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﹁鰹患俄蕾大詔裳象﹂開催′
全国鰻蒲焼商組合連合会の
涌井恭行理事長からは ﹁鰻の
完全養殖も実現まではまだ時
間が掛かるとのことで蒲焼屋
としても完全養殖に向けて支

をいただきました︒

ことに常に感謝の気持ちを忘
れないでください﹂ との言葉

平

援金を呼び掛けました︒当

供してくださる輪島塗製造販

／f

鰻業界関係者約120名に
ご出席いただきました︒今年
はワシントン条約会議で付属
書掲載は回避されましたが︑
初の目標は100万円でした
が最終的に11月現在590万

売元である石川県輪島市の
﹁藤八屋﹂ の塩士様より

〆

3年後に向けて鰻業界の今後
の対策が期待されています︒

円もの支援金が集まりまし
た︒今後も完全養殖の実現

第53回鰻供養大放生会が

まず最初に会長である湯浅

100セットいただいた鰻模様

日月2日︵水︶にとり行われ︑

祐司が若手調理師不足が深

に向けてサポートしていきたい

す︒命がいただいているという

最後に毎年供養にお箸を提

した︒

供養終了後の夜には︑ご供
養した鰻を感謝の気持ちを込
ご参列の皆様︑誠にありが

めて放流いたしました︒
とうございました︒

鰻供養圃

U

li

、二ノ・−

鰻とい事ナかばが若めない生き
物を殺生して生かされていま

刻化している問題について ﹁調

と思います﹂ との報告があり

続いて東京鰻蒲焼商組合の
富田蓮右衛門理事長様より

ました︒

理師学校などで鰻の授業を

行って︑若い人材に鰻の魅力
を知ってもらおうと尽力して

おります︒また鰻職人を目
指す生徒さんには職場環境や
福利厚生の充実などに加え︑
独立に向けての金融機関から
の特別支援制度の設立など︑

﹁鰻は縄文時代から代々の先
祖に食べられていて︑本当に
日本人は鰻が好きなんだと実
感しています︒鰻の伝統文化
をこれから先も継承していか
なければならないので︑鰻業
界すべての皆様に精一杯の感
謝の気持ちがないといけませ
ん︒どうかこの鰻業界を皆さ
んで盛り上げていきましょう﹂
とのお話しをいただきました︒

その後︑持法寺のご住職さ
まがお経を読み上げられて参
列者全員のお焼香が行われま
した︒ご住職からは ﹁皆様は
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若い人たちが働きやすい環境
を整えることが大切です﹂ と
話されました︒

今回の供養には︑新宿調理
師学校で鰻授業を受けた生徒
さんも参列しました︒来年の
卒業に向けて︑鰻屋に就職を

希望している貴重な人材で
す︒また駒場学園からも3
名が内定しました︒今後の鰻
屋の財産としたいと思います︒
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亘，1鴫∵

の輪島塗箸とメッセージ ︵裏
面に記載︶ をご紹介いたしま

煽鑑畿稔り一診

亨
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鰻供養によせて
鰻魚供養大放生会にちなんで
﹁鰻﹂ 文様の御箸を製造いたしお

渋谷
﹁松山本店

20歳の時から︑東

北沢﹁桂﹂︑西麻布﹁宮
川﹂︑﹁うな若﹂︑﹁大

江戸﹂などで修行し︑
来年でこの道40年に

なります︒

塾

穀議蘭東プアぎナ「訪萩業界発露のた齢滝お鍋こ壊滅活動姦行い義す。蚤意見、ご要望なま蚤言いま

新王帰帆調理士会が取り組hでいる︑江戸山勘蝿洒焼きの

変換︑平成になると発展より
も充実のオンリーワン企業へ

PR活動や取り組みを︑態々な切り口でご納経︵伸します︒

全国鰻蒲焼蘭縄禽連合会・東京鰻蒲焼繭鰹合

憲の統轄全貌・重器二塁竃垂監茎壁
10月26日︑京都市左京区 濃 吉 の 十 代 目 当 主 で あ る 佐 竹

麻布「宮川」

備えさせていただきました︒鰻
の価格が高騰し商売を維持なさ

・9月1日（木）

ることは決して容易ではないか

にある ﹁京懐石美濃古本 力総 ︵さたけりきふさ︶ 氏が
店竹茂楼﹂ にて研修会と ﹁美濃吉今昔よもやま話 伝
講演会が行われました︒研 統は革新の連続﹂ を講演し︑
江戸時代から続く創業300
修会は合掌館にて行われ︑
湧井恭行会長より鰻完全養
殖支援金の話やワシントン

