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大会などによる︑競争を適して︑

若手職人たちへの寂術の伝承や

世の中には︑職人と呼ばれ︑

めに実際にどのような改革を

Iでは︑若年層の離職を防ぐた

学んでいきたいと思います︒

して︑もう少し深くその手法を

調理士会としても今後の参考と

人材確保を行っています︒新東

様々な職種でプロフェッショナ

行ったのでしょうか？

状況が若者の職離れの原因の一

言われています︒しかし︑その

やく一人前として認められると

常10年以上の修行を重ね︑よう

す︒苗から職人になるには︑通

れるようになったようです︒L

がいを感じ︑仕塾を薬しんでや

の結果︑働いている本人もやり

を覚えていって蹟いました︒そ

そこで直接指導しながら︑仕事

﹁早い時期から現場に出して︑

が︑まず好きじゃないと練かない

んな仕事も同じだと思うのです

⑥T

つにもなっています︒そこで︑

Iその他に人材確保のため︑

毒し芸p⁚︑≧重く．⊃〇三akや8つ．8ミ

〇m﹁○∽−綾里・∽聖一

創業大正十一一年一月

〒一〇や8g 東京都中央区勝どき〜・TQ

株式会社則武工務店

で
す
ね
︒
﹂

家が完成した時は︑一章っれしい

ています︒特に自分たちの作った

貰い︑とても充実した毎日を送っ

入って︑いろんな仕事をやらせて

と思います︒僕は︑この会社に

﹁器用・不器用は別として︑ど

藤井重商さん︵工事部 担当︶

同じく人材不足に悩む建築業界

行っていることはあるのでしょ

インターン制度の際に︑在学生

﹁ものつくり大学と提携して︑

店﹂の建築営業部長・則武孝政

を体験実習生として受け入れて

ある大手企業では︑金乗闇で

さんにお話を伺いました︒

﹁私どもは︑住宅建築から公

協力して1980年代後半から︑

います︒それが縁で就職した新

共施設まで幅広く︑設計・施

若手技術者を育成するため専門

−御社の業務内容と働いている

工・改修を行っております︒職

学校を設立しました︒そこでは

人もいます︒﹂

人も40代以上が中心で働いてお

般を指導︒さらに全国的な技術

物づくりの楽しさ〜作業工程全

﹂
︒
ね

り︑若手の数はまだ少ないです

方の年齢層を教えてください︒

んでおります﹁︵株︶則武工務

うか？

の現状と改革方法を学ぶため︑

若手ホープ

ルとして活躍している人がいま

特
中央区勝どきにて︑建築業を営

従業員でくまなく 若いパートナーと共に働く仲間● を感じさせる則武工務店

前衷そミリー
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焼両組合 理事長の赤坂重箱︑

ご来賓代表として︑東京鰻蒲

ました︒

の交流の場として︑開催いたし

報交換︑同じ業界で働く人たち

て︑高騰する萎殖鰻に関する情

方や職人様たちへの感謝︒そし

会は普段お取引している店舗の

を開催いたしました︒この親睦

催の﹁2008年新年親睦会﹂

ディアンにて︑新東調理士会主

ホテルパシフィック東京メリ

2月13日︵水︶︑品川にある

大勢のご参加に感謝いたしますo

森明菜さんにお越しいただきま
した︒というのはまったくの嘘

社長の大谷喜一郎氏︑日本橋大
特別ゲストとして会場を盛り上

︵なかもり・あきない︶さんに︑

で︑モノマネで有名な中森商
聖戸社長の涌井兼行氏︑それぞ

〜天然うなぎ的代の思い出〜

実はこの話し︑私が16歳のとき

とができません︒

うなぎってこんなに美味しかったけ⁚
パイクの免許を取って初めて友

に初めて食べた﹁天然うなぎ﹂の

人たちとツーリングに出かけたと

秋の下りうなぎといわれる天然

きの話しです︒神奈川県の中津川

と︑浅瀬に黒くて大きな何かが丸

記憶です︒

森明菜さんが来るだ雇じていた

沿いにバイクを止め河原に下りる

ように取り租んでいくべきか︑

るものがいるそうです︒貴重な天

然うなぎは希少性から価格も高騰

うなぎには数億個の卵を壇えてい

が︑突然にゅ〜と動いた日付とそ

とバイクのタイヤほどもあるそれ

くなっていました︒近寄ってみる

そして︑現在最も重要である

方は本当に申し訳ありません︒

でいる︑若手職人獲得のための︑

善殖鰻の流通情報として︑東京

力もあり魅力的です︒

宣重なうなぎを増やすために養

し︑仕入れるのは大変ですが集客

撮ろう−と6人で大格闘︒よっや

