平 成 ２ ８年 ７ 月２ １日
～美ら島の未来を拓く～
沖 縄 総 合 事 務 局
ちゅ

くゎっち～さびら！「美ら食」 in Summer
～食イベント開催のお知らせ～
くゎっちーさびら：沖縄の方言で、
「いただきます」の意味
美ら食：沖縄の食材を中心とした食

沖縄総合事務局、農林水産省では、食育における実践の環（わ）を広げるとともに、地域の農
林水産物の魅力を発信し、その消費拡大を推進することを目的に、８月の期間、以下のとおり食
に関する３つのイベントを開催します。
食育、地産地消について参加型で楽しみながら学べるイベントもありますので、この機会に子
ども達、ご家族の食について考えてみませんか。たくさんのご来場をお待ちしております。

１．わくわく親子食育フェスティバル

in ライカム

主催：沖縄総合事務局
日時：８月５日（金）10:00～14:00
場所：イオンモールライカム店３階イベント広場
（北中城村アワセ土地区画整理事業区域内４街区）

食育ＳＡＴ（サット）システム

内容：国民の食育に対する理解を深め、食育推進活動への積極的な参加を促すことを目的に、
夏休み期間中の子ども（親子）を対象とした、食育ＳＡＴ（サット）システム体験のほか、
野菜名前あてクイズ、食育ミニ講座、パネル展示等を行います。親子で気軽に参加できる
内容となっておりますので、是非ご来場ください。
＊食育ＳＡＴシステムとは：フードサンプルをトレイに載せると栄養バランスチェックが体験できるシステム

２．～広めよう地産地消、届けようティーダ（太陽）の恵み～シークヮーサーＤＡＹ
主催：農林水産省、株式会社ぐるなび
日時：８月 12 日（金）、13 日（土）10:00～18:00
ステージイベント：12 日（金）11:00～13:00
場所：那覇空港２階エスカレーター前イベント広場
（那覇市鏡水 150）
内容：国産農林水産物・食品に対する消費者の理解や信頼を高める取組の一環として、沖縄県
産シークヮーサーの魅力を知ってもらうことを目的に、県内野菜ソムリエがレシピ開発し
た試食品を提供するほか、シークヮーサーに関するクイズ・パネル展示を行います。
また、12 日の開会セレモニーでは、県出身でお笑い芸人のパッション屋良氏の司会のも
と当イベントを盛り上げていきます。
この機会に、シークヮーサーについて知識を深めましょう。

３．ご当地！絶品 うまいもん甲子園
甲子園

沖縄エリア予選

主催：農林水産省、一般社団法人
一般社団法人 全国食の甲子園協会
日時：８月 27 日（土）12:00
00～15:00
場所：おきでん那覇ビル（那覇市旭町
那覇市旭町 114－4）
内容：農林水産業及び食品産業
食品産業の発展を図り、地域活性化に資する取組の
の一環として、
「若者が
食べたくなる絶品グルメ
グルメ！」をテーマとした高校生のレシピ開発コンテスト
コンテストを開催します。
事前の書類審査によって
によって選ばれた５チームが、沖縄エリア予選において
において、各自考案した
レシピを実際に調理し、
、審査員に向けて熱い想いや動機などを発表します
します。エリア予選で
選ばれる上位１チームは
１チームは、東京都で開催される全国大会へ出場するこ
こととなっています。
【沖縄エリア予選出場校
予選出場校（書類審査選定校）】
・沖縄工業高等学校「
「南の島から麺ソーレ！！」
・首里高等学校「ＪＴ
「ＪＴバーガー」
・中部農林高等高校「
「うちな～海の幸山の幸ゴロっと和ふぅ↑↑キッシュ
ふぅ↑↑キッシュ」
・八重山農林高等学校
八重山農林高等学校「コラーゲンたっぷり回鍋肉丼」
・宮古総合実業高等学校
宮古総合実業高等学校「Uh～米ぷからすバーガー～味噌仕立て～」
～」
＊詳細は、以下ＨＰをご
をご覧ください。
【うまいもん甲子園ＨＰ】
ＨＰ】
http://umaimonkoshien.com/

【問い合わせ先】
１．わくわく親子食育フェスティバル
フェスティバル in ライカム
内閣府沖縄総合事務局
内閣府沖縄総合事務局農林水産部食料産業課
担当者：新垣、海勢頭
海勢頭、砂川
TEL：098-866-1673
FAX：098-860-1179
２．～広めよう地産地消、
、届けようティーダ（太陽）の恵み～シークヮーサー
シークヮーサーＤＡＹ
株式会社ぐるなび沖縄営業所
沖縄営業所 担当者：添石
TEL：098-951-3913
FAX：098-864-2075
３．ご当地！絶品 うまいもん甲子園
うまいもん
沖縄エリア予選
ＪＴＢ沖縄 交流事業部営業開発第２課
交流事業部営業開発第
地域交流推進グループ 担当者：井川
TEL：098-860-7704
FAX：098-861-1308

