
氏名／PN 新庄　すが江 氏名／PN なきうさぎ 氏名／PN 薮内　雅明

作品タイトル おふくろの味！？ 作品タイトル 栄養たっぷり！さすが石狩鍋 作品タイトル 南京町の夜めし

性別／年齢 女性／61 性別／年齢 女性／69 性別／年齢 男性／39

職業 自営業 職業 主婦 職業 その他

氏名／PN 薮内　雅明 氏名／PN 薮内　雅明 氏名／PN 薮内　雅明

作品タイトル 新開地にて朝ごはん 作品タイトル 南京町だ！ウルトラマンだ！ 作品タイトル 神戸ごはん、南京町にて

性別／年齢 男性／39 性別／年齢 男性／39 性別／年齢 男性／39

職業 その他 職業 その他 職業 その他

氏名／PN 村本　紀子 氏名／PN ようちゃん 氏名／PN sar

作品タイトル 割烹着派 作品タイトル ママの元気弁当 作品タイトル 夫のスペシャルビーフシチュー

性別／年齢 女性／60 性別／年齢 女性／8 性別／年齢 女性／43

職業 主婦 職業 小学生 職業 主婦

Ｎｏ.4 Ｎｏ.5 Ｎｏ.6

第6回 お台所絵手紙応募作品一覧

Ｎｏ.1 Ｎｏ.2 Ｎｏ.3

 