専門家の意見は養殖うなぎと天然

殖うなぎの放流を行っていますが︑

れは見たこともない大うなぎでし

鮒平社長の大河内渉氏より︑現

く大うなぎを生け捕りにし︑ビ

た︒記念に生け捕りにして持って

親睦会は築地宮川本庄社長︑

在の状況と今後の展望をお話し

ニール袋に無理矢理うなぎを入れ

淡水魚卸協同組合 副理事長︑

渡違安良民の乾杯の音頭で始ま

ていただきました︒

のことです︒人口婿化の研究も成

なり生態系を崩す危険性があると

最後に︑日本橋伊勢定会長の

の料理屋さんに持ち込んで︑みん

うなぎが雑ざれば新種のうなぎに

活性化と若手育成に向けた取温

冨田避右衛門氏より閉会のご挨

たものの︑安眠を妨害された大う

み﹂として︑配布した資料をも

には1匹あたり数十万もコストが

功していますが︑現在成綾になる

かかると聞いています︒何事も便

なで食べようと計画を変更︒料理

利になった分だけ自然にしわ寄せ

拶をしていただき︑親睦会は無

で綴ってくれないか？﹂と言われ

なぎは珍しい︑うちで飼いたいの

とにこれからの活動をあらため

約13年ぶりに開催した新年親

屋のご主人も驚いて﹁こんな大う

またこの日は特別ゲストとし

睦会でしたが︑このような時代

なのでしょうか？

が来てしまうのは仕方がないこと

シラスうなぎ︑天然うなぎが毎

ますが︑私たちに恩恵を与えてく

なってくるのではないでしょうか︒

れる天然資源を守ることも必要に

年安定して採れることを祈ってい

のった焼きたての蒲焼の美味しさ

さすが大うなぎ︑調理にも時間

は20年以上経った今でも忘れるこ

がかかりました︒しかし︑脂の

で蒲焼にしてもらいました︒

く︑詣理代金を支払うということ

事に終了いたしました︒

て00年代を代表するアイドル中

だからこそ︑情報の共有︑業界

活性化に向けた意見交換や意思
疎通の場として︑有意義であっ
たと思います︒お忙しい申ご参

＠l・

加された皆様大変ありがとうご

ざいました︒

たが︑全員食べることしか頭に無

て発表いたしました︒

なぎは大曇れ︒しかたなく︑近く

り︑次長の湯浅祐司より﹁業界

だきました︒

活動にもご助言とご賛同をいた

また︑新東調理士会が取り組ん

げていただきました︒本物の中

中森明菜さん！？

れの方々に業界として今後どの

2008年新年親睦会を開催

相田細田田園
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●横浜ジョイナス唐／地下1階
●横浜そごう店／地下1階
●お店からのコメント
オーナー／浪速 安貞さん
あらためて申し上げることでもあり
ませんが︑新しい素材を早めに仕込
んで︑新鮮な飯をお出しする︒とい
うことを心かけています︒

鰻弁慶

●東京都台東区上野千早一〇
●お店からのコメント
店 長／雨宮 次男さん
常にお客さまに喜ばれる料連︒その
ためは新鮮な鰻はもちろん︑その他
にも機々な工夫やサービスを心かけ
ています︒

鰻かねいち商店

●東京都台東区東上野一・裳︒帥
●お店からのコメント
オーナー／鈴木 勝さん
鰻の問屋として創業しているので︑
食材選びは厳選に行っています︒ま
た︑手頃な価格で︑美味しい鎧をお
竃様に提供できるよう心かけていま

株式会社ての字

かぐら坂志満会

●お店からのコメント
オーナー／加藤 怜さん
一﹂れと言って︑あらためて申し上げ
ることでもないですが︑昔ながらの
やり方を今でも継承して美味しい蝕
をお客様に出し撒けることが大切だ
と思います︒

花かぐら

●住 所／重昂郡新宿区神楽坂主

古き良き料重め風雅く現代を調和

●お店からのコメント
オーナー／中根 恒雄さん

ること︒まな室賀な食材を提供で

したお店としています︒料理は伝統
的な味に新しいものを取り入れて工
夫しています︒

◎飲食店
●本丸店／東京都港区酉新橋竺？一〜
●大手町店／東京都千代田区大手町一・号
●撮五郎店／黍釈部活区虎ノ門一・∞・二
◎売 店
●三越／日本橋杢麿︑銀座店︑千葉店︑
仙台唐
●さいか屋／櫨須賀店︑川崎店
●阪急大井食品館
●京王新宿店
●ての字蒲田店
●蘭島摩フ垂末席︑相席︑玉川店︑大
宮店︑高崎店
●マルイファミリー／国分寺店︑海老
名店︑北千住マルイ店
●お店からのコメント
オーナー／鈴木 冶きん
新鮮な鰻を捌いてから早くお出しす
きるように︑産地にこだわらず︑日
本の産地毎に旬の食材を用意できる
ように心かけています︒