2016年7月20日
一般社団法人全国食の甲子園協会

第５回「うまいもん甲子園」エリア選抜大会進出校が決定！
～特別復興企画として熊本県から必ず1校決勝大会へ～

この度、農林水産省と一般社団法人全国食の甲子園協会が主催しております
「ご当地！絶品うまいもん甲子園」の第５回大会におけるエリア選抜大会を開催いたします。
本年は全国の高校を対象に、応募があった124校・388チームより書類選考を通過した45チームが
全国9エリアの会場に集結します。
エリア選抜大会では料理コンテスト形式として審査員による試食とプレゼンテーション審査を行い、
勝ち上がったチームは、11月4日（金）に東京で開催する決勝大会に出場いたします。
決勝大会進出をかけ、料理のおいしさはもちろん、高校生らしいアイデアや熱いプレゼンテーションが
繰り広げられますので、ぜひご取材いただけると幸いです。

熊本応援企画「熊本単独選抜大会」開催
第5回大会では、熊本地震で被災した高校生への応援企画として、
特別復興支援「熊本県単独選抜大会」を実施します。
熊本県から必ず１チームが１１月に行われる決勝大会へ進出いたします。
復興支援にむけた高校生の想いが詰まったフードバトルが始まります。

ご当地！絶品うまいもん甲子園大会概要
【主催】 農林水産省 一般社団法人全国食の甲子園協会
【テーマ】 ご当地の食材を使った、若者が食べたくなる絶品グルメ
【内容】
オリジナルレシピの開発と調理・プレゼンテーションで競う料理コンテスト
【スケジュール】
1.エリア選抜 日程：8月2日〜8月30日 場所：全国9エリア
2.特別調理研修 日程：9月1日〜10月31日
3.決勝大会 日程：11月4日（金） 場所：東京都内キッチンスタジオ
4.実売イベント 日程：11月5日（土）・6日（日）

第5回 ご当地！絶品うまいもん甲子園 エリア選抜出場校＆メニュー
■北海道選抜大会
・北海道帯広南商業高校「もっち巻き」
・北海道厚岸翔洋高等学校「あっぱお！！」
・北海道札幌東商業高等学校「ラムスバーガー」
・北海道富良野緑峰高等学校「スフレチーズカレードリア」
・北海道美幌高等学校 「豚カラトマトパスタ」
■東北エリア選抜大会
・青森県立柏木農業高等学校「青森発 おからこんにゃくバーガー」
・盛岡誠桜高等学校「ひんやり！もっちり！冷麺パスタ」
・宮城県水産高等学校「あさりの炊き込みご飯ver.和風あんかけオムライス」
・山形県立左沢高等学校「辛っとツルツル冷やしだしラーメン」
・福島県立小野高等学校「美女伝説到来‼ミネラル野菜とチキンで満腹 チキベジパン」
■関東甲信越エリア選抜大会
・新潟県立新発田農業高等学校「NTF(Niigata's ツイスター ～フレッシュ野菜と共に～）」
・栃木県立宇都宮白楊高等学校「彩りぎょうざバーガー」
・桐生市立商業高等学校「サラダケーキ」
・都立農芸高等学校「満員大根バーガー」
・神奈川県立横浜緑園総合高等学校「KVHS(神奈川ベジタブルホットサンド Kanagawa Vegetable Hot Sand）」
■東海北陸エリア選抜大会
・福井県立奥越明成高等学校「鶏肉とまいたけの甘辛おにぎり」
・岐阜県立加茂農林高等学校「柿食った豚が成るなりローゼル丼」
・愛知県立瀬戸窯業高等学校「肉みそ混ぜきしめん（乾めん）」
・静岡県立焼津水産高等学校「アイゴンマン～焼津の海を守るヒーロー～」
・三重県立四日市農芸高等学校「三美都（さみっと）さんど」
■近畿エリア選抜大会
・滋賀県立湖南農業高等学校「愛彩菜のかき揚げバーガー」
・和歌山県立神島高等学校「紀州うめどりの親子バーガー～カリカリ梅のタルタルソースを添えて～」
・京都府立桂高等学校「京のおいしさギュ！っとパフェ」
・兵庫県立洲本実業高等学校「淡路の真珠」
・大阪市立鶴見商業高等学校「Fritatad' OSAKA」
■中国四国エリア選抜大会
・島根県立隠岐水産高等学校「塩辛ポテトと闘牛イカリングバーガー」
・岡山県立総社高等学校「まるでパフェ⁉ピリ辛ジャージャー麺」
・広島県立西条農業高等学校「豚でもなくうまい‼広島れごまベーグルの豚とんサンド」
・愛媛県立宇和島水産高等学校「スマイル☺らーめん」
・高知県立安芸桜ヶ丘高等学校「黄金スープの土佐ジローラーメン」
■九州エリア選抜大会
・大分県立三重総合高等学校「ごま油香る鶏愛丼」
・福岡県大和青藍高等学校「もっクリームちゃんぽん」
・長崎県瓊浦高等学校「ウドリア」
・佐賀県立唐津南高等学校「ふるさと活性イカタルト」
・鹿児島城西高等学校「さつまのみのちゃん」
■熊本選抜大会（特別復興支援企画）
・熊本県慶誠高等学校「ガツンと！あか牛・熊本まるごとバーガー～（復興支援頑張るぞ）」
・熊本県慶誠高等学校「トマさん」
・熊本県立鹿本農業高等学校「やまがーる（山鹿+農業女子）キーマカレー」
・熊本県立八代農業高等学校「熊本のぴりっと辛い ショウガ姉ちゃんのこだわりカレーパン」
・熊本県立阿蘇中央高等学校「赤牛巻き寿司」
■沖縄選抜大会
・沖縄県立沖縄工業高等学校「南の島から麺ソーレ！！」
・沖縄県立首里高等学校「ＪＴバーガー」
・沖縄県立中部農林高等学校「うちな～海の幸山の幸ゴロっと和ふぅ↑↑キッシュ」
・沖縄県立八重山農林高等学校「コラーゲンたっぷり回鍋肉丼」
・沖縄県立宮古総合高等学校「Uｈ~米ぷからすバーガー～味噌仕立て～」