Ｎｏ.7 Ｎｏ.8 Ｎｏ.9



第6回 お台所絵手紙応募作品一覧

氏名／PN 水月　掬 氏名／PN N 氏名／PN 薮内　雅明

作品タイトル ひなまつり 作品タイトル ありがとね。 作品タイトル 朝6時の三ノ宮です

性別／年齢 女性 性別／年齢 男性／57 性別／年齢 男性／39

職業 会社員 職業 - 職業 その他

氏名／PN S 氏名／PN S 氏名／PN S

作品タイトル - 作品タイトル - 作品タイトル -

性別／年齢 女性／85 性別／年齢 女性／85 性別／年齢 女性／85

職業 - 職業 - 職業 -

氏名／PN 薮内　雅明 氏名／PN 友成　小弓 氏名／PN 友成　小弓

作品タイトル ハーバーランドでの夏ごはん 作品タイトル 待ち遠しい春 作品タイトル 力を合わせ美味しい鍋を

性別／年齢 男性／39 性別／年齢 女性／70 性別／年齢 女性／70

職業 その他 職業 無職 職業 無職

Ｎｏ.10 Ｎｏ.11 Ｎｏ.12

Ｎｏ.16 Ｎｏ.17 Ｎｏ.18

Ｎｏ.13 Ｎｏ.14 Ｎｏ.15



第6回 お台所絵手紙応募作品一覧

氏名／PN もちこ 氏名／PN ひな 氏名／PN 薮内　雅明

作品タイトル 冬の定番 作品タイトル おいしいお弁当 作品タイトル うどんうどんハーバーランド

性別／年齢 女性／14 性別／年齢 女性／10 性別／年齢 男性／39

職業 中学生 職業 小学生 職業 その他

氏名／PN K 氏名／PN まりんちゃん 氏名／PN まりんちゃん

作品タイトル 不揃いを使って苺ジャムの出来上がりおいしくなあ～れ 作品タイトル やきおにぎり大好き 作品タイトル ままのごはん

性別／年齢 女性／72 性別／年齢 女性／5 性別／年齢 女性／5

職業 主婦 職業 幼稚園 職業 幼稚園

氏名／PN りゅうママ 氏名／PN りゅうせいぐん 氏名／PN りゅうせいぐん

作品タイトル 息子のはじめてのオムライス作り 作品タイトル おべんとう 作品タイトル ままのおいしいごはん

性別／年齢 女性／39 性別／年齢 男性／7 性別／年齢 男性／7

職業 パート 職業 小学生 職業 小学生

Ｎｏ.22 Ｎｏ.23 Ｎｏ.24

Ｎｏ.19 Ｎｏ.20 Ｎｏ.21

Ｎｏ.25 Ｎｏ.26 Ｎｏ.27



第6回 お台所絵手紙応募作品一覧

氏名／PN ミエール 氏名／PN ミエール 氏名／PN フランケン

作品タイトル 春のお料理 作品タイトル 春のお料理 作品タイトル デザートは、わざと小盛りにして、おかわりを楽しむ

性別／年齢 女性 性別／年齢 女性 性別／年齢 女性／47

職業 会社員 職業 会社員 職業 主婦

氏名／PN エコ 氏名／PN 薮内　雅明 氏名／PN 北浜ありす

作品タイトル 母の味 作品タイトル ルミナリエうどん 作品タイトル 年に一度許される「まるかぶり」の幸せ

性別／年齢 女性／73 性別／年齢 男性／39 性別／年齢 女性／65

職業 主婦 職業 その他 職業 主婦

氏名／PN T 氏名／PN T 氏名／PN T

作品タイトル - 作品タイトル - 作品タイトル -

性別／年齢 女性／74 性別／年齢 女性／74 性別／年齢 女性／74

職業 主婦 職業 主婦 職業 主婦

Ｎｏ.28 Ｎｏ.29 Ｎｏ.30

Ｎｏ.34 Ｎｏ.35 Ｎｏ.36

Ｎｏ.31 Ｎｏ.32 Ｎｏ.33



第6回 お台所絵手紙応募作品一覧

氏名／PN 吉川　幸子 氏名／PN ウォンバット隆司 氏名／PN maho

作品タイトル 我が家の味 作品タイトル 美味しいものは皆幸せにする。 作品タイトル 豆ごはん

性別／年齢 女性／68 性別／年齢 男性／59 性別／年齢 女性／43

職業 主婦 職業 会社員 職業 主婦

氏名／PN maho 氏名／PN maho 氏名／PN maho

作品タイトル もう一度 作品タイトル 春がきた 作品タイトル おにぎり

性別／年齢 女性／43 性別／年齢 女性／43 性別／年齢 女性／43

職業 主婦 職業 主婦 職業 主婦

氏名／PN maho 氏名／PN アンナ 氏名／PN N

作品タイトル 小さなわが子へ 作品タイトル 手作りのお弁当 作品タイトル タコのように体動かして元気になろう。

性別／年齢 女性／43 性別／年齢 女性／9 性別／年齢 女性／72

職業 主婦 職業 小学生 職業 主婦

Ｎｏ.40 Ｎｏ.41 Ｎｏ.42

Ｎｏ.37 Ｎｏ.38 Ｎｏ.39

