素 直 と 素 朴の持つ力

Nakanishi Akira

中西彬

シリ ーズ料 理 人

食の贅を尽くしてきた通人が︑﹁ここの料理

やないとあかん﹂と最終的に行きつく味︒や
﹁死に土産や⁝⁝﹂
がて病の床に就いたとき︑

と命がけで辿りつこうとする一皿︑二皿︒
それが︑中西彬の料理である︒
とくに高級な食材を使うわけではない︒大
根︑人参︑芋︑牛蒡︑椎茸――どこにでもあ

る野菜をここでしか出会えない料理に仕上げ
﹁料理は人から学ぶものではない︒オリジ
る︒

たくあん

ナルを考え出してこそのプロ﹂が中西氏の信
念だ︒

たとえば︑炊いた沢庵を包み︑外はさくさ
なまこ

く中はもっちりと揚げた大根餅︒一週間前か
ら仕込み︑椎茸を海鼠風のしこしこした食感
なった︑胡麻を〝炒らずに〟作る胡麻豆腐も

に仕上げた金海鼠椎茸︒今でこそ当たり前に
そもそもは中西氏が二〇年前に﹁高野山には

絶対に負けたくない﹂と考案したものだ︒

それにしても中西彬という料理人は︑遠方
からわざわざ――時に医師を伴い点滴を下げ
てまで――足を運ばせるほどの料理を︑いっ
たいどのようにして生み出すのだろうか︒
﹁お客さんの身になって︑お客さんの立場で
考えて︑素材を素直に見て素直に味つける︒

それだけの簡単なことやと思うんですが﹂
簡単なことほど︑実行するのは難しい︒答

をつかみきれずにいると︑引っかかりのある
言葉が出てきた︒
﹁最近になってやっと︑あのときのうどんに
近い味が出せるようになりました﹂
〝あのときのうどん〟とは――︒

父とうどん、
母と沢庵︒
切ない記憶の連鎖
子どものころ︑生まれ故郷に近い三重県新
宮で父と食べたうどん︑だという︒妻子を顧

みず︑家にほとんど寄りつかなかった父と過
ごした︑数えるほどしかない記憶の一つ︒
﹁小さな食堂やったと思うんです︑たしか寒

い時期でした︒⁝⁝あのうどんの椎茸の出汁
の味が今でも忘れられません︒たまに自分で
返ることがあります﹂

も作ってみて︑〝こんな味やったかな〟と振り
どこにでもある食堂のありふれたうどん
が︑〝父と一緒に食べた〟というだけで息子に
は忘れられない味になる︒極貧生活の中で味
幼い舌と心に強烈に残った︒畑で盗んだ芋で

の記憶はごく少なく︑だからこそ一つ一つが
炊いた芋粥も︑母がよくこしらえていた古漬

樋湯葉博多、
麩の焼、
楤芽、
蕗の薹、
祇園坊）
盛込（粟麩照焼、
梅麩、
蕨、
雪輪蕪、
柚子）
椀（蕪摺り流し。金海鼠椎茸、
嶋並ひろみ・写真 photo : Shimanami Hiromi
text : Asahara Sumi

）左・飯
（蕨飯物相、雪花菜） 浅原須美・文
右・汁
（うずみ仕立。白梅大根、
甘草、
香煎
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けの沢庵の炒り煮も︒
素朴な野菜︑とくに根菜を好んで用い︑沢
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庵をよく使う中西氏の料理の原点は︑子ども
時代の食の記憶にあった︒料理人の料理の原

とその腕を認め︑自分の後釜として古泉閣料
理長を任せてくれた桑原清二氏︱︱︒

﹁どんなに空腹でも︑満腹のような顔をして

ら帰れ！﹂︱︱その口と同時に手が出た︒

仁義だ︒現役時代の口癖は﹁気に入らないな

上から受けた恩は下に返すのがこの世界の

いました︒弱みを見せたら一生懸命働いて養
も三日くらい痛いですわ︒腹たてて怒るのは

﹁向こうの頭も痛いやろうけど︑こっちの手

点は︑すなわち生き方の原点だ︒

食べ物をいただいたらお袋がお礼いわなあか
楽やけど︑相手のためを思って真剣に怒るの

ってくれるお袋がかわいそうやし︑近所から
んし︒子ども心にも〝武士は食わねど高楊枝〟
は百倍エネルギーがいります︒若い子は僕の
一メートル以内には近寄りませんでしたわ﹂