女性の労働力

皆さんは日本の生産年齢人口

いることをご存知でしょうか？

︵働ける年齢の人口︶が減少して

生産車齢人口とは︑15披から的

国立社会保障・人口問題研究所

歳までの人口数を示します︒

人口は︑1995年の8716万

の予測によると︑日本の生産車齢

人がピークで︑2001年に

2020年には7445万人とな

は︑8614万人と減少︒さらに︑

り︑95年に比べて1271万人も

減少︒つまり︑日本の生産力を維

持していくためには︑労働人口が

は1271万人減少した労働者数

不足すると予想され︑約10年後に

を︑奪い合う競争か起きるかもし

この間趣を萄っため︑女性の労

れません︒

シーやトラック運転手など︑これ

働力が見直されています︒タク

まで女性が進出していなかった分

ます︒もしかしたら鯨業界にも見

野にも女性が職業として働いてい

広報・制作チーム 中言返

直す機会があるかもしれません︒

2008年土用丑の日は7月24日（木）と8月5日（火）です。

一丁＼＼

取引先お産紹介

︶
店

●大丸札幌店／8階／地下1階︵売

●松屋銀座庄フ8陪
●松坂屋銀座店／地下1階

築地宮川本屋

質のうなぎを︑一つ一つこだわって
美味しい料理をお客様に提供するこ
とが大切だと患います︒

社 長／別府 充さん
先代から受け継がれた嘩そして良

●柵浜そごう店／標浜そごう的階
●お店からのコメント

●本 店／中央区銀座∞二王
●銀座店／中央区銀座甲∞・∽
●東構店／中央区京橋〜・主〜

株式会社竹菓亭
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「安喜綺輪」ご老人たらに美味しい鰻を
安曲浦輪とは、

泉心許のスタッフの方たちに話して

いたそう

です。

老ノ＼をいなこねり、

大事にすること。

高齢者の方たちは、私たちが助かった頃、

また、賢者を擾

一生紹輸働いて

過して−もて なす

す。その人たちに美味しい鰻を食べて

ことo新東調理

き、その香り

士会では、4月23日（水）。神奈川県伊勢原

や味を懐かし

市にある特別養護老人ホーム「泉）か荘」にて 、

んでV＼たたく

高齢者の万 たちに美味しい鰻）を食べて いただ

為に開催しま

日本を支えて

くれた人たちで

いただ

した。この活

くボランティア活動を行いまし方二。

このボランティア活動は若手職人たち有志

動を通して 、

が、自分たちで何か鰻をPRすることかrでき

少しはその昔を懐かしんで、そして、元気に

ないか？

なって もらえたらとて−も幸いですo また、日

何か社会に貢献できることがない

だろうか？

という若手からの声があり昨年

頃大変なお仕：事をされ，ている泉ノ心荘のスタッ

フの皆様、ご協力いただきまして

から準備して きた＝ものですo

当日は快晴ということもあり、屋外にて

大変ありが

とうございまし7ヒo

朗8時30分から準備を始め、11持前にはた

◎参加メン′く一

弾本俸、濃守茂樹、柴田自明、椎本棚）、長谷川充、櫨沢

くさんの方たちが集り、次長である湯浅祐I司、

影、富木繕」−、高轟きt字（持訊I矯師）、湯濃縮司

若手を代表して 野本修より挨拶。！売レヽて参‡和
●釜猿接の賽供

した若手職人それぞれが一宮挨拶をし、和や

高騰する混在の蜜輝線て弓か、200人分を

代表淑揚絡 ま．小腸桟
住所：静岡県衝原調畠田町川尻359番地

たちに美味しい鰻を食べて いただけるよう、
お互いに声を掛け合い協力し合って

電話

●焼繊頂いた宗一雷

有腫会社はせ用
代表取締役 貴台川東充寂

しみにして いたらしく、2遭！閻くらい前から

後詰

「今日鰻厘iさんたちは来るのかい？」などと、

03・3761・5282

FAX O3−3765．9280

にて録料理を回国

東真ガス料理敬重

1月18日︵金︶︒東京ガ

スキッチンランド光が丘に

て︑鰻料理を一般の方に

して参加しました︒

PRするセミナーに講師と

セミナーは︑渋谷﹁松

川﹂の高橋康孝氏による

﹁スーパーの鰻を美味しく

食べる調理方法﹂︑﹁一般に

知られていない鰻の栄養

価﹂など︑一般の方に綾料

だく内容で開催しました︒

理をもう一度見直していた

参加者も多くの方が質問

し︑最後に試食していたた

向けにも捜料理をPRして

きました︒今後も一般の方

いく予定です︒

ご三三
一一雄∴）●

0548・32−7851

FAX O548一党・7約3

一生懸命

でした。また、高齢者の方たちもこの日を楽

、＿＿．ト

li

挟ま 会意土東都

着手職人たちも、目の前にいる高齢者の方

轟書手

●

鴫−重賞年

こ萎供していたたきました

かな雰囲気でスタートしました〇

次回の録料理プロフェッショナル講座は、5月23日（金）。電場学田食物科の実質重にて鵬傭Lます：
諸富会をサポートしていただける方は、斬京葉理士会までご遵格ください。

「会報誌新案ファミリー」は菜摘展のため結力的に取材活動を行います。TEL．03−3582−4721
ご意見、ご要望などございましたら、編集部にご連絡をください。
発行・編集：株式会社漸東調理士全

党録大臣杵認可番号1304ユ0007

所在地：〒107・0052東粛部活区赤坂5412阿部ビル2議

FAX：03・3582・5731