Ｎｏ.43 Ｎｏ.44 Ｎｏ.45



第6回 お台所絵手紙応募作品一覧

氏名／PN 村木　貞子 氏名／PN 村木　貞子 氏名／PN 村木　貞子

作品タイトル ごはんを食べよう 作品タイトル 生活習慣病を予防しよう 作品タイトル みんなで食事したいよ

性別／年齢 女性／76 性別／年齢 女性／76 性別／年齢 女性／76

職業 主婦 職業 主婦 職業 主婦

氏名／PN 薮内　雅明 氏名／PN 黒沢　洋子 氏名／PN K

作品タイトル 神戸天才絵師の薮内雅明 作品タイトル 食卓に花が咲く 作品タイトル アレ・キュイジーン！

性別／年齢 男性／39 性別／年齢 女性／70 性別／年齢 男性／75

職業 その他 職業 主婦 職業 なし

氏名／PN 石尾　真希子 氏名／PN 赤いリンゴ 氏名／PN 中島　寿子

作品タイトル かぼちゃの煮物、大好きです 作品タイトル 今夜、煮物をつくりたいのに・・・ 作品タイトル とうちゃんに感謝

性別／年齢 女性／49 性別／年齢 女性／44 性別／年齢 女性／74

職業 会社員 職業 会社員 職業 主婦

Ｎｏ.46 Ｎｏ.47 Ｎｏ.48

Ｎｏ.52 Ｎｏ.53 Ｎｏ.54

Ｎｏ.49 Ｎｏ.50 Ｎｏ.51



第6回 お台所絵手紙応募作品一覧

氏名／PN 中島　寿子 氏名／PN M 氏名／PN 染井　吉野

作品タイトル まあくんはハンバーグが大好き 作品タイトル - 作品タイトル みんな大好き

性別／年齢 女性／74 性別／年齢 - 性別／年齢 女性／69

職業 主婦 職業 - 職業 主婦

氏名／PN 染井　吉野 氏名／PN ねこねこ 氏名／PN Tomo

作品タイトル みんな大好き 作品タイトル 大好き鰆 作品タイトル 用意できた！！

性別／年齢 女性／69 性別／年齢 女性／40 性別／年齢 女性／51

職業 主婦 職業 パート 職業 主婦

氏名／PN Yokkoo 氏名／PN K 氏名／PN きよきよ

作品タイトル お互いの人生に乾杯！ 作品タイトル Enjoy Cooking　台所は私の遊び場 作品タイトル 今日も一日がんばろ！

性別／年齢 女性／66 性別／年齢 女性／73 性別／年齢 女性／50

職業 主婦 職業 主婦 職業 主婦

Ｎｏ.58 Ｎｏ.59 Ｎｏ.60

Ｎｏ.55 Ｎｏ.56 Ｎｏ.57

Ｎｏ.61 Ｎｏ.62 Ｎｏ.63



第6回 お台所絵手紙応募作品一覧

氏名／PN 菊川　牧子 氏名／PN T 氏名／PN チャリンコ

作品タイトル てこね寿し 作品タイトル お鍋シーズンもそろそろ終わり？ 作品タイトル 母との思い出

性別／年齢 女性／65 性別／年齢 女性／62 性別／年齢 女性／64

職業 主婦 職業 主婦 職業 主婦

氏名／PN チャリンコ 氏名／PN チャリンコ 氏名／PN チャリンコ

作品タイトル 母との思い出 作品タイトル 母との思い出 作品タイトル 母との思い出

性別／年齢 女性／64 性別／年齢 女性／64 性別／年齢 女性／64

職業 主婦 職業 主婦 職業 主婦

氏名／PN チャリンコ 氏名／PN S 氏名／PN S

作品タイトル 母との思い出 作品タイトル - 作品タイトル -

性別／年齢 女性／64 性別／年齢 女性／81 性別／年齢 女性／81

職業 主婦 職業 - 職業 -

Ｎｏ.64 Ｎｏ.65 Ｎｏ.66

Ｎｏ.70 Ｎｏ.71 Ｎｏ.72

Ｎｏ.67 Ｎｏ.68 Ｎｏ.69



第6回 お台所絵手紙応募作品一覧

氏名／PN S 氏名／PN S 氏名／PN 薮内　雅明

作品タイトル - 作品タイトル わたしの一品 作品タイトル 南京町ひよどり台ラーメン

性別／年齢 女性／81 性別／年齢 女性／70 性別／年齢 男性／39

職業 - 職業 主婦 職業 その他

氏名／PN 成瀬　昭子 氏名／PN 斉藤　真実 氏名／PN 池邊　みな子

作品タイトル 器選びも楽しいね 作品タイトル 我が家は丸、これがいいのだ 作品タイトル レンジで珍

性別／年齢 女性／80 性別／年齢 女性／53 性別／年齢 女性

職業 なし 職業 主婦 職業 主婦

氏名／PN ママコ 氏名／PN A 氏名／PN 虹のさっちゃん

作品タイトル 孫も喜ぶ生の新玉ネギ 作品タイトル - 作品タイトル 何でも食べるよ！

性別／年齢 女性／70 性別／年齢 - 性別／年齢 女性／45

職業 主婦 職業 - 職業 会社員

Ｎｏ.76 Ｎｏ.77 Ｎｏ.78

