
ふ り が な

●下記の各項目にもれなくご記入の上、完成した料理の写真を添えてご応募ください。

お　名　前
な ま　え 年齢　　歳

ね　ん

※日中に繋がるご連絡先の電話番号をご記入ください。

れ　い さ　い

男 ・ 女
おとこ おんな

はい ・ いいえ

学　校　名
こ　うが　っ め　い

小　学　校
こ　うが　っしょう

年　生
せ　いね　ん

立
り　つ

料　理　名
りりょう め　い

☆今後、「食」や「農」に関する情報やイベントのご案内をさしあげてもよろしいですか。
しょくこ　ん ご の　う か　ん じょう ほ　う あ　ん な　い

材料（4人分）
に　んざ　い りょう ぶ　ん

材料のうち、いるま野管内で採れた食材は何ですか？
のざ　い りょう しょく な　んざ　いか　ん な　い と

作　り　方
つ　く か　た

調 理 時 間
ちょう り じ か　ん

約　　　　　分
や　く ふ　ん

※箇条書きで
　わかりやすく

か がじょう

おうちの方がお手伝い
するところには赤線を
引いてください。

かた

ひ

あか  せん

て　 つだ

この料理の
アピールポイント

りょう り

材　料　名
ざ　い りょう め　い

分　量
ぶ　ん りょう

材　料　名
ざ　い りょう め　い

分　量
ぶ　ん りょう

電話番号
わ ば んで ん ご う

住　　　所
じゅう しょ

市
し

町
ま　ち
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■主　催／いるま野農業協同組合　　　■後　援／埼玉県教育委員会　JA埼玉県中央会　家の光協会　日本農業新聞　
■協　賛／女子栄養大学　　　　　　　　　　　　三富地域農業振興協議会

JAいるま野　旬の情報発信！！JAいるま野　旬の情報発信！！

JAいるま野直売所情報安心・安全な農作物

ＪＡいるま野管内小学生（１年生から６年生）
（川越市、所沢市、飯能市、狭山市、入間市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、
ふじみ野市、入間郡三芳町、入間郡毛呂山町、入間郡越生町の小学生）
※個人応募といたします。

優秀な作品には、賞状・賞品のほか、新鮮なＪＡいるま野産農畜産物等のプ
レゼントがあります。
 （応募者全員に参加賞をさしあげます。）

 最 優 秀 賞　 １名（賞状・副賞）
 優　秀　賞　 ２名（賞状・副賞）
 各　　　賞　 ６名（賞状・副賞）
 女子栄養大学学長賞　１名（賞状・副賞）

ＪＡいるま野広報誌、ホームページ上で発表します。

①応募書類は返却いたしません。また応募作品の著作権・所有権は主催者に帰属します。
②最終審査に進まれた方のお名前（フルネーム）・写真・レシピは、当JAのホームページ

や広報誌、新聞等で紹介させていただくことがあります。
③ご記入いただきました個人情報は、当コンクールの連絡及び運営に使用いたします。
④最優秀賞作品の内容によっては、JAいるま野農産物直売所内の惣菜コーナーで取扱

いできない場合や、販売する際に多少アレンジする事があります。

ＪＡいるま野総合企画部生活組織課「ＪＡいるま野こども料理コンクール」係
〒350-1105  埼玉県川越市今成2-29-4  ☎049-227-6325
ＪＡいるま野ホームページから応募用紙をダウンロードできます。
ホームページ　http://www.ja-irumano.or.jp
たくさんのご応募をお待ちしています！

書類審査でテーマに沿った内容のもの・作りやすさ・普及性・料理の工夫など
の総合点で入賞作品１０点程度を決定します。書類審査通過者には２月上旬頃
に事務局からご連絡いたします。

入賞者は最終審査で実際に４人分を調理していただき、審査します。
審査員は、当組合役員、女子栄養大学教授などがあたります。
［最終審査］　日時／令和２年２月２３日（日）　AM10:00～PM2:00（予定）
　　　　　　会場 ／女子栄養大学 坂戸キャンパス（坂戸市千代田）

①テーマ「ごはんに合うおいしいおかずやごはんを使った料理」
　地元の農畜産物を使った料理で、和食・中華・洋食等のジャンルは問いません。
　応募作品は地元の農畜産物を使った未発表のオリジナル作品に限ります。食材は、
　最終審査〈実技〉（２月下旬）に揃うものにしてください。
②調味料等は一般的なものとします。
③作る品数は１品とします。
④調理時間は子ども１人で概ね１時間以内とします。
⑤応募は複数可能です。
　応募数の制限はありませんが入選は１人１点とします。
⑥応募後のレシピの変更は原則認められませんので、予めご了承ください。

第14回 JAいるま野

こども料理
コンクール 応募用紙に必要事項を記入

し、料理の写真を添えて、下
記応募先まで郵送又はＪＡ
いるま野各支店にお持ちく
ださい。

応募用紙に必要事項を記入
し、料理の写真を添えて、下
記応募先まで郵送又はＪＡ
いるま野各支店にお持ちく
ださい。

令和2年

1/10金
まで（当日消印有効）

みんなは自分の住んでいる地域でどんな農産物・畜産物が作られているか知っているかな？
ＪＡいるま野では地元の野菜やお肉を使った料理を募集します。

「おうちではこうやって食べているよ」というレシピ（料理の作り方）をおしえてください。
おとうさんやおかあさん、家族のみなさんと一緒に考えてみてね。

応募すると参加賞
がもらえるよ‼
応募すると参加賞
がもらえるよ‼

最優秀賞に選ばれた料理は
JAいるま野農産物直売所で期間限定販売予定!!
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