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はじめに 〜ご挨拶〜 

 

 2003 年より隔年で開催してきた本大会も第８回大会を数えることとなりました。

横浜のパン・菓子製造にかかわる関係者の小さな集まりの、小さな一言から始ま

ったこの大会を、途絶えることなく開催させてきたエネルギーはどこから生じた

のでしょう？第８回大会の実行委員会が開かれようとしているその時に、そんな

疑問が頭をよぎりました。 

 

 メロディはたくさんの音の連なりです。音は一つでは意味を持ちません。音と

音、それは音が途切れる「休止符」も含めて、「連なる」ことで初めてメロディ

としてひとの心を動かします。「ひと」も同じなのではないでしょうか？生まれ

たとき、わたしたちは誰一人として自分の名前を知りません。この世界のどんな

人も、誰かに名付けられ、その名を呼びかけられることで、名付けられた自分を

「わたし」として認識していきます。「音」が一つでは何も生まないように、

「ひと」もまた、たった一人では自分が誰かということすら判らない、ひとから

名付けられ、「ひと」と連なり、つながって社会を構成し、意味をもつ存在にな

っていくのだと思います。 

  

 この大会を途絶えることなく開催させてきたエネルギーは、わたしたちとこの

大会に参加してくる皆さんとの「連なり」だということ、この「連なり」こそ失

ってはならない大切なものなのだとあらためて強く感じています。この「連なり」

を持ち続ける、広げていく、ということは、年齢や男女の差、障害の有無にかか

わりなく、誰もが同じ重さで負っている責務なのだとわたしたちは考えます。こ

の大会がこうした「連なり」で続いていくように、この世の中も連なりを断ち切

ろうとするものに抗い、「連なり」「つながっていく」ことが今何よりも大事な

ことではないかと思います。 

こうした想いをもって、わたしたちは『第８回 チャレンジド カップ』でみ

なさんと出会い、たくさんの「連なり」を確かめ合いたい、パンや菓子をつくる

楽しさや喜びを共に味わいたいと思っています。 

また、前回大会に続き、本大会も横浜市の友好都市である上海より１チームが

参加する予定です。交流の輪が広がるチャンスです。たくさんのみなさんのご応

募をお待ちしております。 

 

 

第８回 チャレンジド カップ～夢のパン・菓子コンテスト～ 

 

 実行委員会委員長 成田 真由美 
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⑴大会スケジュール 

★ 応募受付 ２０１７年７月２４日（月）～８月３１日（木）（消印有効） 

 

★ 第一次審査(書類審査) 

      ２０１７年９月６日（水） 於 （株）櫛澤電機製作所   

 

★ 第二次審査(製品審査) 

      ２０１７年１０月５日（木）於  ファール ニエンテ  

 

★ 決勝大会 (製造工程及び製品審査)                    

      ２０１７年１２月９日（土）於 国際フード製菓専門学校 

 

 主 催 

第８回チャレンジド カップ実行委員会  特定非営利活動法人ＮＧＢＣ 

 

 後 援 

●国際フード製菓専門学校  

●特定非営利活動法人 日本セルプセンター 

 

 大会実行委員会委員長 成田 真由美 

 審査委員（順不同）   

山本 敬三     パンステージ プロローグ 

箕輪 喜彦     ㈱リトルハピネス 

甲田 幹夫     ルヴァン 

宮田 章三     Baking Instructor     

片山 悟      ベイヤー 

渡邉 政子     パン愛好家 

栄徳 剛      ブラフベーカリー 

陳  澤禎     ベーカリーアドバイザー Ｉｎ Ｃｈｉｎａ  

ひのようこ     NPO 法人 こんがりパンだ 

北村 修      国際フード製菓専門学校講師 以上 パン部門審査員 

 

横溝 春雄     リリエンベルグ 

中村 逸平     ラ・テール洋菓子店 

樋口 保男     明治の館 

三宅 清      パナデリア 

木村 さちこ    お菓子研究家 

本行 恵子     フードライター 

国際フード製菓専門学校講師   

以上 菓子部門 審査員 
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⑹審査方法 

●第一次審査 ：書類審査     

指定応募用紙に記載し、応募作品の写真(全体及び断面)を貼付して応募 

 

●第二次審査 ：製品審査 

・作品自体を審査し、決勝大会進出作品を決定する。 

なお、決勝大会に進出できなかった応募作品には、審査員の講評を送る。 

・決勝大会はパン部門・菓子部門とも８チームを選出する。 

 作品の送付先は第一次審査通過チームに通知します。 

 

●決勝大会  製造工程及び製品審査 

大会会場にて決勝進出チームが作品を製造し、その工程及び製品の出来を各審査員が 

審査し大賞以下各賞を選出する。 

 

⑺各 賞  パン部門・菓子部門とも同じ 

・大賞        

・銀賞 

・銅賞 

・審査員特別賞 

・敢闘賞 

・努力賞 

・アイデア賞 

・チームワーク賞 

 

 

※参加資格 

・パン・菓子製造を作業として活動している障がい者就労支援事業所(特別支援学校を

含)の利用者と職員（★詳細は制作規程参照） 

・パン部門と菓子部門の２部門とし１施設１チーム１部門への参加とする。 

※なお、これまでの大会の応募作品による出場は不可とする。 

 

