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至福の一皿 ［明治記念館］

「調和」をテーマにしたオードヴルと
思い出を込めたアルザス風豚肉の盛り合わせ

総会・晩餐会 開催
ディシプル授与式

平成28年度

「エピキュロスの晩餐会」テーマ発表

「サロン・ド・ヤマモト」オープン
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日本エスコフィエ協会 



　大庭会長による開会宣言に続き善養寺明事務局長が議長に選任
されました。現在の正会員数は1730名、本日の出席者は238名、書面表
決者714名、委任状提出者332名、議決参加する会員は合わせて1284
名となり、定款17条により総会成立が正式に確認されました。議事録署
名人として大庭会長、井上筆頭副会長が指名され、賛成多数にて
承認されました。

【第1号議案】平成27年度事業報告
　善養寺事務局長より、平成27年度の事業実施概
略および活動状況が報告された。
出版 : 『エスコフィエの技 現代の術』を販売。
会報 : エスコフィエ通信の協賛企業募集を強化。
広告収益のみによる発行という目標達成まで
あと少しとなった。
広報 : 1日のホームページアクセス数が229件を記録。
講習会・講演会 : 昨年8月19日に第1回フランス料理講習会を開催。
受講者は90名、平成28年度は2回目を開催予定。
料理フランス語通信教育 : 春・秋・冬の3回開講。
国際交流 : 3月にストラスブールで開催された世界連盟総会に能勢
理事、宇田川顧問が出席。

フランス料理勉強会 : 3月４日東京において「Pocher」をテーマに
盛大に開催。

フランス料理コンクール : 平成28年度の第8回フランス料理コン
クールに向けて準備を進めた。
東日本大震災被災地支援 : 3月20日宮城県南三陸町において地元
食材を使用した料理を提供。
母と子のキャンプ : 10月24日国立淡路青少年交流の家にて開催。
社会福祉食事会 : 7月27日ホテルメトロポリタン盛岡にて「第28回
ホテルでフランス料理を楽しむ会」を開催。
親睦事業 : 昨年10月、会員名簿を発行。
　その他の項目は事業報告書記載通りに実施された。

【第2号議案】平成27年度収支報告など
●収支報告
　福田理事より平成27年度収支報告が行われた。収入の部は
49,754,000円の予算に対して48,512,706円となり97.5%の達成率。経費は
48,962,000円の予算に対し、42,871,426円で約6,000,000円程度の費用
削減となった。収入の不足は経費を収支連動させて、最終的に黒字と
なった。
●公益目的支出計画実施報告
　堀田副会長より、平成27年度の公益目的事業に
ついて、順調に進行しており、平成30年3月末を目指
す完了予定に対し支障がないことが報告された。

　一般社団法人日本エスコフィエ協会 総会・晩餐会が6月1日（水）午後4時20分より名古屋観光
ホテル「那古」にて238名出席のもとに開催され、平成 28年度の事業計画案・同予算案等の議案は
滞りなく承認されました。高野登氏を講師に迎えた講演会に続いて晩餐会が開催され盛会のうちに
幕を閉じました。

●監査報告
　吉田監事より、当協会の会計、業務、公益目的支出
計画の収支状況について監査を行った結果、財産
状況は正しく示され、事業報告の内容は事実であり、
会計および業務は適正に執行されたと報告された。
　以上、1号、2号議案は承認された。

【第3号議案】平成28年度事業計画案
　善養寺事務局長より平成29年3月までの事業計画案が提示され
承認された。
出版 : 『エスコフィエの技 現代の術』の販売を通じて若手料理人の
育成を目指す。
会報 : フランス料理に関する情報と協会活動内容発信のためエス
コフィエ通信を年4回発行、協賛企業様探しをさらに強化する。
広報 : ホームぺージにおいて協会活動を紹介、会員との情報共有を
さらに進める。
講習会・講演会事業 : 最大の催しである本日のディシプル授与式に
53名、講演会・晩餐会には328名が参加。8月25日には昨年同様
学校法人三幸学園において若者向けの現代フランス料理講習会
を開催。
料理フランス語通信教育 : 初級会話編、上級ルセット編に分け、
本年度目標を8名とする。
国際交流 : 世界連盟総会に能勢理事を中心に参加予定。「エピ
キュロスの晩餐会」普及にも努める。

フランス料理勉強会 : 「ル・ギッド・キュリネール」の調理法を基本とし
再現検証。

フランス料理コンクール : 第8回コンクール開催年であり、準備を進
める。過去のエスコフィエ・フランス料理コンクールを統計的に
比較参照できるようにまとめ、協賛企業への報告・御礼に活用する。
被災地支援活動 : 会員によるボランティア活動を予定。
母と子のキャンプ : 10月の徳島を始め2回開催予定。2回目開催地
は未定。
社会福祉食事会 : 名古屋観光ホテルにて開催予定。
親睦事業 : 調理師学校生徒への優秀奨励賞授与、会員名簿の平成
28年度補遺版を作成する。
50周年記念誌：編纂を進める。
管理部門 :メゾン・オノの３階に「サロン・ド・ヤマモト」が完成。

【第4号議案】平成28年度収支予算案
　福田理事より平成28年度の予算案が提示され
承認された。

【第5号議案】役員変更について
　井上筆頭副会長、大河原満監事の退任が報
告された。組織図に経理を新たに組み込み、担当は市川博史・鈴木
房雄両理事とすること、監事には古川瑞雄氏が新任することで承認され
た。最後に新ディシプル会員が紹介され、盛大な拍手が送られました。

総会・晩餐会開催

　極める時代とはどういうことかを考
えなければいけない時に来ています。
我 を々取り巻く環境をながめてみると、
ほぼ８割がデジタル処理、ロボット化が
できる時代になりつつあります。その流
れのなかで、人が人として極めていく
べきことのひとつが、美学と品格だと
思います。自分の美学を持ち、それを
伝えることに本気な料理長の仕事は
愛情があり、時には真剣さゆえの厳し
さもあります。そうした厨房には必ずと
いってよいほど、心地よい風が流れているものです。上に立つ者がどん
な哲学を持つかによって、その組織に流れる風か決まります。いわゆる
社風といわれるものです。そして、ポジションが高い人ほど、組織全体へ
の影響が大きくなります。すなわち、組織のトップの存在自体が環境そ
のものであると言えるのです。そしてトップが本気で理念と哲学を共有
できる組織を目指すのであれば、自分の大事なスタッフに対して、百回
や千回で諦めずに、1万回でも語りかける覚悟が必要です。私はこれを
リッツ・カールトンの創立者、ホルスト・シュルツィ氏に教わりました。そして、
大阪のリッツ・カールトン開業の際に実践しました。「自分の人生を自分

高野 登 氏
元ザ・リッツカールトンホテル
日本支社長
人とホスピタリティ研究所  所長

平成28年度一般社団法人 日本エスコフィエ協会

「極める時代のホスピタリティ」

総会

で企てよう。楽をしようとしない。手を抜かない。面倒くさいと思わない。他
のホテルがやらないことにチャレンジングしよう」と繰り返しスタッフに語り
かけたのです。最初は傍観者的だったスタッフにもやがてそうしたトップ
の姿勢や理念が浸透し始めました。そうして、たとえばお客様がプール
で紛失したコンタクトレンズを探すといった、他のホテルではしないであ
ろうことを積み重ねてきました。その結果、ホテルのファンとなり、さらに
ホテルの良さを伝える伝道師となってくださるお客様が増え、結果として
業績を伸ばすことに成功しました。ここにいらっしゃるシェフの皆様は、
調理の世界において素晴らしい仕事の伝道師です。将来、料理人を
目指す子供たちに夢を与えたり、食に
関わる新しい価値を作り出して伝播し
たりと、可能性は無限に広がると考えま
す。皆様の知恵と知識と熱意を、この
極める時代において遺憾なく発揮して
頂きたいと思います。日本エスコフィエ
協会はとても素晴らしい団体です。
今日のご縁に感謝いたしますとともに、
皆様が食の世界から、この日本を変え
ていってくださることを祈りつつ、感謝の
メッセージといたします。

