＼
qh ． （二二「）〃− − 言

■貢㌧？ 「く霊○○￣○ 古陶器 「
オ職 長青嶋享喜一＿ 小月

r−
i語

） 」
ヽヽ
壷 夢■r 虚言′

Sm。」＿、′
l

上昌
i？
∴霧∴∴蓬 田田園

醍
網 ′∪婁±「17葛でー 子宮 」，ニ＿ i ！ Fi ∴

＿．／軍
●
ー
「「「▼ノ
。．辛塁宗一￣ 一一− 南

′CT
J点在∴−、
iT

会報誌新東ファミリー（8号）
2009年（平成21年）6月

讃謙抑高叫撥畿擾
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実りの百年1−・

プロフェッショ

ナル講座の種

きっかけは調理師学校の一年
生のときに︑新東調理士会主催
の﹁プロフェッショナル講座﹂
を受けたことが最初です︒ご縁
あってそのときに講師をしてい
た高橋さんが総料理長を勤める
渋谷松川に就職することになり
ました︒高橋さんの授業はとて
も具体的でわかりやすく︑なに
よりも魅力的でした︒また実習
をサポートしていただいた先輩
方にも丁寧に指導していただき︑
興味を持ったのがきっかけです︒

てください︒

ーして来ましたので︑ご紹介し
ます︒
この業界に入るきっかけを数え

え・たくと︶さんへインタビュ

一号生である井上拓斗︵いのう

平成一九年の六月から始めた
コノロフエツショナル講座﹂で
すが︑ついに第一号の新人調理
師を迎えることになりました︒
そもそも鰻業界の発展︑業界活
性化の施策として︑若手職人の
確保︑技術向上のために始めた
ものですが︑きっそ＜︑その第

取材協力：渋谷松川 井上拓斗さん（新宿調理師専門学校卒業生）

その後︑プロフェッショナル講
座の授業は毎回受けていました︒
それと︑調理師学校の先生にも
やってみないか？ と声をかけ
てもらったのも後押しになりま
した︒

しょうが？

実機に検いてみてどんな震顔で

今年の四月から勤めてまだ︑
二ケ月はどなので︑先輩方に迷
惑をかけないように仕事を覚え
ることで精一杯という感じです︒
今︑担当している仕事は︑漬物
を作る︑ご飯を炊くなどが中心
です︒とにかく少しでも早く仕
事の流れを覚えて︑指示されな
くても動けるようになりたいと
思っています︒

稲葉の目標︑そして︑鐘軍たち
へのメッセージをお轟かせくだ
さ
い
︒

﹁技術は一生の宝﹂という言葉

自分で選んだ道なので︑一生
塞叩修行して早く一人前の職人
になりたいと思います︒本当に
入ったばかりなので︑具体的な
将来の目標はこれから経験して
見つけたいと思いますが︑プロ
フェッショナル講座で学んだ︑

通り︑自分も技術を身に付けて
職人と呼ばれるようになりたい
と思います︒
つづ＜︑

噺東会として︑そしてこれか

りましたが︑今回︑第言盲と
実績ができたことは非常に嬉
しく思っています︒サポート
していただいた皆様には本当
に心から感謝いたします︒
今回︑渋谷松川に就職した
井上＜んは新東金の所属では
ありませ ん ︒ そ れ で は ︑ 新 東
会に何もメリットがないので
は？ と言われることもあり
ますが︑業界全体に人材を増
やすことが目的なので︑これ
からも取組んでいく予定です︒
若手の獲得だけじゃない︑プ
ロフェッショナル講座の効果
この講座は人材の獲得だけ
でなく︑鰻料理専門店の存在
を知っていただく効果もあり
ます︒現役職人も参加できる
講座もありますので︑技術交
流の場にもなっています︒

ったら⁝︒﹂という不安もあ

たので﹁これで結果が出なか

人が少なくなるなあ﹂と漠然
としたものでした︒実際に第
一回目を開催したときも︑多
くの方に協力をしていただい

らの活動について
プロフェッショナル講座を
はじめる以前は﹁年々若い職
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皆機の理解あってこそのプロ
フェッショナル調度
この講座を開催して感じた
ことは︑ヒューマンパワーで
す︒調理師学校の先生︑現役
職人の講師陣︑そのパワーが
鰻料理の認知度を高められる
と思いました︒今後の課題と
しては︑職人を希望する女性
を受入れられるか︒という問
題もありますが︑皆様のご理
解あってこそのプロフェッシ
ョナル講座だと思いますので︑
これからもご理解を賜りたい
と思います︒
新東調理士会 湯浅 祐司