⑻対象作品 

●パン部門:小麦粉等とイーストなどの酵母を使用していること 

●菓子部門:小麦粉等を使用していること 

 ※「米粉」を使っての製品も可とする。 
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⑼参加人数について 

１チームの最低人数（会場内にいて製造に携わる人員）を４名とする。 

１チームの最大人数（会場内にいて製造に携わる人員）は６名とし、利用者と支援員の

比率は以下のいずれかとする。 

 利用者５：支援員１      利用者６：支援員０ 

 利用者４：支援員１      利用者５：支援員０ 

 利用者３：支援員１      利用者４：支援員０ 

 作業の補助や指示をする職員を支援員とみなします。 

 支援員「０」のチームはアクシデント時のみ対応する職員１名を 

 会場内に配置してください。 

 なお、少しでも多くのひとが大会に参加することを大事に考え、製造過程での利用者 

の交代を認めます。交替は１チーム３回までとします。 

 

⑽旅費支援について 

旅費支援は以下のとおりとする。 

① 参加利用者全員の旅費を支援する。 

   ただし、神奈川県、東京都からの参加チームは支援なし。 

 

② 公共交通機関の運賃、車の場合の通行料金、及びガソリン代（１Km 当たり 30 円と計

算）を支給する。 

 

③ 参加利用者が所持する障害者手帳等により利用できる公共交通機関及び通行料金の 

割引制度はすべて利用することを条件とし、割引後の金額を支援する。 

 

④ 大会実行委員会が定める所定の用紙に必要事項を記入すること。 

 

 

⑾その他 

① 本大会（第 2 次審査・決勝大会）については実行委員会として写真・ビデオなどによ

る記録を撮ります。なお、撮影した写真・ビデオは実行委員会に帰属するものとしま

す。なお、実行委員会はこの写真、ビデオを本大会の広報、及び資料として以外の目

的で使用することは一切ありません。 

 

② 応募書類は返却いたしません。また、この情報を本大会の選考、本大会の記録として

以外の目的で使用することは一切ありません。 

  



 

 - 5 - 

⑿決勝大会 会場のご案内 

        

 

 ●国際フード製菓専門学校 

 〒２２０−０００４ 

 神奈川県横浜市西区北幸２－９－６ 

    

 ※なお、第８回チャレンジド カップ に関する問い合わせは会場となる 

国際フード製菓専門学校では一切受付けておりません。 

 

 ★第８回チャレンジド カップ に関するすべてのお問い合わせ 

応募用紙送付先はこちらへ 

            第８回チャレンジド カップ 大会実行委員会事務局 

                 （株）櫛澤電機製作所内 

                    〒221-0014 横浜市神奈川区入江 1-32-6 

℡045-431-1178 

   チャレンジド カップ ホームページ www.e-pan.jp/  
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●過去受賞記録 

第１回～７回大賞受賞チーム 

【パン部門】 【菓子部門】 

第１回 HOLYLAND(京都府） もみの木（鳥取県）  

第２回 くぬぎの森(山梨県） リトルベア(新潟県） 

第３回 とみぐすくサンフラワーズ（沖縄県） お菓子工房「アトリエまえの」（東京都）  

第４回 パン工房 まりも【熊本県） ぎんが工房(山梨県） 

第５回 パンを焼きあげるぞ（神奈川県） スイーツいずみ（東京都）  

第６回 サプライズチーム SAKURA（埼玉県） シンフォニー(埼玉県）  

第７回  室蓬館（岩手県） 兎夢創家(石川県）  

 

●第７回チャレンジドカップ大賞受賞者メッセージ 

・製菓部門 優勝: 社会福祉法人室蓬会 障がい者福祉サービス事業所 室蓬館 

製品名:『しあわせ包子』 

大賞になった「しあわせ包子」は、子供からお年寄りまで誰もが笑顔で、暖かくしあわせに包まれる 

ようなパンを作ろうという思いから生まれました。地元一関の南部一郎かぼちゃのペーストで生地を 

作り、何度も失敗と改良を繰り返し、作り上げた「しあわせ包子」で大賞の賞状をいただいた時に 

は本当にうれしさでいっぱいになりました。室蓬館の感謝祭で大賞の報告をした時、地域の皆さんか 

らたくさんの拍手とおめでとうと言われ、私たちの大きな自信になりました。応援してくださった地 

域の皆さんに感謝の気持ちでいっぱいです。これからも街中に元気を届けるパンを作っていきたいと 

思います。 

  

 

・製パン部門 優勝: 社会福祉法人 南陽園 兎夢創家 

製品名:『トムソーヤ』 

チャレンジドカップへの出場にあたり、何度も何度も試作を重ね、完成したのが「トムソーヤ」でし 

た。ココアスポンジの生地づくり、チョコレートのテンパリング、うさぎ(事業所のイメージキャラ 

クター)をかたどったクッキーの型抜き…、たくさんの工程を、何度も失敗しながら練習しました。 

そして一番大変だったこと、一番大切にしたことは、皆の気持ちをひとつにすることでした。皆が同 

じ目的をもち、同じ方向を向いて大会に臨めるように、皆で話し合いを重ね、そして大会では持てる 

力を発揮することができました。何よりみんなの大きな大きな自信になった、素晴らしい経験となり 

ました。本当にありがとうございました。 

       


