
「魚の国のしあわせ」ＰＪ
おさかな会議2012 ～お魚のある食卓～

議 事 次 第

【本日のテーマ】

魚に関する体験学習や料理教室の経験を日常の
食生活に取入れ、魚食を増やすためには？

１ 開会

２ 基調講演 ※五十音順
① 黒崎 富夫 様（富山県水産物商業協同組合連合会 理事）
② 齋藤 融 様（横浜丸魚株式会社 営業二部加工合物課）
③ 白石 ユリ子様（ウーマンズフォーラム魚 代表）
④ 細川 良範 様（有限会社フード・サポート 代表取締役）

３ 「お魚かたりべ」との座談会

４ 閉会

＜配付資料一覧＞
（資料１）「お魚かたりべ」出席予定者の自己紹介シート
（資料２）白石様講演資料
（資料３）細川様講演資料



番号 氏　　　名 現　　　　　　　　　職

1 上田　淳史
うえだ　あつし

日本水産株式会社
水産営業部
（社団法人大日本水産会おさかな普及協議会委員）

2 内
うち

田
た

　祐子
ゆうこ

株式会社内三
社長

3 大森　良美
おおもり　よしみ

一般財団法人水産物市場改善協会
（日本おさかなマイスター協会事務局長）

4 葛西
かさい

　恭
やす

久
ひさ

北海道漁業協同組合連合会　営業企画部　次長

5 神谷　友成
かみや　ともなり

中部水産株式会社　
取締役部長　販売促進部

6 嘉山 定晃
かやま　さだあき

長井水産株式会社
鮮魚部取締役

7 黒崎
くろさき

　富
とみ

夫
お

富山県水産物商業協同組合連合会
理事

8 齋藤　融
さいとう　とおる

横浜丸魚株式会社
営業二部加工合物課課長

9 佐伯
さえき

　理華
りか

洗足池小学校PTA
副会長

10 坂本　一男
さかもと　かずお

一般財団法人水産物市場改善協会
おさかな普及センター資料館館長

11 佐藤
さとう

　安紀子
あきこ

NPO法人　海のくに・日本
編集長

12 白石
しらいし

　ユリ子
こ

ウーマンズフォーラム魚　代表

13 高山
たかやま

　厚子
あつこ

ウーマンズフォーラム魚

14 辻　雅司
つじ　まさじ

株式会社水産タイムズ社
理事　編集部長・学術委員

15 土岡
つちおか

　正人
まさと

広島魚商協同組合
青年部部長

16 土屋　豊
つちや　ゆたか

株式会社うおいち
市場営業部販促営業広報課

17 中村　博之
なかむら　ひろゆき

柏魚市場株式会社
専務取締役

18 西村
にしむら

　協
きょう

枕崎水産加工業協同組合
代表理事組合長

19 野口
のぐち

　直樹
なおき

株式会社エー・トゥ・ビー　代表取締役社長

20 藤原
ふじわら

　孝子
たかこ

豊島区教育センター
所長

21 細川
ほそかわ

　良
よし

範
のり

有限会社　フード・サポート　代表取締役

22 本田
ほんだ

　敬一
けいいち

札幌市中央卸売市場水産協議会魚食普及委員会委員長

23 眞鍋
まなべ

　じゅんこ フリーライター

24 宮本　博紀
みやもと　ひろき

社団法人大日本水産会
漁政部魚食普及推進センター事務局長

※　五十音順、敬称略

「魚の国のしあわせ」プロジェクト「おさかな会議２０１２～お魚のある食卓～」
「お魚かたりべ」出席者予定者の自己紹介シート

資料１ 



 

「お魚かたりべ」自己紹介シート 

                                        

 
氏 名 

 

 
上田 淳史 

 
所 属・役 職 

 

 
日本水産株式会社 
水産営業部マーケッテイング担当部長 

 

 
自己紹介 

 

 
京都市出身。父親が市場勤務でその影響もあり昭和５
３年４月に同社に入社の５７歳。入社当時は海外勤務
を希望。ニュージーランドに1年、ヨーロッパに５年半
勤務。 
ヨーロッパではオランダに滞在し、主に日本向けの甘
えび／さば／赤魚他凍魚類の買付に従事する。 
検品検品の毎日でこの時ほど各地を飛び回り、魚に触
れた事はありませんでした。ここ１５年は量販店の水
産売場関連の業務がメインとなり、流通センター関連
業務、販売業務、製造関係に従事した。流通センター
での業務が今でも財産になっている。魚は食べるのが
専門で包丁は残念ながら使えない。魚は日本の食文化
のメイン素材であり、そのおいしさ、多種多様さ、健
康面の効果を伝えていきたい。魚料理でもっとも好き
なものは鮮魚からのフライ。あじ、いわし、太刀魚、
最高です。 

 



 

「お魚かたりべ」自己紹介シート 

                                        

 
氏 名 

 

 
内田 祐子 

 
所 属・役 職 

 

 
株式会社内三 代表取締役 

 

 
自己紹介 

 

