図回圏
新年あけましておめ
本年も皆様にとりまして
ご祈念申し上げます︒
昨年一昨年とシラス鰻
ため鰻業界は大きな影響を番
このような時だからこそお
﹁美味しかった！﹂ と心

料理を提供していかな

i種〕辞￣ ＼i￣ ：￣轟、囲態 「

難し︑現一

日から二四日
にかけて福島
県大熊町から
原発事故のた

一二月二三

◆邁心饗脚の潜余へズ鳩8努めスマス◆

rワiiこ 、ヾ言
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福島県蔓
の仮設住

縛朝
○世茜に二

㌍講究
レゼントを一

鰻料理は長い歴史を経て日本の伝統料
理となりました︒伝統とは単に個々の力
によって完成されたものではなく︑互い
に競い合って良いものを作り続けること
で代々受け継がれて完成され伝統になった
のではないがと思います︒
今︑私たちにできることは互いに情報を
交換し交流することで鰻専門店として大き
な一つの共同体になることが大切だと思わ
れます︒会報誌でも皆様の声を紹介します
ので︑お気軽に声をかけてください︒

滋的合って交流むで
一致団結すねは大審なお

仮設住宅では︑一人暮らしのお年寄
りの方がたくさんいるので︑こもりっ
きりになるのが心配でした︒そこで︑
温かい汁物などで誘い交流を持てたら
と思いました︒また︑同行して頂いた
皆さんも徹夜で雪の障る中︑重い袋を
下げて頂き本当に感謝します︒
仮設住宅生活はこれから本格的な雪
との闘いが待っているそうです︒また
出来る範囲で協力できればと思います︒
新束調理士会 湯浅 祐司

プレゼントとなりました︒

渡して来ました︒子供たちも最初の頃
は遠目に見ていましたが徐々に慣れて
くると︑先頭に立ってクリスマスカー
ドを配り最後には﹁帰らないで！﹂と
も言われました︒今回のことで少しで
も良い想い出となってくれたら︑私た
ちにとってはそれが一番のクリスマス

プレゼントで
した。

思います︒
そして︑皆様と共
況を乗り越えられる

思います︒また︑本年
新東調理

鰻供養で毎年︑ 漆塗りのお箸を提供
して頂いている塗師屋 ︵輪島塗製造
販売元︶
である
﹁
藤
八
屋﹂さ
んです︒
ご自身
も四年
前の能
した店舗を再建に

こぎつけたばかり
ですが︑三代目親
方の塩士正英さん
にお聞きしたとこ

ろ﹁私たちも四年
前の震災で同じよ
うな苦しい体験を
しました︒しかし︑ 再建を果たすこ
とができたのは︑全国から寄せられ
た支援のおかげです︒わずかでも恩
返しができればと思い重箱を寄贈さ
せて頂きました﹂︒まさに︑重箱が

はないでしょうか︒

結んだ心と心の﹁絆﹂となったので

々に津は避

方宅会在め

子供たちの笑
顔が何よりの

＼−、＼、

FAX：03−3582づ731
東京都港区赤坂5−4−12阿部ピル2階
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ご多幸を心よりお祈り

翻る㈹赤熱に繭かつて
簿蒲も電一つに
二〇二年は三月に起きた東日本
大震災により日本は深い悲しみに陥
りました︒しかし︑それと同時に日
本全国で社会貢献という和が広がり
人々がお互いを助け合うという﹁絆﹂
が生まれたように思われます︒新東
調理士会でも福島県郡山市にてボラ
ンティア活動に参加させて頂きまし
たが東北地方の方々は今でも厳しい
環境におかれています︒
しかし︑今︑私たち鰻業界特に鰻
専門店を営む皆様は過去にない鰻の
高騰に悩まされています︑私たち自
身が体力がなければボランティア活
動をすることもできません︒どうす
ればこの危機的状況を乗り切ること
ができるのか︒東日本大震災によっ
て広がった﹁絆﹂にヒントがあるよ
うに思われます︒そこで︑新しい年
を迎えると共に︑昨年ボランティア
活動をされた方々が感じたことをお
聞きしながら︑私たち鰻業界が元気
を取り戻すために何ができるのか考
えてみたいと思います︒

圏園圏圃

◆感巻で頴諮って関る鰻崖さん◆
津波による壊滅的な被害を受けな
がらも再建を目指して頑張っている
鰻屋さんがあります︒その後押しを
するため手を挙げたのは︑新東会の