ですわ﹂
ぎりぎりの生活の中で親を思い︑精一杯の
それでも当時の 子はよく育ったというか

も︑
まちがいなく腹が据わっている︒
﹁新潟の

中西氏と 半世紀近く 連れ 添ってきた 奥様

中西彬の陰に
腹の据わった奥様あり

ら︑思いは確実に伝わっていたのだろう︒

虚勢を張っていた日々︱︱これが後の︑〝曲げ

ない︑なびかない︑流されない〟中西流の生
き方につながったのだろう︒

上に刃向かい、
下をかばう。
敵も味方も多かった
料理人としての五〇年を︑中西氏は﹁めち

ころで引き返し︑道がついてからは脇目もふ

極道の世界に足を踏み入れかけ︑危ういと

とんでもない〟という厳格な親の離縁状を携

嫁ぎ先は医者か僧侶か教師に限る︒板場など

つかったのが運のツキ﹂
なのだそうな︒
〝娘の

旧家のお嬢様育ちが︑たまたま大阪で僕に見

らず料理一筋︒﹁実力があれば名前は勝手に
え︑鞄一つで飛び出してきたというから︑出

ゃくちゃな人生だった﹂と振り返る︒

売れてくる﹂の信念どおり︑名を上げ︑死に

中西氏がいつでも若い衆に﹁ワシが飯食わ

発点からして芝居の一場面だ︒

若い衆と夜の町に繰り出しては豪快に遊びま
﹁ワシのおごりや﹂
﹁ワシにまかせ
せてやる﹂

物狂いで働き︑
赤字の店をいくつも立て直し︑

くる︒頂点に上り詰めたと思いきや︑大病で
命を落としかけ⁝⁝︒
映画化の話が持ちかけられたのも頷けるス

リル満点の生き様だ︒
相手が 目上でも 理不尽なことには 刃向か

い︑後輩が怒られれば﹁僕がやりました﹂と
かばった︒そんな生き方は敵も作るが︑好か
れ方も半端ではない︒料理のなんたるかを教
えてくれたホテル三笠温泉の寺地秀三郎氏︑

中西 彬 の足跡
1942 年 三重県に生まれる
戦争中に持ち山を摂取され︑家は破産寸前に︒妾宅に
入り浸り戻ってこない父親とは︑
﹁数えるほどしか会
わなかった﹂
︒やがて母とともに家を追われ︑
﹁貧乏を
通り越して虫みたいな生活﹂の小中学校時代を送る︒
丹羽文雄﹃庖丁﹄を読んで料理人にあこがれる

1957 年 中学卒業後︑大阪・宗右衛門町﹁新
はり半﹂で修業開始
義兄の紹介で料理人への第一歩を踏み出す︒仕事熱心
で明るい性格から︑兄弟子に可愛がられた︒２年後に
店は焼失︑道頓堀川の牡蠣船﹁春汎楼﹂に移る︒一度
は極道の世界に近づくが︑危ない目に会い︑
きれいさっ
ぱり縁を切る

1968 年 奈良﹁ホテル三笠温泉﹂弟子入り
料理長・寺地秀三郎氏︵名人・井戸川朝一の弟子︶と
出会い︑
﹁五味・五色・五法﹂を教わる︒料理人とし
て進むべき〝道〟が見えてきた

1970 年 大阪・道頓堀﹁料亭中村﹂に料理
長として迎えられる
閑古鳥が鳴いていた店をメンバー料亭に変え︑１年で
繁盛させて注目される︒料理界の重鎮が常連客となり︑
中西彬の名前は関西中に知れ渡った︒
﹁わしほど偉い
もんはいない﹂と肩で風を切り夜の街を闊歩︒豪快に
飲み︑遊びまくる