 
 此の度は、水産庁長官本川一善様よりお魚かたりべ
として拝命されました事大変光栄に存じます。 
 私は、東京中央卸売市場で仲卸業を営む株式会社内
三代表取締役社長の内田祐子と申します。 
 20代の頃から築地市場に従事しました。 
 当社は、現在三代目ですが、先々代は、日本橋時代
から魚に携わっておりました。私の物心のついた頃に
は、浦安で網元として東京湾で水揚された貝や魚達を
築地市場に出荷、販売しておりました。 
 東京湾は、魚と貝とのりの宝庫でありました。 
 石カレイ、スズキ、セイゴ、ボラ、スミイカ、ワタ
リカニ、アサリ、白魚、穴子、蛤、蜆、バイ貝等々。
貝は山積されていて、50人程の貝むきの女性が朝から
夜中まで作業をしておりました。浦安には貝の業者が7
0事業所くらいありました。今は観光のまちディズニー
ランドの浦安になりましたが、昔の浦安も大好きでし
た。 
 時代は変わり、食生活も色々の物が出回り、魚離れ
の現状ですが、健康に心配なことがいっぱいです。 
 私はお魚はシンプルが良いと思っていますがそうも
いかない時代に入ってきているようです。 
 此の度お魚かたりべのお仲間に入れて頂き、皆様大
変知識の豊富な方々ばかりなのでとても嬉しく、お魚
の良さを皆様と普及活動の為の研究が出来ますことを
楽しみにしております。 
 今後とも宜しくお願い申し上げます。 

 



 

「お魚かたりべ」自己紹介シート 

                                        

 
氏 名 

 

 
大森 良美 

 
所 属・役 職 

 

 
一般財団法人水産物市場改善協会 
日本おさかなマイスター協会 事務局長 

 

 
自己紹介 

 
 

 

 水産物市場改善協会・日本おさかなマイスター協会

は、築地市場内にあります。築地市場から発信する食

育事業として「築地食育プラン」を実施し、企画、運

営をしています。築地食育プランでは、小中学生の親

子を対象に、旬の水産物をテーマにしたセミナーや料

理教室の実施や、食材情報や魚に関する疑問などを紹

介するメールマガジンを配信しています。 

 また、魚介類の素晴らしさを伝える魚の伝道師「お

さかなマイスター」制度の事務局をしており、おさか

なマイスターの認定・育成もしています。おさかなマ

イスターは、都内の小中学校で「魚には骨がある 魚

を知って丸ごと食べよう」をテーマに出前授業を行っ

ており、この出前授業の企画・運営も行っています。 

 魚介類に関する正しい知識を一般の方々にも知って

頂けるように「OSAKANA PRESS」（フリーペーパー、

現在休刊中）の企画・編集もしています。 

 少しでも多くの方に、魚介類好きになってもらえる

よう、日々努力をしています。 

 

 



 

「お魚かたりべ」自己紹介シート 

                                        

 
氏 名 

 

 
葛西 恭久 

 
所 属・役 職 

 

 
北海道漁業協同組合連合会 営業企画部 次長 

 

 
自己紹介 

 

 
 
 
H4年に北海道ぎょれんに入会。 
入会後、本所購買部に配属、その後桧山支店、大阪支
店、本所購買部、共販部で道産水産物の国内、海外へ
の販売事業、漁業者への資材供給を行う購買事業に従
事。H23,4月から現職。 
営業企画部では、ポスター、チラシ、レシピ等を作製
し、魚食普及のための宣伝・販促事業や家庭での需要
喚起のために各料理教室とタイアップした講座を開催
。 
また、将来の消費拡大に向けて小学生、幼稚園児を対
象とした食育教室及びコンサドーレ札幌とタイアップ
したサッカー＆食育教室を開催し「スポーツをする子
供に必要な栄養」に道産水産物の有用性を訴求する等
の事業展開をしている。 
 

 

 



 

「お魚かたりべ」自己紹介シート 

                                        

 
氏 名 

 

 
神谷 友成  

 
所 属・役 職 

 

 
中部水産株式会社 取締役・販売促進部長 

 

 
自己紹介 

 
 

１９５７年 旧・愛知郡鳴海町生まれ 

（現在の名古屋市緑区） 

１９７９年 中部水産株式会社入社 近海魚部配属 

１９８２年 近海魚部のセリ人として活動開始 

（名古屋市中央卸売市場） 

１９９７年 せり人の経験を活かして、朝日新聞コラ 

ム「魚市場歳時記」執筆開始  FLA 食

生活アドバイザー 

２００７年 名古屋市「食育応援隊」に参加  

２００８年 中部水産株式会社 販売促進部  

初代・部長 

２００８年「おさかなマイスター」取得 第一期生 

      愛知県食育推進ボランティアに参加   

２００９年 大日本水産会・魚食普及表彰を受ける  

２０１２年 名古屋市中央卸売市場 市場協会功労者

表彰 

 

名古屋市中央卸売市場主催「親子市場教室」 

名古屋市環境大学各種講座 

幼稚園～大学 各種出張食育講座 

名古屋市消費生活講座  

名古屋市生涯学習センター講座 ・その他の講師   

朝日新聞「魚市場歳時記」連載中（15 年継続中） 

「おさかなマイスター」として各種イベントに参加  

魚食普及、食育活動に意欲的に取り組み 現在に至る 

 

 



 

「お魚かたりべ」自己紹介シート 

                                        

 
氏 名 

 

 
嘉山 定晃 

 
所 属・役 職 

 

 
長井水産株式会社 鮮魚部取締役 

 

 
自己紹介 

 
 

