国産・海外産・完全養殖

享・∴・・慈
園 4箪

▲
●

農林水産省に台湾・中国産
録について直筆インタビュー
ようやく落ち着いたがと思
われた中国産食品の問題が︑
ここに来てまた取り沙汰され
ています︒そこで︑農林水産
省へ直接電話にてインタービ
ューしてあました︒まずは無
理だとは思いましたが︑農林
水産大臣にお聞きしだいとい
う旨を伝えました︒当然なが
ら大臣は電話には出られない
ということで︑変わりに広報
部の方に言える範囲で教えて

一方︑中国産については︑
これほどまでに次々と問題が
出てしまいますと︑早急に問
題が解決するというのは厳し
いように思われます︒
目蓋柵悟かつつくかきり海外
産ブランドの碑立は厳しい︒
JAS法に基づく産地表示
の問題が注目されています︒
今年の蔓はスーパーの鰻より︑
専門店の方が安心できるとい
うことで︑専門店へお客様が
流れるという傾向がありまし
た︒鰻を問わず現在︑日本で

あります︒しかし︑この国産
神話のために︑経営書にとっ
てはコスト高という問題があ
ります︒この問題を解決する
ためには海外産鰻との共存が
欠かせません︒今後︑台湾
中国の安全性が確立されたと
き︑どのようにPRするか︑
私たちにとっても重要な課題
と思われます︒

は国産が一番美味しい︑国産
が一番安全という国産神話が
すでにご存知かと思いますが︑
台湾産鰻については︑台湾政
府もこの問題を重要課題とし
て︑政府自らが台湾産鰻の安
全性や美味しさのPRに取組
みはじめています︒こちらと
しては︑その安全性が確認で
きれば検討する予定という状
況になっています︒

欲しいとして質問しました︒
〇・・今後︑中田や台運の録は
どうなるのでしょうが？

美味しさの定義ってどこにある？
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● 台湾産 完 全養殖

生徒⁝イタリアンやフランス
料理が人気だからという理由
で就職先を決めたりはしませ
ん︒実際︑授業を受けて洋食
から中華に変わった生徒もい
たりします︒これまで綾料理
というジャンルがなかった分︑
とても新鮮な慈しでした︒
この生徒以外も同じような
感想を聞きました︒本年度は
この学校生徒2名を実習生と
して受け入れることもできま
した︒この2名という実績を
足かかりに今後も活動してま
いります︒

現攫時人向け
プロフェッショナル講座
ますが︑その間︑学校生徒向
けの講座︑老人ホームの訪問
など様々な活動で左＜さんの
方々へ江戸前蒲焼を伝えるこ
とができだと思います︒
前回は現役職人と生徒を混
合して授業を行いましたが︑
今回はその反省を踏まえて︑
現役職人︑生徒と分けて授業
を行ないました︒生徒向けと
しては捌き方〜串打ち︑蒸す︑

十月一五日︵水︶新宿弱

が一番美昧しいか︒など現場
で働く職人ならではの授業を
行いました︒この活動により
業界全体がより活性すること
を頼って来年度も開催してい
く予定です︒

台湾国産鰻を試合してどれ

焼くの全ての構成を指導しま
した︒現役職人には︑中国︑
理工専門学校にて第2回現役
職人向けのプロフェッショナ
ル講座が開催されました︒本
年度も学校生徒︑現役職人も
参加して︑会場は賑やかな雰
囲気の中︑授業は真剣そのも
のでした︒
思えば︑昨年はじめて開催
したときは︑果たしてどれだ
けの人が参加していただける
のだろうか︑講座としてどん
な成果を上げることができる
のか不安な部分もありました︒
あれから約1年半近くになり

押1− i∴

未来の調理師両肘
プロフェッショナル講座

九月二四日︵水︶新宿調理

師専門学校にて︑本年度初の
プロフェッショナル講座を開
催しました︒
講座は渋谷松川の高橋康孝
氏による鰻業界の講義〜技術
指導を担当していただきまし
た︒また︑これまでサポート
役として協力していたたいて
いた若手職人も講師として︑
ひとつステップアップした指
導を行なっていただきました︒
参加した生徒たちの生の声
をインタービューしたのでこ
こに掲載させていただきます︒
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世覇感慕簾の
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水産庁と独立行政法
人水産総合研究センタ
ーによる調査で︑二ホ
ンウナギの産卵場とさ
れる海域で綾の親魚と
ふ化してから二日⊥二
日の個体を採取するこ
とに成功したそうです︒
両方を同時に獲得した
のは世界初であり︑今
後︑完全養殖に向けて
大きな収穫となったと
思われます︒
人工ふ化の研究は︑
産卵場での水深が解明

されていないため︑人
工生産の過程で水圧︑
塩分濃度︑餌飼料等の
環境設定が難かしい︑
とされていました︒
しかし︑今回の調査
では見事に成功︒一都
の関係者から︑ジャポ
ニカ種とは形態が異な
るのでは？ という声
もあり︑今後の解明に
期待したいところです︒

まき資料・日本重縁網新調より

●東京都大東区浅草÷お・﹁
●お店からのコメント
店主／大橋一馬さん
第一に料理の本質である素材が
良いもの︑新鮮であるものを使
う︒第二に丁寧に仕事すること︒
第二巨タレが基本だと思います︒