1975 年 大阪・曾根崎新地に﹁割烹ウシオ﹂
が開店︒料理長にスカウトされる
不摂生と極度のストレスから肝臓はボロボロ︑体はガ
タガタになり︑緊急入院︒体力・気力の回復に 4︑
5
年を要する︒開業 年で︑オーナーの経営権争いによ
り閉店︒酒びたりの日々に逆戻り⁝⁝

1985 年 大 阪・ 箕 面﹁ 料 亭みのおつる 家 ﹂
の面接を受け︑料理長に就任
それまで泣き言一ついわなかった奥様が︑
ぽつりと﹁米
びつの中が空やわ﹂
︒家計の逼迫を初めて知り︑再起
を決心︒料理長に就任後︑２年で経営を立て直す

1989 年 神 戸・ 有 馬 温 泉の 割 烹 旅 館﹁ 古
泉閣﹂料理長となる
名料理人・桑原清二氏から直々に声がかかり︑三代目
料理長になる︒オーナーから全館の指導も任せられ︑
ほとんど休みなく早朝から深夜まで仕事に明け暮れ
る︒作務衣で全館を歩き回る姿が日常風景に

2009 年﹁古泉閣﹂を退社︑同顧問となる

寝に帰るだけの夫を︑
明け方まで起きて待ち︑

そ︒古泉閣時代は年間三五〇日働き︑家には

とけ﹂と言えたのも︑奥様の支えがあってこ

ですわ︒⁝⁝まあ〝素直〟いうんですか﹂

えない︑ただ自然に︑相手のことを思うだけ

﹁自分では何やわかりませんが⁝⁝難しく考

を中西氏は持っている︒

おけない︑近くにいたい︑と思わせる〝何か〟

中西氏ご指名の常連客のために週に数日﹁古泉閣﹂で
料理の腕をふるう︒
︵社︶日本調理師会の仕事︑子ど
もの食育活動にも力を入れる︒趣味は自宅の庭いじり
＊参考文献﹃ぼくが料理人になったわけ﹄
︵小林充
ＴＢＳブリタニカ︶

出かけるときは必ず玄関の外まで見送った︒

素直――たしかにそうかもしれない︒恨ん

﹁お前︑なんでワシと一緒になったんやと聞

いたら︑あんた放っておいたらどないなるか

でもおかしくない父親と食べたうどんが忘れ

かけたとき︑人が最期に食べたいと思う料理

そして︑素直な料理人が素朴な素材に手を

親を思う素直な気持ちなのだろう︒

られず︑その味に近づこうとするのも︑子が

わからんから︑と ︱︱︒ほんまに今までやっ
てこられたのは家内のおかげですわ﹂
こんな逸話がある︒その筋の親分に気に入
く運転免許を取得︒リンカーンに若葉マーク

ができるのではないか︒心に響く料理とは︑

られ︑高級外車を贈られた中西氏は︑さっそ
をつけて乗り回した︱︱︒どの世界に住む人

有馬温泉 元湯 古泉閣

﹁中西が店を出したら隣の店は必ずつぶれる﹂
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本当はそういうもののような気がする︒

関西の奥座敷・有馬温泉に旅館多しといえど
も、１時間6トンの豊富な湯量の自家泉源を持
つのはここだけ。
〝元湯〟
古泉閣を名乗るゆえん
だ。6万坪の広大な庭、
温泉街を見下ろす高台
からの眺望、
そして中西彬が
〝道〟
をつけた自慢
の料理。
広々とした空間と、
ゆったりと流れる
時間の中、
さて、
今宵は何を味わおうか――。
兵庫県神戸市北区有馬町1455-1
☎078-904-0731 FAX078-904-3481
0120-300-000
http://www.kosenkaku.com
（建物、
温泉の写真提供／古泉閣）

