
審査結果 都道府県名 ＪＡ名 組織・グループ名 弁当名 弁当対象者

すばらしいで賞 岩手 いわて花巻 大迫あねっこの会　代表　瀬川アツ子 おらほの食で長生き弁当 地元の後継者

長野 あづみ JAあづみ　くらしの助けあいﾈｯﾄﾜｰｸあんしん広場 ｽﾋﾟｰﾄﾞ色彩ﾍﾞﾝﾄｳ 高齢者向け

静岡 遠州中央 天竜女性部　潮尻地区　なずな工房 季節の和風弁当 中高年者向

秋田 秋田おばこ JA秋田おばこ　内小友農産加工部会 大曲花火弁当
高齢者をはじめとするﾐﾆﾃﾞｲ利用者及び配食ｻｰ
ﾋﾞｽ利用者

福島 たむら JAたむら夕鶴会 3色豆ごはんと野菜でたっぷり弁当 元気な中高年者

福島 しらかわ JAしらかわ　ふれあいｸﾞﾙｰﾌﾟ 元気満彩弁当 元気に働く中高年者向け

福島 いわき市 JAいわき市女性部 「いわき彩菜弁当」 青春真っ只中の中高年者

三重 いなべ JAいなべ助けあい組織「ほほえみの会」 田舎弁当 中高齢者

島根 くにびき 健康ｸﾞﾙｰﾌﾟ お守り弁当 独居高齢者・高齢者世帯

佐賀 佐賀県 JAさがみどり地区江北支所助けあい組織「すいれんの会」 元気弁当 高齢者配食弁当

熊本 阿蘇 JA阿蘇小国郷中央支所女性部料理好きもんｸﾞﾙｰﾌﾟ ﾍﾙｼｰ　ｱﾗﾌｫｰ　弁当！！ 40才代

審査結果 都道府県名 ＪＡ名 組織・グループ名 弁当名 弁当対象者

すばらしいで賞 愛媛 おちいまばり ＪＡ越智今治女性部　　　　　　　　営農購買部会 バリ彩弁当 中高年者向け

山口 周南 しゃくなげグループ 三色むすび色彩弁当 中高年の男女

宮城 栗っこ ＪＡ栗っこほがらか会 ふるさと弁当 中高年者向け

岩手 新いわて ハートフルまつお 健康バランス弁当 アラフィフ（50代女性）

岩手 いわて花巻 JA女性部宮野目支部　　　　料理研究グループ 元気のでるおむすび弁当 高齢者

岩手 岩手ふるさと ＪＡいわて花巻女性部宮野目支部料理研究グループ 里の香味弁当 働き盛りの男性対象

秋田 あきた湖東 生活ステーション ＪＡの100歳弁当 現役６０代

山梨 西八代 助けあい組織すずらんの会 「元気の泉」長寿弁当 高齢者

石川 はくい 助けあい組織たんぽぽの会 長寿弁当　食べてみんち！ 元気な高齢者

島根 くにびき ＪＡくにびき女性部　　　　　　健康グループ 縁結び弁当 中高年向け

島根 いずも 女性部はまやま愛菜 元気で長生きだんだん弁当（だんだんとは出
雲弁でありがとうの意味） 元気な中高年齢者向け

山口 山口中央 女性部嘉川支部　　　　　家の光料理教室グループ 嘉宝（かほ）弁当 元気な中高年向け

山口 山口宇部 小野田市部女性部 「ま・ご・わ・や・さ・し・い」　長寿弁当 中高年

山口 下関 豊北ブロック女性部　　　　　　　めだかの会 豊北ふるさと元気弁当 働き盛りから高齢まで

福岡 粕屋 女性部みなみ 免疫力アップで元気元気！ 元気な中高年向け

福岡 くるめ 女性部助け合い組織　　　　　　　つつじの会 かあちゃんこりゃうまか弁当
元気な地域高齢者（当会が開催する地域の元気
高齢者を対象とした「いこいの広場」参加者）