晩餐会

講演概要

　平成28年度の総会に当たり、協会
よりご挨拶を申し上げます。日比孝吉
めいらくグループ会長、また先ほどご講
演をいただきました高野 登様にご同席
いただき感謝を申し上げます。さて、当
協会も間もなく創立50周年を迎えます
が、フランス料理の発展と普及、次世代
の料理人のための活動、料理を通じた
社会貢献活動を柱にして活動してまい
りました。これからもこの目的は変わる事がありませんが2016年は
ニース近郊の料理博物館50周年と、師、エスコフィエ生誕170年を
祝う年であります。特別なイベントもフランス本部では開催予定されて
いるようです。日本では3.11の記憶も癒えないうちに、この４月には
九州の熊本、大分両県におきまして甚大な被害を伴う災害があり
ました。被災された会員の皆様にはお見舞いを申し上げます。震災被
災地支援の担当理事からは詳細の報告が来ておりますが協会とし
ても支援を考えつつ、一刻も早い復旧、復興を願うばかりであります。
そしてこのような時は辛い悲しいことも多くありますが人間に取り一番
悲しい事は食べるものが無い事であります。それだけに食糧、農業、
農村の発展に関心を持たなくてはなりません。農水省はこの問題に
力をそそいでおります。お話は変わりますがメゾン・オノの3階にこの4月、
念願の「サロン・ド・ヤマモト」がオープンできました、山本先生は辻校
長先生と、共に当協会の創立にご尽力をいただき、料理書も寄贈し
ていただきました。我が師の恩は風化する事無く後世に伝えたく思い
ます。終わりに臨み、本日の総会に何かとご尽力いただいた株式
会社名古屋観光ホテル取締役社長の森本様に御礼を申し上げ、
式辞とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。

　エスコフィエ氏は何百人という組織
を率いて飲食業界の改革を成し遂げ
られた方であります。日本エスコフィエ
協会も千人単位の大きな組織へと発
展し、日本の飲食業界、あるいは世界
の飲食業界を動かしていくメンバーと
して大きな社会的責務を背負う組織
となっております。リーダーとして1つず
つやるべきことをこなしていくことが50
周年を迎えるエスコフィエ協会の使命
だと考えております。日本エスコフィエ
協会のこれからのご発展と皆様のご
健康、ご多幸を祈念して乾杯の音頭
を取らせていただきます。

日本エスコフィエ協会 相談役
辻調理師専門学校 校長
辻 芳樹 氏

会長  大庭 厳 

式辞 

乾杯発声

会場入り口を飾るシェフの人形を
乗せた飴細工

福田理事

堀田副会長

善養寺事務局長

吉田監事
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最高の食材だからできる、オンリーワンのメニュー

専門食材商社

専門食材商社

MATSUYA営 業 本 部
貿 易
企画・営業推進
品 質 管 理 室

TEL06－6563－3260　 ＦＡＸ06－6563－3261
TEL06－6562－2041　 FAX06－6562－2056
TEL06－6563－3260　 FAX06－6563－3261
TEL06－7709－9119　 FAX06－6562－6720

大 阪 支 店
東 京 支 店
名 古 屋 支 店
京 都 支 店
神 戸 支 店
九 州 支 店

営 業 本 部
貿 易
企画・営業推進
品 質 管 理 室

特 販 事 業 部
グルメＰＬＡＺＡ事業部
ア ミ カ 部

TEL06－4702－6631　 ＦＡＸ06－4702－8611
TEL03－5669－5631　 FAX03－5669－5682
TEL052－369－5055　 FAX052－369－5077
TEL075－641－2810　 FAX075－641－2811
TEL078－733－3835　 FAX078－733－3934
TEL092－475－4341　 FAX092－475－2572

TEL06－4702－8631　 ＦＡＸ06－4702－8630
TEL06－6568－7068　 FAX06－6562－6720
TEL06－6562－6221　 FAX06－6562－1847

本　　 社　　〒556-0020    大阪市浪速区立葉2-2-23
　　　　　　  TEL06－6562－6131  ＦＡＸ06－6567－6014

　6月1日、名古屋観光ホテル「曙」にて一般社団法人日本エスコフィエ協会のディシプル
授与式が行われました。大庭会長からの「エスコフィエの弟子となる資格を与えます。これから
の人生に生かしてください」という祝辞に始まり、ディシプル授与、エシャルプ授与、スパチュール
による洗礼が行われ、最後にエスコフィエの精神に則りフランス料理の発展貢献することを
誓い、創設以降初めての女性1人を含む53名が新たにエスコフィエの弟子となりました。

晩餐会　料理

地産食材にエスコフィエの技と心を込めて

株式会社 名古屋観光ホテル
常務取締役 総料理長
森 繁夫　氏

浅井多美子
阿部　正幸
池田　一之
海野　　健
大田　俊二
大野　公嗣
小原　勝広
織田　英明
恩田　孝幸
勝瀨　賢市
清田　隆司
國武　慶太
古岩井　誠
後藤　博甲
小森　健司
斉藤　哲二
佐藤　敏浩
佐藤　　均

ラ・メゾン・レーヴ

ホテルメトロポリタン山形

仙台ロイヤルパークホテル

(株)ワールドサービス

リーガロイヤルホテル新居浜

北海道ホテル

ホテル黒部

ホテルグランヴィア広島

横浜ベイホテル東急

シャトレーゼ ガトーキングダム サッポロ ホテル＆スパリゾート

(株)西鉄シティホテルマリエラ

(株)フジマック

ウェスティンナゴヤキャッスル

ホテルメトロポリタン仙台

(株)華王殿

(株)東京會館

(株)グリーンホスピタリティー マネジメント

東武ホテルレバント東京

佐藤　伸裕
里中　洋介
佐内　秀幸
芹沢　　功
高橋　敦人
高峰　清彦
田口　　譲
竹田　喜一
多勢　真二
田中 なぎさ
田中　正浩
辻塚　幸祐
対馬　幸治
津田　敏治
泊谷　智史
豊田　光浩
中嶋　章浩
奈須　敬喜

(株)京王プラザホテル

(株)イクスピアリ

JR九州ハウステンボスホテル(株)

沼津リバーサイドホテル

ヴィラドナチュール

ホテル京セラ

ル・パン　バーラヴァン

リゾートトラスト(株) グランドエクシブ軽井沢

ロイヤルオークホテル スパ＆ガーデンズ

南紀白浜温泉 ホテル川久

(株)リーガロイヤルホテル大阪

French Restaurant Serre

オホーツクビール(株)

JR北海道ホテルズ  JRタワーホテル日航札幌

OcciGabiWinery

(株)ロイヤルホテル

(学）松風学園　彦根総合高等学校

(株)ベルーナ

西本　裕治
祢津　一宏
日比野逸朗
福田　哲也
福村　和昭
舟橋　裕司
松田　祐輔
水野　明彦
光岡　俊雄
宮野　竜也
宮𠩤　誠司
村上　　修
村上　　隆
村山　秀樹
森田　信夫
矢菅　健一
山本　　健

ホテルオークラＪＲハウステンボス

(株)星野リゾート　ホテルブレストンコート

(株)ジェイアール東海ホテルズ

オホーツクビール(株)

インターナショナルゴルフリゾート京セラ

札幌パークホテル

Restaurant La Varenne

郡山ビューホテル(株)

JR九州ハウステンボスホテル㈱

洋食屋ami・amie

(株)平安閣サンプリエール

オークラアクトシティホテル浜松

(株)ジャスマック　ホテルイル・パラッツォ

二葉栄養専門学校

如水会館（東京會館）

宇都宮東武ホテルグランデ

ホテル大阪ベイタワー

平成28年度　新ディシプル53名

ディシプル授与式

料理に携わったシェフを紹介浅野前会長の質問に答える森総料理長

食事中の生演奏風景 ソムリエの横井 完 氏 和やかな会食風景 閉会の辞を述べる井上筆頭副会長

森総料理長作成の
イラスト入りメニュー 選び抜かれたワイン

MENU

Mousse aux crevettes avec le caviar 

en charlotte d’asperges blanches

Volaille Nagoya-Kochin

 et escargots en brioche

Bisque de langouste à l’armagnac

Ormeau grillé sauce mousseline 

au romarin,crabe au gratin

Granité de figue à la cannelle

Vol-au-vent de caille de 
Toyohashi farcie de foie gras et 

de duxelles sauce périgourdine

Fromages frais et affinés

Millefeuille de crème brûlée 
au thé vert de Nishio et de chocolat

 au lait avec soufflé glacé au yuzu

Café ou infusion et mignardises

　「名古屋観光ホテルも開業80周年を迎え、私の人生にとりましても記念すべき6月1日になりました。
なるべく地産の食材を、というご要望を受けまして、鶉、名古屋コーチン、八丁味噌、無花果、ほおずき
トマトなど8種類の地元の食材を使ったメニューとしました。スタッフ一同精魂込めて務めさせていただ
きます。今日はどうもありがとうございました。」と森総料理長から挨拶があり、晩餐会が始まりました。
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　本年3月フランス・ストラスブールにおいて開催さ
れた第9回エスコフィエ協会世界大会において、
今年の「エピキュロスの晩餐会」テーマとして“Cui-
sine populaire”が発表されました。昨年までと
異なり、特に食材を指定するのではなく、家庭料理、
地方料理などの日常的に愛されている料理をアレ
ンジしてガストロノミとして提供しようということです。
具体的に何がCuisine populaire かということです
が、例えばよく目にするCarotte râpée や Poulet 
rôti などは代表格ではないでしょうか。家庭料理や
地方料理から発展し、晩餐会の正式な料理として
世界的に認められる現在のフランス料理となった
ことは皆様ご存知の通りです。