曲げない、
なびかない、
流されない――。
貧しさの中で学んだ生き方だ

若き料理人に贈る座右の銘

も不思議と引きつけ︑力になりたい︑放って

〈なかにし・あきら〉有馬古泉閣顧問、
古式四條流庖丁道家元、
（社）
日本調理師会副会長、
（社）
日本調理師
会近畿ブロックリーダー、
兵庫県調理師会会長。
古式四條流庖丁儀式として長きに渡り伊勢神宮、
平安神
宮、
橿原神宮に鮮饌を奉納している。
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右・
「若い者に道をつけるのが僕の仕事。
あとは自分の力で伸びていく」
。
厳しく
仕込んできたからこそ今、
若い衆の力を
信じることができる。古泉閣調理場に
て。中・桜に彩られた古泉閣。左・1975
年、地下１階地上6階のスタンド割烹ウ
シオ開店当初の中西氏
（右）
。10年後に閉
店したとき若い衆は
「親父さんと別れる
のがつらい」
と泣いたという。

手作りのお弁当は︑
家庭の中の
〝生きた食育〟

第一回﹁こどものための
愛情弁当コンテスト﹂
開催

日本調理師会が推進してきた
〝食育活動〟
が︑
新たなステージに立った︒
地元の地産品を活かした
〝お母さんの手作りお弁当〟
にスポットを当てたコンテストの開催だ︒

地元の地産品を使って︑育ち盛り

の子どもに食べさせたいお弁当を作
ろう︱︱︒日本調理師会主催で﹁こ
どものための愛情弁当コンテスト﹂
第一回大会が開かれた︒

これは︑和歌山県支部での開催が
評判を呼び︑規模を拡大して全国的

な展開に至ったもの︒参加者は全国
三九支部から四二九名︒昨年十二月

の地方予選︑今年二月の中央本選を
経て︑三月三日の臨時総会において
授賞式典が行なわれた︒
﹁親子の心のふれあい﹂
﹁地産地消﹂

という本コンテストの
﹁健康づくり﹂
目的は︑食育基本法の理念にも通じ

介と共に愛情たっぷりのコメントも

る︒応募用紙には︑使った食材の紹
記され︑本選審査会場の九段会館に

は各審査員の笑顔があふれた︒
来年以降︑国︑市町村︑関係組織︑
企業からの支援⁝⁝と協力が拡大す

る可能性があり︑ますます注目を集
めるイベントになりそうである︒

2013年 月末までに移行を！

公益法人化へ向けての

Q&A
二〇〇八年に始まった「新公益法人制度」によって、全
国の二四〇〇〇もの社団法人（財団法人含む）が公益法人
か一般法人への移行を求められている。日本調理師会も具
体的な申請実務に向けて動き始めた。移行期限は二〇一三
年十一月末だが、今後、申請が集中することが予想され
る。現状および申請に関する注意点を、新公益法人制度に
詳しい公認会計士の上田久之先生にお聞きした。