NIPpONとは？

FOOD ACTIoN
﹇000＞○±OZZ一PPOZと

﹇日田書
養殖鰻や食材の高騰
により︑皆さん様々な
工夫などで苦心されて
いると思います︒そこ
で︑そもそも何故︑こ
のように食料が高騰し
てしまうのか調べてあ

その最も大きな原因は︑
戦後から続く︑食料自給
率の低下が原因とされて
います︒上のグラフにも
あるように日本は約60
％の食材を海外から輸入
しています︒

目本の食糧自縛葦とエネルギー事情

ました︒

200端iの土田丑の日は7月19日（日）と7月31日（会）です。

●東京都大東区浅草÷一？N
●取締役社長からのコメント
矢野昌宏さん
できるだけ新鮮な鰻を備長炭を
使って美味しく食べてい左だ＜
ことを心がけています︒

録・日本料理用松

Lg寡窮乎

取引先お店紹介
赤坂ふきぬき

●本店／東京都藩医赤坂00−？−一
14階

（3）回書の食蝿○後車：40％

●新宿高島屋タイムズスクエア店

（2）石減の中東麟京置：89％

●柏高島星ステーションモール店
S鐙7階
●東武池袋店 地下2階
●銀座 録︵炭火焼鳥海一房︶

は︑日本の食料自給率を向
上させるための国民運動で
す︒この活動は全国各地で
開催されています︒また︑
その活動内容も様々です︒
業界を活性化するヒントが
あるかもしれないので︑ご
紹介いたします︒

す︒こ

一方︑食材だけでなく︑
ガス︑電気粗金など︑石
油以外のエネルギーも高
騰しています︒都市ガス
の燃料である天然ガスは
石油の
値段と
比例し
ている
そうで

現在の食材高騰の問
題はご存知の通り︑運
搬にかかる燃料の高騰
や中国の食品問題など
による輸入規制などが
原因とされています︒
しかし︑主要先進国で
は日本ほど騒がれては
いません︒一体何が原
因なのでしょうか︒

出典：エネルギー自書、BP繍計他

●本店／東京都台東区浅草丁半一
●別館／東京都台東区雷門N・一甲ぺ

●お店からのコメント

会長／松澤欣一部さん

◎フードワークショップ
食の専門家による食害や
国産の野菜などを使った
料理実習などを開催︒

の問題
も食料
自給率
と同じ

（1）日暮のエネルギー器後車：4％
置子方を℡めると：18％

本の自
給率の低さが原因となっ
ています︒その分︑日本
では燃料電池の開発など
が他国より進んでいるの
かもしれません︒

日

◎LIVEマルシェ

00仰⁝伽伽0000伽如︒

く

食材が高くなり︑中々商売をし
ずらい時代になっております︒
しかし︑美味しい鎧を提供する
ことは忘れず虚したいと患って
おります︒

鱒浦購前川

都心部など︑例えば丸の
内ピルなどにて︑地域の
農家の方たちが︑それぞ
れ野菜を持ち寄って市場
を開催︒
ご紹介したイベントは一部
ですが︑例えば︑江戸前蒲
焼というブースがあっても
よいのではないでしょうが︒

日本の食指自給率は40％

G一ZN＞一3品ピル7階

●銀座 緑 池袋店︵和食と地酒︶
東武百貨店池袋店13階
●お店からのコメント
謁理担当スーパーバイザー
猪野善一さん
鞍透された活き黛を使っていま
す︒また大正二年から使っている
伝統のタし︑発祥を名古屋として
いることからも﹁ひつまふLLに
は拘りをもっています︒

−録やっこ
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噺東南覆土会からのお知らせ
◇調理師軍門学校向け
プロフェッショナル調度
将来の若手候補者を育てるための授業です。
当日サポートしていただけるスタッフの方はご

連絡ください。

◎開催日：12月19日（金）
㊥時間：1回目：9：00−／2回目：13：00−

◎会場：新宿調理師専門学校

「−「高

調連峰大軍簾中l

新東調理士会では、掲理師専門学校の生徒勧升
でなく、これから掴理飼性なりないという万も随 雪

〒160−0023新高区西新宿6丁目す3

・JR・小田急線・京王線・地下鉄都営新富線
「新富駅」より徒歩7分
・西武新富線「西武新富駅」より徒歩7分

時募果してあります。

私たちと一緒に業界を盛り上げて頑張ってあま；

・東京メトロ丸の内線「西新宿駅」より徒歩3分

せんか？皆様のご連綿をお待ちしてあります。

・都営大江戸線「都庁前駅」よ推歩5分

◇第45回録供義
本年度も北青山詩法寺にて鰻供養が行われます。
お忙しいとは思いますが、是荻ご参加ください。
◎開催日：11月5日（水）

〒104−0061東京都港区北青山2−12−8

㊥時間：14：30〜

「青山一丁目駅」徒歩7分
・東泉メトロ銀座線・半蔵門線・千代田線

◎会場：北青山詩法寺

・東泉メトロ銀座線「外苑前駅」徒歩2分

・東京メトロ銀座纏・半蔵門線・大江戸緩

「表参道駅」徒歩11分

プロフェッショナル青さてこ電力面いた方

③小林芳鞄（川松）⑮飯田敬人（新原無し）
◎野本修（駒沢吾川）㊥小暮養護（花菱）
◎秘本潤（新宮川） ◎山口徹（渋谷肱川）
◎西本誠（伊勢定） ㊤高播慶事（渋谷船川）特別講師

こ出蓋のお祝い！
◇小暮義雄氏（花菱勤務）小暮薄給（こくれりお）ちゃん
小暮韓雄さんより一言メッセージ
10月17日無事娘が産まれました感無量ですより一掃仕事瞳励み子供が
大きくなって誇らしい鰻職人iこ慣れている様に日々精進しなく思います。

編集部より

「会報誌【新東ファミリー】は業界発展のため精力的に取材活動を行います。
ご意見、ご要望などございましたら、編集部にご連絡ください。
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