一般社団法人　日本エスコフィエ協会新組織図

藤田観光ホテル

加賀　和広

平成28年度新地区委員の紹介

㈱ホテルオークラ東京　名誉総料理長 

オフィスI・S・A　代表 

カミーユ　オーナーシェフ 

㈱マンジュトゥー　代表取締役 

㈱京王プラザホテル　取締役総料理長 

KKRホテル札幌　総料理長 

ホテルニューオータニ大阪　総料理長 

㈱ロイヤルホテル 執行役員 リーガロイヤルホテルグループ
統括総料理長兼リーガロイヤルホテル大阪総料理長 

フランス料理ボルドー　代表取締役料理長 

㈱日智トレーディング　調理顧問

ANAクラウンプラザホテル金沢　洋食調理長 

㈱福岡サンパレスホテル＆ホール　総料理長

㈱ジェイアール西日本開発 常務取締役 カンパニー統括部
総料理長

会 長

副会長

理事

監事

大庭　　厳

伊佐　武二

上柿元　勝

堀田　　大

市川　博史

大江　廣嗣

太田　高広

太田　昌利

大溝　隆夫

北村　省三

小石幸一郎

坂本　憲治

佐藤　伸二 ★退任の理事 井上  静男     ★退任の監事 大河原  満     ★新任の監事 古川  瑞雄

協会役員

鈴木　房雄

下屋　義晴

善養寺　明

柘植　末利

永畑　正次

中村　善二

能勢　　洋

福田　順彦

本多　功禰

森　　繁夫

吉田信一郎

古川　瑞雄

ザ・プリンス さくらタワー東京
グランドプリンスホテル高輪・新高輪　総料理長 

㈱らくらダイニング  調理エグゼクティブアドバイザー 

京都ホテルオークラ　調理部長　取締役総料理長

㈻食糧学院　東京調理製菓専門学校　校長 

元ホテルクレメント徳島　洋食調理長

仙台国際ホテル㈱　取締役総料理長

㈱帝国ホテル　東京国際フォーラム部調理課長

㈱セルリアンタワー東急ホテル 副総支配人 総料理長

辻調理師専門学校　技術顧問

㈱名古屋観光ホテル　常務取締役総料理長

エーキューブステーション代表　税理士 

香川調理製菓専門学校　校長 

理事

レストラン・マルシェ

沢崎　正弘

白馬アルプスホテル

北村　秀世

ハイアットリージェンシー東京

甲斐　政己

レ・クリスタリーヌ

田中　彰伯

横浜ベイシェラトン・ホテル&タワーズ

赤見　雅宣

川奈ホテル

竹安　金仁

フランス料理 ラ・クック・ミニヨン

古川　真二

ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋

早坂　敏夫

ヒルトン大阪

大浦　和之

◆北海道地区

◆北関東地区

◆首都圏

◆南関東地区 ◆北陸地区

◆中部地区

◆関西地区

エスコフィエの誕生日を祝うフランス料理とワインの祭典

国際交流担当理事　能勢　洋

フランス料理の根源とも言ってもよいこのCuisine 
populaireを各シェフの感性を活かしたメニューに
してこの日を盛り上げていただきたいと思います。
また、昨年の「エピキュロスの晩餐会」の様子を
参加営業所名、料理写真などとともに世界大会
席上で報告しました。報告内容は各支部にメール
配信もされ、日本に対し多くの関心が寄せられて、
次回はシェフの顔写真入りでとのリクエストが
ありました。ご参加の営業所には今年から恒例の
料理写真に加えて顔写真もいただけると幸いです。

エピキュロスの晩餐会

ウサギのソテ
アスパラガス添え

2016年のテーマ:  Cuisine populaire (大衆料理、食べなれている料理)

会
報

社員総会

理事会 監事
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版
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コ
ン
ク
ー
ル

フ
ラ
ン
ス
料
理

勉
強
会

通
信
教
育

国
際
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流

母
と
子
の
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ャ
ン
プ
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会
福
祉
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災
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地
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援
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会・

講
演
会
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周
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念
誌
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会

（
今
井・真
田
）

上
柿
元

本
多・（
水
野
）

福
田・佐
藤・（
米
津
）

伊
佐・柘
植

市
川（
鈴
木
）

善
養
寺・

（
鈴
木
）

堀
田・中
村・本
多

大
庭・市
川・鈴
木

能
勢

上
柿
元・柘
植・善
養
寺

上
柿
元・伊
佐・柘
植

中
村・市
川

上
柿
元・柘
植・善
養
寺

中
村・森・大
江・北
村

小
石・下
屋・本
多

堀
田・森・大
江

小
石・永
畑・坂
本

能
勢（
宇
田
川
）

太
田（
高
）（
宇
田
川
）

堀
田・大
溝・本
多・能
勢

太
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）・鈴
木
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昌
）・市
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佐
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）・市
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高
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(2016年5月理事会にて承認）

※太字は責任者（敬称略）

執行役員 総料理長 兼 人事グループ
料理・飲料サービス指導部門管掌

副総料理長

代表取締役

オーナーシェフ

総料理長

飲料部調理グループ課長洋食料理長

料理長　副支配人

総料理長

オーナーシェフ

副総料理長

ズッキーニとピーマンの
ファルシドーブ

6 7



第四回
法人化の礎を築き、
フランス料理の裾野を広げた村上ムッシュ
第２代会長を務められた村上信夫永世名誉会長につきまして、当時事務局長として
支えられた田中健一郎氏にお話を伺いました。

帝国ホテル 専務執行役員 総料理長　田中健一郎 氏

小野ムッシュと村上ムッシュ
　初代会長の小野ムッシュから日本エ
スコフィエ協会設立の声がかかったとき、
村上ムッシュは躊躇なくすぐに参加しま
した。何かにつけ「オークラの小野ムッ
シュは…」というお話をなさり、目標とする
グラン・シェフだとおっしゃっていました。
小野ムッシュからは「ムラさん」と呼ばれ
ていました。日本のフランス料理を富士
山に例えるなら小野ムッシュは頂点を
極めた人、村上ムッシュは裾野を広げた
人です。小野ムッシュは辻静雄さんととも
にフランスから気鋭のシェフを呼んで本
場の技術を日本の料理人に伝え、ご自身
も研鑽されて日本のフランス料理を高め
ました。村上ムッシュはNHKの料理番
組「きょうの料理」での活躍などを始め、
国内に広くフランス料理を浸透させまし
た。互いに認め合い切磋琢磨する関係
で、まったくタイプが異なる二人の名料
理長がいたからこそ日本のフランス料理
が発展したと言っても過言ではないと思
います。

多くの事業で法人化に貢献 
　フランス料理の発展、料理を通した
社会貢献、料理人の地位や生活の向
上というエスコフィエの崇高な理想に心
を打たれ、日本エスコフィエ協会を創立
された小野ムッシュのあとを引き継ぐ2代
目会長には、村上ムッシュ以外の人物
は考えられなかったと思います。
だれもが納得する後継者であり指導者
でした。
　村上ムッシュの会長在任期間は協会
が法人化を目指し、様 な々事業を計画・
開始した時期でした。会長の出身ホテル
から事務局長を出すという規約に基づ
き、私が事務局長として事業化のまとめ
役を務めさせていただきました。今も続く
「母と子のキャンプ」「エスコフィエ・フラ
ンス料理コンクール」などの他、JAL機
内食のメニュー監修や東京電力の