神奈川県三浦半島西岸の小さな漁師町長井にある長

井水産（株）という水産会社に生まれ、子供の頃の遊

び場は、もっぱら漁港界隈の漁船や漁業資材置き場、

磯や砂浜であった。 

 地元高校を卒業後、北里大学水産学部、東海大学大

学院海洋学研究科へ進学、そして、カツオの生態を専

門に東京大学大学院農学生命科学研究科において博士

（農学）の学位を取得。 

 その後、長井水産（株）に入社、現在はシラスから
大型のカジキまでありとあらゆる魚介類を全国の消費
地市場に出荷している。また、業務の傍らおさかなマ
イスターの資格を取得後、築地親子食育セミナーやち
りめんモンスター、ちび魚ハンターその他の講師を歴
任。小中学校への食育出前授業「魚には骨がある」の
講師を担当。共同通信により15魚種の魚情報コラムを
配信、現在、神奈川新聞により、「おさかなマイスタ
ーのちょっとおいしい話」を週一で担当、現在70回目
を配信中。 

 



 

「お魚かたりべ」自己紹介シート 
                                        

 
 

氏 名 
 

 
黒崎 富夫 

 
所 属・役 職 

 

 
富山県水産物商業協同組合連合会理事 

 
 

自己紹介 
 

 

現在、富山県、富山市を中心に魚食普及活動を展開
中です。内容は、料理教室等を通じて地域の交流、魚
屋さんを身近に感じて貰う活動を実施しております 
。 
 最近の一例として、富山県教育委員会、富山市学校
給食会の協力を得て幼稚園、小学校の授業の一環とし
て「魚屋さんのおさかな話」を実施しております。 
具体的な内容は、各学校等に富山湾の生きた魚を持

参して子供達に実際に触って貰い、魚への理解と親し
みを感じて頂き、漁業の大変さや魚の魅力を伝えてお
ります。授業は対話型で先生も参加する楽しいもので
す。 
また、料理教室を定期的に魚商業組合、グループ、

個人で実施中です。一人暮らしのお年寄りには、簡単
で少量でも美味しく身体に良い魚料理を、子供達には
、小魚や海老などの成長増進料理や洋食、中華のアレ
ンジ料理を指導しております。 
他に「上手な魚食べ方教室」も実施しており「食卓

に魚料理を一品」を目指し、作り酒屋とタイアップし
て、お父さんのための「酒の肴一品」のレシピや商品
等の開発も準備中です。 

 



 

「お魚かたりべ」自己紹介シート 

                                        

 
氏 名 

 

 
齋藤 融 

 
所 属・役 職 

 

 
横浜丸魚株式会社 営業二部加工合物課 課長 

 

 
自己紹介 

 

 
横浜丸魚㈱ 齋藤です。現在の魚食普及活動について

お話します。 

まず、おさかなマイスターとして、都内小中学校での

「魚には骨がある」の講師を行つています。又、国際

フード製菓専門学校で新入生におさかなの目利きの講

習会講師、イベントや量販店での魚介類の食べ方提案

などを行っています。 

 

最近は以前よりも消費者と接する機会が増え、大変勉

強になっています。しかし消費者は、肉、野菜に比べ、

魚と接する機会が少ないように感じます。「魚は好きだ

けれど食べ方がわからない」、「包丁さばきが苦手」と

いった声を聞きます。今後は子供たちを中心にワーク

ショップ的なイベントを行い、魚食普及に繋げていき

たいと思っています。 

 

 



 

「お魚かたりべ」自己紹介シート 

                                        

 
氏 名 

 

 
佐伯 理華 

 
所 属・役 職 

 

 
大田区立洗足池小学校PTA副会長 

 

 
自己紹介 

 

 
 
 
高二を筆頭に、中三、小六と、３人の子どもの母であ
り、少人数ながら、自宅で書を教えている、元栄養士
です。 
 
９年前より、夏休み中の学校を利用しての子どもの居
場所づくり・・・として、“わくわくスクール”とい
うプログラムが立ち上がり、その企画・運営に携わっ
てきました。親子で身近にあるお魚に触れ、一緒に調
理する機会を作れたら・・・と思い、低学年にも参加
が可能な手開きできるイワシをメインとした“親子で
クッキング”、少し上級編でアジ・イカ・活タコを扱
う“捌いて食べよう”という講座を毎年開設してきま
した。 
 

海と魚（生きもの）が大好きな、ごくごく普通の主婦

です！ 

 



 

「お魚かたりべ」自己紹介シート 

                                        

 
氏 名 

 

 
坂本 一男 

 
所 属・役 職 

 

 
一般財団法人水産物市場改善協会 
おさかな普及センター資料館 館長 

 

 
自己紹介 

 

 

 おさかな普及センター資料館において、水産物およ

び水産物市場についての知識の普及啓蒙活動の一環と

して、下記のような魚食普及に関連した活動を行って

いる：東京都中央卸売市場「いちば食育応援隊」講師、

「築地食育プラン」講師、日本おさかなマイスター協

会講師。 

魚食に関連した著書（共著・監修・編集を含む）：「東

大講座 寿司ネタの自然史」NHK 出版, 2003（共著）；

「旬の食材」（全 4 册）講談社, 2004；「調べよう 日

本の水産業」（全 5 巻）岩崎書店, 2005；「旬の魚図

鑑」主婦の友社, 2007；「食材図典 III 地産食材篇」

小学館, 2008（共著）；「すし手帳」東京書籍, 2008

（監修）；「食育にやくだつ 食材図鑑 3 魚・貝」ポ

プラ社, 2009（監修）など多数。 

 