先輩たちから一言
プロフェッショナル講座の講
師︑先輩として井上さんにメッ
セージをいただきました︒

野本 修さん︵駒沢 宮川︶
第一号生おめでとうござい

肩書懐Y蔵相る切口弓削
てください︒

と必ず自分の糧に
もなるので頑張っ

島田 歩さん︵渋谷松川︶

夢

一生鮨窓叩頑張っていると思
います︒仕事に対しては︑す

閣閣閥閉園

頑張って行きたい
と思いまま ー

プロフェッショナル講座

昨年に結き
今年も開催
駒場学園

五月一二日︵木︶世田谷に
ある駒場学園にてプロフェッ
ショナル講座を開催しました︒
昨年も開催しましたが︑今回
はより実りある講座となりま
したので︑皆様にもご紹介い
たします︒

今回開催した駒場学園は︑
世田谷区代沢にあ室高等学校
です︒普通科一般︑普通科国
際︑普通科特別進学︑食物科
とあり︑勉強だけでなく︑ス
ポーツも盛んな学校としても
知られています︒花菱の阿部
さんの息子さんが卒業生とい
うことで紹介していただき︑

します︒

イトルです︒今回は︑
このタイトルに惹かれ
たので皆様にもご紹介

昭和天皇と鰻茶漬と
は︑河出書房新社から
出版された単行本のタ

昭和天皇と越茶漬

⑨⑨⑨
昨年︑はじめて開催すること
ができました︒
今回の受講生は食物科の三
年生が対象です︒対象が三年
生ということもあり︑講座は
より具体的に︑鰻料理の歴史︑
商業的な業界の展望︑職人と
なることのメリットなど︑就
職を見据えてのプログラムと
なりました︒また︑実習にお
いても︑捌く︑蒸す︑串を刺
す︑焼くの工程を各店舗から
サポートに来ていただいた職
人さんたちが指導を担当しま
した︒会場は賑やかな雰囲気
で︑受講生たちは︑それぞれ
の工程を悪戦苦闘しながら積
極的に取組んでいました︒
最後に駒場学園の先生から
﹁アメフト部で根性のある生
徒がいるので︑是非︑鰻屋で
育てて欲しい︒﹂というお言
葉をいただき︑今後につなが
る講座となりました︒

著書は︑東京オリン
ピックの年から昭和天
皇崩御まで約二六年間︑
宮内庁にて和食の料理
を担当された万が書い
たものです︒タイトル
通り︑鰻のお茶漬けを
食べていたようですが︑
その内容はというと昭
和天皇は蕎麦や芋︑イ
ワシやサンマを好まれ
たとか︑予算の関係で
松茸などの高価な食材
は買えなかったなど︑
食を通して昭和天皇の
いろいろなエピソード
が書かれています︒興
味のある方は読んでみ
てはいかがでしょうが︒

東京都世田谷区駒沢5−16−91

電話：042−740−5454
営業：11：00−22：00

営業：11：00−14：0016：00−20：30

電話：03−3701−2205

定休日：水曜日（第3水木曜は連休）

定休日：伊勢丹の定休日に準ずる
お店のココがこたわり

美味しい鮭はもちろんですが、そ
の他、多彩なメニューなど、多く
の方が楽しめるようにしています。

ランチエスターの法則
ランチエスターの法則とは、中
小企業が成長するために、現在
注目されている企業戦略です。
その基本ルールの一つに商業エ
リアを店舗から半径500M以内
としています。つまり遠くのお
客様より、近くのお若様を大切
にして実害Iこ結び付iナます。

