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大行列で並ぶ
江戸前蒲焼の
お店！
一一月八日︵日︶芝浦アイラ
ンド自治会が主催する﹁芝浦ア
イランド島祭り﹂に参加しまし
た︒このお祭りは︑一〇月一日
に港区最大の自治会として発足
した﹁芝浦アイランド自治会﹂
の記念すべき第一回イベントと
して︑地域住民︑近隣住民の方
たちとの交流を目的に開催され
ました︒私たち新東調理士会は
NPO法人﹁海塾﹂さんのブー
スにて江戸前蒲焼の出店や︑鰻
を捌くデモンストレーション︑
つかみ取り大会︑芝浦運河にて
鰻の放流会など︑来場される方
たちに楽しんでいただきました︒
そもそも何故このイベントに
参加したのかというと︑会報誌
の特集で︑芝浦運河に鰻が生息
するという情報があり︑その芝
浦運河をキレイにする活動をさ
れているNPO法人﹁海塾﹂さ
んを取材したことが︑きっかけ
となりました︒特に毎年開催し
ている鰻供養︑その供養の後に
芝浦運河に鰻を放流しているこ
とに︑強く興喋を持たれたよう
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で︑それでは一緒にやってみま

しょうとなりました︒お祭りの
当日は︑パフォーマンスショー
や工作教室︑体力測定︑農産物
の物産展︑焼きそば︑などの出
店と盛りたくさんで︑たくさん
の来場者で大賑わいとなってい
ました︒

そんなお祭りの中︑新東会は
他のブースの方とは少し違い︑
﹁見る﹂ ﹁触る﹂ ﹁食べる﹂を
テーマにお祭りに参加しました︒
まずは見る鰻として︑港区立こ
とも園児重高齢者父流ブ一フザと
いう会場にて︑鰻を捌くデモン
ストレーションを開催︒見学に
来るほとんどの方が︑生きた鰻
を捌くのを見るのは初めてだっ
たようで︑怖がるTへ興味津々
の人︑大人から子供まで︑様々
な反応があり非常に有意義なコ
ーナーであったと思います︒更
に︑この捌いた鰻を⁝︒︑つづ＜

今度はメイン会場に移動し︑
江戸前蒲焼の出店として﹁う
な丼﹂を販売しました︒する
と⁝︒あっという間壁二〇人
ほどの行列ができ︑その後も
行列は増え続け︑当初予定し
ていた二〇〇食分の鰻は完売
したため︑急速︑鰻のつかみ
取りと放流用に用意した鰻も
追加し︑合計三〇〇食のうな
丼を食べていただきました︒
目の前で焼いた鰻を五〇〇円
で食べられるというのは︑と
ても魅力的たったと思われま
す︒新東会としては︑用意し
た鰻が完売したことよりも︑
たくさんの方に食べていただ

2

ーがあり︑子供たちは用意し
たブールの中に落ちるのでは
ないか！と心配するほど︑夢

また︑うな丼の出店の前で
は﹁鰻のつかみ取り﹂コーナ

いたことが︑何よりも大きな
収穫となりました︒
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中になってチャレンジしてい
ました︒そして最後にそれぞ
れが捕まえた鰻をビニール袋
に入れて︑芝浦運河に放流し
ました︒このお祭りは来年も
開催することになっており︑
新東会としても︑来年度はも
っと江戸前蒲焼を知っていた
だけるように工夫して参加し
たいと思います︒