体が多く︑改革意欲の乏しさも指摘

の見極めにまだ結論がでていない団

① 子ども向けのお弁当を作る
② 地産品を使用する
③ 材料原価は300円まで
④ 普段の弁当箱を使う

＊参加資格＝職業調理師を除いた国民すべて

ます︒ただし予算に占める国庫補助

法人への移行が多くなると予想され

公益を認める傾向があり︑公益社団

にかかられた 方がよろしいでしょ

の決算書を基に六月以降書類の作成

されます︒逆算しますと︑今年三月

っております。このような委託事業

習会などの事業を県からの委託で行

従事証明書の届出、調理技術技能講

能でしょうか。

を、公益社団法人に求められる公益

聞いておりますので︑申請に向けて

行政機関からの委託事業であって

目的事業として位置づけることは可

の計画は前倒しで進めるくらいがち

も︑それだけでは直ちに公益目的事

認定まで進んでいるところもあると

がスムーズに 進んでいないようで

ょうどよろしいかと思われます︒

否かは︑
﹁公益性のある事業か﹂
﹁不

業にはなりません︒公益目的事業か

う︒他の調理師団体の中にはすでに

す︒認定は個別ケースごとの審査で

―― 公益社団法人と一般社団法人

下りが多い組織では︑必ずしも移行

行われますが︑運営を身内だけで行

における申請業務、経理処理の違い

金の割合が高い組織や官庁からの天

招いている組織運営は許されなくな

ったり︑外部から名目だけの役員を

うした運営をきちんと行っている組

の報告は当然求められますので︑こ

など一八項目の認定基準があり︑認

に健全な財務体質︑公正な組織運営

理体制が厳しく審査されます︒さら

公益社団法人は公益事業内容や経

らし合わせて︑検証する必要があり

す︒現在行っている業務を基準に照

工夫をしているかの 説明が 必要で

献しようとしているか︑そのための

の事業を通じて社会にどのように貢

与しているか﹂で判断されます︒そ

特定かつ多数の者の利益の増進に寄

―― 日本調理師会は、公益社団法人

織のみが認定されています︒

定後も定期的に厳しいチェックが入

ます︒

を教えてください。

への移行を前提に動き始めていま

ります︒また公益社団法人は︑税の

―― その他、留意事項を教えてくだ

っています︒詳細な事業や財務計画

す。申請実務の日程についてお教え

優遇を受ける代わりに︑収益事業が

さい。

ください。

―― 日本調理師会の支部は調理師

ます︒

格に向けての早めの対応をお勧めし

い機会ですので︑ぜひ公益社団法人

会にとっても組織と事業を見直すい

ハードルは高いですが︑日本調理師

自立できるかが問われております︒

役所依存の体質をぬぐい︑
す︒また︑

の改革によって大きく変わりそうで

心の運営が目立ったスポーツ界もこ

ます︒他の業界の話ですが︑身内中

い統治を意識する必要があると思い

を変えることですから︑会社法に近

この改革の趣旨は︑不透明な運営

制限されます︒

申請書類には直近の決算書が必要

で︑審査には約半年の時間が必要と

申請済みの組織は全体のわずか1割に止まっており、残り9
割、
実に約22,000組織もの申請が2011 〜 12年に集中すると
予想される。
少しでも早く準備に取りかかることが望ましい。

―― 移行の申請状況はいかがでし

――「新制度の意図は、一般社団法

申請済み 2,477

ょうか。

は︑
全国で約二四〇〇〇︒このうち︑

人への移行を促し税収の増加を図る

されております︒

二〇一一年一月末段階で約二四〇〇

ことだ」との意見も聞こえてきます

移行対象の 社団法人と 財団法人

団体が申請済みと発表されており︑

天下りや不透明な資金使途の是正

が、再度目的を教えてください。

が目的です︒昨今︑いくつかの協会

れぎみです︒特に地方の遅れが目立

まだ全体の一割ですから︑申請は遅
ち︑たとえば東京都は一九四団体が

24,400法人

の運営上の問題が取りざたされたこ
となどを背景に︑改めて公益法人と

玉置実紅さん

未申請
21,923
社団・財団法人

申請済みですが︑鳥取県は五団体に
止まっています︒

求めたものです︒

いう組織そのもののあり方に改善を
―― 他の業界の公益認定活動状況

組織の人手不足や高齢化のため︑

―― 遅れの原因は何でしょうか。

煩雑な事務作業を伴う申請書類の作

を教えください。

スポーツ︑文化︑芸術などは広く

成に十分に対応できていないようで

す︒また︑そもそも〝公益か一般か〟

大会ルール

申請状況
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原中勝征 日本医師会会長
国民の健康と食の安全を守る会会長

