「えひめの美味しい原木乾しいたけを、もっと多くの方々に食べてもらいたい…！」
その想いから、消費者である皆様のおすすめの料理法を募集しました。
消費者おすすめの乾しいたけの“おいしい食べ方”で、
えひめ県産原木乾しいたけの美味しさを十分にご堪能ください！

開催日：令 和２年11月７日（土）
賞金
グランプリ
（１点 ）賞 金５ 万 円・賞 状

全 国 乾しい たけ 調 理 コン テスト出 場 権

準 グランプリ

（１点 ）賞 金

3 万 円・賞 状

① 書類 選 考：令 和２年10月23日（金）
主 催 者 が入 賞 作 品５点 を 選 考

②審

会

査：令 和２年11月７日（土）

場

入賞

1万 円・賞 状

（3 点 ）賞 金

日

審査
方法

程

松前総合文化センタ−

〒791-3120 伊予郡松前町筒井633
10：00〜10：30

開会式

10：30〜12：00

調理スタート

12：00〜13：00

試食・投票

13：10〜13：25

表彰式

13：25〜13：30

閉会式

★☆★☆★☆ この度は、一般審査員募集にご応募頂き誠にありがとうございます ☆★☆★☆★☆★

（１）スタッフがお料理を皆様にお配りします。 （２）お料理を全て配り終えたら、おひとつずつお召し上がりください。
（３）お料理の中で一番好きなものをお選びいただき、投票用紙に○を付けてください。 （４）スタッフが投票用紙を回収致します。

主催／愛 媛 県森 林組合連合 会

T EL : 0 8 9 - 9 6 3 - 410 0

乾しいたけ料理コンテスト
「愛媛県産原木乾しいたけ」の料理募集！

愛媛県は全国でも有数の原木乾しいたけの産地であるにも関わらず、その事実はあまり知
られていません。
せっかく作った愛媛の美味しい原木乾しいたけを、もっと多くの方々に食べて知ってもら
いたい！そのために、生産者である皆様のおすすめの料理法を募集いたします。
乾しいたけの“おいしい食べ方”を発信し、愛媛県産原木乾しいたけの消費拡大に繋げま
しょう！
【応募対象者】
・愛媛県産原木乾しいたけの生産者
・生産者連絡協議会
・椎茸女性部会
・愛媛県森林組合系統

……他乾しいたけ関係者

【料理条件】
・愛媛県産原木乾しいたけを使った料理
・1 時間以内に評価者 30 名に振る舞うことができる料理
（但し、下ごしらえ時間は含まない。）
【応募締切】
・令和２年 10 月 19 日（月）必着
【応募方法】
・応募用紙に所定事項を明記の上、持参、郵送、ＦＡＸもしくはメールでご応募ください。
・応募書類については返却致しません。
・１人何点でも応募可能です。
【所定事項】
・氏名（団体の場合は団体名と代表者名）
・住所
・連絡先
・料理名
・材料（４人分）
・料理のアピールポイント・調理時間

・作り方
・材料費（4 人分）

【審査】
①書類選考
令和２年 10 月 23 日（金）
※主催者が入賞作品 5 点を選考し、結果は文書にてお知らせ致します。
②試食審査
令和２年１１月７日（土）
（会
場） 松前町立松前総合文化センタ－
〒791-3120 愛媛県伊予郡松前町筒井 633
（所要時間） １時間
（審査基準） 乾しいたけの風味や食感を活かし、感じられる料理であること。
（審 査 員）
中村和憲先生（食文化・料理研究家/作曲家）
一般公募 20 名＋主催者 3 名 計 24 名
※試食審査にあたって、材料はご準備ください。
※試食に使用する原木乾しいたけは主催者側から提供出来ますのでご連絡下さい。
※当日使用するガスコンロ・電子レンジ等必要機材のみ主催側が準備致します。
【コンテストのスケジュール】
10：00～10：30
開会式
10：30～12：00
調理スタート
12：00～13：00
13：10～13：25
13：25～13：30

試食・投票
表彰式
閉会式

【賞】
・グランプリ（１点）
・準グランプリ（１点）
・入賞（３点）

賞状・賞金 5 万円・全国乾しいたけ調理コンテスト出場権
賞状・賞金 3 万円
賞状・賞金 1 万円

【その他】
・応募作品の一切の権利は主催者に帰属します。
【応募先・問い合わせ先】
愛媛県森林組合連合会 椎茸・購買センター
〒791-1121 愛媛県松山市中野町甲 139-9
TEL：089-963-4100 ／ FAX：089-963-4591
MAIL：uda-shinsaku@aimori.or.jp