 



 

「お魚かたりべ」自己紹介シート 

                                        

 
氏 名 

 

 
佐藤 安紀子 

 
所 属・役 職 

 

 
NPO海のくに・日本 編集長 

 

 
自己紹介 

 
 

 

 日本は６８００の島を持つ太平洋の島しょ国です。

島には山があり、森の豊かな栄養分が川をつたって海

に流れ込むので河口に豊かな漁場ができました。また

世界有数の海流が日本列島に沿うように流れているこ

とから、旬のカツオやサバをとらえ、わが祖先たちは

生きてきました。エビ､カニ、ウニや海藻、そして小魚

から大きなクジラまでを食卓にのせてきたのは、世界

の島国のなかでも日本だけです。 

 このことを日本のこどもに伝えたいと願い、私たち

はNPO海のくに・日本をつくりました。そして最初の学

習プログラム＝「われは海の子」をスタートし、今年

は国境エリアの島の暮らしを学んでいます。 

私たちは、海の持つさまざまな顔や魚たちの魅力を

満載した絵本をつくり、全国２万３０００校の小学校

図書館に置いてこどもたちに活用してもらうことを目

標に、活動を続けてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

「お魚かたりべ」自己紹介シート 

                                        

 
氏 名 

 

 
白石 ユリ子 

 
所 属・役 職 

 

 
ウーマンズフォーラム魚 代表 

 

 
自己紹介 

 
 

 

 日本は海に囲まれた島国なのに、海や魚についての

情報が極端に少ないということに気付き、１９９３年

にウーマンズフォーラム魚を発足させました。以来、

全国の漁村から漁業者女性を東京に招いて、浜や魚の

話しを聞かせていただき、ご自慢の魚をテーマにみん

なでさばいて味わう「浜のかあさんと語ろう会」を開

催してきました。この１０月で１０６回を数えます。 

 また、日本の未来を担うこどもたちに海と魚の大切

さを伝える授業を小学校で行ってきました。この授業

を受けた“こども記者”が漁村を取材し、東京で取材

報告をする「海彦クラブ」も１２年間続けています。 

 私が目指すのは、日本の先人たちが暮らしのなかで

育んできた素晴らしい魚食文化を、２１世紀の食卓で

も生かしていくこと。魚食文化は本来、非常に理にか

ない、人にも地球にもやさしい健康食だからです。私

はいま、新しいチャレンジとして西アフリカでも小魚

を有効に生かす知恵を伝え始めています。 

 



 

「お魚かたりべ」自己紹介シート 

                                        

 
氏 名 

 

 
高山 厚子 

 
所 属・役 職 

 

 
沖縄料理研究家 
（一般社団法人おきなわ食と健康のアイランド代表） 

 

 
自己紹介 

 

 
 
 
沖縄県名護市出身。 
東京都の公立小学校退職後、幼少からのガチマヤー（
くいしんぼう）精神を目覚め、沖縄の健康食材や海産
物を通して、沖縄の歴史や文化を語りながら、料理な
どを広めています。 
緑のカーテン運動をゴーヤーやナーベーラー（へちま
）料理から全国へ広めています。 
今、宮城県女川町のサンマとゴーヤーのコラボ料理を
依頼を受け考案中、来夏には公開予定です。 
今後、沖縄の海産物や魚を広く取り入れた料理を活動
に取り入れ、本を出版したいと思っています。 
請われれば、全国どこへでも飛んで参ります。 
 
 
著書「緑のカーテンの恵みを食べよう」他雑誌の監修
や講演活動。 
 

 



 

「お魚かたりべ」自己紹介シート 

                                        

 
氏 名 

 

 
辻 雅司 

 
所 属・役 職 

 

 
株式会社水産タイムズ社、理事編集部長兼学術委員 

 

 
自己紹介 

 

長年にわたり水産専門ジャーナリストとして活動す
るかたわら、幾多の海外シーフード視察セミナーのコ
ーディネターを務め、各国の水産食品事情の知見を持
っております。この成果として、1970年代後半から世
界に広まった日本発の世界食品カニ風味蒲鉾の経済学
面の研究を行いました。そして、カニカマと冷凍スリ
身の技術革新と国際化の経済学の研究で学位を取得し
、合わせて学術学会賞を複数受賞しました。「カニカ
マ博士」を自称しています。 
また、水産・漁業分野の経済学、食品経済学の研究

を行い論文は10数本を著しています。 
著書は「カニカマ・ゼネレーショーション、カニ風

味蒲鉾が時代を拓く」（水産タイムズ社刊）、水産業
のイノベーション戦略、先進国水産漁業のあるべき姿
を構築せよ」（同）、「魚の国見聞録、海外視察四方
山話集（１）」（水産経営技術研究所刊）、「中小食
品企業のマーケティング読本、全国いか加工業協同組
合40周年記念」（共編著・農林統計協会刊）、「マグ
ロのフードシステム」（共著・同）「中小食品企業の
イノベーション読本」（農林統計出版）、さらに最近
では、温暖化防止のため生物資源エネルギーの促進を
啓蒙するバイオ・サイエンス・フィクション小説「禁
断のメタン菌」（同）など、９冊を著しています。 
講演は各大学での特別講義、企業や団体、市民大学

講座、国際食品展などを行っています。内容では「日
本発、世界食品となったカニカマを知る」や、中小水
産加工メーカーの若手経営者向けにマーケティング論
、企業継続のため新製品開発の原動力となるイノベー
ション・マインド論などをテーマにしています。 
「お魚かたりべ」では、魚食普及活動やファストフ