Ｎｏ.73 Ｎｏ.74 Ｎｏ.75

Ｎｏ.79 Ｎｏ.80 Ｎｏ.81



第6回 お台所絵手紙応募作品一覧

氏名／PN ちまさ 氏名／PN 木野田　博彦 氏名／PN 木野田　博彦

作品タイトル そらみみじゃないよ。 作品タイトル 大好きなラーメンは 作品タイトル お弁当の思い出

性別／年齢 女性／40 性別／年齢 男性／64 性別／年齢 男性／64

職業 会社員 職業 無職 職業 無職

氏名／PN 木野田　博彦 氏名／PN 木野田　博彦 氏名／PN 木野田　博彦

作品タイトル 母が作ってくれたカレーの思い出 作品タイトル 日々　命をいただいていることへの感謝 作品タイトル 母の形見の包丁

性別／年齢 男性／64 性別／年齢 男性／64 性別／年齢 男性／64

職業 無職 職業 無職 職業 無職

氏名／PN 成瀬　昭子 氏名／PN 山﨑　紗那 氏名／PN I

作品タイトル チンゲンサイ 作品タイトル おべんとう 作品タイトル 目玉焼き、ウインナー、ブロッコリー、スープ

性別／年齢 女性／80 性別／年齢 女性／7 性別／年齢 女性／6

職業 なし 職業 小学生　2年 職業 幼稚園　年長

Ｎｏ.82 Ｎｏ.83 Ｎｏ.84

Ｎｏ.88 Ｎｏ.89 Ｎｏ.90

Ｎｏ.85 Ｎｏ.86 Ｎｏ.87



第6回 お台所絵手紙応募作品一覧

氏名／PN 岩井　咲樹 氏名／PN キヨ 氏名／PN キヨ

作品タイトル ママのカレーおいしい 作品タイトル 色あざやか！！ 作品タイトル 我が家のごちそう

性別／年齢 女性／8 性別／年齢 女性／45 性別／年齢 女性／45

職業 小学生　3年 職業 主婦 職業 主婦

氏名／PN キヨ 氏名／PN 小寺　司美栄 氏名／PN 坂井　昌美

作品タイトル 自分のごほうび 作品タイトル 朴葉寿司（香なつかしい朴葉寿司） 作品タイトル サラダのアクセサリー

性別／年齢 女性／45 性別／年齢 女性／65 性別／年齢 女性／59

職業 主婦 職業 主婦 職業 自営業

氏名／PN りょう 氏名／PN tochiya22 氏名／PN 樋口　誓子

作品タイトル 子育て中 作品タイトル 元気の出るお弁当 作品タイトル さあー出掛けよう

性別／年齢 男性／20 性別／年齢 女性／75 性別／年齢 女性

職業 会社員 職業 主婦 職業 主婦

Ｎｏ.94 Ｎｏ.95 Ｎｏ.96

Ｎｏ.91 Ｎｏ.92 Ｎｏ.93

Ｎｏ.97 Ｎｏ.98 Ｎｏ.99



第6回 お台所絵手紙応募作品一覧

氏名／PN 樋口　誓子 氏名／PN 樋口　誓子 氏名／PN メイユール

作品タイトル かんじんな物 作品タイトル 大好き 作品タイトル 早く食べたい！

性別／年齢 女性 性別／年齢 女性 性別／年齢 女性／55

職業 主婦 職業 主婦 職業 会社員

氏名／PN さっちゃん 氏名／PN はっちゃん 氏名／PN 有田　久仁子

作品タイトル シニアの味方 作品タイトル 春、夏、秋、冬、いつでもたのしめる、しろくまカレー！★ 作品タイトル 晩ごはんのコロッケ

性別／年齢 女性／73 性別／年齢 女性／9 性別／年齢 女性／89

職業 主婦 職業 小学生 職業 無職

氏名／PN 春乃まま1才 氏名／PN ゆきりん 氏名／PN あーちゃん

作品タイトル おにぎりだいすき 作品タイトル 料理男子に感謝！ 作品タイトル ラーメン作ってくれます。料理

性別／年齢 女性／31 性別／年齢 女性／53 性別／年齢 女性／22

職業 主婦 職業 会社員 職業 その他

Ｎｏ.100 Ｎｏ.101 Ｎｏ.102

Ｎｏ.106 Ｎｏ.107 Ｎｏ.108

Ｎｏ.103 Ｎｏ.104 Ｎｏ.105



第6回 お台所絵手紙応募作品一覧

氏名／PN SABA 氏名／PN パンも大好き 氏名／PN キン

作品タイトル おにぎり 作品タイトル コロナ禍の中でありがとう！ 作品タイトル みのり

性別／年齢 女性／64 性別／年齢 女性／50 性別／年齢 女性／68

職業 主婦 職業 その他 職業 会社員

氏名／PN まりん 氏名／PN Maywu 氏名／PN Maywu

作品タイトル 私の夢 作品タイトル 脂肪を燃える　タンパク質満点（麻婆豆腐） 作品タイトル 美しい紫

性別／年齢 女性／48 性別／年齢 女性／62 性別／年齢 女性／62

職業 自営業 職業 主婦 職業 主婦

氏名／PN Maywu 氏名／PN はなだ　あかね 氏名／PN 津田　恭子

