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港区芝浦の運
河にも鰻は生
息している︒
会報誌を創刊して早くも一年
が経ちました︒そこで思い切っ
て第六号をリニューアルするこ
とにしました︒その記念すべき

第一弾の特集は﹁港区芝浦の運
河にも鰻は生息している﹂とし
ました︒

先日︑編集会議にて︑﹁さて
次回の特集は何たしましょう？﹂
と悩んでいたところ︑次長の湯
浅祐司が﹁港区の情報誌でこん
な面白い記事があったので︑そ
れを特集にしてみてはどうだろ

う？﹂と一言︒その記事は﹁港
区コミュニティ惜報誇 大臥ポ
ート﹂に掲載されていたもので︑
芝浦運河に棲むいろいろな生き
物として︑なんと芝浦にも鰻が
生息している︒と書かれていま
した︒これは面白いということ
できっそく︑この記事の監修を
されているZウ○法人﹁海塾﹂さ
んへアポイントを取り取材に行
ってきました︒お客様に鰻の安
全性を示す︑良いヒントもいた
だきましたので︑是非︑最後ま
でお読みください︒

芝瀞の運河には﹁天然うなぎ﹂
が生息している
山手線田町駅を降りて流れる
運河を見ながら今回の取材先で
あるラ○○法人﹁海塾﹂さんへ伺
いました︒出迎えていただいた
のは代表の榎本茂さんという方
です︒突然のアポイントにもが
からわす丁寧に芝浦運河につい
て教えて頂きました︒

まずは最初の疑問︑シラスや
稚魚でもない成魚の織方何故︑
運河に生息しているのか？ 実
は温暖化の影響で海水温度が上
がっていること︑近年のマンシ
ョンラッシュで下水道が整備さ

れ︑運河の汚染が改善されたこ
と︑さらに芝浦の運河には多摩
川の水が大壷に入っているそう
で︑これらの要素が重なり︑本
来海から川へ昇っていくはずの
鯉が生息できるようになってい
るそうです︒次頁につづ＜︑

実願に芝浦の運河で踊れた天然
の鰻。美味しそうです。
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そんな地道なことからスター
トしています︒そして現在は
鰻をはじめいろいろな生き物
が生息しています︒

うになったことで︑綺麗な運
河にしようとなりました︒人
が集まれば環境が破壊される︒
という事を聞きますが︑港区
はその反対で︑人々が住むこ
とで環境が良くなったと言え
るのではないでしょうが︒
榎本さん日＜︑生き物は汚
染を改善されただけでは生息
できないそうです︒それは何
故かというと︑コンクリート
は平らになっています︒一方︑
海や川には右や砂があります︒
つまり生き物たちが生息する
には︑隙間が必要というわけ
です︒榎本さんたちの活動は

かつて芝浦の運河では泳ぐ
こともできたそうですが︑そ
の後︑たくさんの倉庫が建て
られました︒しかし︑マンシ
ョンが建ち並び人々が住むよ

録や生き物たちが生息するた
めに必要なこと
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大人も子供も集まって︑みんな

の力で運河を縄痛に
海塾さんでは︑港区や東京
都︑国土交通省が連携して︑

行ってる﹁生き物の棲みがっ
くりプロジェクト﹂において︑
地域の住民が気軽に参加でき
る仕組みづくりをお手伝いし
ているそうです︒
新東調理士会では︑社会貢
献活動︑そして︑日本の伝統
料理である江戸前蒲焼を知っ
て頂くためにこのプロジェク
トに参加を検討しています︒
しかし︑新東だけの力で多く

NPO法人﹁海塾﹂

の方に伝えることは難しいた
め各オーナーの皆様に是非ご
協力をお願いでさればと思い
ます︒
〒一〇∞・eeNの

東京都港区芝浦やNN⊥芝浦
アイランドエアタワー寸心一

新真が取り
組む江戸前
蒲焼のPR
活動
し

新東調理士会では江戸前蒲
焼を広くPRすることを目的
に様々な活動を行っています︒
昨年では︑調理師専門学校で
の講習△モ老人ホームを訪問
しての試食会などを行いまし
た︒今年度はその活動範囲を
さらに広げて江戸前蒲焼のP
Rに勤めてまいります︒
そこで︑まだ決定していま
せんが現在すすめている活動
についてお知らせいたします︒
ます一つは︑少年院を訪問︒
この活動は少年たちに江戸前
蒲焼を知ってもらうと共に︑
職人として技術を持つことで
将来の自分に役立てられるこ
とを指導︒この指導を通じて
少年たちの更生に役立てられ
ればと思います︒
二つ目は︑今回の特集でも
ご紹介しました︒NPO法人
﹁海塾﹂さんが東京都や国土

交通省と進めている﹁水辺再

れないため︑大阪や京
都にうなぎの販路を広
げようと考えたのか︑
うなぎの道のはじまり
と伝えられています︒
こんな過酷な輸送に
も耐えたうなぎだから
こそ︑人間にとっても︑
猛暑を乗り切る元気の
源になっているのかも
知れません︒