代用して家庭でもできる料理として作ら
れたのです。そういう自在性、柔軟な発
想が村上ムッシュのすごいところです。
煮込みハンバーグを最初に作ったのも
実は村上ムッシュです。ハンバーグには
本来家庭で作るのは難しいデミグラス
ソースを合わせます。ムッシュは「きょうの
料理」で、ハンバーグ本体と一緒にウス
ターソースとトマトピュレ、トマトケチャップ
を入れて煮たのです。ムッシュは番組の
中で「ハンバーグと肉汁がたっぷり入っ
たおいしいソースができました」とおっ
しゃいましたが、つまりは今、家庭料理で
もレストランのメニューとしてもポピュラー
になった煮込みハンバーグを、昭和30
年代に考案されていたのです。普通の
人が家庭にある材料でおいしく食べら
れるようにという発想です。広い視野で
多くの人にフランス料理の良さを伝え、
家庭でも簡単に作れるようにという愛情
にあふれた方でした。
　村上ムッシュは協会の発展と若い世
代の育成・継承に尽力されるとともに、日
本全体へのフランス料理の普及と発展
に尽くされた方でした。小野ムッシュ、村
上ムッシュ、またそれに続く歴代会長の
志がこれからも継承されていくことを協会
を愛する一員として心から願っています。

電化厨房への協力など、多くの事業が
村上ムッシュの時代に始まりました。村
上ムッシュは職場でも、大声を出したり
怒鳴ったりということを一切しない方でし
たが、協会の事業についても大筋は担
当理事や事務局長の私に任せて細か
いことはおっしゃいませんでした。だから
こそ、周りはムッシュを慕って一生懸命
ついていったのだと思います。エスコフィ
エ協会の名前は誰も知らなくても村上
ムッシュの名前や顔はよく知られていまし
たので、事業を企画し展開していくにあ
たり、世間の理解を得やすくとても心強く
感じました。村上ムッシュの下で次第に
会員は増え、1400名以上になっていまし
た。料理人の中で協会に入ることがス
テータスとなった時期だと思います。

家庭へのフランス料理普及に活躍
　今のように料理番組が多くない時代、
村上ムッシュの「きょうの料理」は衝撃的
でした。私がムッシュを初めて知ったのも
ブラウン管を通してでしたが、あの福々
しい外貌と朗 と々したきれいな声に強い
印象を受けたことは忘れられません。あ
る時のテーマは魚のすり身を使った家
庭では作れそうもない高度なフランス料
理でした。それをムッシュははんぺんで

帝国ホテル 総料理長時代の村上ムッシュと田中健一郎氏

熊本地震被災地支援として益城町の炊き出しに参加

4月14日から発生した熊本地震の被災地支援に
いち早く駆け付けた本田シェフにお話を伺いました。

ホテル日航
ハウステンボス
料理長

本田雅人 氏

①鶏と野菜の具だくさんスープ
②鶏の照り焼きリヨン風(５月３日上柿元副会長提供メニュー)
③料理を配る上柿元副会長
④⑤キッチンカーでスープを料理

　5時間かけて被災地へ到着
　4月26・27日の二日間にわたり、全日本・
食学会が主催した熊本地震被災地支援の
炊き出しに参加しました。企業様などから
協賛いただいた食材を前日から当ホテル
スタッフの協力で下ごしらえし、26日早朝
に上柿元副会長と二人、ワンボックスカー
で出発。高速道路などが破壊されている
ため、通常なら2時間のところを5時間ほど
かけて熊本県益城町の古閑第二公民館に
つきました。

　温かい料理の大切さを実感
　公民館は避難所ではなく、支援の拠点と
して利用されていました。ここで「祇園 さゝ
木」の 佐々木浩料理長を始め12～3人の
料理人が参加し、キッチンカーで昼と夜の
1日2回、各400食、計1600食の炊き出しを
実施、被災地の皆様にお配りしました。キッ
チンカーは、東日本大震災をきっかけに
「災害時にシェフたちがすぐ温かい料理を
届けられるように」という考えで全日本・食
学会が作ったものです。献立は集まった食
材から工夫して「鶏と野菜の具だくさん
スープ」と「牛ポトフごはん」です。前日によ
うやく水が出るようになっただけでガスな
どは復旧していないため、自宅が使えても
温かい食事ができない状態だった現地の
皆様に大変喜んでいただきました。近くに
お住いのお子さんから可愛いお礼のお手紙

をいただき、食事の大切さを改めて感じま
した。

　継続した支援を計画
　私は27日まででしたが、上柿元副会長
は29日まで支援、５月にも再度訪問された
とのことです。大変な現場でも積極的に物
事を進める上柿元副会長のバイタリティに
は本当に頭が下がりました。今回の炊き出
しは53の企業が協賛し、食材だけでなくプ
ロパンガスや食器などあらゆるものを提供
いただいて5月7日まで行われました。上柿
元副会長は次回はエスコフィエ協会として
会員に呼びかけ支援活動をしたいと計画
されています。今回、当ホテルから直接参加
したのは私だけですが、準備などでは多く
のスタッフが関わりました。現地の様子な
どもスタッフに伝え、体験を共有して今後
につなげていきたいと思います。

１

4

2

3

5

8 9



11

－心は時代を超えて－

『伝える』 料理人の言葉

著書 
上「プロのためのわかりやすい
　 フランス料理」
左「ヨーロッパのオードヴル」

エスコフィエ協会の設立に尽力された辻調理師専門学校
の創始者故・辻静雄先生の薫陶を受けて、調理師の養成
に力を注ぎ、料理業界に多くの未来のシェフを送り出して
きた、水野邦昭氏から寄稿いただきました。

水野 邦昭 氏

Profil
１９４８年福井県生まれ。
１９６９年辻調理師学校卒業。
故・辻静雄校長に師事し、45年にわたり母校
にて調理師の養成に従事。 その間、TBSの
長寿料理番組「料理天国」、関西の朝日放送、
関西テレビの料理番組出演。 2000年沖縄
サミットの首脳晩餐会の料理を辻調理師専門
学校が担当し、指揮を執る。
現在、大阪・あべの辻調理師専門学校 技術顧問

　師である辻静雄先生から、 「確かな

基本に裏付けされたテクニックに豊かな

人間性が備わってこそ人を感動させる料

理が作れるという真理はいつの時代で

も不変である」と教えられ、小野ムッシュ

からは、「料理というのは作る人の人柄が

皿の中に出るもの、人間を磨けよ」と

教わった私は“技を磨く、心を磨く”を

座右の銘にして、料理人を志す若人の

指導にあたって来ました。

　東京オリンピックに続いて1970年の

大阪万国博覧会を機に大阪の食文化は

大変革をし、外食産業が大きく飛躍した

時代に、母校の職員として辻静雄先生の

下で本格的に料理の道を歩み出す機会

を得たことは幸運でした。1971年エスコ

フィエ博物館館長ジュゼフ・ラモー氏を

招聘しての技術研修会でアシスタントを

務め、その時初めてエスコフィエ著

「ル・ギッド・キュリネール」に触れました。

次は本格的な本場での学びとして著名

なレストラン 「ラ・ピラミッド」  「ポール・

ボキューズ」等での研修。そして帰国後

は教壇での料理指導に入りました。

　1971年エスコフィエ協会日本支部が

発足し、辻静雄先生は顧問として協会を

サポートされており、その関係でフランス

研修から帰国後の私を「井の中の蛙」に

ならぬようにという親心から、協会の行事

には同伴させていただき、小野初代会長

をはじめ日本を代表するグランシェフの

皆さん方と同席した時、いろんな活力が

注入される感覚でした。1979年、若干

32歳で入会を許可され、ディシプル・

エスコフィエ（エスコフィエの弟子の

称号）の受章式に臨んだ時の緊張感は

計り知れないものがありました。 小野

会長からのディプロム授与、村上副会長

からの大スパチュールでの洗礼を受けた

記憶は、長い会員歴を踏んだ後、協会理事

として受章式の司会進行を担当する度

に、あれから長い年月が経っても身の引

き締まる感覚が蘇ってくるのでした。

エスコフィエ協会を通じて
出会った素晴らしい諸先輩
の教えを未来のシェフ達に 　会員の仲間入りをさせて頂いてから、

総会で全国から参集する会員との出会い

で作られる私のネットワークは年を重ね

るごとに広がり、リスペクトする先輩諸氏か

らお声を掛けていただいて心を奮い立

たせ、教え子達の卒業後の受け皿である

シェフからＯＢの活躍を聞いて喜び、また

その逆の厳しいお言葉にも真摯に耳を

傾けて指導の参考にするなど、毎年収穫

ある総会を心待ちにしてきたことは確か

です。

　私は、教師一筋の人生でしたので、現場

の経験はフランスでの研修しかありませ

ん。しかし、恵まれていたのは、入学した

1968年には、すでに辻調理師学校には

フランス人の料理人が常勤で指導にあ

たっており、本物に触れることが出来まし

た。1971年のラモー氏招聘、その翌年は

ポール・ボキューズ氏、その後次 と々招聘

した一流シェフの助手をさせていただき

ながらスキルアップが出来たことです。

ジョエル・ロブション氏の初来日もその

研修会でした。小野ムッシュが彼の仕事

振りを見て、“この人は只者ではないよ！”

