
 

 

 

 

 

◎ため池カレーとは？ 

 稲美町は、とてもため池の多いまちです。ため池は、お米や野菜を作るために 

必要な水をためておく、稲美町になくてはならないものです。そうしてできた、お

米や野菜を使って、作ったカレーを「ため池カレー」と呼び、昨年の９月～１０月

にかけて稲美町のお店で販売されました。 

  

 （お店で販売されたため池カレーの一部） 
   

 

 

 

 

 

 新型コロナウィルスの影響で休校になってしまいましたが、この期間に家族で 

ため池カレーを作ってコンテストに応募しませんか？ 
 

◎コンテストの応募方法 

  ①ため池カレーについて 

   形 ・・・稲美町にあるため池をイメージして作ってください。 

      （稲美町のため池については、うら面を見てください。） 

   カレー・・・レトルトでもスパイスからでも可。 
        

  ②応募方法 

１． インスタグラムのアカウント@tameikecurry をフォローしてください。 

２． ♯ため池カレーフォトコンテストをつけて、ため池カレーの写真を 

投稿してください。 

  ③応募対象 稲美町に在住の方 

  ④応募期間 ５月６日（水）まで  

（期間は延長する可能性があります。） 

 ※コンテストの結果、上位入賞者には景品をプレゼント！！ 

  詳細はうら面を見てください。ご応募お待ちしております！ 

  

家族で作ろう！ため池カレーフォトコンテスト 

主催：いなみ野ため池カレープロジェクト実行委員会 

お問い合わせ 稲美町商工会 平日９：００～１７：００ 

TEL 079-492-0200  FAX 079-492-0557 

詳細はコチラ！ 

Instagram 

通常の盛り付けはダメ 



◎ため池カレーフォトコンテスト 審査について 

 ご応募いただいた写真を審査し、以下の賞を授与いたします。 

 

➀最優秀賞   １点 

②優秀賞    ５点 

 ③ユニーク賞  １点   

 ④ビッグ賞（最大のカレー） １点 

  ・大きさが一番のカレーの賞です。 

   大きさが比較できるものを一緒に写してください。 

⑤ラッキー賞（ご応募いただいた方の中から抽選で決定。）  数点 

 

※景品内容については、インスタグラムでご確認ください。 

 

◎稲美町のため池 ８８ものため池があるよ！ 

 

1 加古大池 かこおおいけ 40 稲荷池 いなりいけ 69 千波池 せんばいけ

2 見谷上池 けんだにかみいけ 41 亀ケ池 かめがいけ 70 上棒池 かみぼういけ

3 見谷下新池 けんだにしたしんいけ 42 三ツ池 みついけ 71 下棒池 しもぼういけ

4 茨池 いばらいけ 43 野畑池 のばたいけ 72 愛宕池 あたごいけ

5 茨新池 いばらしんいけ 44 辰巳池 たつみいけ 73 城ノ池 じょうのいけ

6 三軒屋池 さんげんやいけ 45 中池 なかいけ 74 琴池 こといけ

7 六軒屋池 ろっけんやいけ 46 野池 のいけ 75 琴池新池 こといけしんいけ

8 大沢新池 おおざわしんいけ 47 経ノ池 きょうのいけ 76 小池 こいけ

9 八軒屋池 はちけんやいけ 48 芦池 あしいけ 77 王子池 おおじいけ

10 青野池 あおのいけ 49 穴沢池 あなざわいけ 78 和田上池 わだかみいけ

11 青野東池 あおのひがしいけ 50 尻ケ池 しりがいけ 79 和田新池 わだしんいけ

12 竹谷池 たけたにいけ 51 凱旋池 がいせんいけ 80 竜ケ池 りゅうがいけ 稲美町中村

13 広沢池 ひろさわいけ 52 弁天池 べんてんいけ 81 入ケ池 にゅうがいけ

14 広谷池 ひろたにいけ 53 中ノ池 なかのいけ 稲美町加古 82 長府池 ちょうふいけ

15 百丁場池 ひゃくちょうばいけ 54 下ノ池 しものいけ 稲美町北山 83 満溜池 まんりゅういけ

16 西池 にしいけ 55 亀ケ池 かめがいけ 稲美町中村 84 後池 うしろいけ

17 南場池 みなみばいけ 56 五郎右衛門池 ごろうえもんいけ 85 手中池 てなかいけ 神戸市西区

18 四ツ塚池 よつづかいけ 57 幸竹池 こうたけいけ 稲美町幸竹 86 福寿池 ふくじゅいけ 神戸市西区

19 北池 きたいけ 58 駒池 こまいけ 87 三枚池 さんまいいけ 三木市別所町

20 稲荷池 いなりいけ 59 梶ケ池 かじがいけ 稲美町森安 88 下勝成池 しもよしなりいけ 三木市志染町

21 葡萄園池 ぶどうえんいけ 60 下女池 げじょいけ

22 中場池 なかばいけ 61 天満大池 てんまおおいけ

23 梅ヶ淵池 うめがふちいけ 62 河原山池 かわらやまいけ

24 宮池 みやいけ 63 舟引池 ふなびきいけ

25 南池 みなみいけ 64 新仏池 しんぶついけ

26 相生池 あいおいいけ 65 長法池 ながのりいけ

27 野々池 ののいけ 66 内ケ池 うちがいけ

28 荒内池 あらうちいけ 67 溝ケ沢池 みぞがさわいけ

29 風呂ノ谷池 ふろのたにいけ 68 跡池 あといけ

30 風呂ノ谷下池 ふろのたにしもいけ

31 草谷池 くさだにいけ

32 魚住池 うおずみいけ

33 宮谷池 みやたにいけ

34 三字池 みあざいけ

35 伝治池 でんじいけ

36 池ノ首池 いけのくびいけ

37 岡崎池 おかざきいけ

38 木谷池 きたにいけ

39 風呂ノ谷中池 ふろのたになかいけ

整理
番号

ため池名 ふりがな 所 在 地 ため池名 ふりがな 所 在 地

稲美町加古

稲美町蛸草

稲美町国岡

稲美町国安

稲美町和田

稲美町北山

稲美町下草谷

整理
番号

整理
番号

ため池名 ふりがな 所 在 地

稲美町岡

稲美町六分一

稲美町野寺

稲美町中一色

稲美町草谷

稲美町印南

稲美町野谷


