る。定期的に都内各所で個

作品を作るとしたらどうしますか？
︽石橋︾鰻はねぇ︑表現するのか難
しい方だから題材としては︑面白い
ネ︑人間に例えると脂ぎっていて︑
ちょっと太り気味︑顔はまる顔︑性
格は温厚で愛婿がある感じかなぁ︒
まわりの人たちをパッと明るくする
人︒鰻そのものをリアルに銅版画に
することは簡単だけど︑それでは作
品にはならないからね︒ところで鰻
ってオスとメスの違いってあるのか

と思えるカタ子でもある︒子供の頃︑
川で鰻を見つけると︑今夜はご馳走
だー・つて思ったもの︒その時の記憶
が未だにあるのかも︑とくにかく僕
にとって鰻は魅力的な女性だね︒

ーマ」を中心に活動。「門脇篤

石橋さん銅版画の作品
まちとアートの研究所代表」。
戦場カメラマンの渡部陽一さん
のような独特の話し口調でやん
わりとアートの魅力を伝える。

︽編集︾門脇さんが﹁鰻﹂を題材に

軸

道
歩
散
の
町
を
語
物
な
そ

榊

鰻を空間にデザインするなら︑鰻と海へ
穴子︒この3匹の物語を作るかなぁ︒
﹁鰻登り﹂ ってことわざがあるけど︑こ
3匹が天に登っていく競争をしていて︑
ヘビは障害物を使って他の2匹の邪魔
る︒穴子はマイペースに登っている︒

て鰻は﹁俺が一番

ほ

共同作業で作るアート作品

瀞

撥

が創造した木の
実を工作して段
ボールの木に購
り付けています︒

ット︒それぞれ

青く−しポール︑園芸ネ

写真は門脇さんと編集が今年の春に子供たち
200人︑大人150人で作ったオブジェ︒
1
材料は色紙︑段

うなぎは日本
さらには自力で煉瓦の家を作っ
たり、毎日何かを作っています。
何かを創造して作ることが趣味
であり、それがお仕事として毎日
を暮しています。
−
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物を作るならどんな感じになりますか？
︽丸林︾鰻って日本を代表する魚だと思
うんですよね︒私だったらキャラクター
にしちゃうかなぁ︒それもハンドルをゲ
ルゲル回すと鰻が動き出す感じ︒きっと
かわいいキャラクターになりますよ︒
i S i 8

⑱お知らせ情報⑱

◎ご出産のお知らせ

新東会会員︑森山友寛さんに第一子が
誕生しました︒おめでとうございます︒
﹁森山 咲季︵サギ︶﹂ちゃん
7月6日︵金︶誕生

⁝
−￣
︸
︶
一︑￣︶︺﹁￣︸￣￣￣￣︷￣⊂三二二二一二二︳二三

醜睡起麺瞳睡蓮纏麺麺嚢麺」

し土迎主ビ

目だそを

か︑ビルの谷間にデ
インすると面白いか志
しれないですね︒
町の人々にも何か
セー小ンを書いてもらって参加してもら
と︑もっと楽しくなるかもしれないで

という感じで天を
して登って行く︒

門脇さん毛糸でつながる作品

︽編集︾丸林さんか﹁鰻﹂を題材に造形

造形作家．丸林佐和子さん

∴．∴・∴∴ ∴
し＿し＼／ 「．一子−
i＼道 営

町とアートで空間をデザインするな
らどんな感じになりますか？
︽門脇︾う〜ん鰻ですか？ ところ
で鰻のイラストつて目元が可愛いの
か多いですよね︒海ヘビだと目元が
鋭くなる︒あれは商業的に鰻を可愛
くみせたいという気持ちもあるんで
しょうけど︑そもそも鰻そのものが
可愛いらしい生き物なのかもしれな
いですよね︒町の中にアートとして

NHKの番組『つくってあそば』
造形スタッフ。

、iま

園圏園闘闘

講師。銅版画家として30年以
上に渡り作品を作りつづけてい

芸術家とは︑表現者でありその作
品を鑑賞した人たちを深く感動させ
るまさに芸の達人者です︒そこで︑
鰻を題材とした場合︑どのように感
じるのかその魅力について取材しま
したのでご紹介します︒

から見
1951年3月15日新潟県長岡

︽編集︾石橋さんか﹁鰻﹂を題材に

市生まれ。東京版画研究所

なぁ？一目でその違いがわからな

仙台を拠点とし「町とアートをテ

∴∴∴∴∴ 、燕盤灘

い中性的なところが面白いよね︒僕
が鰻を題材にするとしたら絶対女性
がいい︒ぼってりした体︑でも腰の
あたりはキユツと締まっている感じ
かな︒もう見た瞬間魅力的に見える

編集‥株式会社新東調理士会厚生労働大臣許認可番号13−04−ユー0007所在地：〒107−0052東京都港区赤坂5−4−12阿部ビル2階FAXiO3−3582−5731
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二∴一書
苧＼

