平成 29 年 2 月吉日
各位
いばらきスイートフェア実行委員会
委員⾧ 根本 高行

いばらきスイートフェア開催趣意書

2011 年 3 月 11 日（金曜日）14 時 46 分、未曽有の被害をもたらした東日本大震災。
続く原発事故による風評被害によって「いばらきの食」は大きく落ち込みました。
そんな中、翌年 2012 年に茨城県内の食の団体が一堂に会し、産業の復興、魅力発信を
目的として「いばらきスイートフェア」が開催されました。多くの若い力、優しい力、強
い力を頂き、負けない力強い「いばらきの食」をアピール出来たと自負しております。
スイーツやフードの販売だけではなく、笠間焼の販売、茨城県産のお茶の PR、テーマ食
材を決めて行う「スイーツ総選挙」や、茨城県酒造組合との共同企画である「茨城銘酒め
ぐりゼリー」を開発、販売なども開催致しました。
昨年 5 回目より「茨城の食の復興」という目的から、
「いばらきの食の安全安心」
、
「地産
地消」をテーマに地場産食材のイメージアップ、消費拡大を図る目的で「いばらきスイー
トフェア」を開催いたしました。より踏み込んだ形で「いばらきの食」を認知させるため
に、様々な分野の団体様の力をお借りして今まで開催していた行政棟に加え、茨城県議会
が開催される議会棟でもイベントを行い、茨城県内の「農水産物の PR」も行うことが出来
ました。
そして今年 2017 年は第 6 回としていばらきスイートフェアを開催いたします。イベン
トが、いばらきが誇る食文化を、広く県内外に伝えていくための「ショウケース｣として、
大きなイベントに育っていくよう、ぜひご協力を賜りたいと考えております。

平成 29 年 2 月吉日
各位
いばらきスイートフェア実行委員会
委員⾧ 根本 健一

いばらきスイートフェアへの協賛金のお願い
拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
2012 年よりスタートしました、いばらきスイートフェアも各方面のご協力と協賛、そしてご支援を
頂きまして、お陰様で過去５回の開催を盛大に行うことが出来ました。
そして、この度も引き続きまして第６回のいばらきスイートフェアを開催する運びとなりました。
「いばらきの食の安全安心」、
「地産地消」をテーマに地場産食材のイメージアップ、消費拡大を図る
目的で「いばらきスイートフェア」を開催いたします。昨年同様より踏み込んだ形で「いばらきの食」
を認知させるために、様々な分野の団体様の力をお借りして議会棟でもイベントを行い、茨城県内の「農
水産物の PR」を行います。
過去の開催におきましても、大変好評を頂き、開催を重ねるごとに参加及び来場者数が増加しており
ます、これもひとえに皆様の協賛とご支援ご協力を頂きました賜物と心より感謝申し上げます。
つきましては諸事多難な折、誠に恐縮ではございますが、いばらきスイートフェアの開催趣旨をご理
解頂き、ご協賛を賜りたく、ここにお願い申し上げる次第でございます。

１．

協賛金額と募集期間
くち

① 一口1 万円コース・・・案内チラシ、ポスター、公式ウェブサイトに文字にて広告掲載
くち

② 一口２万円コース・・・①に加え、案内チラシ、ポスター、公式ウェブサイトにロゴ画像(小)に
て広告掲載
くち

③ 一口5 万円コース・・・②(ロゴ画像大)に加え、イベント会場に協賛企業パネルを設置

募集期間

平成 29 年１月 23 日～平成 29 年 2 月 27 日 まで

リーフレット配布・協賛企業パネル作成の関係で協賛申込み締切りは２月 27 日までとなりますが
協賛金のお振込みは 2 月 27 日以降も可能です、何卒ご協力をお願い致します。

２．

目的等
・東日本大震災からの復興を目的として平成 24 年度から毎年開催。
・県内の菓子及び料理関係団体による「いばらきの食の安心安全」
，
「地産地消」を
テーマとした「スイーツ」＋「イート」の食のイベント。
・地場産食材のイメージアップや消費拡大，関係業界の活性化が期待される。
・昨年同様，議会棟を活用して農産物を販売する等，更なる展開を計画している。

