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WBCにも負
けない ﹁鰻﹂
の元気パワー
日本の二連覇で終わったWB

C︵ワールド・ベースボールク
ラシック︶ でしたが︑野球を知
らない人も含めて︑日本は大い
に盛り上がりました︒この熱狂
覚めやらぬ内に︑会報誌も便乗
して特集を組んであました︒何
故？ 会報誌にWBC？ と思
われるかもしれませんが︑そこ
はご勘弁ください︒
この不況の中︑日本は今回の
WBC日本チームの活躍に元気
をもらったと思います︒そこで
一番ノロ野球選手︑元プロサッカ
ー選手に︑現役時代︑一塾気の源

インタビューしてきました︒ま

として﹁鰻﹂を食べていたか︒

すは﹁鰻・牛舌料理 大乃﹂と
して鰻屋を経営されている元プ
ロ野球選手の大野雄次さんにお
話しを伺いました︒
今回のWBCですが大野さん
はどのように見ていましたか？
﹁日本が前回に続いて世界一に
なってことは大変嬉しいことで
す︒しかし︑客観的に見れば︑
本当に真剣に参加していた国は

日本と韓国たけだったように思
います︒その他の国は本気モー
ドではなかったと思います︒そ
ういう意味ではWBCもこれか
ら回数を重ねて改善していくこ
とで︑より真剣勝負になってい
くかもしれないですね︒﹂
今回のWBCで凄いなー・と思
った選手はいますか？
﹁横浜ベイスターズの内川選手
ですね︒彼の凄さは打てるコー
スがたくさんあって︑しかもい
ろいろな方向に打つことができ
る︑とても凄いことです︒﹂
それでは本題ですが︑現役時
代︑鰻って食べていました？
二股の皆さんと同じですよ︒
土用丑の日などに食べることは
ありましたけど︑ナイターの試
合が終わってからだと鰻屋さん
はお店が開いてないので︑寿司
や焼肉が多かったですね︒﹂
最後に大野さんが鰻屋をはじ
めたきっかけを教えてください︒
﹁現役引退も近づいた頃︑神田
きくかわさんと知り合いになっ
たのが︑きっかけです︒今は︑
監督として子供たちに野球を教
えたりもしていますが︑綾に限
らず︑たくさん食べろ！とって
います︒それが一狂気の源になる
と思いますので︒﹂つづ＜︑

つづいて今度は︑丞ノロサ
ッカー選手の小島光顕さんに
お話しを伺いました︒小島さ
んは広報・制作チームの知人
でもありますが︑名門国見高
校から︑東京農大︑富士通を
経てJリーグ創立と同時に︑
サンフレッチェ広島へ移籍︒
記念すべき︑開幕戦で決勝コ
ールを決めるなど︑プロとし
て一〇年間活躍されました︒
現在は相模原市にて︑フット
サル場の経営︑ジュニアユー
スの監督︑CS番組﹁親子サ
ッカー教室﹂に出演︒多方面
で活躍されています︒そんな
小島さんにスタミナ︑そして
鰻についてお聞きしました︒
﹁シーズン中の夏の暑い時期︑
土用丑の日などは練習が終わ
ってから︑食べに行ったりし
ていましたね︒夏場のサッカ
ースタジアム︑特に大阪の長
居スタジアムは暑かったこと

を覚えています︒Jリーグが
創立して︑一週間に二試合と
いうハードな試合日程になり︑
体力的な面︒特にスタミナに
関しては︑最初の一年間は皆︑
不安だったと思います︒実際︑
開幕してみると︑日本中が大
フィーバーとなったため︑僕
らも︑その勢いでプレイして
いたので︑意外と問題なかっ
たです︒しかし︑焼肉などは
夏や冬に関係なく食べました
けど︑夏に鰻を食べると自然
とスタミナがついた気分にな
るんですよね︒まあ︑心理的
なものなんでしょうけど︑ち
なみにジュビロ磐田との対戦
では︑すぐ隣りが浜松だった
ので︑皆でタクシーに乗って
鰻を食べに行ったこともあり
ました︒

小島

光顕さん

今は子供達にサッカーを教
えたりしていますが︑あまり
ご飯を食べていないように思
われます︒やはり︑スタミナ
の原点は︑しっかり食べるこ
とだと思います︒子供達も本
物の美味しい蒲焼の味を知る
と︑もっと食べるのかもしれ
ないですね︒﹂
取材協力

ブブスアルファ

＋鍬の力！

料理人の技
を引き立て
る器の魅力

美昧しい料理を提供するこ
とも大切ですが︑その美味し
さをより引き立てる器も重要
です︒今回は﹁十〇のカ！料
理人の技を引き立てる器の魅
力﹂と超して︑古くから新東
会とはお付き合い頂き︑また︑

毎年開催している﹁鰻供養﹂
の際︑輪島塗のお箸を提供し
ていたたいている藤八屋三代
目当主︑塩士正英氏にお話し
を伺いました︒まずは輪島塗
の歴史︑そのルーツを追って
あました︒
﹁輪島﹂という文字は室町時
代の中頃に登場しますが︑そ
れより遥か昔︑古墳時代に︑

能登を﹁倭島︵わのしま︶﹂

と呼んだ言葉がその語源とい
われています
さて︑このように古い歴史
を持つ輪島塗ですが︑その特
長は︑木口に麻布を貼り付け
るというのが独特の技法です︒
さらに丈夫で長持ち︑修理も
可能ということが︑長年愛用
されている要因のひとつだと
思われます︒しかし︑現在で
は重箱をプラスチックにする
というお店も増えています︒
これは︑お店の問題ではなく︑
使う人のマナーもあります︒
例えば︑出前で配達した重箱
を回収したら煙草の灰皿とし
て使われていた︒というケー
スもあります︒これでは高価
な重箱を配達用には使えませ
ん︒お客様に美味しい料理を
食べていただくために︑これ
からは器の大切さを知ってい
ただければと思います︒