とポツリと言ったのを覚えています。

小野ムッシュは辻調理師学校でのフランス

料理技術研修会に合わせて約１週間の

スケジュールを調整して来校され、経験

未熟な私達のアドヴァイザーと研修会の

サポートを務めていただきました。日本

を代表するグランシェフが常に傍におれ

ばフランス人シェフは全力投球せざるを

得ません。辻静雄先生の計算通りでした。

フランス人シェフからは勿論のこと、小野

ムッシュからも多くのものを学ぶことが出

来ました。当時を思い出すと、フランス料理

はソースが決め手と教わり、そのベース

であるフォンを味濃く煮詰めてコルセに

することのみに気を取られていました。

研修会用に準備したフォン・ド・ヴォを

小野ムッシュがスプーンで掬って、見て、

そして味を確認するなりダメ出しでした。

程よくコルセに仕上がっているが不純物

が丁寧にとれていない。フォンが澄んで

いないし、脂臭と雑味がある、との指摘

でした。問題点は煮詰める時の火加減と

エキュメでした。また、ソースの仕上げの

モンテ用のバターは冷やして硬いものを、

炒める時やノワゼット用のバターは常温

においたもので熱したらすばやく溶ける

ものを。等々、基礎や実践の理論を多く

教わりました。そのような意味でも小野

ムッシュが研修会に来られてアドヴァイス

いただくことは若い私達の希望でもあり

ました。

　2002年に上梓した料理書があります。

「プロのためのわかりやすいフランス料

理」（柴田書店刊）で、出版の話は辻調理

師専門学校の40周年を迎える節目に

頂きました。 長年積み重ねてきた授業

用指導書と国内外のシェフからご指導

いただいて蓄積した知識を集大成する

気持ちでスタッフ力合わせてまとめあげ

たものです。「今日の若い料理人の豊か

な想像力には目を見張るものがある。し

かし話題性のみを重要視するのでは残

念でならない。どんな時代になろうと、

伝統ある奥深いフランス料理の基本を

まずマスターしなければ、いくら個性を

積み重ねたとしても砂上の楼閣となりか

ねない」と本の序文で未来のシェフ達に

メッセージを送りました。2000年の沖縄

サミットの首脳晩餐会の料理を辻調理師

専門学校が担当する栄に浴し、西洋料

理を中心に日本、中国、製菓の力を結集

して臨んだ大イベントを成し遂げ、その

後に完成した思い出深い一冊で、

フランス料理界を担う若い料理人に将

来を託す入門書となっています。

「表彰」：２００６年厚生労働大臣賞 受賞
　　　：２００７年フランス共和国農事功労シュヴァリエ章 受章
「協会役職」：一般社団法人 日本エスコフィエ協会 名誉理事
　　　　　：トック・ブランシュ国際倶楽部 名誉理事
「著書」：ヨーロッパのオードヴル、プロのためのわかりやすいフランス料理など

心に刻む言葉 よき時代とすばらしい師との出会い

フランス料理人のステータスであった
エスコフィエ協会への入会

多くのフランス人シェフから本物を学ぶ

エスコフィエ総会・晩餐会は
ネットワーク作り

先輩からの教えを後輩に。未来の
シェフへ「伝える」。

首脳晩餐会

エスコフィエ入会式

フランス料理研修会時の記念写真ラ・ピラミッド研修時代
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Foie Gras Mont Blanc au Haricot Blanc Accompagné de sa Sauce au Café
フォワ・グラと白インゲン豆のモンブラン仕立て　無花果のコーヒー風味のソース

1963年 生まれ東京都出身
1985年 東京會舘入社　本館宴会調理部に配属
1989年 ロイヤルパークホテル入社
1997年 アルザス地方「オーベルジュ・ド・シュバルブラン」
 当時2ツ星にて研修
1998年 ロイヤルパークホテル「パラッツォ」シェフ
1999年 東京ドームホテル「ドゥ・ミル」シェフ
2003年 同ホテル宴会調理シェフ
2004年 浦和ロイヤルパインズホテル宴会料理長
2009年 明治記念館「カフェスペーラ」料理長
2012年 株式会社明治記念館 調理室 洋食部 総料理長

1995年タイソンチキンクッキンググランプリ料理コンクール
優勝、第4回メートルキュイジニエ・ド・フランス ジャン・シリ
ンジャー杯優勝など多くのコンクールで入賞。
クラブ・ガストロノミック・プロスペール・モンタニエ日本支部会員
フランス料理アカデミー日本支部会員
NPO法人レ・ザミ・ドゥ・キュルノニスキー・ジャポン特別会員

青柳 義幸  氏 Profil

「調和」をテーマにした
オードヴルと思い出を込めた
アルザス風豚肉の盛り合わせ

明治記念館
調理室洋食部総料理長

青柳 義幸 氏

美しく手入れされた庭園に囲まれ、神宮の森に隣接
する明治記念館。平均年齢32歳という若いスタッフ
を率いて伝統を守る青柳シェフにご登場いただき
ました。

手ごたえを感じたアルザス研修

料理文化継承のために行動する時

～レシピの向こうに～

30代のころ、豚肉料理で有名なアルザ
スで研修しました。アイスヴァインとか
シュークルート、タルトフランベなどの
郷土料理があり、鵞鳥のフォワ・グラも
名産です。本場のフォワ・グラのおいし
さにも感動しましたが、驚いたのは野菜

でした。土壌に塩分が多いので、野菜の
糖度が上がりシナシナと柔らかいので
す。生クリームも日本とは濃さが違うた
め泡立て加減などに戸惑ったりしまし
た。「オーベルジュ・ド・シュバルブラン」
で研修中、ソシエを務めていたある日、
シェフに「何か一品作ってみろ」と言わ
れて工夫したのがご紹介させていただ
いた豚肉料理です。後に正式メニューに
加えていただきました｡食材の違いを克
服して、料理を認めていただけたことは
「日本でやって来たことは間違っていな
かった」という自信につながりました。

将来に向かっての大きなテーマは部下
の指導です。コンクールの審査をしてい
ると、誰かに食べて評価してもらったこ
とがあるとは思えない問題外のソース
を作る参加者がいたりします。ネットな
どから仕入れた知識だけにたより、上の
者もそれを見過ごしている部分がある

一日の終わりに同僚たちと

のではないでしょうか。料理文化継承の
ためには上司から積極的に声をかけて
指導するなど、若い人が壁を感じないで
教われるような職場環境が大切です。
後継者育成のために、調理師学校も画
一的にならず、地方の特産食材や郷土料
理をカリキュラムに活かしてテロワール
のような特色をだしていけば面白いの
ではないでしょうか。企業や学校が連携
し、料理業界が一丸となって取り組む必
要があると考えています。

「調和」をテーマに世界文化賞の
ディナーを飾る
　最初の一皿は、当館で毎年10月に
開催される､芸術･建築･音楽･演劇な
どで活躍された世界を代表とする
方々の授賞式･晩餐会､今年で第28回
を迎える高松宮殿下記念世界文化賞
にてご提供したオードヴルです｡
シンプルなフォワ・グラのテリーヌの
上に白いんげん豆のとても軽いムース
と､フォワ・グラのムースを交互に絞り､
デザートのモンブランのように仕上げ
ました｡薄くスライスし、リキュールの
マリブシロップでマリネしたパン・デ
ピスを敷き､付け合わせに2種類の