審査結果 都道府県名 ＪＡ名 組織・グループ名 弁当名 弁当対象者

すばらしいで賞 宮城 栗っこ 女性部高清水支部 「栗っこ丸ごと食べたい」弁当 子供からご高齢の方まで

福島 いわき市 女性部大野支部大野料理研鑽会 おふくろ弁当 働き盛りの中年向け

福岡 粕屋 粕屋女性部本部役員 夏野菜のコーンなこんな弁当 働き盛りのお父さん・お母さんへ

岩手 江刺 梁川ニコニコ母さん 働くお父さんのスタミナ弁当 働き盛りの男性

岩手 江刺 米里グループ 大地の恵み弁当 中高年者向け

岩手 岩手ふるさと 横沢婦人会 満足弁当 子供から大人まで

岩手 岩手ふるさと ベジタブルフレンズ 百菜満載弁当 笑顔で元気な高齢者向け

宮城 栗っこ 女性部　瀬峰支部 華やか弁当 中高年～高齢者

秋田 秋田やまもと 琴丘グランママ・シスターズ 琴丘の彩り弁当 働き盛りの中高年男性向け

福島 あぶくま石川 女性部小平支部 あじ彩弁当 中高年者

福島 あいづ JA全会津方部生活部会 郷土料理弁当 ―

栃木 おやま 女性会穂積・豊田・桑支部 爽やか弁当 元気に働く中高年向け

島根 くにびき 女性部100歳弁当の会 宍道湖サンセット弁当 中高年向け

山口 周南 しゃくなげグループ 元気もりもり弁当 子供から大人まで

香川 香川県 鴨部支店ＪＡ大川北部女性部 うちんくの野菜弁当 100歳からひ孫まで

愛媛 おちいまばり JA越智今治女性部 よくバリ彩弁当 中高年から次世代対象

第1～10回「あなたに届けるＪＡ健康寿命100歳弁当」コンテスト入選作品一覧

がんばったで賞

第１回（２０１１年）

第３回 （２０１３年）

食べてみたいで賞

がんばったで賞

第２回（２０１２年）

食べてみたいで賞

がんばったで賞

食べてみたいで賞



審査結果 都道府県名 ＪＡ名 組織・グループ名 弁当名 弁当対象者

すばらしいで賞 徳島 JA名西郡 JA名西郡
みょうざいぐん

女性部加工グループ 五色五輪弁当 子どもから大人

福島 JAたむら JAたむら夕鶴
ゆうづる

会 五食豊穣たむらのめぐみ弁当 お子様からご高齢の方まで

大分  ＪＡおおいた  ＪＡおおいた中津事業部  手のひらの会 耶馬溪
　やばけい

支部 笑顔弁当 高齢者の方々

岩手 JA江刺 JA江刺女性部　田原
たはら

支部 母ちゃん頑張っちゃった弁当 中高年者向け

岩手 JAいわて平泉 JAいわて平泉たすけあいハートの会　東山
ひがしやま

支部 食欲梅増(ばいぞう)弁当 中高年者向け

岩手 JAいわて花巻 JAいわて花巻わくわくキッチンささま 花巻のツブツブ(雑穀)弁当 中学生から一般まで

岩手 JA岩手ふるさと JA岩手ふるさと桑畑
くわばた

女性部　まゆの会 野菜たっぷり弁当 中高年者向け

宮城 ＪＡみやぎ登米 ＪＡみやぎ登米
とめ

女性部石越
いしこし

支部 今日も元気 !　ママちゃん弁当 元気に頑張る、ママちゃん向け

宮城 ＪＡ栗っこ ＪＡ栗っこ女性部栗駒
くりこま

支部「つくろう会」 くりこま高原弁当～夏野菜で暑さに負けないよ～ 中高年者向け

福島 JAあぶくま石川 JAあぶくま石川女性部　山橋
やまはし

支部 山橋の夏満喫弁当 中学・高校生から中高年者まで

福島 JAみちのく安達 JAみちのく安達ふれ愛グループ　さくら会 おらほの愛菜弁当 中高年者向け

群馬 JA佐波伊勢崎 JA佐波伊勢崎
さわいせざき

女性組織協議会　加工部会　キッチン工房　まむ 愛情たっぷり　ヘルシー弁当 若者から高齢者

新潟 JA魚沼みなみ JA魚沼みなみ　女性部　加工グループ　夢工房やいろ 米うまっ！八色の野菜Deいイモんだ弁当 健康を意識した中高年

滋賀 JAおうみ冨士 JAおうみ冨士ファーマーズマーケット　おうみんち　バイキングレストラン おうみんち特製　野菜たっぷりヘルシー弁当 老若男女とわず、すべての方