ィッシュの推進において、１つは、カニカマなど水産
ねり製品の各方面への普及啓もう、２つめは、食普及
の関係者の活動推進でマーケティング手法、３つめは
ファストフィッシュの活性化にイノベーション・マイ
ンド手法の導入を、ご提案したいと考えております。 

 



 

「お魚かたりべ」自己紹介シート 
                                        

 
氏 名 

 
土岡 正人 

 
所 属・役 職 

 

 
広島魚商協同組合青年部部長 

 
 

自己紹介 
 

 

 

１ 私は、広島魚商協同組合の青年部部長を仰せつか

っております土岡正人と申します。 

現在、広島市中央卸売市場内で水産加工会社／有

限会社スイコウを営んでおり、また会社の前身であ

る小売業も廿日市で経営しております。従業員は、

スタッフ・パートアルバイトを含め 34 名で運営させ

ていただいております。   

２ 私は家業である魚屋の倅として育ち、平成元年に

広島の高校を卒業し、3 年間ほど異業種の会社でお

世話になり、その後、父と母の二人で経営しており

ました店舗に跡継ぎとして入店し、今年で約 19年目

を迎えております。 

３ 広島という土地柄と観光地である日本三景宮島に

近い立地条件下のもと、特にアナゴという魚種に力

を入れて加工、販売を行っております。 

４ また、青年部部長として、ＰＣ教室、経理、売れ

筋情報等の勉強会を定期的に行うことを企画立案し

ながら部員の交流と経営スキルの向上等に努めてお

ります。更に、市場祭り等を通じ地域の消費者の皆

さん等との交流にも努めております。 
 

 



 

「お魚かたりべ」自己紹介シート 

                                        

 
氏 名 

 

 
土屋 豊 

 
所 属・役 職 

 

 
株式会社うおいち 販促営業広報課 

 

 
自己紹介 

 
 

 
 市場卸の会社として以前から魚食普及を行ってきま
したが、2,005年の食育基本法成立を機に「お魚食育」
の切り口で活動しています。対象は消費者の各種団体
や保育所、小中高、大学などで、年間20回程度活動。
その他、ラジオ、テレビ等のマスコミや自社のホーム
ページ、メールマガジンなどを通じ、旬の魚の情報や
美味しい食べ方なども紹介しています。 
 
 活動の基本は、できるだけ生産者やメーカーの皆さ
んにも協力してもらい、共同で活動すること。こうす
ることで、食育・魚食普及の輪が広がり、より大きな
推進力になると思うからです。 
 
 大阪の食といえば、お好み焼き、たこ焼きなどの粉
物がよく取り上げられますが、魚にも独特の食文化が
あります。硬直前の刺身を好む活かり身の食文化、棒
ダラや身欠きニシンなど北海道産の干し魚を美味しく
食べる食文化、魚なら何でも鍋で食べようという鍋の
食文化・・・などなど。こうした大阪独特の魚食文化
も、これからできるだけ紹介していきたいと思います
。 

 



 

「お魚かたりべ」自己紹介シート 

                                        

 
氏 名 

 

 
中村 博之 

 
所 属・役 職 

 

 
柏魚市場株式会社 専務取締役 

 

 
自己紹介 

 
 

 
戦後60年の話題の中心であり続けた団塊の世代であり
ます。戦後の高度成長に伴う都市部の労働力不足に対
応して高校を卒業したばかりの私は、親の情けに背を
向けて故郷をすてて草鞋の先を江戸へ江戸へとS.41年
大都会東京築地に足を踏み入れた。18歳だった。切っ
た張ったの修羅場をくぐりぬけ築地で43年。子供二人
にも恵まれた。孫も二人出来た。入社以来この間上司
、先輩、同僚、後輩と、本当にいい人達に恵まれた。
そのおかげで今がある。(若いころは、いけいけの武闘
派も、孫が出来ると穏健派に変わって、険しかった顔
つきも優しい眼差し、こぼれるような笑顔。これが大
勢の女性をとりこにしてしまう。) 
 
そして60歳になった。 
 
柏魚市場に転勤し波乱万丈の人生はまだまだ続く。単
身赴任で柏に乗り込む。これまでのように人との出会
いを大切にしながらこれからも恩返しの人生を続けて
いく。(会社の近くにマンションを借り、炊事.洗濯.
風呂掃除.食事の準備から後片付けにお買いもの。天気
のいい日は布団を干して、ゴミの日にはごみも出す。)
だがしかし、今年の12月に65歳を迎える。いよいよロ
ーゴの生活だ。だからといって年だからと言って逃げ
たりはしない。新年を迎える度に門前仲町の八幡様に
手をあわせ、まだいけるかもう限界か、体力気力知力
はどうか、自問自答します。神のお告げがあります。
まだ行けるぜぇ～。口先だけで生意気な若いもんに活
を入れながら命をかけて戦う団塊の世代は恐るべし。 
 
 

 



 

「お魚かたりべ」自己紹介シート 

                                        

 
氏 名 

 

 
西村 協 

 
所 属・役 職 

 

 
枕崎水産加工業協同組合   代表理事組合長 

 

 
自己紹介 

 
 