無花果､フランス品種佐渡産のフレッ
シュとドライを添えています｡ソースは
無花果のピュレに､コーヒーリキュール
で香り付けしクリームと合わせました。
一皿の中に相性のよい物が集結し､
味深く､香りが楽しめる前菜です｡ポイ
ントは､砂糖類をほとんど使わず､食
材の甘みと旨みのバランスを最大限
に引き出す事です｡毎年テーマを設け
てコース全体を考えますが、戦争・難
民などの悲しい話題が多い世界情勢
から平和・調和へ向かってほしいとい
う願いを込めて、料理に和・輪の形を
意識しました。

アルザス名産の豚肉を4つの味わ
いで
　二品目は､アルザス地方で研修し
ていた時の思い出の料理です｡豚肉
の様々な部位の特徴を活かし一皿に
盛り合わせました｡
●フィレ肉をハーブでマリネしロース
ト､上にはポルチーニ茸のプラリネ
を乗せグラティネしてあります｡淡白
なフィレ肉と甘みのあるプラリネの
相性がとてもよいです｡
●自家製バラ肉ベーコンのロースト｡
ジューシーに焼き上げました｡
●豚足･ゴルジュ･ロース肉入りソー
セージ｡スパイスにはオールスパイ
ス・グローブ・ナツメグ・タイム・ジェニ
エーブルの粉末をブレンドしそれぞ
れの肉とオニオンソテー、にんにくの
ラぺ･卵白･パセリなどとよく混ぜ､
豚腸に絞り、弱火でローストしました｡

●股肉の赤ワイン煮込みのキャベツ
包み｡股肉を赤ワインとフォン・ド・
ジャンボンで柔らかく煮込み、繊維
状に肉を裂き、煮詰めたソースと絡
めキャベツで包みます｡切った時に
ソースが流れ出るくらいに肉にも
しっかりとソースをしみ込ませてあり
ます｡

付け合わせには､豚バラ肉のリエット
と浮き粉を合わせ焼いたテュイル、
シュールージュのフランボワーズ
ビネガーマリネなどが添えてあります｡
とてもシンプルで古典的な料理です
が､それぞれの個性があり楽しんでお
召し上がりいただく一皿です｡

オーベルジュ・ド・シュバルブランのスタッフ全員

Ragoût de Jambon de Porc chou farci/ Filet de porc rôti aux Cèpes pralinées 
Confection de la Saucisse de porc/Lard fumé rôti
豚肉の特徴をいかした4種類の味わい

業界が一丸となって後進を育成する
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　　ニースで独立を決意
　２年後、学ぶべきものは学んだと感じ
てニースでの独立を決心しました。他に行
きたい店もなく、南仏に腰を据えたいと考
えたからです。南仏は食材の色も味もパリ
とは違います。近隣に農園があり、海も山
も近くて生産者のところに直接食材を探
しに行くことができます。過ごしやすい気
候ですし、ニースの旧市街のごちゃごちゃ
した下町感のある雰囲気がとても気に
入っています。

　　お客様のリクエストで発想転換
　最初は古典的フランス料理にこだわり、
それだけをお出ししていました。お客様か
ら「せっかく日本人シェフの店なのだから
もっと日本的な要素をいれて」というリク
エストを受けて発想を変え、今では醤油
や味噌も使いますし鰹のたたきを出した
りします。ベースは日本のたたきですが
チュイルをつけたり、ピュレを足したり、

　　23歳から志した料理の世界 
　高校卒業後2年間地元の企業で働き、
上京。近いし食事がでるというだけの動
機で近所のアジア料理店でアルバイトを
始めたことが運命を変えました。カウン
タースタイルでオープンキッチン。シェフ
がお客様と話しながら料理するスタイル
が良くて、いつかこんな店をやりたいとい
う漠然とした思いから調理師学校に入っ
たのが23歳の時です。入学にあたって
「勉強するならわからない分野を」とフラ
ンス料理を選びました。勉強するうちに
のめり込み、本物を知りたい、フランス料
理の文化的な背景や地方料理のこと
など、聞きかじりの知識を確かめたいと
思うようになり、29歳という年齢制限ぎり
ぎりでワーキングホリデーに応募し、渡仏
しました。

　　「答え合わせ」ができたフランス
　　体験
　現地の空気と食材を味わって、食材や
手法の使い方に1つひとつ納得しました。
例えば日本の桃は水分が多く甘いからコ
ンポートにしてもあまり変わりませんが、
フランスの桃は酸味があるためコンポー
トにすると別のもののような味わいが生
まれます。理由がわかり、点と点がつな
がって答え合わせをしているように感じ
ました。ワーキングホリデー終了後、いっ
たん帰国。社員として働いていた「Chateau 
Eza」からもう一度来てほしいと誘いを受
けていましたが、店側の手続きがはかど
らず、業を煮やして学生ビザで再度パリに
渡りました。パリで学校に通いながらしば
らく働いたのち、３年のビザを取り直して
「Chateau Eza」のスーシェフとなりました。

言葉か料理の経験をある程度身に着け
てからのほうがいいと思います。シェフを
見て何をすればいいかが分かる程度に
経験があれば、言葉がわからなくてもそ
れなりについていけます。そしてせっかく
来たのなら日本人だけで固まらず、溶け
込むことが大切です。今ではニースのホ
テルレストラン学校から研修生が店に来
ます。南の人間なので気が荒いヤツもた
まにいますが、いかに自分を尊敬させる
か、怒ってばかりでなく褒めて伸ばし、仕
事を好きにさせて覚えさせるのが一番の
苦労で、一番やりがいのあることだと感じ
ています。

ある妻は日仏のハーフということで英仏
日の言葉が通じるためサーヴィスが行き
届き、オープンキッチンで互いに何をして
いるかが見え、チームワークが良いことも
居心地の良さにつながっていると思いま
す。シェフを雇って自分の名前で多店舗
展開するというのは余り好きではないの
ですが、今育てているイギリス人のスー
シェフをメインにした、店をいつか作りた
いと考えています。スタイルはある程度彼
に任せて、自分は今の店で体の動く限り
キッチンに立っていたいと思います。

　　後輩を育てて思うこと
　フランスに来てお店に入ると同時に部
門シェフになったので、言葉が分からな
いままスタッフを育てなければいけない
立場になりました。大変でしたが、役割を
果たすために仕事も言葉も必死で覚えま
した。日本人の一人もいない環境で、世
界各国からきている性格も仕事の姿勢も
バラバラな研修生との仕事はいい勉強に
なりました。料理人を目指して渡仏するなら

フランスのテクニックを加えて仕上げま
す。これからもお客様第一で、喜んでいた
ただける料理をお出ししていきたいと思
います。しかし、流行はあっても基本は変
わりません。基本を疑うことも大事ですが、
基本が身についていればこそ流行が変
わってもついていけますし、世界のどこで
もやっていけると思います。

2

3

5

ハ ン グ ー
オーナーシェフ

神谷 隆幸 氏「  　　　　　　」「 　　　　　　」 5 Rue du Moulin, 06300 Nice, FranceHANgoût

1

4

6

　　言葉とサーヴィスで居心地よく
　日本人シェフの店という点に魅力を感
じてくれるお客様も多く、日本人料理人の
評価を高めてくださった先輩方のおかげ
で得をしたところはありますが、スタッフ
がしっかりやってくれていることも大きい
と思います。地元の方もいますが、お客様
の60%以上は旅行者です。スタッフはフ
ランス人とイギリス人、パティシエでも

愛知県生まれ
専門学校卒業後、ミクニ、シェ松尾等で修行を積む
2009年に渡仏　Le vieux logis(Tremolat　ミシュ
ラン1ッ星 )でフランス最高勲章MOFのヴァンソン.アー
ノルドに師事
その後Chateau Eza(Eze villageミシュラン1ッ星)に
てスーシェフを務める
2013年ニース旧市街にHANgoûtをオープン

店名の由来は英語のHANgoût, Hang oûtで、たまり
場、友人たちで集まる場の意味。

オープン2ヶ月でトリップアドバイザー1位獲得、現在も
上位を維持
ネプチューン・ドールコンクール3位
ガンチヱガイド　１パルム・ドール
ミシュランガイド　ラシェット獲得
ゴー・ヱ・ミヨーガイド　2トック獲得
ゴー・ヱ・ミヨーガイド　プロヴァンス・コートダジュー
ル部門でエスポワール獲得

