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その後︑江戸前の海で捕れる魚

介類も江戸前と呼ばれるように

ルーツを探ってみました︒

特別版では〝江戸前蒲焼〟その

まったのでしょう︒今回︑夏・

では︑江戸前蒲焼はどこから始

の蒲焼であったとされています︒

くと︑江戸前のはじまりは︑鰻

しかし︑その歴史を紐解いて行

われてはいないでしょうが？

〝江戸前〟＝江一里剛寿司と思

てひろかったのも︑うなずける

夏の熱い時期に夏パテ防止とし

る鰻の高い栄養価を考えれば︑

捨てるところがないとされてい

考えたのは有名なお話しです︒

﹁土用丑の日﹂という名文句を

なくて困っている鰻屋のために

明家︑平賀源内が夏にお客が少

蒲焼をひろめたのは︑あの大発

は塑戸時代の初期ですが︑鰻の

言葉である︒今日では︑格式が

﹁粋でイナセな江戸前﹂という

肉の策として生み出したのか

統も文化もない江戸庶民が︑苦

の都・京都の雅に対抗できる伝

もと﹂と威張ってみても︑千年

江戸の庶民が﹁将軍様のお嬢

●粋でイナセが江戸前には似合う

としています︒

だった﹂というのはこれを由来

﹁江戸前のはじまりは鰻の蒲焼

なりました︒文頭でも紹介した

●蒲焼の語源は諸説いろいろ

ような気がします︒

蒲焼の﹁江戸﹂という名称は徳

されています︒もっとも江戸前

廟﹄︶︒これが最も有力な由来と

似ているから﹂︵斎藤彦麿﹃傍

のが︑水辺に生じる蒲の穂に

で竹串を通して塩焼きにしたも

源については﹁鰻の口から尾ま

の巻16に登場します︒蒲焼の語

をしていた人夫たちがその鰻を

の鰻が捕れるようになり︑工事

ところが沼に変わり︑たくさん

前︑馬場先門の辺り︶海だった

土地を造成した際︵現在の宮城

江戸城前の浅い海を埋め立てて

しょうか︒それは︑徳川家康が

という名称はいつ誕生したので

では︑もう一方の﹁江戸前﹂

﹁いちのや﹂神泉店
〒一g・8意東京都渋谷区神泉町き︒NN

そのものしかいない︒＠−r

追求している料理は江戸前蒲焼︑

これほど長く︑その調理方法を

前蒲焼︒しかし︑一つの食材を

ると郡験されることもある江戸

高い︑伝統にとらわれ過ぎてい

﹇＞×○甲の皐の甲の∞①∽

粋でイナセな親方の浜中昭一さん

鰻の歴史は非常に古く萬葉菜

川家康が関東へ領地を移すまで

捕って焼いて売りさばき︑大儲

十m﹁○∽iの皐の甲の∞①N

待たなければなりませんが・・・︒

︵域︶前の鰻蒲焼の誕生です︒

けしたそうです︒まさに︑江戸

蒲焼の調理方法が確立したの

●江戸庶民にひろまった鰻の蒲焼

撞影1親力：神泉いちのや
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ます︒その理由は︑まず︑水の

愛知県は味醐の本場でもあり

という習慣が昔ほど多くないよ

は﹁土用丑の日﹂に鰻を食べる

のが必要です︒しかし︑近年