康孝さん︵渋谷松川︶
茂樹さん︵竹葉亭︶
義雄さん︵花夢
左門さん︵美園屋︶
直人さん︵赤坂宮川︶

サポートスタッフのご紹介
今回のお祭りでご協力いただ
いたスタッフです︒ありがと
うございました︒

◎高橋
◎津守
◎小善
◎見波
◎石嶋

◎鰻の提供 丸豊さん

第四六回

鰻供養

平成二一年一一月四日︒晩
秋の穏やかな午後︑北青山の
描法寺にて︑﹁第四六回鰻供
養﹂が執り行われました︒こ
の法要は︑普段我々が食の燈
にさせて頂いている﹁うなぎ﹂
に感謝し︑弔いの意を込めて
毎年行っております︒
当日はお取引頂いているお
店のオーナーさんをはじめ︑
来賓として︑養殖業者を代表
して漁協役員の方や活鰻卸問
屋︑タし︑味孤メーカーなど︑
関連業者も含め多くの方に参
席して頂きました︒
まずは︑主催者として湯浅
亘より︑経済不況による飲食
業界の低迷︑養殖鰻の品質向
上︑美味しい蒲焼を消費者に

長炭とされています︒
幕末当時はどの藩で
も︑財政難だったため︑
長く使える備長炭は︑
画期的な発明たったの
ではないでしょうが︒

うです︒その一つが備

自宅謹慎となってしま
い︑その間︑何もする
ことができないため︑
様々な物を発明したそ

実時しい蒲焼を焼く
ためにかかせない存在
の備長炭ですが︑その
誕生の一説に︑幕末〜
明治にかけて活躍した
由利公正が関わってい
たとされています︒
由利公正は徳川家の瞭
本である福井藩の藩士
でしたが︑日本の統治
を幕府ではなく︑天皇
を中心とした新政府へ
移行しようという考え
だったため︑一時期︑

真東の戦士と備長
炭の面白い関係

⑨⑨⑨
提供することへの努力などを
ご挨拶とさせて頂きました︒
続いて来賓として︑金満連
理事長及び大江戸社長の涌井
兼行様︑東浦組合理事長及び
渋谷松川社長の三田俊介様か
ら︑祝辞を頂くとともに︑昨
年に続き︑今年も産他偽造と
いう問題があり︑消貴書への
不信感から蒲焼の消費力を落
としていること︑国産鰻にこ
だわるが故の輸入ものとの値

段の梅毒来年度のシラス相
して頂きました︒

場についての展望などをお話

の冨田蓮右衛門仝台長より︑ご

その後へご住職による鰻供
養の読経の中︑参加者全員で
焼香を行い︑最後に︑伊勢定
挨拶をいただき︑約一時間に
及ぶ法要が営まれました︒
法要終了後は︑来年度の豊
漁を祈願して稚魚を放流し︑
無事に第四六回目の供養を終
えることができました︒

し 罰 溜 ＼」 守 ヽ
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昌運 ￣埴

東京都渋谷匪代々木上45−6

東京都新宿区新宿3−25−6

電話：03−3374−7955
電話：03−3352−5884
営業：11；30−14：0017：00−20：45 営業：11：30−22；00

定休日：水曜日

ランチ営業

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

美味しい鰻を食べていただくため
に、新鮮なものをその日に出すこ
とを鉄則として心がけています。

お店が新宿の駅から近いということも
あり、鰻以外にも、すき焼き、ふく、
など豊富なメニューを揃えています。

イチオシのお店

曜
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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︒
今回は新宿︑代々木︑新橋にて︑営なお
三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

2009年（平成21年）12月

戸前蒲焼への拘りは一つです︒

3

NHK時代柑ドラマ「嘆くやこの花」
僅野真部さん（調職人技）への技術指導は○○！
会報誌10号でもご紹介しました。NHK時代劇ドラマ「咲く
やこの花」、鰻職人役の佐野史郎さんへの技術指導として、
撮影協力していますが、緑山スタジオでの湿影は順調にすす
んでいます。お時間がある方は是非、ご覧ください。
【放送予定】
◎総合・デジタル総合
2010年1月9日から
◎BSハイビジョン
2010年1月8日から

東京部活区新橋4−14−1
毎週土曜午後7時30分〜8時

電話：03−3436−0550
時間：16：00〜23：50

毎週金曜午後6時〜6時20分

定休日：日曜・祝日

【番組名】土曜時代劇「咲くやこの花」＜全10回＞
【出 禦】成海好子（こい）、平岡祐太（深堂由良）
余貴美子（そめ）、寺田農（門田伯壷守）、佐野史郎（信助）
松坂慶子（佐生はな）ほかの皆さん