コートダジュールのシェフアソシエーション、トックブ
リュレに所属

Profil

フランスで活躍する日本人シェフたち

Un challengeur en France
Nice

vol.15

pigeon farci au foie gras　小鳩のフォワ・グラ巻き

salade nicoise revisitée　ニース風サラダ
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5月9日に行われたサンペレグリノ・ヤングシェフコンクールにてフランス代表に

選出され10月に世界大会に挑戦することになった。この舞台を選んだのは、

課題がなく自由にオリジナルの料理をクリエーションすることができるため。

自らのメッセージをこめ「Maquereau pomme de Terre」を完成させた。

　現在フランス人の食生活は少なからず
変わりつつある。昔に比べ保守的な考え
が和らいできたのか、パリの街には多国
籍料理が増えてきている。バゲットにハム
やチーズを挟んだサンドウィッチを公園
で陽を浴びながら食べる姿もある一方
で、ラーメン屋に並ぶのも多くがフランス
人だったりする。レストランでは、ソースで
はなくピューレやコンディモンを添える料
理が流行し、お皿の上はまるで絵を描く
キャンバスのように色とりどりのハーブが
飾り付けられ非常に鮮やかである。ガスト
ロノミーのレストランでも日本食材をエッ
センスとして使う機会が増えてきており、
白みそ、ごま、柚子、海苔、酢などは常備品
になりつつある。最近アラン=デュカスの
レストランで食事をしたが、タイのマリネ
に白みそのヴィネグレットとバジルソース
を合わせた一品が出された。他のレストラ
ンで食べたパウダー状の海苔にバター・
パン粉・ニンニクを混ぜたペーストと共に
グラティネした仔羊も、心に響く料理だっ
た。貪欲に新たなテイストを取入れる姿勢
は、私が渡仏したばかりの頃とはまるで違
う。なんと活け締めをするフランス人漁師
まで現れた。アラン＝デュカスはそれを最
初にフランス料理に取入れ、魚・シリアル・
野菜料理に重点を置く、肉料理を出さない
レストランをプラザアテネに７開いた。新た
なスタイルのモダンガストロノミーで3ツ星
を獲得している。 一方で、ヘルシー志向や
組み合わせや彩りを重視するあまり味の
奥行きが少ないレストランが増えてきたと
嘆く声も多い。 
　私が愛するフランス料理は、無骨でも見
るからに美味しそうで、言うならば単色の
料理だ。ローカルの人々が親しむ郷土料理
や、グランメールが作るような大鍋を使っ
た煮込みやグラタン。家庭的な香りのする
料理たちである。私の今回の作品はそう
いったクラシックを蘇らせる気持ちを込め
て構成した。懐かしく、心から美味しいと

しみじみ感じる味。ビネガーとエシャロッ
トを利かせたジャガイモに燻製ニシンを
合わせたサラダ、フランス伝統料理
「pomme de terre aux harengs」とニュアンス
が似ている。記憶を呼び起こさせる味わ
いが隠し種である。フランスの審査員たち
はこのメッセージを受け取ってくれたので
はないだろうか。

　もう１つの柱は食材について。高級レス
トランで好まれる食材は限られている。し
かし、料理人としての腕の見せどころは、
平凡な食材に新たな調理法を提案するこ
とで高級レストランでも提供できる一皿
に仕上げること、身近な食材にも脚光を
浴びる機会を作っていくことではないだろ
うか。この課題を考える上でフランスの漁
師飯について想像を膨らませた。私が
イメージしたのは、釣ったばかりの魚を
炭火でグリエし、付け合わせには安くて
腹持ちのいいジャガイモ。マスタードや
シェリービネガーなどシンプルな調味料
で、固いバゲットをかじりながらの海辺の
食事。日常的な食材であるサバはレスト
ランに顔を出す機会が少なく常々残念に
思っていた。フランス産のサバは小柄で、
300グラム程のものが脂が乗り過ぎず
美味しい。それに予め塩をして皮を剥ぎ、

スモークをかけ低温乾燥させる。この
工程によって、口にすると身が繊維に
沿って崩れる食感が生まれる。余分な水
分が抜けたサバは燻製の効果も相乗して
旨味が増し、保存性も保たれる。
ジャガイモは海に囲まれた港町であるイル・
ド・ノルムティエ産の新ジャガイモとハドック
を一緒に炊き魚の旨味をしみ込ませた。 
　渡仏前１８歳の頃、フランスで修業経験
のある日本のシェフたちの元を訪ね歩いた。
「フランス留学しようと準備しています」と
いう私に対しシェフたちからの反応は、調
理経験の少ない外国人は良いポストでは
働かせてもらえないし、第一に差別がある
からうまく使われるだけ、日本で働いてか
ら行きなさいというものだった。現在日本
人料理人はフランスに数多くいるが、差別
が全くないわけではない。外国人であって
もフランス人を感動させるクリエーション
をすることができる、外国人だからこそで
きる発想でフランス料理の発展に貢献す
ることができる、そのような料理人になり
たいと願いつつ調理場に立つ。

第10回　現代フランス料理

パリで活躍する安發 伸太郎さんのレポートをお届けします
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安發 伸太郎
あ  わ 　しんたろう

1986年栃木県出身。
18歳で渡仏し、「レジス・エ・ジャック・マルコ
ン」など数々の一流レストランで修行を重
ね、現在はパリの3ツ星レストランホテルブリ
ストルで副料理長を務める。 文/大西 圭祐（辻調グループ フランス校 教務部）

　コート・ダジュールCôte d’Azurは、５月

から夏のバカンスシーズンにかけて、フラ

ンスで最もにぎわう地方のひとつでしょう。

フランス全土には未だに非常事態宣言が

発令されているものの、今年もカンヌ国際

映画祭の前後から、内外の観光客が陽に

映える地中海岸を訪れています。オーギュ

スト・エスコフィエAuguste Escoffier氏の

生まれたヴィルヌーヴ＝ルーベVilleneuve-

Loubet村も、ニースやカンヌ、カーニュ＝スュール

＝メールCagnes-sur-Merなどとともにこの地

方の保養地のひとつとなっています。

　先日、1966年の創立から50年を迎えた

エスコフィエ料理博物館Le Musée de 

l’Art Culinaireを訪れました。ヴィルヌーヴ

＝ルーベ村でバスを降り、ルーLoup川の

清らかな流れを横目に見つつ坂道を上る

と、博物館のあるエスコフィエ通りRue 

Escoffierにたどり着きます。エスコフィエ

氏の生家を改装した博物館は、落ち着い

た色調で清潔感があり、偉大な料理人の

質実さが表れているようでした。

　博物館の展示は、エスコフィエ協会およ

び料理博物館の創設に尽力されたジョセ

フ・ドノンJoseph Donon氏を記念する

スペースから始まります。１階では、改装前

の生家で用いられていたかまどや調理器

具の一部が飾られているほか、エスコフィエ

氏の写真や手紙、ノートなどの仕事道具が

展示されており、壁の年表とともに同氏の

人生の歩みをたどることができます。博物

館が保存するメニュー表の一部は３階で

公開されています。19世紀から20世紀初

頭ごろの美しいメニュー表の数々を目にす

ると、エスコフィエ氏がコースメニューの

研究にも注力されていたことがよくわかり

ます。

　エスコフィエ氏の遺品だけでなく、各所

からの寄贈品にも目を見張るものがありま

す。地下の展示スペースでは、日本、モナ

コ、アメリカなどのエスコフィエ協会の

活動にちなんだ貴重な記念品のほか、

ポール・ボキューズPaul Bocuse氏や故ア

ラン・シャペルAlain Chapel氏、ミシェル・

ゲラールMichel Guérard氏をはじめとす

る料理人たちのメニュー表や食器を見る

ことができます。また２階には、チョコレー

トやあめのピエス・モンテが、コート・ダ

ジュール地方の菓子職人たちが手がけた

ものを中心に飾られています。これらの

品々からは、戦後もなお多くの方がエスコ

フィエ氏を慕い、その精神を受け継ごうと

されていることが伝わってきます。

　こうした資料や寄贈品のほか、水彩画家

オーレリ・サルトルAurélie Sartres氏によ

る絵画や、月刊誌『テュリエス・ガストロノ

ミー・マガジンThuriès Gast ronomie 

Magazine』のカメラマンであるパスカル・

ラットPascal Lattes氏の写真も展示され

ていました。現代フランスで活躍する料理

人たちの肖像や料理を主題としたこれら

の作品は、美的に優れているだけでなく、

内容的にも他のスペースの資料を補完する

充実したものになっています。この特別展

は今年の10月31日まで催される予定です

が、フランス料理史を伝える博物館の50

周年にふさわしい企画だと言えるでしょう。

　辻調グループ創設者の辻静雄は、その

著書『エスコフィエ―偉大なる料理人の生

涯』の中で次のように書いています。

「なぜここでこんなことをするのか、なぜこ

の材料が必要なのか。この道の先輩たち

が残していった料理の技術への素朴な疑

問が、エスコフィエをして、偉大なる料理長

にならしめたのである。この“なぜ”は、結局

は“美味”そのものの核心に触れていくのだ」

　帰路の途中、ヴィルヌーヴ＝ルーベ村に

あるエスコフィエ氏の胸像のもとへ足を

運びました。大理石で造られた像の凛々し

い姿からは、名声に飽くことなく「なぜ」と

問い続け、美味の探求に励んだ料理人の

揺るぎない克己心が感じられました。

食文化を育む人々
―エスコフィエ料理博物館を訪ねて―
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INFORMATION
三重県賢島で、ここにしかないおもてなしをVolume.17