す︒だからこそ︑味轍も良いも

良さ︑そして気候の温暖さです︒

お話しをさせていただきます︒

ら昧琳製造を営んでいる老舗の

多様化してきて︑世界中の食べ

この特別版が発行される頃は︑

番味瓢の業者が多い地方でもあ

うに思われます︒現在は︑食が

お話しを伺ってきました︒

清酒の醸造も盛んで︑日本で一

催され︑日本全国各地で︑話題

ものが日本で手軽に食べられる
ようになりました︒しかし︑私

ります︒

甘強酒造へ味配の魅力について

となっていることでしょう︒し

恐閏埴土瑠

かし︑その前にちょっと思い出

節でしたが︑現地では︑甘強酒

いては︑味配を通してもう一度

特に﹁うなぎ﹂料理の魅力につ

たちの国の伝統料理である和食︑

日本代表の水着問題︒なんだか
造︑6代目当主である山田幹夫

6月半ばの梅雨真っ只中の季

道具がよければ記録は伸びて︑
さん自ら工場や文化庁の登録有

していただきたい︒それは水泳

選手の能力は二の次？ という

形文化財建造物となっている旧

アイスクリームにかけて食べら

味瓢の魅力をもっと広げるため

今回取材した甘強酒造では︑

伝えたいと思っております︒﹂

感じでしたが︑実際はそんなこ

本社などを案内して頂きました︒

社名の通り︑私どもの味配は

れる昧献︑そのまま飲める昧醐
なども紹介していただきました︒

妥協しない拘った昧瓢があれば
こそ︑江戸前蒲焼の美味しさの
ルーツが見えてくるようでした︒

⑥＼

い

ん
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間もなく北京オリンピックが開

甘軽薄造本社

とはありません︒日本選手のポ

さっそく三河昧配について伺っ

甘味が特徴です︒もち米を中心

テンシャルが︑世界的に高かっ

﹁実は︑愛知県は尾張の味献︑

とした原料の旨みを最大限に活

甘く︑強い︒非常にコクのある

三河の味瓢と2つに分かれてい

かして︑さらに引き出すことが

てみました︒

ちょっと話がそれてしまいま

ます︒遣り方は大きくは変わり

れるのではないでしょうか︒

したが︑この関係は鰻の蒲焼と

は醤油と味酌が中心となります︒

遣り手として非常に気を使って

り醤油と味配です︒つまり︑江

つまり︑タレ造りにおいては味

ませんが︑誤解を招くといけな

戸前蒲焼のルーツには醤油と味

配が中心となります︒もちろん

タレの関係にも同じことが一一言え

配が欠かせないということです︒

鰻屋さんのタレは︑お店の伝統

おります︒鰻蒲焼のタレの場合

このルーツを探るべく愛知県海

や職人さん自身の拘りがありま

いので︑甘強酒造の味瓢として

部郡蟹江町にて約140年前か

ます︒タレの原料はご存知の通

たから︑記録が伸びたと考えら
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邑雄一、、援陸謹埼今講習捕ま㌃雪無さ我漢朝岡穣蛙案1 ヽ＿i O
これが﹁ヌタウナギ﹂︒効きそうですー・