本コンクール審査委員長
㈳日本調理師会会長

子どもたちの健全な発育・成長のため
に、日本各地で食材の “ 地産地消 ” を掲げ
て、食育活動が行われています。四季を
通じた各地の食材を自分たちの手で育て、
料理する試みを行っている学校もあるよ
うです。
日本調理師会が主催された「こどもの
ための愛情弁当コンテスト」に今回400以上もの応募があっ
たことは、食育に対する関心の高さを物語っています。
日本人の栄養摂取状況の改善、生活環境の向上は、一方で、
欧米型の食生活の普及や運動量の低下を招き、生活習慣病に
代表される慢性疾患の増加という状況を生みました。生活習
慣病の予防には、小さい頃からの規則正しい生活、適度な運
動や、食事を正しくとることが重要です。
食事は、空腹を満たすためだけのものではなく、年齢に応
じた必要な栄養をバランスよく摂取して、健康なからだをつ
くるためのものでもあります。
手作りのお弁当を通じて、子どものこころとからだの両方
が健やかに成長することをこころから願っています。
私は10歳で終戦を迎えました。田舎でしたので都
会に比べればまだ良かったとはいえ、戦中から戦後
にかけての食糧事情は悲惨なものでした。お弁当と
いえば、塩で握っただけの ｢塩むすび｣。梅干が入っ
ていれば最高のご馳走でした。そもそも白いご飯が
贅沢な時代だったのです。
今回、全国各地から集まったたくさんのお弁当を
見て、昔のことを思い出した次第でございます。
うれしかったのは、お弁当を見ていましたら、お
母さんと子どもさんが一緒に作っている光景が目に
浮かび、ほのぼのとした思いを抱かせていただいた
ことです。同時に、あの大変な時代にお弁当を作っ
てくれた親に対する感謝の思いがこみあげてきまし
た。
お弁当にこめる〝親ごころ〟は昔も今も変わらな
いものです。お弁当作りは家庭における食育の基本
であることを、あらためて実感いたしました。

愛情あふれる手作り弁当は生きた食育
講評
〝親ごころ〟の伝わるお弁当に感動

石川東功

国民の健康と食の安全を守る会最優秀賞
岐阜県 横家洋香さん
｢子どもが食べやすいことを基本に彩りを工夫。
栄養を考え、
葉も
のや根菜を多く取り入れました。
子どもの喜ぶ顔が見られたうれ
しいひとときでした｣
上田久之氏 プロフィール
神戸大学卒業。
公
昭和28年生まれ。
認会計士。
大阪府・上田公認会計士
税理士事務所代表。
内閣府新公益法
人制度申請に係る相談員

日本調理師会最優秀賞
和歌山県 玉置実紅さん
｢おにぎりを雪だるま型にして、
カニかまでマフラーを作り、
卵焼きはハート形にして見た目を楽しく。
祖母が地元で作っ
た野菜を使用しました｣

公益社団法人／一般社団法人

11

主催：社団法人日本調理師会
運営：こどものための愛情弁当コ
ンテスト実行委員会
（事務局・社
団法人日本調理師会）
後援：厚生労働省、
農林水産省、
文
部科学省、
国民の健康と食の安全
を守る会

2011 年1月末現在
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1951年生まれ。1978
年割烹旅館
「豊後の
里」
入社。1991年宇部
フロンティア大学附
属香川高等学校非常
勤講師。2000年中村
女子高常勤講師、同
年下関短大非常勤講
師。

1942年生まれ。1961
年自営料理仕出し｢
こ ふ じ ｣ 代 表｡ そ の
他、徳島県食品衛生
指導計画策定懇話会
委員。みんなでつく
ろう!健康徳島県民会
議委員。㈳徳島県調
理師会会長｡ 2000年
度厚生大臣表彰
（調
理業務功労）
。

1935年生まれ。1953
年庄山商店及び農業
従事。1968年ヤマゲ
ン創業、1970年同代
表取締役社長。1993
年同代表取締役会
長。1998年久居商工
会議所会頭。2006年
㈳三重県調理師連合
会会長、(社)日本調理
師会理事。調理師歴
37年。

1934年生まれ。1959
年｢魚新商店｣開店、
1965年同代表取締役
社長。1987年厚生大
臣表彰
（調理業務功
労）
。1999年神奈川県
知事表彰
（保健衛生
功労）
。2001年厚生労
働大臣表彰
（食品衛
生功労）
。2005年神奈
川県民功労者表彰。
調理師歴52年。