山口 JA下関 JA下関　女性部豊田
とよた

ブロック　パワフルかあちゃん 苦ット弁当　～マメに100歳!～ 元気な中高年者向け

山口 JA防府
ほうふ

とくぢ JA防府
ほうふ

とくぢ西浦
にしのうら

支所　女性部　なかよし会 幸せます弁当 中高年者向け

審査結果 都道府県名 ＪＡ名 組織・グループ名 弁当名 弁当対象者

すばらしいで賞 群馬 ＪＡ嬬恋村 ＪＡ嬬恋村
つまごいむら

女性
じょせい

部
ぶ

本部
ほんぶ

役員
やくいん

チーム 嬬恋産　愛情豆豆 農作業をがんばるお父さんへ

福島 ＪＡすかがわ岩瀬 ＪＡすかがわ岩瀬女性部仁井田支部 夏野菜たっぷり☆ウルトラ元気弁当　シュワッチ！！ 元気いっぱいの子供たちから、夏バテしそうな大人まで

島根 ＪＡしまね くにびき地区本部　くにびき女性部　100歳プロジェクト 「くにびきの宝石箱」 中高年向け

宮城 ＪＡみやぎ登米 JAみやぎ登米 女性部南方支部 嫁も姑も笑顔がみなぎる仲良し弁当 女性向け

福井 ＪＡ吉田郡 JA吉田郡　直売所四季食彩館れんげの里加工部 よくばり弁当 元気な中高年向け

山口 ＪＡ下関 パワフルかあちゃん ～ジビエ弁当で、元気に百歳！～「喰われる前に食っちゃうぞ！」 元気な中高年向け

香川 ＪＡ香川県 ＪＡ香川県平井支部女性部家の光記事活用グループ「マーガレット」 まんで願弁当 中高年向け

福岡 ＪＡくるめ ＪＡくるめデイサービスセンターひかり ひかり虹色弁当 元気な中高年者

福島 ＪＡみちのく安達 ふれ愛グループまゆみ会 愛情いっ～ぱい弁当 中高年者向け

福島 ＪＡ会津いいで JA会津いいで女性部　山郷支部 地割産野菜の弁当 誰でも食べれます

福島 JA会津いいで JA会津いいで女性部　西会津支部 元気で働く皆の為のこゆりちゃん弁当パート2 元気で働く皆

長野 ＪＡ塩尻市 ＪＡ塩尻市フレッシュおばちゃん フレッシュおばちゃん弁当 子供から年配の方まで

新潟 ＪＡ新潟みらい ＪＡ助けあい組織まごころしろね しろね産の長寿弁当 元気な大人

福岡 ＪＡ北九 遠賀中間地区女性部　部長グループ おんが野菜の彩りまごころ弁当 元気な中高年者向け

秋田 ＪＡ秋田やまもと  JAンビニann・an（ジャンビニアン・アン） JAンビニann・an弁当

滋賀 ＪＡ東びわこ JA東びわこ 女性部　助け合い組織　陽だまりの会たん・とん “乳の力”弁当

兵庫 ＪＡ兵庫
ヒョウゴ

西
ニシ

JA兵庫西上郡クッキンググループ 地元産の旬の野菜を使った健康100歳弁当

審査結果 都道府県名 ＪＡ名 組織・グループ名 弁当名 弁当対象者

