　株式会社ABC Cooking Studio
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 
　　　　　　　　　　　　　　　   ● 日本ガス体エネルギー普及促進協議会（コラボ）
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E-MAILアドレス
(お持ちの方)

■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）

ご利用のガス会社
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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2016年9月16日(金)当日消印有効応募用紙
おう　  ぼ     よう     し

■ご応募される方についてお書きください。

ご記入いただきました個人情報につきましては、コンテストのＰＲ及び実施にのみ利用させていただきます。

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

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（　　　　　　　　　　　　）

（　　　 ）

小学校

フリガナ

本コンテストをどこでお知りになりましたか？ 該当するものを○で囲ってください。

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。　※複数組が応募するときなど、この応募用紙をコピーしてお使いください。

※コピー可

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）
く　ふうつく かたく　ふう10
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