３．

日

時

平成 29 年５月 26 日（金）～5 月 28 日（日）まで３日間
１０:３０～１６:００

４．

場

所

茨城県庁舎２階県民ホール，議会棟２階

５．

主

催

いばらきスイートフェア(スイーツ＆イート)実行委員会
委員⾧ 根本 健一（県洋菓子協会会⾧，㈲グリュイエール代表取締役）
茨城県洋菓子協会、茨城県菓子工業組合、茨城県学校給食パン協同組合、全日本司厨士会茨城県
本部、日本中国料理協会茨城県支部、茨城県日本調理師技能士会、笠間観光協会、茨城県茶生産
者組合連合会、中川学園、晃陽学園

６．

後

援（予定）

茨城県，茨城県議会，茨城県洋菓子協会，茨城県菓子工業組合，常陽銀行，筑波銀行，常陽新聞，
NHK 水戸放送局，読売新聞水戸支局，茨城新聞，朝日新聞水戸総局，毎日新聞水戸支局，茨城
県中小企業団体中央会

７．

実行役員
顧

問

面澤 義昌 (茨城県菓子工業組合理事⾧)

顧

問

中川 純一（中川学園調理技術専門学校校⾧）

顧

問

今井 恭子（晃陽学園つくば栄養医療調理製菓専門学校校⾧）

実行委員⾧ 根本 健一（県洋菓子協会会⾧，㈲グリュイエール代表取締役）
副実行委員⾧ 眞嶋 伸二（中川学園調理技術専門学校統括部⾧）

８．

部

⾧

小斎 俊史（㈲KOSAI 代表取締役）

部

⾧

大原 浩行（㈲アルドゥール 代表取締役）

部

⾧

新妻 則夫（㈱にいつま 代表取締役）

出店者予定
60 社程度

９．

主な内容
［県庁２階］
（１）地場産食材を使ったオリジナル洋菓子，和菓子，パン，料理の試食・販売
（２）笠間焼とスイーツのセット商品の販売
（３）参加店舗の作品を対象としたスイーツコンテスト
［議会棟２階］(土日のみ)
（１）笠間焼の展示販売。県内産茶葉の販売・試飲
（２）製菓学校生徒による菓子づくり体験教室
（３）農産物及び加工品の販売・試食
（４）お菓子のプレゼント会

１０． 過去の来場者数

年度
来場者数

H24

H25

H26

H27

H28

（第１回）

（第２回）

(第 3 回)

(第 4 回)

(第 5 回)

16,500 人

18,800 人

21,400 人

19,700 人

※いずれも 5 月中～下旬の金曜日から日曜日の 3 日間開催
１１． 事務局、お問い合わせ先
いばらきスイートフェア実行委員会事務局（ADEKA 食品販売㈱水戸支店内）
〒310-0845 茨城県水戸市吉沢町 1019-1
TEL 029-304-3300 FAX 029-304-3304
http://sweets-eat.com/
info@ sweets-eat.com

23,900 人

第６回いばらきスイートフェア協賛申込書
ご協力頂ける口数

くち

くち

くち

くち

くち

くち

①一口１万円コース ×

口分

②一口２万円コース ×

口分

③一口5 万円コース ×

口分

ご氏名・団体名

担当者様名

ご住所
〒
TEL:

FAX:

ホームページ URL:
メールアドレス

お申込みＦＡＸ番号 ＦＡＸ:０２９－３０４－３３０４
◇ 納入方法

下記口座までお振込みお願い致します。

常陽銀行 笠間支店（店番０４１）
普通口座

口座番号

１５１１９４１

口座名義 いばらきスイートフェア実行委員会 委員⾧ 根本健一
◇ ロゴデータ送付方法

下記メールアドレスまでご送付お願い致します。

info@sweets-eat.com いばらきスイートフェア実行委員会広報 宛
送付締め切り 2017 年 2 月 27 日
その他不明点等ございましたら、お問い合わせください。
いばらきスイートフェア実行委員会 広報担当
株式会社クリエ TEL:029-297-6502

info@sweets-eat.com

