東京スカイツリーは

い日本のシンボルと
なりました。
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る条件の1つに﹁話題性を作る﹂と
いうものがあります︒東京スカイツ
リーは話題性はもちろん︑その他に
も︑日本経済向上の﹁きっかけ作り﹂
日本の景気が良くなるのではないが
という﹁期待感﹂もあり堂々の1位
になったと思われます︒鰻業界にお

いても何かの﹁きっかけ﹂で再び良
くなる可能性もあります︒
そして︑注目する2位の﹁LI＝
⁝﹂は登録者がすでに1億人を突破
したそうです︒LI＝⁝とは︑スマ

ートフォンで使える無料通話やメー
ルのことを示します︒無料というこ
とで大ヒットにつながっていますか︑
注目すべきところは︑同時に複数の
人とメールのやりとりができること
です︒これまでミクシィやブログ︑
フェイスブックと次々と新しいコミ
ュニケーションツールか登場しまし
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たが︑LI＝⁝もその新しい仲間と

ワ人がインター

やがて面白いブログにはたくさ
んの人がアクセスし︑それまで
個人の趣味としていた人が料理
研究家として一躍有名人となる
現象が起きました︒つまりまっ
たく知らない人へ自分の作品を
紹介することが可能になりまし
た︒フェイスブックでは︑新し
い情報を掲載すると登録してい
る友達全員にお知らせメールが
届きます︒そこに着目して企業
では︑新商品の発表などに活用
するようになりました︒すでに
ブログやフェイスブックは商品
広告に欠かせない存在となって

います︒そこへ﹁LI＝ELが

登場しました︒誰かが ︵このお

店の鰻は美味しいよ！︶と二言
メールするだけで複数の人へ情

報が届きます︒一方︑悪い情報も伝わり
ますか︑これらの傾向を止めることは不
可能であるため︑広告ツールとして使用
しない場合でも︑どのようなものか知っ
ておく必要があります︒
2013年は﹁健康と日本再発見﹂が
キーワードだそうです︒流行予想第1位
は﹁日本流ロングトレイル﹂で自然と親
しみながら地域の文化やグルメを楽しみ

無理せず歩く旅︑として幅広い層に受け
入れられると予想されての1位だそうで

︵装置・道具︶ フード︵食べ物︶や運動

す︒2位は﹁抗ロコモギアフード﹂です︒
加齢により関節︑骨格︑筋肉︑膣︑じん
帯が衰え︑ゆくゆくは介護か必要となる
可能性が高くなることを防ぐためのギア
に注目が集まっています︒ウナギはビタ
ミンやミネラル︑関節や皮膚に必要なコ
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ラーゲン︑DHAやEPAも豊富に含ま
れている燵康的な食品であるため︑まさ
に﹁抗ロコモフード﹂と言えるのではな

いでしょうが︒
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ネットで日記
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てコメントすることから始まりました︒

圏e I 巨漢
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201・ふ3 年 ︑ 流 行 予 想 人 気 の キ ー ワ ー ド は ！
﹁コミュニケーション﹂の2つー・
日経トレンディが選ぶ2012ヒ
ット商品ベスト30が先日発表され

ました︒1位﹁東京スカイツリー﹂︑
2位﹁L−＝EL︑3位﹁国内線L

CCLとなっています︒そして︑2
013年の流行予想で最も注目すべ
きところは新しいコミュニケーショ
ンツール﹁LI＝⁝﹂︒そして﹁健
康と日本再発見﹂この2つです︒
その他にも流行が予想されるヒッ
ト商品がありますが鰻業界に関連し
たものとして取り上げてみました︒
今年度︑皆様のお店のPR方法とし
て何かのヒントになればと思います︒
まずは前年︑2012年を振り返

って1位の﹁東京スカイツリー﹂ で
すが︑久々に日本が世界に誇れる新
しい日本の象徴が完成したこと︑日
本が復興していく上で経済や景気に
も明るい話題として良い効果があっ
たと思われます︒商品が大ヒットす
2012年5月開業。新し
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役目として次世代の鰻職人たちへ
繋げられるよう努めて行きたいと
思います︒