お店のココかこだあり

新橋という場所柄、仕事帰りのサラリー
マンの方たちに、美味しい料理やお酒で
くつろいで、楽しんでいただきたいと思
っています。

ぎ説﹂ って何？

村上暮樹のコつな

っかけに村上春⁝習ノー

小説家の村上春樹さ
んは︑みなさんご存知
だとは思いますが︑実
は鰻が大好きってご存
知でした？村上春樹さ
んと害えば︑ノルウェ
イの森の大ヒットをき

ムが起きるほど︑大人
気の小説家です︒その
作品は日本国内だけで
なく︑海外でも評価が
高く︑日本を代表する
作家となっています︒

その村上轟さんは

小説を書くときに独特
な手法を用いているそ
うです︒その手法がな

んと﹁うなぎ説﹂︒こ

れだけだと何のことだ
がさっぱりわからない
と思いますが︑要約す
ると︑小説を書くには︑
ます作家がいて︑それ
を読む読書がいます︒

しかし︑この二者だけで
は︑良い作品巳はならな
いそうです︒そこで登場

するのが﹁うなぎ﹂︒こ

のうなぎが第三者として︑
村上春樹さんの作品を害
線的に見て評価するそう
です︒ますます︑わかり
にくくなったかもしれま
せんが︑例えば︑小説の
あるシーンで作者はこう
考えた︑でも︑読者はそ
れでは納得しないのでは
ないか？どうしたらいい
燈ろう？となったとき︑
うなぎに聞くそうです︒
そして︑うなぎは害線的
に見て答えてくれるそう
で
す
︒

そもそも第三者的に作
品を見直したい︑という
手法なので︑うなぎでな
くてもいいそうですが︑
単に村上春樹さんは︑う
なぎが大好きなようで︑

しているそうです︒

そのため﹁うなぎ説﹂と

見家い！

がをる

憲作てネ
の気えだ
侵入支ん

2010年の土用丑の日は7月26日（月）です．
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iうなぎ川柳作品紹介＆

mJm

i今年も残りあずかとなりましたが、第一回新東調理士会
「うなぎ川柳」の作品紹介と大賞者を発表したいと思います。
みなさんお忙しい中、ご応募いただきまして大変ありがとう
ございます。どの作品も甲乙付けがたい大作となっており、
みなさんの仕事ぶりが見えるようで、主催者としても大変う
れしく目高、ます
Iヾ■ o ヽ
ヽ 〝。 〃今回 〇°
ご応1れなかった方も次回は是非
ご参加ください。ありがとうございました
°

佳1とlサイフキえゆるせけ毎週緩食べ○藤轟聯璃t1位りはでべとす品も今鰻フ自！鵠外ンあ流でタんしす土た横捨日大コア分食う匂あてのごIミべないれ我特は決ツ強私く慢級まけうし羅盤繕擢ぎ

俵

舶別間⑰京間包丁⑳手めくい大農、佳作、参加費、それぞれの方勝星します。
コン イへ、 コンサ こ出 ◎小l ◎佐藤 噺規 ◎11 ◎11 サルテインク業務
ントや広告チラシ、ウインドウディスプレイなど、店舗PRのプロモーションについての

ルテインク業務を開始しました。お気軽にご相談ください。

産のご案内
ii太郎さん（小川家）長男12月18日お誕生小川太一（おがわたいち）君
孝雄さん次男12月20日お誕生佐藤善太郎（さどうこう燈ろう）君

オープンのお店紹介
月4日新規オーブン：「玄」中央区八重洲1−4−3
月13日新規オーブン：「赤坂ふきぬき大丸心斎橋店」
大阪市中央区心斎橋1−7−1大丸心斎橋北館13F

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、ご要望もどございましたら、編集部にご連絡ください。

TEL．03−3582−4721
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