宇田

乾しいたけ料理コンテスト
「愛媛県産原木乾しいたけ」の料理募集！

愛媛県は全国でも有数の原木乾しいたけの産地であるにも関わらず、その事実はあまり知
られていません。
愛媛の美味しい原木乾しいたけを、もっと多くの方々に食べて知ってもらいたい！そのた
めに、乾しいたけを使った皆様のおすすめの料理法を募集いたします。
乾しいたけの“おいしい食べ方”を発信し、愛媛県産原木乾しいたけの消費拡大に繋げま
しょう！
【応募対象者】
・愛媛県産原木乾しいたけを使った料理を幅広くアピ-ルして頂ける方
【料理条件】
・愛媛県産原木乾しいたけを使った料理
・1 時間以内に評価者 30 名に振る舞うことができる料理
（但し、下ごしらえ時間は含まない。）
【応募締切】
・令和２年 10 月 19 日（月）必着
【応募方法】
・応募用紙に所定事項を明記の上、持参、郵送、ＦＡＸもしくはメールでご応募ください。
・応募書類については返却致しません。
・１人何点でも応募可能です。
【所定事項】
・氏名（団体の場合は団体名と代表者名）
・住所
・連絡先
・料理名
・材料（４人分）

・作り方

・料理のアピールポイント・調理時間

・材料費（4 人分）

【審査】
①書類選考

令和２年１０月２３日（金）

※主催者が入賞作品 5 点を選考し、結果は文書にてお知らせ致します。
②試食審査
令和２年１１月７日（土）
（会
場） 松前町立松前総合文化センタ－
〒791-3120 愛媛県伊予郡松前町筒井 633
（所要時間） １時間
（審査基準） 乾しいたけの風味や食感を活かし、感じられる料理であること。
（審 査 員） 中村和憲先生（食文化・料理研究家/作曲家）
一般公募 20 名＋主催者 3 名 計 24 名
※試食審査にあたって、材料はご準備ください。
※当日使用するガスコンロ・電子レンジ等必要機材のみ主催側が準備致します。
【コンテストのスケジュール】
10：00～10：30
開会式
10：30～12：00
調理スタート（調理中は乾しいたけについての紹介等）
12：00～13：00
試食・投票
13：10～13：25
表彰式
13：25～13：30
閉会式
【賞】
・グランプリ（１点）
・準グランプリ（１点）
・入賞（３点）

賞状・賞金 5 万円・全国乾しいたけ調理コンテスト出場権
賞状・賞金 3 万円
賞状・賞金 1 万円

【その他】
・応募作品の一切の権利は主催者に帰属します。
【応募先・問い合わせ先】
愛媛県森林組合連合会 椎茸・購買センター
〒791-1121 愛媛県松山市中野町甲 139-9
TEL：089-963-4100 ／ FAX：089-963-4591
MAIL：uda-shinsaku@aimori.or.jp

宇田

愛媛県産原木乾しいたけ料理コンテスト
一般消費者審査員募集！
愛媛県は全国でも有数の原木乾しいたけの生産地であるにも関わらず、その事実はあまり
知られていません。また乾しいたけは嫌いなものランキングに名前が載る事もしばしば…。
乾しいたけの「美味しさ」を良く知っているのは実際に乾しいたけに関わっている方々で
あるとして、生産者や関連業者の皆様から「愛媛県産原木乾しいたけ」を美味しく食べるた
めの料理レシピを募集しました。
下記日程でその試食審査会を行いますので、乾しいたけが苦手な方も是非試食審査員にご
応募ください！
【日時・開催場所】
令和２年 11 月７日（土）10：00～13：30（受付開始時間 9：30～）
松前町立松前総合文センター 〒791-3120 愛媛県伊予郡松前町筒井 633
【応募人数】
先着 20 名様（※人数に達し次第、募集を終了させて頂きます。）
コロナウイルスの感染拡大防止の為、人数を制限する場合もございます。
【当日のスケジュール】
10：00～10：30
開会式
10：30～12：00
調理スタート（調理中は乾しいたけについての紹介等）
12：00～13：00
試食・投票
13：10～13：25
表彰式
13：25～13：30
閉会式
【審査方法】
すべてのお料理をご試食頂き、一番おいしいと感じたものに投票して頂きます。
【応募方法】
官制ハガキに応募者の人数・氏名・年齢・代表者の住所・連絡先をご記入の上、下記の応
募先までお申込みください。締切は 9 月 26 日必着分までといたします。
【応募先・問い合わせ先】
愛媛県森林組合連合会 椎茸・購買センター 宇田
〒791-1121 愛媛県松山市中野町甲 139-9
TEL：089-963-4100 ／ FAX：089-963-4591

愛媛県産原木乾しいたけ料理コンテスト

応募年月日

受付番号

令和２年

月

フリガナ

個人・団体

料理名

材

料

4 人 分
純使用料
目安量
（g） （小さじ、個）

作

り

方

【料理や食材のアピールポイント】

調理時間（目安）

分

材料費（4人分）
職業は、学生、主婦、会社員など簡潔に記載する事。作り方の欄が少ない場合は別紙記入可。
応募先
791-1121松山市中野町甲139-9
愛媛県森林組合連合会 椎茸・購買センター 担当者【宇田】
TEL 089-963-4100
FAX 089-963-4591

日