　伊勢志摩サミットの開催地が賢島に決まり、
プライムリゾート賢島では細心の注意を払って
準備しました。特に食品安全、衛生面の充実には
多くの時間を費やし、サポート業者にも協力を
依頼、生産者や市場からの食材運搬方法、納品時
の検品強化、アレルギー情報共有、厨房設備の
改善、従業員の衛生意識の向上、すべてを記録に
残すことなどフードセキュリティ強化に努めました。
また、参加各国の食文化、地産食材などを勉強
し直すきっかけとなり、伊勢志摩に来て1年半の
私には、当地の食材について学ぶいい機会でも
あり、メニュー作りにも大いに役立ちました。リゾート

ホテルは地域に特化した商品が必要です。地産食材
を前面に押し出したメニューに変えることでお客様
の満足度も上がり、手ごたえを感じています。今期は
伊勢海老、鮑、松阪牛の三大地産品に真珠貝の貝柱、
伊勢マグロ、安乗ふぐなどを使用し、参加7カ国の
エッセンスを加えたコース、「伊勢志摩サミット開催
特別プラン」がお客様に人気です。伊勢志摩といえ
ばやはり海産物ですが、これからは旬の食材をシン
プルに、例えば獲れたての赤座海老をグリルして
地元のレモンと一緒に大皿盛りでお出しするなど、
賢島の思い出として心に残るような、ここでしかでき
ないおもてなしをしていきたいと思います。

海辺ホテル プライムリゾート賢島　総料理長　庄司　温志氏

一般社団法人日本エスコフィエ協会　
《定例理事会報告》
2016年5月9日　午後2時より田町・機械工具会館において理事22名、監事、オブザーバーが出席し、定例理事会が開催されました。

報告事項

１.平成27年度事業報告
勉強会について堀田副会長から、被災地支援について中村理事から、国際交流

について能勢理事から報告がなされた。また、上柿元副会長から寄せられた九州

の被災と支援活動についての報告が伊佐副会長から紹介された。

2.平成28年度収支予算案/平成27年度収支報告　福田理事
平成28年度予算案の経常収益は前年度予算に対して、マイナス

2,123,800円となる。平成27年度収支について、実績は、48,512,000

円で予算に対し97.5％と報告された。

3.総会・晩餐会の出席者数と招待者名　善養寺事務局長
現在233名と報告。地方開催にあたって招待者の交通費、宿泊費につ

いて、料理人の会で会長職を務める方は協会が負担することを採決に

より決定した。

4．ディシプル授与式申込者 善養寺事務局長
申込者は、55名と報告された。

5．現在の会員数　善養寺事務局長
正会員、賛助会員、個人会員を合わせて1806名、正会員の緩やかな減少傾向

がみられると報告があり、理事の方々に協力を呼びかけた。

6.総会・晩餐会の準備状況について　森理事
名古屋初の開催にあたり、地元食材を使用したエスコフィエ料理を考えていること

などを報告。

7.料理コンクール途中経過 　堀田副会長
準備は予定通り進行中であり、現在協賛29口、参加者11名と報告。

8.その他 （５０周年他）　大庭会長
原稿は9割ほど提出されており、出版社との話し合いを予定していることを報告。

9.平成27年度事業報告/平成28年度事業計画書　善養寺事務局長
平成２７年度事業報告書に基づいた報告につづき、平成28年度事業計画を報告。

熊本地震被災地支援については会員の被災状況を確認し、協会としての支援方

法を検討する。

10.平成27年度収支決算報告  
福田理事より報告事項(2)の中で報告済。

11.平成27年度公益目的支出計画実施報告　堀田副会長
順調に推移していると報告。

12.平成27年度監査報告　吉田監事
適正に行われていることを報告。

13.新組織図案
大庭会長から財務と経理に分ける事について説明があり、一部訂正箇所として、

会計について榎本氏を鈴木房雄理事に訂正。50周年記念事業が組織図に新た

に加わったことを報告。善養寺事務局長より、退任2名　井上筆頭副会長、大河原

理事、新任1名　古川監事の件が報告され、すべて承認された。

14.総会の議案確認と当日の役割分担他　善養寺事務局長
議案確認と当日の役割分担を含め資料説明があり、承認された。授与式の個人

写真については、希望者を募ることで承認された。

15.その他（地区委員他）　堀田副会長
地区委員新任、退任の方は6月1日の会議に出席する事を再確認。フレンチ専門

シェフによる店内実演販売の件で提案があり、大庭会長より説明があった。来年の

総会について、大庭会長からホテルオークラ東京の立候補があり、全員一致で承

認された。

討議事項
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■夏期休暇のお知らせ
事務局は8月12日(金)から8月15日(月)までお休みします。この間は不在となりますのでご注意下さい。
休業前後の業務は通常通り10時から18時です。また、休業中もＦＡＸ、メールは受付けております。

事務局通信

会員情報（2016年6月15日現在）
■入会者【正会員】
小原 健司
田中 昌信
濱野 弘太郎
大塚 崇
沼津 京一
佐々木 良三
村澤 慎一
中川 佳
江崎 雄一
高良 康之
清野 正昭
山口 信彦
川本 善広
滝野 幸久
宮林 伸次
齋藤 満

西野 耕司
岸田 孝美
德久 進
髙橋 琢也
粟津　元嘉
夘田 浩
津田 明彦
川田 悟史
玉垣 雄一郎
土屋 翔
伊藤 照近
田所 孝史
髙橋 昌孝

(株)阪急阪神ホテルズ　ホテル阪急インターナショナル
(株)クルール・ド・銀月
BISTRO LE SELD'OR
愛育会医療社団法人　福田病院
アパホテル（東京潮見駅前）
ストリングスホテル東京インターコンチネンタル
マリアージュ金沢・ル・ポミエ
大和学園　京都調理師専門学校
ホテル日航熊本
銀座レカン
(株)フォーラムホテル
ＡＮＡクラウンプラザホテルグランコート名古屋
ホテルグランヴィア大阪
大和リゾート(株)串本ロイヤルホテル
㈱山形グランドホテル
大和学園　京都調理師専門学校

ホテル日航大阪
リーガロイヤルホテル広島
リーガロイヤルホテル広島
(株)オリエンタルランド
京都ホテルオークラ
京都ブライトンホテル
ホテルブライトンシティ京都山科
京都ブライトンホテル
京都ホテルオークラ
びわ湖大津プリンスホテル
ウエディングスクエア　アルシオーネ・コート
樫野倶楽部
樫野倶楽部

■物故者
中村 徳宏
近藤 清子

■入会者【ビヤンフェトゥール-団体賛助会員】
ヤンマー株式会社

三菱商事株式会社より、協会に対
して阪急電鉄沿線の高級スーパー
店内キッチンにおいて実演調理を
しながらフレンチ惣菜販売をする
シェフの紹介依頼がありました。
ご希望、ご質問等ありましたらお申
し出ください。

シェフによる
店内実演販売について

「サロン・ド・ヤマモト」オープン
4月18日(月)、山本カヨ子様（山本直文氏
夫人）をお迎えしてメゾン・オノ3階「サロ
ン・ド・ヤマモト」のオープニングパーティ
が開催されました。寄贈された山本直文
永世名誉顧問の蔵書などを展示・閲覧い
ただけるスペースとして協会の発展のた
めに、若い方たちにもご活用いただきた
いと夫人からお言葉がありました。
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