◆会報誌一四号︵六月発行︶◆

畠

◆会報誌二一号︵二月発行︶◆
金識語響馨吊りユ冨−アル︑サッカーW

杯で目恋代襲大酒躍

アル︒サッカーW杯では︑日欝

の創刊雷か
ら≡軍国を
迎え短縮粟
ファミリー
をりニュー

二〇〇八年

諒末ブームはほじ漂った 0−㊨茸

し唐︒また︑会報脇では﹁韓宋−・
が前駆判萱覆して大酒躍︒不況が続
く田本陸とって明るい詣題と蒸っ薙︒

新語蒸器では︑秋
匿入り︑江華繭
蒲焼PR濡動を
画 調用と続く︑

麗開 聞〇月︑
イベントや臨轡

会の韓備作鍵は追われ寵会報酷でも︑

●大盤轡轡

これまでの満動を分類し︑それぞれの長
所︑頬所を特顕謁蘭として掲蹴︒世間で
は︑中国との尖閣讃国問題で日赤串が大

騒ぎとな寵
◇九月・−覇重松出諜閏

彊申闇鯨闊最を選繍
●ノーベル碑蝿霞寧日番人三人が麗讃
●チリ轟縄認諾蝶 三三千人舎繭認蛙憲選

●弱国新開新ターミナルがオープン

ダイジェスト鷲ぬ
舎軍報毎闇を顕り返蚤と︑笹頭は︑
﹁シラス頬少憩い！﹂という楠轍から
去ダートしまし麺e Lか−幸露揚陸は
何とか間ほ合い課し唐が︑経国の態醒
ほより︑鰻の消闇は構攫唐土躍︒茎租
は喜ばしい言とでは森高董藍忠相︑翠の

大江戸巡りと鰻の緻籠﹂として︑構

●雷崎牢の緬樺﹁日嗣澱の感染疑い

例年以上信大善く怒り︑諺登壇めて︑

反艶で︑二〇用︑調一層の蒲靂みは

●サッカーW杯︑日華ベスト一六入り

㊥爵用土公用の糞松田蒸輯

●メガ盛轡轡㊨

◇−月二一月の重松避難覇

●蓮機能撹蘭端末﹁アイパッド﹂が麗

時申出

築謁聾範独自の視点習繭末を
紹介しまし樗・大盤繚恕
●ハイチ大轢死馨網干量万人
朝蘭閲が引退

会報蟻では︑
昨毎度続い
て︑街頭ア
ンケートを

羅多く

の房が昨年
より鰻の消蘭が爛棚とコメント︒そ
のコメントが示す通りで︑鰻楽界は
大盛況の題でおっな︒曲万︑世間で
は︑野球賭博の膨轡で︑琶古層場所
ではNHKのTV中継が中止となり︑

◇﹁苗月・八月の豊松配架謡
●相撲協会は︑大獄親寿と醒雷光韓を解麗

相撲馨は葱れ養端麗㊨感

◇三月・四月の童械出粟輯

塞広闇平和就興は鬱列

スタッフ二間より

謹 ん で 据 燭 や 竃

三周三脚目お亡く怒りは残り課した︒

・鞋・野 雄詞書ん霞毎四顕

朴報のお剃ら世

他臨奮園蘭羅山轟−山一−囲
TNビル地下一階

●蓋丁蘭留楠田 鰹二鬱畳語

鷺 鞘 ぢ 笹

渋谷更化電シター大和田一階

讃桜ケ丘二三−三筋

車ひょっとや聾渋番穂川吉日デユース

鷺 謡 駒 ら 歯

⑲お知らせ情報㊧

新薬調醒主食

よろしくお願い申し上げます︒

いました︒そして︑二〇一一年も何卒︑

韻一缶頓奉当たありがとうござ

卦i．賞冬と笠間を適して襲定できない燈
ろうか？という思いを感じまし唐︒
秋献隅は蒲高額い寵と騒い課す耕︑

●爛山蕾轡菅内閣斌スタート

●横綱

●卜墨田露頭∴蛙醗霞驚
●バンクーバー冬撃オリンピック閲麗

◆会報誌 書写︵4月発行︶◆
上海万博が問詰︑緑林氷塵轡が︑鰹の
莞会誌殖化の感動露語醍
腰琳氷麗欝大
壷が臨蕃企習抽

ほて︑腰の完
全議頼化の成

功義金
親臨では﹁日
本の投網力を
海外へPRL
ているのでは？﹂と推測︒ま短︑
上海万博は伴って︑麗イベントのメ
リット︑デメリットを特襲詣醇で掲

●クロマグロの国際取引額止を否決

●菅臓以上の闇齢馨宇宿窟不明相次ぐ
●穴居〜八月の平均塵漕僅観測曳上韻崗

載しまし福●大盤麗轡

●東京スカイツリーが蘭巷日奉一腹

●宇宙飛行士︑山崎瞳写きん宇宙へ

︶

l

i

i

i

i

i

i

i

1

−

−

．

．

︵

i

I

1

−

︑

．

−

i

︒

︒

−

i

︑

いる︑江一畳剛蒲焼のPR活動

新案調理士会が取り組んで

ました︒

蒲組合の︑一

俊介理事長︑
連の涌井恭行理

れの方にご挨拶
組んでおります
習会の成果とし
紹介しました︒
その後︑
供養を無事に終

催しました︒
今回は︑二年
生を対象に︑

午前四一名︑午後四三名に指導しまし
た︒この講習会も回数を重ねるごとに︑
指導する講師︑参加する生徒︑さらに
受け入れる学校側の意識も高まってあ
り︑新東会としてはやりがいを感じて
おります︒来年度も︑益々精力的に取
り組んでまいりたいと思います︒
来年度は正式な授業として依頼がありました︒
引き続き皆様のご協力をお願いいたします︒