私の住む枕崎市は、九州南端の薩摩半島南西部に位

置する港を中心とした人口 2 万４千人の港町で、水産

業を主体として発展してきました。私は市の基幹産業

となっている鰹節製造事業所を経営しており、子供の

ころから鰹節の中で育ってきました。このような環境

の下で、鰹節の伝統的製法を継承しながら、毎日美味

しい鰹節作りに取組んでいます。 

新しいことに挑戦することが大好きな性格でもあ

り、カツオに含まれるペプチド(アンセリン・カルノシ

ン等)が、老化防止の効果や疲労回復、集中力の向上な

どにも効果があることが判ってきましたので、機能性

食品としても評価される鰹節の普及活動に注力してい

きたいと考えます。 

今後も、子供たちの体験学習受入や食育授業の受け

皿となる食育活動だけでなく、限りあるカツオ資源を

有効に活用する取組み等、多岐にわたる事業展開によ

って、魚食普及を図ってまいりたいと思います。 

 



「お魚かたりべ」自己紹介シート 

氏名 野口 直樹  

所属・役職 株式会社エー・トゥ・ビー 代表取締役社長 

 

 

自己紹介 

 

 

  

当社 AtoBは 「小売業」「産地」「メーカー」「卸」の 

それぞれの間に入り、常に“生活者視点”に立って 

課題解決のお手伝いをしていくこと、「A」と「B」とを 

販売促進という領域で繋いでいくことを役割と位置付

けて活動してまいりました。 

 

特に「産地」と「小売」の間には大きな壁があるなと 

痛感しています。 

貴重な魅力的な水産資源を「ヒト」「モノ」「コト」の 

交流を通じて“元気な食材”に変身させていくことが 

距離をうめていく重要なポイントだと考えています。 

生活者の暮らしがドラスティックに変化する時代こそ 

今での考え方をリセットし相互理解の上に新しい関係

を構築していく絶好のチャンスだとも考えています。 

 

まわりの女性達を見てもお魚嫌いという人は少数派。 

「お魚食べたいけど○○○がね・・・」この○○○を 

ひとつひとつ埋めていくことが大切だと感じています。 

 

私は、宮城県塩釜市で生まれ 子供の頃から  

魚の環境で育ってまいりました。 

産地の栄枯盛衰も肌で感じてまいりました。 

お魚から笑顔が生まれる食卓を夢見ます。 

 

 



「お魚かたりべ」自己紹介シート 

氏名 藤原 孝子 

所属・役職 東京都豊島区立教育センター・所長 

 

 

自己紹介 

 

 

  

岩手県宮古市出身で、子どものころから三陸の魚に馴

染んで育ってきました。教員になってからは小学校家庭

科教育や給食を通して、児童生徒の「食」を豊かにして

いこうと考え、「食育」の授業に取り組んできました。

校長になってからは、東京都・全国小学校家庭科教育研

究会会長として、家庭科教育の研究充実に力を入れてき

ました。 

給食で魚を残す子どもが多いので、子どもたちに「魚」

に関心を持たせたいと思い、「ウーマンズフォーラム魚」

のご協力を得て、『浜のかあさんと語ろう会』を６年生

の学習で実施しました。福島県いわき市のお母さんがた

に学校にお越しいただき「魚」について教えていただく

授業を行いました。日本の漁業を支えている人々とのふ

れあいや、実際に朝どりの浜の魚介類を展示観察する

「学校の水族館」、調理実習して「魚の命をいただく」

体験を通して、子どもたちの魚への関心が大いに深ま

り、「魚のおいしさ」とともに「漁業の大切さ」も学ぶ

ことができました。やはり、豊かな体験があってこそ理

解が深まるものと実感しました。大津波でいわき市も大

きな被害を受けたことを知り、復興状況がどうかととて

も心配です。 

 現在は、教育センター所長をしながら、学校の先生方

や栄養職員、保護者向けに「食育」の大切さ、とりわけ

日本の食文化の大切さを広めています。 

 



 

「お魚かたりべ」自己紹介シート 

                                        

 
氏 名 

 

 
細川 良範 

 
所 属・役 職 

 

 
（有）フード・サポート 

 

 
自己紹介 

 
 

 
 1972年から10年㈱ダイエーにて鮮魚ＢＹ。 
82年より水産コンサルタント。2002年㈱ヤオコーにて 
鮮魚担当部長を経験し、05年退社後コンサルタントに
復帰。 
従前のコンサルタント期間は月刊食品商業、販売革新
（商業界刊）等の業界誌の執筆。また、同商業界主催
のセミナーおよびＣＧＣ，生協など小売業界主催のセ
ミナー講師も経験。 
㈱ヤオコー退社後から現在は、小売業界のコンサル業
務から川上の、市場荷受・場外問屋・メーカー等のコ
ンサルへ領域変更中。各種セミナー講師を経験。 
 
               以上 
  

 



 

「お魚かたりべ」自己紹介シート 

                                        

 
氏 名 

 

 
本田 敬一 
 

 
所 属・役 職 

 

 
札幌市中央卸売市場水産協議会 魚食普及委員会委員長 
高橋水産株式会社 相談役 

 

 
自己紹介 

 

 
昭和24年５月３日生まれ〈63才〉 
昭和48年高橋水産入社、製品課、鮮魚課、企画開発
課など40年勤務。 
平成19年から水産協議会魚食普及委員会委員として活
動現在に至る。 
道ぎょれんとの協同魚食事業、札幌市内小売店との連
帯魚食事業〈マップの作成〉、大学、消費者協会、食
改善推進委員協議会などとの料理教室の実施  
 