すばらしいで賞 大阪 JA大阪南 JA大阪南女性会本部役員 腹ペコ父ちゃんとおしゃべり母ちゃんの畑　DEランチ 父ちゃんと母ちゃん

宮城 JA名取岩沼 JA名取岩沼女性部 さわやか、満腹弁当 中高年の女性向け

三重 JAみえきた JAみえきた助
タス

け合
ア

い組織
ソシキ

「ほほえみの会
カイ

」 いただきまぁ～す　いなべで見つけた彩り弁当 元気な中高年者向け

福島 JA福島さくら 郡山
コオリヤマ

　郡山
コオリヤマ

地区
チク

女性
ジョセイ

部
ブ

二
ニ

瀬
セ

支部
シブ

愛情弁当 元気な中高年向け

福島 JA福島さくら いわき　神谷
カミヤ

支部
シブ

　きらきらクラブ やさいたくさん彩弁当 中高年者

福島 JAふくしま未来 ふれ愛
アイ

グループうぐいす会
カイ

七福弁当Ⅳ 高齢者

兵庫 JA兵庫西 玉落GO!! たっぷり野菜時短弁当!! 中高年の男女

山口 JA下関 JA豊北町めだかの会 まめで百歳幸せ弁当 ハッスルじいちゃん・ばあちゃん・父ちゃん・母ちゃん向け

福岡 JA北九 JA北
キタ

九
キュウ

遠賀中間地区女性部地区
チク

委員
イイン

チームA 「お父ちゃん農作業頑張って弁当」 農業に精を出す元気なお父さん

特別賞 三重 JA松阪 JA松坂助け合い組織ほほえみ 減塩乳和弁当

奨励賞 福島 JA福島さくら いわき地区本部神谷支部きらきらクラブ シン・ミルクランチ

岩手 JA新いわて JA新いわて女性部雫石支部産直加工グループ カルシウムたっぷりやわらか弁当

秋田 ＪＡ秋田やまもと  ＪＡンビニann・an（ジャンビニアン・アン） 乳和食100歳弁当

香川 ＪＡ香川県 JA香川県平井支部女性部家の光記事活用グループマーガレット 讃岐キラリまごころ弁当

【乳和食部門】

第６回 （２０１６年）

【五色弁当部門】

食べてみたいで賞

がんばったで賞

第５回 （２０１5年）

食べてみたいで賞

佳作

がんばったで賞

【五色弁当部門】

優良賞

第４回 （２０１４年）

食べてみたいで賞

がんばったで賞

【乳和食部門】

奨励賞



審査結果 都道府県名 ＪＡ名 組織・グループ名 弁当名 弁当対象者

すばらしいで賞 長野 ＪＡ松本ハイランド 波田みはらし味の会 旬の満腹弁当・波田の味 若者から高齢者まで

千葉 ＪＡちばみどり ＪＡちばみどり女性部旭支部チームＴＭ パンダ・初めてのお散歩 老若男女すべての世代

鹿児島 ＪＡあまみ ＪＡあまみ大島事業本部女性部笠利支部 奄美のストップ猛暑ん！～軒先のトロピカルフルーツ添え～ 猛暑の中、さとうきびの夏植え作業をがんばっているお父さん