そして、他で真似のできないも
のを開発し、それを地域の中で
NClにするというものです。
この法則は小さな車の修理工場

などが実践して、高い効果を上
げています。

お店のココがこだわり

世田谷の住宅街という場所から、味に
拘りがあるお客さまも多く、新鮮で良
質なもの、それとお客さまの好みなど、
顔が見える範囲で仕事をしています。

一食イチオシのお店

同幅怪聞間門葛

相模原市相模大野4−4−3
相模原伊勢丹6階
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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︒
今回は住宅街にて地域と密着した拘りの
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
戸前蒲焼への拘りは一つです︒
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神奈川県Ii順市麻生区百合丘1−日2 東京都世田谷区用賀4−11−5
電話；044−954−3580
営業：11：30−14：00
17：00−21：00

定休日：毎週木曜日
お店のココがこだわり

電話：03−3709−7971
営業：11：00〜21：00

定休日：月曜日
お店のココがこだわり

当店はお客さまが満足して喜んで
当店ではさっぱりしたタして鰻本 いただけるように、大きくて美味
来の美味しさを昧わっていた風ナ しい鰻をリーズナブルな価格で提
るようにしています。
供しています。

こんなにある
鰹のコトワサー・
火事の話に透け録︵日本︶
火事の話しと︑逃げた鰻︑
この二つの話は時が経つ

ほど話しが大きくなる︒
として使われています︒

録に栴干︵日本︶

※ご存知の方はご連結下さい︒

ことわざからも鰻とい
う食材が日本たけでなく︑
海外でも親しまれている
ように思われます︒
広報・制作チーム 中島

鰻で代表的なことわ 昔はタンパク質の摂取量
ざと言えば﹁うなぎ昇 が少なくて︑高タンパク
り﹂というのが有名で の鰻に梅干しを一緒に食
すが︑実はその他にも べると︑ついつい食べ過
いろいろな︑ことわざ ぎてお腹が痛くなるとい
にも使われています︒
うことが始まりのようで
そこで︑今回は日本や すが︑医学的にはウソの
海外の鰻にまつわるこ ようです︒
とわざをご紹介します︒
フランスでは⁝︒
山の手録になる︵日本︶ 岩の下にうなぎがいる
山の手が鰻になるとは︑ 深いたくらみや︑密かな
決してありえない︑と 陰謀がある︑という意味
思われることが︑実際 としてフランスでは使わ
に起こることの例えで れています︒
す︒また︑普通の人が
カンボジアでは⁝︒
急に出世することの例 長い録に貴い録
え青としても使われたり その意味はわかりません
します︒
が
︑カンボジアではこん
録の木登り︵日本︶
なことわざもあります︒

鰻が木に登るなんてこ
とは実際にはありえま
せん︒このことわざは︑
できるはすがないこと

の例えとして使われて
います︒

2009年の土用丑の日は7月19日（日）と7月31日（会）です。
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お店に役立つ！

セールスプロモーションの基礎知識
50（セ ルスプロモーションの基本）
セールスプロモーションは下の図の通り、①新しい商品を開発、②その商品の話題づくり、

③商品を店舗で販売。という流れが基本です。覚えておくとお店のPRに役立てられるので
ご紹介します。商品開発はオリジナル性が重要ですが、話題づくりは、季節限定、渋谷1番の
大きさなどプレミアム性が大切です。そして最後iこ店舗では、新商品をPRするPOP類や店内

装飾、従業員の教育、この①〜③全てをセールスプロモーションとしています。

商回腸

㊤

／話

くり

セールスプロモーションの喪的
アイキャッチを利用したセールスプロモーションの例、長年使っていた手書きのメニューを一新、
環境をイメージして間伐材を使ったメニューIこした。この変更に合わせて、ノレンやノポリも同じ

デザインに変更。さらた話題づくりとして、親子向けに間伐材を使ったクラフト教室を開催した

ところ葉書が1割ほど伸びた。
これは小さなレストランが実際に実践して売上を伸ばした例です。ここで重要なことは、一つの
テーマを決めてお富さまIこ「何を伝えたい」をわかりやすくしていることです。

lセールガロモー弁ン、POP類制作は新案会広報・制作チームまで相談料は無料ですl
＿＿＿＿一■
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堯盈能義叢霊偶蒜 僻揃っています。鮒・軸し珠質さず弓トしこ＜脚−。作堅篤 志読邁手ぬぐい善書
ご結婚のお知らせ

◎津守茂樹さん業際久美子さんH21年5月20日入籍
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：無料◎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】は業界発展のため摘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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