今年は初めて活動の成果を数字で残すことを検討中。 

 



 

「お魚かたりべ」自己紹介シート 

                                        

 
氏 名 

 

 
眞鍋 じゅんこ 

 
所 属・役 職 

 

 
フリーライター 

 

 
自己紹介 

 
 

●カメラマンの夫鴇田康則と共に、長年国内外で「人
の生活」を記録して歩いています。 
 
●特に国内では、 
・ 日本全国の村めぐり 
・ 漁師さんの取材（一般紙／全漁連広報誌など） 
・ 各地の新旧郷土食（魚食を含む）について 
・ 都市部の商店文化、職人、第一次産業 
などの、将来に記録を残しておきたい事柄をテーマに
、書籍、雑誌、新聞等のための取材・執筆。 
 
● 講演 
・ 上記の内容を踏まえ、各地で講演をしています 
・ 夫の写真と共に、スライドトーク。 
・ 現地を歩く、体験するワークショップなど 

 
● 講座 

漁師さん等にお願いしてオリジナル講座を企画 
・ 東京湾漁師町講座 
・ 日本の魚食文化を探るシリーズ 
・ ベトナムの食文化 

（上記３講座は「風カルチャークラブ」主催 
・ 商店街さんぽ講座 

（NHK文化センター主催） 
＊ 東京湾漁師町講座「横須賀のワカメ刈り」でまち

むら交流機構[オーライ！ニッポン]受賞 
＊  

● テレビ 
・ BS-TBS「それがしりたい！」東京湾紹介など 

 
● 書籍 

「ニッポンの村へゆこう」（筑摩書房） 
「うまい江戸前漁師町」「中古民家主義」（光津新
聞社） 
「産む快感」（自然食通信社）等 

 



 

「お魚かたりべ」自己紹介シート 

                                        

 
氏 名 

 

 
宮本 博紀 

 
所 属・役 職 

 

  
社団法人 大日本水産会 
漁政部魚食普及推進センター事務局長 
 

 

 
自己紹介 

 

 
1950年5月31日生れ。私の社会人スタートは、1974

年7月北緯60度を越える北太平洋で操業していた5000ﾄ
ﾝ型すり身加工トロール漁船の航海士からです。 
その後カナダ東岸、US東岸沖で2500ﾄﾝ型凍魚加工ト

ロール漁船航海士をやり、1976年3月1日USが200ﾏｲﾙ法
を施行する際には、入域許可が出るまで3日間NY沖200
ﾏｲﾙ外で洋上待機。1978年陸上勤務に。職変後はトロー
ル事業部門⇒NY駐在4年（現地加工JV、生鮮空輸事業な
ど）⇒国内（トロール事業）⇒ウエリントン駐在4年（
水産、畜肉業など）⇒国内（営業、空輸輸入鮮魚販売
、海外事業など）⇒ジャカルタ駐在4年（現地会社とエ
ビ養殖事業）⇒国内（海外事業関係）として、海外漁
業、貿易、合弁事業等に従事。ウエリントン時代には
現地法人と畜肉加工事業を担当、牛・羊の放牧事業、
缶詰加工、チーズなど乳製品、アイスクリームなどい
ろいろな食へ関与、当時のニュージーランドのHACCP
、EU基準など優れた品質管理を一足先に現地体験。各
国漁業専管水域法適用後の国内水産会社の新規事業チ
ャレンジの時代でもありました。 
そして今です。難しい日本水産業の勉強をする場面

にあり、皆様との交流から学ぶことが沢山あります。
よろしくお願い致します。 
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日本の姿を、こどもたちに伝えたい。 

白石ユリ子 

（ウーマンズフォーラム魚代表・NPO 海のくに・日本理事長） 

 
 海とは、生命の根源そのもの。絶え間なく私たち人間に関わり、多くの恵みをあたえつづけてくれる

大いなる存在。先人のことばを借りれば、生命の流れを宿すもの、ということになろうか。この母なる

海に四方を囲まれた私たちの祖先は、古来より海に神の存在を感じ、祈ることで生きようとしてきた。

食べるものも着るものも、燃料も移動の手段も海に依存してきた。北から南まで縦に長い列島において、

それぞれの土地で特長ある「海の食文化」を持つことができたのは、この列島を囲む水域が奇跡のよう

な好漁場であったことによる。北には北の地魚がいて、南では南の魚がとれる。季節ごとに群れをなし

て回遊してくる魚もいる。これはいったい、どういうことだろうか。この極東といわれる地域に、いか

なる神の采配があってこのような豊かな海の食文化がもたらされたと考えたらよいのだろうか。 
 しかし、当たり前にあるものには、人は感謝を忘れる。いまや、豊かだったはずの海に魚はいない。