永山久夫賞 長野 ＪＡあづみ 特定非営利活動法人ＪＡあづみくらしの助けあいネットワークあんしん ばあちゃん直伝田舎弁当 夏に頑張って働いているシニア達

岩手 JAいわて平泉 ＪＡいわて平泉　室根やまびこ会　 雑穀　酢マイル弁当 元気なお年寄り向け

群馬 ＪＡ太田市 ＪＡ太田市女性会 旬の野菜満載弁当 元気な中高年向け

山梨 ＪＡフルーツ山梨 ＪＡフルーツ山梨女性部 フルーツこだわり〇〇弁当 頑張っている農業の担い手

長野 ＪＡ大北 女性部 おとうさんがんばれ愛菜弁当 農業に励む夫（農業法人経営）

三重 ＪＡみえきた ＪＡみえきた助けあい組織「ほほえみの会」 ワッ!!見てきれい、食べて満足、いなべで見つけた彩弁当Part2 元気な中高年者向け

三重 ＪＡ多気郡 学校給食グループベジタブル会 元気なおばあちゃんのベジタブル弁当 中高年男女

大阪 ＪＡ大阪南 ＪＡ大阪南女性会本部役員 きつねさん御用達！五穀豊穣お稲荷さん弁当 子供から高齢者の方

特別賞 福岡 ＪＡ福岡大城 ＪＡ福岡大城女性部母里 牛乳たっぷりヘルシー彩弁当

三重 ＪＡ松阪 ＪＡ松阪助けあい組織ほほえみ ミルク酢弁当

福岡 ＪＡ福岡市 ＪＡ福岡市デイサービスセンターえがお いきいきカラフル長生き弁当

審査結果 都道府県名 ＪＡ名 組織・グループ名 弁当名 弁当対象者

すばらしいで賞 長野 ＪＡ佐久浅間 サクアサマーズ 浅間彩り弁当 子供からお年寄りまで

福島 ＪＡ福島さくら たむら地区　夕鶴会 夏野菜いろどり弁当 子供から大人むけ

長野 ＪＡ松本ハイランド フレミズタイガー 地元食材たっぷり和の惣菜弁当 日頃外食やコンビニ・スーパーで買ったもので食事を済ませている人達へ

長野 ＪＡあづみ 特定非営利活動法人　ＪＡあづみくらしの助け合いネットワークあんしん 味噌たっぷり田舎弁当 信州大好きずく出せシニア

永山久夫賞 福島 JA福島さくら いわき地区女性部　飯野支部 ♡しんちゃん弁当♡ 若い人からお年寄りまで

岩手 ＪＡ江刺 ＪＡ江刺女性部 さっぱり５色弁当 元気な30代向け

山形 ＪＡ庄内たがわ ＪＡ庄内たがわ助け合い組織「ふれあいハッピーの会」藤島支部 猛暑に勝とう！元気100％弁当 若者から高齢者まで

静岡 ＪＡとぴあ浜松 助け合い組織「ハローヘルプ」 「旬をいただきます」 ミニデイサービスにみえる高齢者

三重 ＪＡみえきた ＪＡみえきた助け合い組織「ほほえみの会」 ほっとひと息　夫婦で楽しむお達者弁当 元気な中高年者向け

大阪 ＪＡ茨木市 手とての会ＯＧ会 「巻いて巻いて負けない茨木！」弁当 子どもから高齢者まで

山口 ＪＡ下関 ＪＡ幡生支部　にこにことりお 彩り弁当 中高年向け

福岡 ＪＡふくおか八女 野の花会 野の花弁当 中高年者向け

鹿児島 ＪＡさつま日置 フレッシュミズ　加工・食育グループ「日置米むすめ」 キバレ!受験弁当～夏Ver.～ 子ども（中学、高校生）

特別賞 福島 ＪＡふくしま未来 JAふくしま未来女性部　安達地区　ヘルパーさくら会 うまみたっぷり減塩健康弁当

奨励賞 福岡 JA筑紫 JA筑紫女性部 おやつ研究会 食欲出るばい！百彩弁当

審査結果 都道府県名 ＪＡ名 組織・グループ名 弁当名 弁当対象者

すばらしいで賞 三重県 ＪＡいがふるさと とれたて市ひぞっこ 野菜ソムリエが考えた、旬のお野菜たっぷり弁当 いきいきサロン等に出席する高齢者の方

