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れていますので組合としても協力を
呼びかけています︒それと派手な装
飾や演出も控えました︒というわけ
で今年は原点に帰って﹁江ノ轟リゾ
ート﹂をテーマにしています︒とこ
ろで︑来年は海の家のメニューとし
て﹁うな丼﹂を販売してみたいので︑
そのときは協力してもらえないです

電・節約に気を使っています︒今の
海の家は電気・ガス・水道が整備さ

をはじめて二五年になりますが︑今
年は東日本大震災のこともあり︑節

きっそ＜︑今年の状況を伺ってみ
ると︵以下店長談︶ ﹃海の家の店長

太郎﹂さんにご協力いただきました︒

で︑海の家の店長でもある﹁雲呑真

で江ノ富海の家にて取材してきまし
た︒今回︑協力していただいた海の
家は︑江ノ島海水浴場協同組合理事

庭 夏と言えばやっぱり﹁海﹂︒そこ

「

囲 「ヽ′ ∴：」享∴∴ 、、

豊も∴

☆日焼けしたくない女性☆
鰻大好きです︒夏で
なくても食べますよ︒
でも︑そこにいる彼
は嫌いみたいです︒
だからお母さんと買
い物に出かけたときお店で食べたり
しています︒美味しいですよね︒
ところで平塚にいいお店があるんで
すけど︑知っています？

☆親子で海水浴☆
鰻好きですよ︒この
子もよく食べますよ︒
最近︑涼しくなりま
したけど︑少し前の

暑かった頃に食べました︒もうすぐ
土用丑の日ですよね？ 我が家は毎
年︑近所にあるお店で食べています︒
そこのお店は子供用に小さく切って︑
食べやすくしてくれます︒

菜料理教室ほて﹁鰻食べまじ姓？﹂

七月三一日︵木︶土用配の白
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● Vol． 平成23年8月25 ・・ 欧州喜田 日（隔月発 新東関理士

で焼くところですね︒中華料理も火加減
とタイミングが重要です︒その火加減を
炭でとなるとすごく難しい気がします︒

鰻は食べますよ︒特に
日本の鰻料理は︑一見
シンプルですけど︑奥
が深い感じがします︒
一番興味があるのは炭

☆鎌倉で予約制のお店を営む料理人☆

ビューさせていただ牽ました︒
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サポートしていたたく職人さんを霧集
していますうま友一オーナー様菖梶井
ご見学にお越しください︒

私は鰻は苦手なんで
すが︑でも結婚した
ら料理することもあ
るかもしれないです
よね？ でも鰻料理の教室ってあるんで
しょうが？ もしあったら是非︑参加し
てみたいです︒

☆花嫁修業として参加した女性☆

﹁・鶴

☆大学生三人組☆
普段は食べないけど︑
海の家で五〇〇円く
らいで食べられるな
ら嬉しいかも？ で
も高いですよね？ 子供の頃はお父
さんが蔓になると﹁あい！鰻食べに
行くぞー上 って言ってました︒今年
はまだ食べていないです︒

かね？ すごく繁盛すると思います
よ︒﹄思わぬ店長からの相談があり
ましたが︑きっそく海の家のお客様
たちへインタビューしてあました︒

「

今日は七月二一日︑土用丑の日で
す︒あいにく天気は曇りでした︒さ
て︑今回は菓ガス会社の料理教室に
お邪魔しましてインタビューしたい
と思います︒今回はインタビューの
みで名前と写真を掲載しないという
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クイズ問題
①﹁鰻﹂名前の由来は何？
②﹁鰻﹂の句はいつころ？
③何故﹁鰻﹂はヌルヌルするの？

クイズ問題は回答書と長く会話で
きるように︑あえて難しい問題とし
ました︒そして︑当然のことながら
誰も正解者はいませんでした︒もし︑
この問題にスラスラと答えられると
したら︑業界関係者かお魚博士です︒
しかし︑こんな珍回答もありました
のでご紹介します︒﹃﹁鰻﹂という

漢字は﹁饅頭﹂の﹁霞﹂という字に
似ているから苦の人は鰻が丸まって
いる姿が﹁饅頭﹂に見えたのではな
いですか？﹄など︑こんな回答もあ
りました︒さて︑アンケート結果は
左記の通りです︒ ．

回答者は三二人と少ないですが︑
非常に解りやすい結果となりました︒

八月二〇日 ︵土︶︒うなぎBBO
＆ プレミアムテキーラナイトと題
して︑豊洲にあるカフェハウスにて
鰻とテキーラのコラボレーション夏
イベントが開催されました︒当日は

一九時オープン︑チケット制︵五千

に一〇〇％アガべテキーラ二八〇

ください︒

私も前号で紹介していただいた
田中さんと同じく︑新東会でお世
話になって約五〇年が経ち︑現在
七〇歳となりました︒
この年齢まで働けるのも湯浅会
長のお陰であり︑とても感謝して
あります︒現在は浦和にあります
﹁満寿家﹂さんにて勤務しており
ますが︑お店は大変繁盛してあり
毎日忙しく働いています︒また︑
お店はとてもやりがいを感じる環
境で日々頑張っています︒
まだまだ暑い日が続きますが︑
皆様もお体た気をつけて頑張って

職人たちの罷轡監リレー

日祢テキーラ協会

〇﹂︵四〇度︶を使用し︑サルサソー
スで食べていただきました︒二品目
は︑伝統的なタレを使った串焼きで
すが︑テキーラの原料であるリユウ

円︶ でテキーラ︑その他飲み放題︑
さらに︑海老をサルサで妙め︑テキ
ーラで仕上げた香り高い料理︒そし
て新束調理士会では二品の鰻料理を
提供しました︒今回はメキシコの伝
統的なお酒﹁テキーラ﹂とのコラボ
レーションということで︑串焼きス
タイルとしました︒言関目は白焼き
の串焼きです︒通常は日本酒を吹き
かけて焼き上げますが︑今回は特別
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って仕上げました︒
普段はこってり純和風の鰻料理で
すが︑お洒落な会場︑お洒落な人た
ちだ囲まれると︑鰻もびっくりする
ほと︑お洒落なメキシコ風鰻料理と
なり新しい鰻料理の可能性を感じる
ことができました︒
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回答者の方は二〇代⊥二〇代の一般
家庭の方々です︒この結果から推測
すると︑一般家庭では夏に鰻を最低
一回は食べている︒しかし︑値段は
高いと感じているということになり
ます︒食べていないが〇人というの
は意外でしたが︑若い人たちが︑鰻
料理をどのように感じているのか︑
少しは伺えたように思われます︒

東京都港区六本木6−8−10

向井 助さん

7日（金）TEL，03−3582−4721iEZlinfo＠chourishi．co，

2012年土用丑の日は7月2

電話03−541十7987

「満書家」職人

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汀l。

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。
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