私事ではありますが︑今年は新
京調理士会の萩原氏紹介のもと地
元茨城県牛久市から上京し20年
になりました︒現在は﹁かぐら坂
志満金﹂に勤務して5年目という
節目の年にあたり︑今まで以上の
日々の研鎖と精進に努めて参りる
つもりです︒お店では近年の鰻稚
魚不漁︑価格高騰にも最小限の値
上げで対応し以前と変わらずお客
様に御愛顧されています︒
現在︑鰻業界は厳しい時代とな
っていますが︑私たち中堅世代の

職人たちの﹃鰻∋電﹄リレー

TEL＆FAX

いいたします︒﹁フルバック社L

あたり2・000円位を予定しているそ
うです︒ご興味のある方は直接﹁フルバ
ック社﹂か新束会までご連絡のほどお願

の方が脂が無いようでした︒蒲焼き︑白
焼き︑ひっまぶしとそれぞれ試食してみ
ましたが︑やはりジャポニカ種と比べて
しまうと身︵脂︶に大きな違いが感じら
れ違和感がありました︒つくだ薫のよう
にすればいいかもせれませんか︑残念な
がら鰻料理専門店で通用する味とは思え
ませんでした︒現在のところ︑活鰻1kg

れ︵素焼き︶は尻

るようですが︑頭
捌いた感じでは身
めか身の硬さにバ
ポ二力種と似た感
ました︒串打ちで
いので串が楽に入

た︒まず﹁見た目

13日 ︵日︶試食
当日は田村社長
し︑新乗合では全

谷﹁花菱﹂様のご

ンギラビカーラ﹂

と危惧され﹁ミャ

が食べられなくな

らみて﹁このまま

のシラスウナギの
捕れ具合の状況か

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

調理蘭の翻﹁塗徒なあのお怒
り廃滅潜むできまむし碍

ミャクやー達宍怒鰹その函館
陰窪癒樹もてきまひた︒

紬漆脇∵志騒金
心室原 払きん
門店に勤められている方も大勢いらっ
しゃるそうです︒

角田孝平先生お笑い番組に出演
いつも鰻の授業でお世話になっ
ている角田孝平先生がお笑い番組
に出演し︑タレントの友近さんと
共演しました︒1回目はテレビ局
からのオファーで︑2回目は友近
さん直々のご指名での共演依頼と
のこと︒角田先生のお人柄とノリ
の良さがポイントだったようです︒
今年も新宿調理師専門学校で鰻
の授業を行う予定です︒日程が決
まり次第お知らせ致します︒お手
伝いできる方はご連絡をお待ちし
ております︒

●ミャンマー産天然鰻試食会

シラスウナギ不漁にともなうミャ
ンマー産天然鰻試食会が開催されま
したのでご紹介します︒開催のきっ
かけとなったのは︑昨年10月にフ
ルバック社 田村定彬社長から現在

2013缶土用丑の日は7月22日（月）と8月3日（土）です。TEL，03−3582−47211iEilinfo＠chourishi，COjp
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●第42回﹁調理祭﹂・In新宿調理
師専門学校

1月27日 ︵日︶毎年鰻の授業を

行っている新宿調理師専門学校にて
﹁第42回調理祭﹂か開催され取材
してきましたのでご紹介します︒
調理祭とは年に1回行われる学園
祭のようなものでが︑生徒たちにと
っては日頃の成果の発表の場となっ

ています︒きっそく会場の中へ入っ
てみると︑グループ毎に展示された
素晴らしい料理や普段使っている教
室をレストランやカフェ仕立てにし
て︑生徒たちが作ったカレーやおで
ん︑スイーツなどをお店のように振
る舞ったり︑桂剥きの技を競う﹁庖
丁人選手権﹂︑卒業生のカービング
の作品展示などで大盛況でした︒
ま
た
︑
同学校
の卒業
生であ
る神楽
坂のイ
タリアンのお店﹁アンジ︑工ラ﹂オー
ナーシェフ石川恵美子さんの講演会
なども空席がないほどの盛況ぶりで
した︒卒業生には有名な和洋中の専

次回は、大黒屋（日本レストランシステム）の高野山黍雅さんですご
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TEL：03−3269−3151

入なきヤた。いし席
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。
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新宿区神楽坂2−1

なるご協力を頂い

生徒たちが作ったおでんやスイーツ

ています。
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神楽坂 志満金職人

角田 考平先生
新宿調理師専門
学校、日本料理
専任教員。毎年、
鰻の授業では多大

ベ感柔にあ色丸の理社れり輸天な 、、、

小笠原 弘さん
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