◆移転

と存じますが︑私たち日本人は
無論︑海外の方々にも﹁鰻﹂は大
人気です︒特に夏は夏パテ防止︑

Tei，02−728−2072

年の変遷を話されました︒
変わり︑現在︑美濃吉の
昭和40年代は伝統的な京料
理をお手軽に︑昭和00年代は

AmorSOio St．，Mkakati

条約締約会議の結果︑今後

マニラ「うな吉」

ア メ リ カ

式大量生

G／FMakatiCinema Square，

の行方など報告がありまし
︒
た

・6月16日（木）

丑の日には鰻を食べるという伝

説が今日まで受け継がれていま
す︒そんな日本の大切な食文化
である﹁鰻﹂継承のために今後と

日本橋「大江戸本店」の
渡辺巧さんです。

ム経営か

休みの時はビック
スクーターに乗って
います︒よく友だち
とツーリングに行き

TEL：03−3461−1065

集灘に空運緩く駁い∴燕鶏鶏遥犠媛魂緩和誠餓蟻髄轡童強弱麗髄灘

垂聖豊里聖些圭盆暗

初心を忘れずこれ

〒150−0042

産システ

Tei，0768−22−0770

ご来賓を代表して全日本

お問い合わせ、ご用命は

も日々御尽力いただけますこと

石Iii県輪島市河合町1−28−3

1−

◆輪島塗「藤八尾」

ヨ

謹んでお悔やみを申し上げます

ら

◆おi悔やみ
・10月17日（月）

持続的養鰻機構の村上寅美−
代表理事会長がご挨拶さ

3−3−9コムズlF

を真撃に願う次第でございま
す︒日頃より藤八屋の輪島塗鰻
重箱︑肝吸物椀など御注文賜ら

Tei，03−3457−8844

ま
す
︒

東京都渋谷区宇田jli町22−1

からも頑張りたいと
思います︒

熊谷「松田」練磨

DNAは ﹁進取の精神︑挑戦
する勇気︑柔軟な発想︑そし
て優しさ﹂ であると話されま
し
た
︒
この後︑懇親会ではスッポ
ンのお椀︑鰹の湯引き︑泥鰭
柳川︑子持ち鮎塩焼き︑鰻丼
などの美味しい料理をいただ
きながら︑舞妓さんや芸妓さ
んの踊りを堪能しました︒

東京都港区麻布十番

せていただけますことを心より

70歳

りました︒

坂本l恒夫さん

享年

れ︑うなぎ食文化を守るた ロ ッパ式
めに皆様も危機感を持ち︑
ブランド
天然うなぎを保護し︑扱わ 付 加 価 値
な い で 欲 し い と の お 話 が あ 経営への

◆新規オープン

御礼と感謝を申し上げます︒そ
して是非︑輪島の方にもお越し
いただき輪島塗の製造工程など

会員

その後︑全国から参加さ
れた蒲焼屋さんから夏の商
売の報告がありました︒京

都や地方の観光地の店舗か
−竜
言享∴弓子「完工

を御覧くださいませ︒心よりお
待ち申し上げております︒

﹁藤八屋﹂ 塩士 正英

らは︑とにかく外国人のお
客様が多いこと︑そして予
約しても平気でキャンセル
されることがあるので対策
を考えないといけないとの
話がありました︒
その後大広間に移り︑美

証「、のく奇書二義暴

河輔佐生雄きん

2017年（平成29年）の土田丑の日は