車で重箱100個を贈り届けました

∴∴∴

つづきまして︑全国鰻蒲焼商組合
連合会の理事長で大江戸社長であり
ます涌井恭行様より︑三田様と同じ
く鰻高騰のお話しに加え︑日本での
シラスの捕れ高は昨年並み︑台湾で
の捕れ高は少ないだろう︒という情
報をお話しして頂きました︒また︑
﹁加工を中止してでも蒲焼店を営む
お店に鰻が妥当な値段で流通するよ
う鰻店用の鰻を確保できるように生
産者へお願いしている﹂というお話
もありました︒
最後に日本橋伊勢定の会長であり
ます富田蓮右衛門標より︑過去に類
を見ないほど鰻が高騰している問題
に対して﹁この問題は私たちだけで

＼一回11−

なく様々な方面からの協力︑そして
私たち業界全体で団結していなかな
いと本当に厳しい年になるかもしれ
ない﹂というお話しを頂きました︒
毎年︑鰻供養では︑鰻業界全体の
展望についてお話をして頂いており
ますが︑それぞれの方のお話しから
も非常に厳しい状況である︑しかし︑
それを打開するために様々な働きか
けや対策をお聞きすることかできま
した︒ そして︑私たちにできるこ
とは鰻業界全体が知恵や情報を交換
しなから団結することで︑今回の危機
を乗り切ることができるのではない
かとも感じられる良い機会になった
のではないかと思います︒
持法寺での供養が終わり︑シラス鰻

∴∴∴ 華 璃

うになっております︒

が︑それ
ぞれのお
店の方々
か情報を

現在私は︑明治七年創業︑二二〇
年余の歴史ある﹁日本橋喜代川﹂に
勤務して一一三年になります︒
その歴史あるお店は現在は︑ビル
街に囲まれていますが︑築八〇年の
数奇屋造りで︑一階はテーブル席︑二
階は接待などとして使用できるよ

職人たちの﹁攫って﹂リレー

交換したり交流する場でもあります︒個
人で解決できない問題を相談したりする
ことで解決策をみつけることもあります︒
新東調理士会として今回で四八回目を迎
えることができましたか︑これからも毎
年開催してまいりますので︑今年度だけ
ではなく︑お時間のある方は毎年ご参列
して頂ければと思います︒

∴：∴ 蓄 ∴∴：；高 ∴＼∵一 言 難 の、 鵜聾てを う参し終 上i￣／自動＿で ∴∴
私が新東会に入会して約四〇年
という長い年月が経ちました︒これ
まで日々丁寧な仕事を心がけてき
ましたが︑これからも今までと同じ
ように炭火を使用し︑日本の伝統料
理である﹁江戸前蒲焼﹂の味を守って
いきたいと思います︒
TEL：03−3666−3197

臨三三二三三三三：二島÷÷＼∴圏」藤懸議荻騙醒麗醗i嬉
TEL，03−3582−4721留infb＠chourishi．coJP
2012年土用丑の日は7月27日（金）です。
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一一月二日︑青山にあります﹁描
法寺﹂にて新東調理士会主催︑第四
八回鰻魚供養大放生会を開催いたし
ました︒今回は例年以上に多くの方
々に参列して頂きまして心より厚く
御礼を申し上げます︒しかしながら︑
一年に一度︑これだけ多くの鰻業界
関係者の方たちが一堂に会する機会
も少ないため︑この鰻供養をもっと
皆様が効果的に利用して情報交換を
して頂ければと思います︒
一四時より開始しました鰻供養は
新束調理士会次長である湯浅祐司の
司会のもと︑会長の湯浅亘の挨拶か
らはじまり︑東京鰻蒲焼商組合の理
事長で渋谷松川の社長であります三
田俊介様にご挨拶を頂きました︒三
田様からは一二月の鰻漁解禁で鰻が
大量に捕れることを願いつつも︑生
産者に対して値上げしないように全
国を回り︑昨年度からつづいている
高騰を何とか抑えるための活動につ
いてのお話をして頂きました︒

「喜代川」職人

！〇〇〇〇

会報誌【新京ファミリー】は業界発展のため溝力的に取材活動を行います。こ意見、ご要望などございましたら、編集部にこ連絡ください。