作品タイトル ありがとう 作品タイトル 本日　家事　休業日 作品タイトル また、一緒に食べたいよ。

性別／年齢 女性／62 性別／年齢 女性／40 性別／年齢 女性／53

職業 主婦 職業 主婦 職業 会社員

Ｎｏ.112 Ｎｏ.113 Ｎｏ.114

Ｎｏ.109 Ｎｏ.110 Ｎｏ.111

Ｎｏ.115 Ｎｏ.116 Ｎｏ.117



第6回 お台所絵手紙応募作品一覧

氏名／PN ハルノハナ 氏名／PN さら 氏名／PN そうすけ

作品タイトル 収穫のほほえみ 作品タイトル いつもいろいろなおべんとうありがとう 作品タイトル ほっぺた　おちそう

性別／年齢 女性／32 性別／年齢 女性／6 性別／年齢 男性／7

職業 パート 職業 小学生 職業 小学生

氏名／PN えいた 氏名／PN りょうすけ 氏名／PN ゆたか

作品タイトル おいしいよ　おべんとう 作品タイトル すし 作品タイトル おべんとう　しゃけがすき

性別／年齢 男性／7 性別／年齢 男性／7 性別／年齢 男性／6

職業 小学生 職業 小学生 職業 小学生

氏名／PN かおり 氏名／PN さき 氏名／PN そうすけ

作品タイトル おべんとう　おいしいよ 作品タイトル えいよう　たっぷり 作品タイトル からあげ　だいすき

性別／年齢 女性／6 性別／年齢 女性／6 性別／年齢 男性／6

職業 小学生 職業 小学生 職業 小学生

Ｎｏ.118 Ｎｏ.119 Ｎｏ.120

Ｎｏ.124 Ｎｏ.125 Ｎｏ.126

Ｎｏ.121 Ｎｏ.122 Ｎｏ.123



第6回 お台所絵手紙応募作品一覧

氏名／PN ろく 氏名／PN ゆうき 氏名／PN ゆう

作品タイトル おべんとう 作品タイトル じゃがいも 作品タイトル おいしい　ポテトチップス

性別／年齢 男性／6 性別／年齢 女性／8 性別／年齢 女性／8

職業 小学生 職業 小学生 職業 小学生

氏名／PN ふみか 氏名／PN りの 氏名／PN しおり

作品タイトル いちご　だいすき 作品タイトル おべんとう　おいしいよ 作品タイトル 友だちの　はじまり

性別／年齢 女性／6 性別／年齢 女性／6 性別／年齢 女性／8

職業 小学生 職業 小学生 職業 小学生

氏名／PN くるみ 氏名／PN ひろか 氏名／PN おうすけ

作品タイトル ママのポテト 作品タイトル いただきます 作品タイトル おいしいおべんとう

性別／年齢 女性／8 性別／年齢 女性／6 性別／年齢 男性／6

職業 小学生 職業 小学生 職業 小学生

Ｎｏ.130 Ｎｏ.131 Ｎｏ.132

Ｎｏ.127 Ｎｏ.128 Ｎｏ.129

Ｎｏ.133 Ｎｏ.134 Ｎｏ.135



第6回 お台所絵手紙応募作品一覧

氏名／PN ゆずき 氏名／PN さき 氏名／PN はる

作品タイトル やきざかな 作品タイトル いつも　ありがとう 作品タイトル はやくたべたいな

性別／年齢 男性／6 性別／年齢 女性／6 性別／年齢 女性／6

職業 小学生 職業 小学生 職業 小学生

氏名／PN せいや 氏名／PN じゅん 氏名／PN はると

作品タイトル おいしい　おべんとう 作品タイトル たまごだいすき 作品タイトル えいよう　たっぷり

性別／年齢 男性／7 性別／年齢 女性／6 性別／年齢 男性／8

職業 小学生 職業 小学生 職業 小学生

氏名／PN みちこ 氏名／PN ゆいな 氏名／PN すず

作品タイトル おべんとうの上に 作品タイトル おべんとう　いただきます！ 作品タイトル まちどおしい　おべんとう

性別／年齢 女性／9 性別／年齢 女性／7 性別／年齢 女性／7

職業 小学生 職業 小学生 職業 小学生

Ｎｏ.136 Ｎｏ.137 Ｎｏ.138

Ｎｏ.142 Ｎｏ.143 Ｎｏ.144

Ｎｏ.139 Ｎｏ.140 Ｎｏ.141



第6回 お台所絵手紙応募作品一覧

氏名／PN かずさ 氏名／PN いちか 氏名／PN 宮内　多美代

作品タイトル もっとたべたいな！ 作品タイトル 世界一のからあげ 作品タイトル 春キャベツ

性別／年齢 女性／10 性別／年齢 女性／9 性別／年齢 女性／76

職業 小学生 職業 小学生 職業 主婦

氏名／PN 宮内　多美代 氏名／PN 宮内　多美代

作品タイトル 世界の平和 作品タイトル 万願寺とうがらし

性別／年齢 女性／76 性別／年齢 女性／76

職業 主婦 職業 主婦

Ｎｏ.148 Ｎｏ.149

Ｎｏ.145 Ｎｏ.146 Ｎｏ.147