全エリア選抜大会概要
【期間】 2016年8月2日（火）～8月30日（火）期間中下記エリアで開催
【時間】 12：00～14：30
【関東甲信越エリア選抜大会】
日程：８/２（火）
会場：大東ガス（埼玉県富士見市）「プラチナム富士見」
住所：埼玉県富士見市西みずほ台1-2-7
【東海北陸エリア選抜大会】
日程：８/５（金）
会場：東邦ガス（愛知県名古屋市）「リベナス今池」
住所：名古屋市千種区今池1-8-8 今池ガスビル4F
【北海道選抜大会】
日程：８/８（月）
会場：北海道ガス（北海道札幌市）「SAGATIK」
住所：札幌市中央区北1条東4丁目 サッポロファクトリー 1条館3F
【東北エリア選抜大会】
日程：８/１２（金）
会場：仙台ガス市局（宮城県仙台市）「ガスサロン」
住所：仙台市青葉区中央2-10-24
【近畿エリア選抜大会】
日程：８/１８（木）
会場：大阪ガス（大阪府大阪市）「ハグミュージアム」
住所：大阪市西区千代崎3丁目南2番59号
【中国四国エリア選抜大会】
日程：８/２５（木）
会場：広島ガス（広島県広島市）「ガストピアセンター」
住所：広島市中区南竹屋町1-30
【九州エリア選抜大会】
日程：８/２６（金）
会場：西部ガス（福岡県北九州市）
「西部ガス八幡ショールーム」
住所：北九州市八幡西区岸の浦1-1-1
【沖縄県選抜大会】
日程：８/２７（土）
会場：沖縄電力（沖縄県那覇市）「カエルぴあ なは」
住所：那覇市旭町114−4 おきでん那覇ビル2F
【熊本県選抜大会】
日程：８/３０（火）
会場：西部ガス（熊本県熊本市）
「西部ガスショールームヒナタ熊本」
住所：熊本市中央区安政町1-26日吉屋ビル2・3F

【参加者】
エリア別5チーム
各3名1チームの高校生が参加
【内容】
１．調理
２．試食
３．プレゼンテーション
【タイムテーブル】
11：00〜11：45 メディア受付
12：00〜 開会式
12：30〜 調理開始（各校30分）
13：00〜 プレゼン（各校5分）
13：45〜 審査（各校5分）
14：00〜 閉会式 ※決勝大会進出校の発表
14：15〜 撮影会 取材対応
14：30〜 終了

各エリア選抜大会終了後に決勝大会に進出するエリア代表１校を発表いたします。

うまいもん甲子園エリア選抜大会 取材参加申込書
申込期間：7月20日（水）〜8月29日（月）
★担当：一般社団法人全国食の甲子園協会 田中（たなか）
携帯：080−4159−1981
FAX返信先：03−5485−8095 TEL：03−6450−5846
お名前

貴社名

媒体名

人数
撮影方法

電話番号

□ スチール

□ ムービー
FAX番号

E-Mail

取材エリア

掲載日時

ご出欠につきまして、本申込用紙に必要事項をご記入の上、
所定のFAX（03-5485-8095）またはE-MAIL (info@s-koshien.jp)宛に
ご返送賜りますようお願い申し上げます。
選抜大会当日は11：00よりメディア受付を開始いたしますので、
11：45までに各会場へお越し頂ければ幸いです。
尚、誠にお手数ですが、当日は本状をご持参下さいますようお願い申し上げます。

