
たじま農業協同組合

NEWS RELEASE 
令和 4 年 1月 24 日

新聞社 各位

広域合併 20 周年記念事業

第 3回たじまんまおにぎりコンテスト開催について

JAたじまは令和 3年 4月で広域合併 20周年を迎えました。20周年記念事業の一つとし

て、但馬産の食材を使った「おにぎり」を作って参加するコンテストを令和 3年度中に全 3
回計画しています。既に開催した第 1回・2回には計約 220件の応募がありました。つきま

しては、下記のとおり第 3回（最終回）を開催しますので紙面への掲載をお願いいたします。

記

募集期間 令和 4年 2月 1日（火）～28日（月）

応募資格 豊岡市・養父市・朝来市・香美町・新温泉町に在住の方

応募条件 但馬産のお米と食材をメインに使用したおにぎり

応募部門 我が家の定番おにぎり部門・アイデアおにぎり部門

応募方法 応募フォーム、Instagram、郵送、持ち込みのいずれか

賞  品 ・グランプリ 2名（各部門 1名）

但馬牛 2万円分+コウノトリ育むお米パックご飯（200g×24食）

   ・準グランプリ…4名（各部門 2名）

但馬牛 1万 2千円分+コウノトリ育むお米パックご飯（200g×24食）

・入賞…14名（各部門 7名）

但馬牛 7千円分+コウノトリ育むお米パックご飯（200g×3食）

※各賞に但馬のおいしいもの詰合せも進呈

特設サイト https://www.tajimanma-onigiri.jp/

コンテストの詳細は、添付のチラシをご覧ください。この件に関するお問い合わせは、JA
たじま総務企画部 経営企画課（TEL0796-22-7290）担当：黒田までお願いいたします。

以上

ニュースリリースの発信元

JAたじま生活福祉部地域ふれあい課 担当：長田

〒668-0051 兵庫県豊岡市九日市上町 550-1



JAたじまは持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。

2·28（月）

2022

しめきり

当日消印有効
とうじつけしいんゆうこう

お問い合わせ／たじまんま おにぎりコンテスト事務局　☎086-252-1717【受付時間】平日午前9時～午後4時（時間外は翌日受付）

詳しくはこちら
▼特設サイト豊岡市・養父市・朝来市・

香美町・新温泉町に在住の方
応募資格

応募条件 お米とメイン食材は但馬産を使用
●応募フォーム ／ ●Instagram ／ ●郵送 ／ ●持ち込みのいずれか応募方法

部門は
２つ！

毎日食べたい 楽しく食べよう！

アイデアおにぎり部門我が家の定番おにぎり部門

賞　品

◆ 準グランプリ・・・４名（各部門２名）

◆ 入賞・・・・・・・・・・・１４名（各部門７名）

◆ グランプリ・・・・・・2名（各部門1名）
但馬牛2万円分・コウノトリ育むお米 パックご飯（200g×24食）

但馬牛1万2千円分・コウノトリ育むお米 パックご飯（200g×24食）

但馬牛7千円分・コウノトリ育むお米 パックご飯（200g×3食）

+
但馬の
おいしいもの
詰合せ
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但馬産食材を知って・使って・味わおう！

但馬産食材なら何でもOK!
お米と

メイン食材は
但馬産を
使ってね！

※写真はイメージです。

地産地消で
但馬を応援！

ちさん　　　ちしょう

おうえんたじま

但馬産食材を使ったお に ぎ り大募集！
し ょ くざい

つか
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但馬産食材を使った「おにぎり」の写真で応募！ 旬の食材を使ったおにぎりも大募集！
応募作品はJAたじまやたじまんまの活動内で有効活用させていただきます。

地域の皆さまのご参加をお待ちしております。

過去2回で

ご応募いただき
ました！

約220件
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寒い冬を乗り越える！こころも体も元気になるおにぎり♬
さむ ふゆ の こ からだ げんき

※おにぎりの写真は1回目の入賞作品です。



絶滅したコウノトリの野生復帰を果たした地、但馬。

JAたじまは「コウノトリとの約束」を胸に、農薬や化学肥料をできる限り使わない、人と自

然の共生を目指す「環境創造型農業」を推進しながら、世界基準での安全・安心の実現に

取り組んでいます。

また、ＪＡたじまは2021年4月で広域合併20周年。20周年記念事業の一つとして、但馬産の食材を使った「おにぎり」を

作って参加するコンテストを開催し、今回はその3回目です。本コンテストに参加することで、地域の方々が安全・安心な

但馬産のお米や旬の農産物を味わうきっかけとなり、但馬に生きることの喜びを実感していただけたら幸いです。

たじまんま おにぎりコンテスト 応募用紙 必要事項を記入した応募用紙と料理の完成写真を同封のうえ、郵送または持ち込みにてご応募ください。

〈キリトリ〉

ご応募の際は、下記の応募要項を必ずお読みください。
応募作品はJAたじまやたじまんまの活動内で有効活用させていただきます！

応募締切 2022年2月28日（月）※当日消印有効

結果発表 厳正なる審査の上決定し、JAたじまのホームページにて発表させていただき
ます。賞品の発送は2022年4月下旬頃を予定しています。

応募部門 我が家の定番おにぎり部門・アイデアおにぎり部門

応募条件
旬の食材大歓迎！自作のおにぎりの写真を用意する。
但馬産のお米と食材をメインに使用したおにぎり

応募資格 豊岡市・養父市・朝来市・香美町・新温泉町に在住の方

❶応募フォーム or ❷Instagramで応募

但馬産食材を知って・使って・味わおう！

※写真は複数枚可　※応募用紙以外の用紙でも受け付けます。

応 募 方 法 応募方法は4通り 応 募 要 項

※レシピの内容についてのお問い合わせに答えられる方の電話番号をご記入ください。※応募された作品は、JAたじまのホームページや広報誌、たじまんまのSNS等で紹介する場合がありますので予めご了承ください。
お名前の掲載をご希望されない場合はペンネームをご記入ください。