魚をとる漁師も姿を消したかのようだ。家庭の食卓から雑魚が消え、数種類の輸入魚ばかりが当たり前

の顔をして幅をきかせている。戦後６０年の間に、私たちは私たちを守ってくれていたものを傷つけ、

ないがしろにしてきたのではないだろうか。 
 私は日本の暮らしのなかに息づく人々の習慣や形作られたものを文字と写真で記録し、書籍として伝

えたいと全国を歩いてきた。そしてあるとき、祭り料理の中心は魚だということに気付いた。昆布や鰹

節、煮干しなどの出汁を使い、旬の魚を土地の味わいに仕立てた逸品。思えばお節句の料理も、結納な

ど人生の節目にも必ず水産物が添えられていた。さて、その周辺はどうかと調べ始めてみれば、すでに

日本漁業はかつての活力を失っていた。漁村に継ぐべき者たちの姿がなく、伝統の祭りも成り立たない

村が出始めていた。 

この奇跡のように恵まれた“海のくに”を、我々は手放してしまってよいのか。 

 いま、私はあらためて日本中に問いたいと思う。この奇跡のように恵まれた海のくにを我々は手放し

てしまってよいのか、と。水産資源は陸上の資源と違い、再生の範囲内であれば繰り返し多くの恵みを

私たちにもたらしてくれる。餌も水もいらない。ひたすらに与えつづけてくれるのだ。だからルールや

規範が大切で、日本では古来、小さな単位で入り合いをつくり守ってきた。それが時に排他的とも映る

が、いまの時代に即した形にすればよいことで、ＣＯＰ１０において提唱された「里海」はその最たる

ものだと思う。 
 私は、この日本が大好きだ。そしてつくづく有難いことだと思っている。この島国が持つ不思議な力

が、これまで日本人自身にさえ、よく認識されてこなかった。それは、さまざまな時代背景や社会的事

象の影響あってのことではあるけれども、グローバル化が求められる時代、またあらゆる産業において

地球環境の保全が求められる今日、我々が父祖の時代から受け継いできた海の食文化は、まさにこれを

具体化していることとしてもっと評価されていいはずだ。健康長寿をささえてきた日本独自の魚食文化

は、そのこと自体を自信と誇りとともに、日本の未来を担う子どもたちに伝えたいと切に思う。日本と

いう国が、いったい何を持ち、どのような可能性を秘めた国であるかを伝えるために。 
 １９９３年５月、こうした思いからウーマンズフォーラム魚（WFF）の活動を提唱し、行動を始めた。

２０１０年、多くの方々のお力添えをいただき、こどもたちへの海と魚教育を目的としたＮＰＯ「海の

くに・日本」を発足させることができた。応援してくださった皆様に心からの感謝を申し上げるととも

に、私自身が命ある限り、さらなる奮闘努力をつづけることをお約束したい。 



◎活動内容１：ウーマンズフォーラム魚のこどもプログラム活動 

「海彦
うみひこ

クラブ」 （２０００年～２０１２年  東京の小学生と全国の漁村を結ぶ）  ☆のべ１万人のこどもが参加！ 

千葉県勝浦市、宮城県女川町、新潟県寺泊町、静岡県伊豆稲取、富山県氷見市、富山県新湊、千葉県木更津市・ 

富津市、福島県いわき市久ノ浜、新潟県新潟市松浜、東京都八丈島、東京都伊豆大島、静岡県静岡市由比と交流 

       
▲浜のかあさんと語ろう会         ▲こどもとサカナ体験ツアー       ▲こども・海とサカナのフォーラム 

 

「東京湾まるごと探検隊」        「クジラの授業～クジラから世界が見える」 
（２００９年～２０１２年  東京/千葉）         （２０００年～２０１２年 全国の小学校でクジラについて話す） 

          
▲東京湾漁業を学ぶ会                ▲こどもとクジラ料理をつくる  ▲クジラをめぐる国内外の情勢を話す 

 
◎活動内容２：ウーマンズフォーラム魚の消費者プログラム活動 

「シンポジウム」 （１９９３年～２０１２年  テーマは海から食卓まで。海洋基本法。魚の持つ力。多彩な栄養、等） 

      
▲ジャーナリスト櫻井よしこ氏  ▲あん・まくどなるど氏 ▲福岡伸一先生   ▲青山繁晴氏による「海の可能性」 

 

「浜のかあさんと語ろう会」 （１９９６年～２０１２年  東京の消費者と全国の漁村を結ぶ） ☆１０５回を数える 

１０４回目は、石巻のかあさん！ 魚は銀鮭とサバとクジラ！（2012 年 6 月 9 日開催） 

       
▲石巻の銀鮭          ▲石巻の金崋サバ      ▲鮭は「チャンチャン焼き」に！ ▲サバは「竜田揚げ」に！ 

      
▲石巻のかあさんの魚さばき ▲こどもも挑戦 ▲もちろん若者も    ▲男もさばく         ▲みんなで楽しく味わう 
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（有）フード・サポート
　 細川良範

１．小売の現場から ・・・　　 魚の消費減の要因は？

価格、栄養、味、調理

２．競合の参入 ・・・ 惣菜業、無店舗、ＣＶＳ

魚 食 を 増 や す た め に
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2

３．対面販売 ・・・ 非効率、人材確保難、施設の重装備

４．販売拡大のために

①魚嫌いの要因を解消する

・骨がある　　　→

・皮がある　　　→

・臭いが強い　　→ 匂いがある

②鮮度の見分け方 「刺身用？・・・・・」

③規格

④産地・時期と美味しさ

５．メニュー提案の例

フィッシュ&チップス おにぎりサンド

エビのアヒージョ メバルの煮付け

・価格が高い　　→

・調理が面倒　　→

・目が嫌い　　　→
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3

６．調理の工夫例

カレイのスリット入り

身欠きにしんの骨切

７．鮮度の見分け方 　　　→ 「これ刺身用？」

何が欲しい？・・・　！！８．何時行っても同じ魚　　→
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