競盤一￣常磐捉薫諜驚寮砦そ拒総舌i宴S1．m○全町。丁く＞⊃

幸一︺曳薮！ 夏パテ妨止壌やっぱり盟

実は︑女性にとって大切な︑美

汗作用が困難になる﹂︒有効な

原因その1︒﹁蒸し暑さで発

2008年土用丑の日は7月24日（木）と8月5日（火）です。

知っておくと︑予防することも

容にいいものがたくさん含まれ

対策は湿度を50〜40％に除湿︒

電話：03−3667−3621（代表）

夏パテ防止に鰻︒その他にど

ています︒まずはビタミンA︒

その他︑シャワーで汗を洗い流

東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目4番1号
日本橋FKビル4階

できます︒

皮膚や粘膜を健康に保ち︑夜盲

したり︑外出先では︑おしぼり

宝醤油肺式会社

んな効能があるのでしょうが︒

症の防止︑カロチンの吸収を助

やウエットシートでふきとるの

原因その2︒﹁冷房病﹂︒これ

ける作用があり︑一日に必要な

まかなえます︒次にビタミンE︒

は︑ずばり︑クーラーの冷やし

か効果的です︒

ホルモンのバランスをコント

すぎです︒外気温と室温の差を

ビタミンAが鰻の蒲焼一人前で

ロールし︑自律神経失調症を防

原因その3︒﹁熱帯夜の睡眠

5度以内に設定するのがポイン

身体の健康だけでなく︑美容に

不足﹂︒これも︑ずばり︑熱帯

ぎ︑シミ・ソバカス・肌荒れに

いいものが含まれているんです︒

夜による睡眠不足が原因です︒

トです︒

もちろん︑栄養のバランスを考

寝室の温度を寝始めはちょっと

大いに効果があります︒つまり︑

えた食事の取り方も重要です︒

若いと感じるくらいが快適室温

鰻の蒲焼を食べれば︑美しく健

になります︒この3つの対策と︑

夏パテの原因を妻別にチェッ

康で楽しい夏を過ごせるかもし

薯珊監事中一ツクー

ヨバラか黒塵を

ク！ どこかのCMみたいなフ

れません︒

⑥＼

レーズですが︑事前に原因を
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征夕前脚姥を多くの人たちへ
新案調理士会では、江戸前蒲焼をより多くの人たちへ食べていただくために様々なボランティ
ア活動を行っています。その活動には鰻料理店からボランティアとして職人さんを派遣してい

ただいたり、問屋さんから養殖鰻を無償で提供していただいております。この活動はあまり知
られていないため、ご紹介させていただきます。
一生懸命働レ＼

て 日本を支え

宮崎畳唐様が地域との交流

て くれたノ人た

を目的に主催iする「餅つき大会」にボラン

東久留米市にて

ちです。その

ティアスタッフとして 参ガロしました。

私たちもこの「餅つき大会」を通して、人

尊書J人たちに美味
〉 しい鰻を食べ

から人へ伝えることの

ていただき、その香りや味を懐かしんでいた

大切さを学びました。

だくために開催しました。

−＿

家族〜友たち、友だ
ち一家族へ、良レ＼活動

は呼びかけると自然に

大きな輪となり肱がる

醸亨
調理師専門学校や高等学校の食物科にて 、

ことを教えて いただき

鰻料理の魅力を伝える「プロフェッショナル

ました。

講座；」を開催しました。
講義では、鰻料理の歴史の変遷や昨今のヘ

ルシー志向に対応した新しい鰻料理などの講

義からはじまり、調理の実演では、現役職人
神奈川i県伊勢原市にある特別養護老人ホー

たちによる、さばき方や串の打ち方、白焼き、

ム「泉心荘」にて−、高齢者の方たちに美味し

蒲焼きなど全て−の調理方法を描き碧しました。

い鰻を金一ミていただくボランティア活動を行
レ＼ました。

このイ〈ミントを
通して〝、将来の職

高齢者の方たちもこの日を楽しみにしてい

人候補となる若い

たらしく、2週間ほど前から「今日、鰻屋さ

／人たちに、鰻料理

んたちは来るのかい？」7まどと、渠iしみにし

の世界を少しでも

て￣レ＼たそうで−す。

感じて−］貫けたかと

高齢者の方たちは、私たちが助かった頃、

思レ＼ます。

〔鰻の提供、その他協力〕

〔協力スタッフ〕
◎駒沢宮Iii／野本倣

◎㈱森高 森崎勝

◎竹薬事／津守茂樹、松村英和
四谷章裕、全盛淳三
◎伊勢定／西本誠
◎渋谷道玄坂花菱／小暮隷雄
◎新宮川／柴田自明、松本潤、

◎㈱丸皇商店
◎中野燃料

◎はぜ川（大森西）
◎いづもや（日本橋）

土II1億雄、永島和也

◎はぜ川／／長谷川充、塩沢彰
◎いづもや／東根良一節
◎いちのや／稲木保紀、小Iii禎治

◎地鰻・大黒屋／／小笠原弘
◎宮川本店／山口稔、小林秀之
◎渋谷松川／（高橋康幸（特別講師）、青木裕一、山口徹、島田歩

「会報誌新京フアミリ￣」は業界発展のため精力的に取材活動を行います情EL，03−3582−4721）
ご意見、ご要望などございましたう、編集部にご連絡をください。
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