＼＼＼＼￣ 、j 紗∵ iilが−＼1、 ∴＋ 、き
∴∴蛾
＼、ぐ
＼ご ∴
、闘、竿言許 ！：∴ ∴

−●新宿調理睡裏門学校
江一里亜蒲焼の授業

6月の初旬︑2日間に渡り新宿調
催しました︒6月4日は1年生を対

理師専門学校にて﹁鰻の授業﹂を開
象︑6月7日は2年生を対象に講義
から実技までの授業を開催しました︒
授業は毎度のことなから講師の高橋
康孝氏のお話しに参加した生徒たち
は真剣に聞き入っていました︒その
お話しの一つに料理人となってから
最も重要なこと︑それは﹁粘﹂︒つ
まり︑専門学校を卒業して現場で働
くようになってからは﹁折れない心
で粘り強く頑張ることが大切﹂とい
うお話がありました︒このお話を聞
いた生徒たちの将来にとって良い講
義となったのではないでしょうか︒

講義が終了すると︑今度は﹁裂く︑
串打ち︑蒸す︑焼く﹂の工程を実習
します︒各工程には︑新束会会員の

自たでかり指、意 分ちしを、導そ外−

＊講師名は順不同

高橋康孝さん
山崎明至さん
山口 徹さん
延原義幸さん
諸留隆範さん
佐藤孝雄さん
小笠原弘さん
津守茂樹さん
羽根光彦さん
酒井 徹さん
宮城直大さん
竹山勝平さん
服部英雄さん
高野山泰雅さん

松本 潤さん
平岡幸倫さん

︵3882︶

2701

としています︒八幡屋では︑2大ブ
ランドの共水︑坂東太郎を千葉県
で唯一使う店です︒海産物も豊富に
取り揃えておりとても忙しいお店
です︒お店の前では︑うなぎで出汁
をとったラーメン屋もあり︑地元の
お客様には大変人気があります︒
私は環境のよい館山に住んでい
て︑今年5歳になる息子もすくすく
と育っています︒
皆さんどうぞ近くにおいでの際
は気軽にお立ち寄りください︒

現在︑私は千葉県市原市にある
﹃八幡屋﹄に勤務して⁝年になろう

職人たちの﹁鰻ってjリレー

03

今回の授業で活鰻を格安で提供
していただきました︒
株式会社登亭活鰻卸部・中高

活鰻の提供

・川庄
・
山
崎
・やす川
・あら井
・十和田
・
轟
屋
・志満金
・渋谷松川
・渋谷松川
・渋谷松川
・喜代川
・藤沢宮川
・わかな
・ふきぬき
・大黒屋
・大黒屋

サポート講師

生徒たちに指導し
ます︒この実習で
悪戦苦闘する人︑
ムーズに出来る人
の職人さんたちの
鰻という食材を知
て調理しているの
できたのではない
指導する職人さん
指導することで︑
いきっかけとなっているようでした︒

新京調理士会が取り組んで
いる︑江一里剛蒲焼のPR活動
や取り組みを︑様々な切り口
でご紹介します︒

れます︒今後︑鰻屋の出店も予定さ
れていると聞いておりますが︑ご興
味のある方はチャレンジしてみては
いかがでしょうが︒

話窮余沈富強一︵ユース

●上海︑日本料理店と食事情

海外在住の日本人が世界一多く住
んでいると言われる上海︒その日本
領事館近くに昨年10月︑上海在住

の日本人が鰻専門店﹁うな吉﹂をオ
ープンさせました︒今年の6月に訪
ねてみると噂に違わぬ大盛況ぶりで
活気があり︑うな重250元︵32
00円︶が飛ぶように売れているそ
うです︒最近では店舗が手狭になり
拡張工事中とのこと︒しかし︑中国
では土地の私有制度がなく︑土地の
使用権を国から購入するため︑もし︑
国の制度が変われば立ち退きとなる
リスク
もあり

ま
す
︒
現
在
︑
上海は
各国の
料理店

がひしめきあい︑日本料理店も毎年
のように出店しています︒その日本
料理店も中国人経営や日本人経営な
ど様々あり︑やや飽和状態のように
感じられました︒人気は寿司屋で︑
東京の有名店も出店しており︑サー
ビス︑内装などの質も高く︑更に味
は︑日本で水揚げされた新鮮な魚が
定期的に入荷され高い質を保ってい
るそうです︒また値段も日本とさほ
ど変わらず驚かされました︒上海市
場はこれからも拡大していくと思わ

、
」

2012年土用丑の日は7月27日（金）〟013年は7月22日（月）と8月3日（土）です。TEL■03−3582−4721iEiinfo＠chourishi，COJp

繁
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、ご要望などございましたら、編集部にご連絡ください。

見徒、、講 直た 一 師 部 ∴： l− 繍
TEL：0436−74−0007
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課せ「含
次回は、八幡屋の立花順一さんご紹介で伊勢定本店の江本英雄さんです。
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「選 一
の心か的よIナれ
投者。にうなで ノヽ￣

うるいど八幡屋職人
千葉県市原市蹴拝∃

】

白も よ具どをれと
身初う体の受ぞス

順一さん
立花
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