宮城県 ＪＡみやぎ登米 女性部東和支部 夏野菜でガッツ！天むす五輪弁当 元気な中高年向け

福島県 ＪＡ福島さくら いわき地区女性部　三和支部 よいちょ丸弁当 若者から高齢者まで

永山久夫賞 千葉県 ＪＡちばみどり ＪＡちばみどり女性部　旭支部　チーム・サンサン 令和　〇〇　弁当 老若男女、すべての世代

山形県 ＪＡ庄内たがわ JA庄内たがわ助け合い組織「ふれあいハッピーの会」藤島支部 見て感激、食べて幸せハッピー弁当 若者から高齢者まで

福島県 ＪＡ福島さくら いわき地区女性部　飯野支部 としちゃん弁当 高齢者ばかりではなく、家族みんなで食べてほしい

長野県 ＪＡながの JAながの女性部ながの地区　豊野町支部 染色月弁当(そめいろつきべんとう) 老若男女誰でも

長野県 ＪＡあづみ 特定非営利活動法人ＪＡあづみくらしの助け合いネットワークあんしん 発酵食品でまめったいよ弁当 猛暑に頑張る団塊世代

福岡県 ＪＡ北九 東部地区　女性部 笑顔が一番"ニコ?ニコ弁当" 家族みんなで

福岡県 ＪＡふくおか八女 立花地区女性部　ほたる会 立花発　野菜の玉手箱 幅広い世代で

特別賞 滋賀県 ＪＡ東びわこ 陽だまりの会　たん・とん 乳パワー長寿弁当

三重県 ＪＡ伊勢 ＪＡ伊勢　伊勢地区　女性部 丸おにぎり５色丸々笑顔

三重県 ＪＡ松阪 ＪＡ松阪助け合い組織ほほえみ ハーモニー

大阪府 ＪＡ茨木市 手とての会ＯＧ会 「令和は乳和で元気弁当」

徳島県 ＪＡアグリあなん ＪＡアグリあなん女性部 阿波尾鶏♪♪食べなきゃそんそん?

奨励賞

第９回 （２０１９年）

【五色弁当部門】

食べてみたいで賞

がんばったで賞

【乳和食部門】

【五色弁当部門】

第７回 （２０１７年）

奨励賞

食べてみたいで賞

がんばったで賞

【乳和食部門】

食べてみたいで賞

第８回 （２０１８年）

【五色弁当部門】

がんばったで賞

【乳和食部門】



審査結果 都道府県名 ＪＡ名 組織・グループ名 弁当名 弁当対象者

すばらしいで賞 栃木県 JAしおのや JAしおのや喜連川地区女性会 アラ還たん(簡単) !元気弁当 働き盛りのアラ還(還暦ぐらい)の方向け

静岡県 JA遠州中央 袋井女性部 秋の行楽弁当 中高年のお父さんお母さんへ

長野県 JAあづみ 特定非営利活動法人ＪＡあづみくらしの助け合いネットワークあんしん 免疫力アップ秋いっぱい田舎弁当 年齢に負けない昭和生まれで頑張っているシニア

永山久夫賞 福島県 JA福島さくら たむら地区夕鶴会 100彩!にっこりランチ☻ 子供から大人向け

岩手県 JAいわて平泉 JAいわて平泉女性部　室根中央支部 地方産彩どり弁当 子供から中高齢者向け

宮城県 JA仙台 女性部　宮城支部 生き活き弁当 子供から高齢の方

福島県 JA福島さくら いわき地区女性部　平窪支部 ホノボノ弁当 全ての方に

富山県 JAいなば JAいなば助け合い組織「さんごの会」 いなばの“アマエビ弁当” 元気な中高年者向け

三重県 JA伊勢 伊勢地区　女性部 畑の中の6色弁当 中高年者と一般向け

特別賞 福島県 JA福島さくら いわき地区女性部　勿来支部 乳和食2020

三重県 ＪＡ松阪 JA松阪助け合い組織「ほほえみ」 乳マジック弁当ヽ(^o^)丿

徳島県 JA東とくしま JA東とくしま女性部 あいさい玉手箱♡♡♡
奨励賞

第１０回 （２０２０年）

【五色弁当部門】

食べてみたいで賞

がんばったで賞

【乳和食部門】