料理人の横顔

1944年生まれ。1976
年九州調理師専門学
校校長。1996年全国
調理師養成施設協会
理事。1998年学校法
人川島学園理事長。
2000年調理技術技能
評価試験委員。2002
年厚生労働大臣表
彰。2004年長崎県知
事表彰。

支部長に聞きました︒

神奈川県調理師連合会

と

3

5 4 3 2 1

座右の銘は？
最後の晩餐メニューは？
生まれ変わるとしたら？
人生最大の失敗は？
お勧めしたい ”
郷土料理“と ”風景 “は？

北海道全調理師会

5 4 3 2 1

新倉高明

1950年生まれ。1983
年
「金田丸」
開業、
代表
取締役｡ 1986年
「電電
食堂」
、
㈱デンショク
代表取締役。1997年
渡辺不動産㈱設立、
代表取締役。北海道
全調理師会理事長、
札幌割烹調理師会会
長。新年早々、札幌の
雑誌に
「北海道のリ
ーダー」として紹介
される。夢は
「調理師
必置義務の法制化」
。

商人は物を売るより心を売れ
︵石の上にも 年︶
鍋料理
︵ちやんこ鍋︶
また自分自身になりたい
心臓を患い︑
ペースメーカーを入れた
和食料理︒
富士山︑
箱根山︑
大山

三重県調理師連合会

庄山源一

5 4 3 2 1

渡邊孝行

仕事
父が創った
﹁孝四郎ラーメン﹂
やっぱり料理人
亡き父と暮らせなかったこと
大雪山

青森県調理師会

5 4 3 2 1

1940年生まれ。1976
年青森市旅館ホテル
協同組合常務理事、
2003年 同 理 事 長。
1988年青森県調理師
会理事、2005年同副
会長、2007年同会長。

真心と愛
カツオの茶漬け
女性
特になし
和田金の松阪牛・笠取山の風車

徳島県調理師会

み

小藤英人

5 4 3 2 1

小田桐 竹治

脚下照覧
宗教上のことであり答えられない
現在と同じ
今までは特になし
けの汁︒
海の夕景

岩手県調理師会

5 4 3 2 1

1937年生まれ。1956
年料亭
「大清水多賀
本店」
（盛岡市）
勤務。
1959年料亭
「白雲閣」
（東京）
、1960年料亭
「新亀家」
（岩手県石
鳥谷町）
開業、
代表取
締役。
調理師歴53年。

一期一会
和食料理
調理師
︵鮮魚の料理︶
特になし
そば米雑炊︑
祖谷のかずら橋

う

山口県調理師団体連合会

し

鴛海貞夫

お

も

ご飯︑
お吸い物︑
アジの開きなど一汁三菜
調理師
深酒
ふぐ料理

日本調理師会長崎県支部

さ

川島壽元

ひ

和
おにぎり
調理師︑
農業者
なし
卓袱料理︑
長崎の町︒
特に南山手

5 4 3 2

加藤綱男

味道佛心
父の作った鯉の甘露煮
調理師
息子を亡くしたこと
雑穀料理︑
岩手の山︑
川︑
海

福島県調理師会

5 4 3 2 1

1937年生まれ。1954
年福島県郡山市に｢
熱田家｣開業、2003年
同休業。1992年消防
庁永年勤続功労賞、
同年厚生大臣表彰
（調理業務功労）
。
2007年警察庁防犯栄
誉金賞

1937年生まれ。1975
年 割烹
「若美屋」代
表。1995年埼玉県調
理師会副会長。2005
年同会長代行、2009
年同会長。同年日本
調理師会理事、同副
会長。

5 4 3 2 1

鬼頭弘次

5 4 3 2 1

継続は力なり
美味な魚で日本酒
調理師
特になし
鯉料理
︵甘煮︑
鯉こく︑
鯉の洗い︶

埼玉県調理師会

若林富雄

実力は最大の武器なり
日本酒でお刺身
調理師
特になし
秩父の手打ち蕎麦

5 4 3 2 1
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