雲 量軍 と 真 人 犀 の 歴 史

S☆山本工房☆
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渋谷松川本店

電話：0120−26−2203

東京都渋谷区宇田川町22−1

営業：11：30−14：3017：00−22：00

電話：03−3461−1065度店
営業：11：00〜22：00 渋谷東急プラザ店

定休日：日曜・祝日
お店のココがこだわり

今でも渋谷のお祭りには、地域の
代表として参加していますが、渋
谷らしく伝統の味だけでなく、若
い人も楽しめるようにしています。

定休日：無休

渋谷駅東急東横店

お店のココがこだわり

朝割いた鰻は昼iこ、午後仕込んだ鰻も
その日の夜に提供。常に新鮮な料理を
お出しすることを心がiナています。

︵一斗∵∴つ

東京都渋谷区道玄坂2−16−7

轟イチオシのお店
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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︒
今回は若者が集まる街渋谷にて︑営なお
四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
一畳別蒲焼への拘りは一つです︒
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19をEH叢図6
ざっくりと浅谷の歴史
昭和7年10月1日、渋谷町、千

駄ヶ谷町、代々幡町が合併し、
東京市渋谷区として誕生しま
した。
そして、昭和30年ごろを境に
高層ビルが続々建設され、商
業地区Iこ加えてオフィス街が
生まれ副都lb化が進みました。
渋谷と言えばファッション関
係の店舗や百貨店などが多く
若者の街として賑わっている
が、現在進行中の再開発が完
成すると、また新たな魅力が
加わるかもしれません。

住所、電話、時間、定休日は各店 東京都渋谷区道玄坂1−10−2
渋谷THピル地下1階
舗毎に異なります。
電話：03−3464−6832
時間：17：00−24：00

船繍西武店 池袋西武店
浅草松屋店 リブイン錦糸町店
リブイン田無店 東嶺のれん街店

定休日：日曜・祝日
お店のココがこだわり

季節毎の句の食材を使った料理を

お店のココがこだわり

新鮮な食材を使って、一枚一枚丁 お出しするというのが、一番のこ

だわりです。

寧に焼き上げております。

うなぎバイ誕生
秘
話
−
・

浜松と言えば鰻で有
名ですが︑同時に﹁う
なぎパイ﹂というお菓
子も全国的に知られて
います︒今回はその誕
生の秘話を追ってみま

した︒

うなぎパイがこの世
に誕生したのは昭和三
六年︵一①①一年︶だそう
です︒つまり今年で四
八年になります︒その
元祖となったお店は静
岡県浜松市にある和菓

子店﹁春草堂﹂とされ

ています︒
最初はうなぎの形を
お菓子に活かそうと︑
生地を細長くしたり︑
頭部をひねったりしま
したが︑試行錯誤の末︑
ようやく今の形に辿り
ついたそうです︒当時︑
うなぎパイの値段は一

本一五円︑上生菓子が

三〇円︑ケーキが五〇
円の時代ですから︑か
なり高級なお菓子たっ
たと思われます︒
一人歩きしてしまった
キャッチフレーズ
うなぎパイを全国的
に広めたその要因には︑
あの有名なキャッチフ

レーズ﹁夜のお菓子う

なぎパイ﹂があります
が︑実はこのお話し︑

当初は﹁一家団欒のひ

と時をうなぎパイで過
ごしてほしい﹂という
意味だったそうです︒
ところが︑精力増強の
うなぎと結び付けて︑
キャッチフレーズが一
人歩きしていったそう
で︑実際︑お店には数
多くの問合せがあった
ようです︒
しかし︑このキャッ
チフレーズが全国的に
有名になったきっかけ
と考えれば︑偶然とは
言えまさにピッタリの
ネーミングだったと思
われます︒

広報・制作チーム 中島

2009年の土田丑の日は7月19日（日）と7月31日（金）です。
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両耳丁事案せん

うelIl大賞作品大募集！
（う鰭きlIl柳）

前号で「う鰭童へ事がゴシ」として作品を募集しましたが、テーマ部離しかっ
たため、今回はわかIiやす「う鯵Ⅲ（う掻きill調）大貫」として作品を募集し
ます。是非、参加して大賞をゲットしこ＜磨さい。

母斑剃棚㊨諾鴨丁㊧手ぬぐい
応募方法

経の飼

新東事務所へFAXまたは直接渡してください。伝統は

※発表は会報誌8号にて発表させて頂きます。伝えてこぞの 吉報結綴緒裾！謹言

漸東からのお知らせ

雪
l新規オ−ブンのお店I

2009年3月25日鰻玄海東京都中央区八重洲1−4−303−3271−0187

ご結婚・ご出産のお知らせ
◎岩瀬久さん（神田きくかわ勤務）H20年10月24日入籍
⑥宮城 直大さん（竹棄亭勤務）H21年2月28日入藷日

◎高梨伸夫さん（渋谷松川勤務）長男遠忌（しおん）君誕生
プロフェッショナル講座のお知らせ

会員の方はご協力をお願いいたします。会員以外の方もご連絡お待ちしております。

⑥開催日：5月21日（金）

⑥会場：駒場学園高等学校
パソコン教室開催のお知らせ！

◎開催予定日：毎月2回月曜日を予定
※参加する方は事前にご確認ください。

◎定員：5名まで◎参加費：籍料◎時間：16：00−17：30◎場所：新東調理士会事務所

「

編集部より

「会報誌【新京ファミリー】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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