は︑江戸時代の中期︑
うなぎの豊漁が続き︑
地一亜佳げでは消費しき

の﹁中海﹂という湖で

が鳥取県内を通ってい
たそうです︒
鳥取県と島根県の問

という﹁うなぎの逼﹂

うものがありました︒
しかし︑この鯖街道よ
りも長い道程を︑うな
ぎを生きたまま運んだ

を結ぶ﹁鯖街道﹂とい

かつて福井県と京都

ぬ﹁うなぎの道﹂

シルクロードなら

⑥⑨⑥
生プロジェクト﹂でのイベン
ト参加です︒秋に開催される
イベントでは芝浦住民だけで
なく多くの人たちが参加され
ます︒そこでは出店があった
りなどお祭り的なイベントに
なるそうです︒新東調理士会
としてはこの機会に江一畳剛蒲
焼を多くの方に知っていただ
くチャンスとして現在準備を
しています︒これらのイベン
トに関する情報は会報誌でも
お伝えしてまいります︒もし︑
興味のある方は新東喜務所ま
であ問合せください︒
新東調理士会としては︑昨
年から本格的に若手職人の人
材育成や人材確保の活動を開
始しましたが︑江戸前蒲焼の
PR活動も平行してすすめて
まいる予定です︒
これらの活動には︑オーナ
ー様や職人の方︑問屋さんな
ど毎回︑様々な方たちにご協

力していただいてあります︒
新東では︑江戸前蒲焼のPR
につなげられことであれば積
極的に参加してまいる所存で
す︒また皆様からのど意見・
ご提案も随時募集しています
ので宜しくお願いします︒
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稗奈川県鎌倉而小町2−15−5

ヨシイビル1F

電話：0467−22−1222

電話：046−822−0464

営業時間：11：00−19：00

営業：11：30−14：0017：00−21：00

定休日：木曜日

定休日：日曜・祝日

お店のココがこだわり

お店のココがこだわり

鎌倉という場所がら観光で来られるお
横須賀で本物の味を追求して110余 若様が多いためお一人でも入りやすく、
年。いつまでもお富枝の期待iこ応 そして新鮮な鰻をお出しできるように
えられるように心がかけています。 しています。

轟イチオシのお店

神奈川県横須賀市大滝町2−3

会報誌新東ファミリー（6号）

このコーナーは新東調理士会と日頃お取
引して頂いているお店をご紹介しています︒
今回は横浜︑鎌倉︑横須賀にて︑営なわ
れている五店舗をご紹介します︒美味しさ
への拘りは千差万別︑しかし︑日本の伝統
料理︑江戸前蒲焼への拘りは一つです︒
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神祭IiI県横浜市中区港町5−20

神奈川県横浜南西区浜松町3−3

神奈川県横須賀帝大矢部2−2−8

軍縮：045−681−1404
時間：11：00−21：00

電話：04523十7418

電話：046−836−4404

時間：11：00−14：00

定休日；水曜日（祝日の場合は営業）

15：00−23：00

定休日：毎月第1日曜日

お店のココがこだわり

丼は京都で特別に注文したものや
店内の装飾や食器などにも拘って、
ゐ書樹こより一層美味しく食べて
い頂けるようにしています。

お店のココがこだわり

場所がら近隣のお客様が多いです
が、新鮮な食材をお出しすること
を心かけています。

録の接種は浜名調

豊繊謝意知封筒本物
福田
大分

年境にはじまった

刀

現在︑国内の鰻養殖の
生産重は静岡県ではなく
鹿児島県がトップで︑つ
づいて愛知県︑宮崎県と
なっています︒
近年は台湾︑中国産な
ど海外からの輸入も増え
ていますが︑中国産鰻の
薬品問題などもあり今後
も伸びていくと思われま
す︒しかし︑お店やお客
様にとっては国産の鰻を
安定した価格で美味しく
食べられることこそ︑最
も重要ことではないでし
ょうか︒
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自分を信じて新しい鰻料理にもチ
ャレンジして、より多くのお富枝
に、「美味しかったありがとう。」
と言って頂けるようiこしています。
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別納
賞￣〇十請
′

お店のココがこだわり

日本各地には必ず名
産というものがありま
すが︑鰻と言えばやは
り浜名湖U実は鰻養殖
発祥の地でもあります︒
はじまりの時期は諸説
ありますが︑明治一三一
年頃だそうです︒
浜名湖は気候が温暖
で︑稚魚が大書に
獲れさらに︑養殖
に必要とされる大
童の真水が豊富だ

当時は東海道が開
通していたため︑
東京︑名古屋︑京
都︑大阪と大書消
費が見込める大都
市への出荷に便利
な場所に位置して
いたという様々な
条件が揃っていた
ためと思われます︒

2007年機番確の生産重
￣〇一

時間：11：30−15：00／17：00−20：30

定休日：月曜日

2009年の土田丑の日は7月19日（日）と7月31日（会）です．
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！＼喝蒔きヘキサゴれ作壷天幕纂

人気TV番組「ヘキサゴシ」に貫徹亡「う塔重へ事がゴシ大賞」を臓催します。
録にまつわる真面目鰭籍し．面白くて笑える粛轄し、何でも大雑纂しています。
鰻に関するあなた独自のエピソード、

雷雪盲骨問詰ノ詰 豆知識、どんな話しでも結構ですo

「へえ〜」と思える豆知識や「フ八八！」 〇二置享L∴串彊正二富士寒i十十十、−＿00上土〇十と笑える詣し、どしどし応募ください。

Oi 〇二 亭 十 〇： 七 〇二 〇： ○， 〇二 〇 千 着し 置二 m： 亨 玉 音：

玉1しております。また、入選された作品は

〇一1会報誌にてご紹介いたします。
〇一二，☆応募方法☆
〇一一1応募締め切り：2009年4月10日（金）

丁，応募方法：左記の応募用紙棚に記入
キリトリーtt ii I︵−−
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して新東事務所へFAXま
燈は直接渡してください。

〇二l※発表は会報誌7号にて発表させて
事i 頂きます。
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驚議定襲整調
◆場所新東調理士会事務所
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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。

TEL．03−3582−4721
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