職人たちの﹁纏って﹄リレー
私は︑創業昭和四一年︑鰻・天
ぷら専門店﹁鰻若松﹂に勤めてい
ます︒平成二一年二月に京急蒲

会報誌【新東ファミリー】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（こ．連絡ください。

や取り組みを︑様々な切り口
でご紹介します︒

生産舶工場を見学

一一月一二日︑千葉県市原市にて︑
市原市の食が一堂に集まる﹁うまい

●市原市﹁うまいもの祭り﹂

加工場では︑裂
き︑焼き︑梱包と
一通りの工程を見
学︒試食で食べた
蒲焼は︑日本向け
に研究されており
台湾生産者の意気込みを感じました︒
今回の研修ツアーでは︑台湾は︑
日本を重要な輸出先としており︑今
後︑さらに品質が向上することに期
待感を感じるよい研修ツアーになっ
たと思います︒

〉÷「「
もの祭り﹂が開催されました︒この
イベントは︑市原市商工会議所が主
催し︑八幡屋の中村雅人社長が地域
活性化のために︑一千食以上の鰻を
無料で配布しました︒新東金では︑
イベント当日︑鰻を捌いたり︑焼い
たりするために︑職人を派遣し協力
させていただきました︒この日︑鰻
のブースでは
香ばしい匂い
が漂い︑長蛇
の列が並び大
賑わいとなり
盛況に終わり

皿 ○○ 引‖○○各育事 SS i

田駅近くに新築移動し︑この辺り
では目を引く︑和風モダンな建物
です︒苦からのお得意様︑新規客
とバランスよく︑さらに︑宴会等
のご予約も多く︑毎日多忙な日々
を過ごしています︒
そんな中︑河原社長︑山本料理
長︑仲間たちと共に︑お客様から
﹁うまいねえ〜また来ちゃった
よ！﹂という言葉が嬉しくて︑真
心込めて一生懸命頑張っています︒
皆様︑これからも鰻若松と須田泰
を宜しくお願いいたします︒

須田さん紹介、次回のゲストは「美園屋」の「飯田 歌人」さんです。

ここ でl
≡；11．，，＿

講師の手先を
を熱心に観察 ⊂師日 登専＿、一一

▲e離窮余沈争論一︵ユース

﹁

工場では試食もしました

㊥第四七回馨繰養大放生会
一 一 月 一 一

日︑青山にあ
ります描法寺

にて﹁第四七
回 鰻供養﹂
を開催しまし
た︒会は︑東

￣￣− ．ヽ
■園田圏臆■
2011年土用丑の日は7月21日（木）8月2日（火）TEL・03−3582−4721iEIinfo＠chourishi，COJp

こ台湾鰻視察研修旅行
一一月一二日〜六日︑全蒲連・束蒲
主催で︑台湾産鰻の視察研修ツアー
が開催されました︒この研修ツアー
は今回で二回目ですが︑業界トップ
が主軸となり︑参加者も蒲焼店オー
ナー︑問屋︑タレメーカー︑商社︑
研究者︑そして新東会からは︑次長
の湯浅祐司が参加しました︒また︑
台湾側も業界団体トップがアテンド
役となり︑非常に有意義な視察とな
りましたのでご報告いたします︒

安心・安全で

美味しい鰻

新東会では︑
今回の研修ツ
アーで重要な
ことは二つあ

リました︒まず一つは︑安心・安全
における管理体制がどうなっている
のか︑自分自身の目で確認したい︒
一ラ目は︑生産者に直接会って︑そ
の考え方を聞いてみたい︒ という点
でした︒今夏︑台湾産活鰻は日本に
とって重要な役割を果たしました︒
今後にあいても台湾産鰻は︑注目す
るところです︒そういう意味では︑
双方がダイレクトに意見交換をする
ことができ有意義でありました︒

広大な露地池
で品質管理
まず最初に
見学したのは
養鰻場です︒
広大な露地池

で︑ゆったりと育てられているとい
う印象でした︒台湾サイドが強調し
ていたのは﹁美味しい鰻づくりのた
めに︑練り餌を使っている﹂という
ことでした︒

¶1。：00噛相互5018

日台、双方で意見交換

生産者は練り餌を強調
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大圏醗前
大田函高蒲田1−zLe

Iか理工をIr優の功

観i墓鵬終 曲￣￣￣笹縄三g
須田 泰さん
「鰻若松」職人

香ばしい匂いに長蛇の列

新加入の若手職人も紹介
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