氏　名

ペンネーム

ふりがな 〒（　　　　　　　　　　）

歳

応募者

電話番号
（携帯電話可）

年　齢

住所

使用食材 レシピのアピールポイントや調理のポイント
お米（品種や銘柄）

メイン食材（旬の食材大歓迎！）
レシピタイトル

応募部門（どちらかにチェック□を入れてください）

□ アイデアおにぎり部門□ 我が家の定番おにぎり部門

＜注意事項＞・郵便料金は応募者のご負担となります。・お1人様何度でもご応募いただけますが、当選はお１人様１回のみとさせていただきます。・賞品の返品・交換は承れませんのでご了承ください。・賞品の発送先は
応募時にご記入いただいたご住所となります。・記入漏れや記入内容に不備がある場合、または応募者の住所、転居先が不明などで賞品がお送り出来ない場合、当選を無効にさせていただく場合がございます。・応募作品の
名前を含めたアイデアの諸権利については、主催するJAたじまに帰属するものとします。
＜個人情報の取り扱いについて＞・応募者の個人情報は、JAたじま（以下、当組合）が管理します。応募者の個人情報を応募者の同意なしに業務委託先以外の第三者に開示・提供することはありません。（法令等により開
示を求められた場合を除く）・ご応募いただいた個人情報の登録を拒否することは可能です。ただし、その際には本コンテストへのご応募は無効になります。・いただいた個人情報は、当組合が当選者への賞品の発送、本件に
関する諸連絡に利用するほか、商品やサービスの参考とするために個人を特定しない統計情報の形で利用させていただく場合があります。なお、いただいた個人情報は、当組合の個人情報保護方針に基づき安全かつ適切に
管理致します。詳しくは当組合の『個人情報保護方針』をご確認ください。https://www.ja-tajima.or.jp/introduction/privacy.html

cpinfo@tajimanma-onigiri.jp☎ 086-252-1717
【受付時間】平日午前9時～午後4時（時間外は翌日受付）

コンテストに関するお問い合わせ 《たじまんま おにぎりコンテスト事務局》
・こちらのメールアドレスでは応募は受け付けておりません。
・ドメイン指定受信の設定をされている方は左記からのメールを受け取るように設定してください。
・応募状況や審査結果等に関するお問い合わせにつきましてはお答えしかねますのでご了承ください。

❸郵送 or ❹持ち込みで応募

必要事項をご記入の上、使用した但馬産食材やアピールポイントが分かる
おにぎりの完成写真（複数枚可）とともに、郵送またはお持ち込みください。

❶郵便番号 ❷住所（番地、建物名等詳細にご記入ください）
❸氏名（ふりがな） ❹ペンネーム　❺年齢 ❻電話番号（携帯電話可）
❼応募部門（我が家の定番おにぎり部門・アイデアおにぎり部門）❽レシピタイトル
❾使用食材 ●レシピのアピールポイントや調理のポイントなど10

※応募された作品は、JAたじまのホームページや広報誌、たじまんまのSNS等で紹介する場合がありますの
で予めご了承ください。お名前の掲載をご希望されない場合はペンネームをご記入ください。 ※レシピの内
容についてのお問い合わせに答えられる方の電話番号をご記入ください。 ※お客様がご用意された市販
の封筒でご応募いただけます。 ※応募作品の返却はいたしません。予めご了承ください。 ※応募作品は、
応募者本人が調理し撮影したものであり、他の著作権や商標権を侵害しないものに限ります。

〒668-0051 兵庫県豊岡市九日市上町550-1 JAたじま内コンテスト事務局
「たじまんま おにぎりコンテスト」係

最寄りのJAたじま各支店窓口、たじまんま豊岡・和田山
＜持ち込み先＞

＜送付先＞

応募フォーム
はこちら

Instagram
はこちら

＜必要事項＞

賞　　品

+
但馬のおいしいもの詰合せ

○グランプリ・・・・・・・2名（各部門1名）
但馬牛2万円分＋コウノトリ育むお米 パックご飯（200g×24食）

○準グランプリ・・・・・4名（各部門2名）
但馬牛1万2千円分＋コウノトリ育むお米 パックご飯（200g×24食）

○入賞・・・・・・・・・・・・14名（各部門7名）
但馬牛7千円分＋コウノトリ育むお米 パックご飯（200g×3食）

応募方法

応募フォーム、Instagram、郵送、持ち込み
のいずれかよりご応募ください。
※応募された作品は、JAたじまのホームページや広報誌、たじまんまのSNS
等で紹介する場合がありますので予めご了承ください。
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