
No 氏名 都道府県 所属 役職 活動内容（①普及活動②講演活動③執筆活動④その他特筆すべき活動）

1 伊佐
いさ

　宏
ひろ

和
かず

東京都
全国水産物商業協同組合連合会
青年部連合会（東京魚商業協同組
合）

会長
（東京魚商業協
同組合青年部
会長）

①普及活動：
・全水商連では毎月１０日を魚（とと）の日として制定し、全国的に、その日を中心に魚の消費拡大を
行っているが、東京魚商では青年部の約２０店舗が中心となって、築地仲卸と連携し、今、最も旬な
美味しい魚介類を厳選し「築地市場イチ押し、すごく美味しい魚」を共同購入し一斉販売することに
より、消費者に魚の良さや美味しさ等を再認識して貰う活動を行っている。なお、今後は、全国各地
での特産品や水揚げ地の旬の魚介類も本事業で取り上げることとしている。
・魚の捌き方教室の開催（平成２４年９月２日にも開催）。
②講演活動：全水商連・東京魚商青年部会長として会員の研修会や会合等で講演等の活動。
④その他特筆すべき活動：ＨＰやブログ等webを活用した魚に関するＰＲ活動等。

2 石川
いしかわ

　秀憲
ひでのり

愛知県
名古屋文理大学健康生活学部
フードビジネス学科

教授

①普及活動：過去、前職「月刊飲食店経営」（商業界刊）の編集長として魚食について種々の関係
者と親交を深め、魚食の重要性を訴えてきた。自らも飲食店の調理人として経験を積む。
②講演活動：「若者の味盲化が韓国料理ブームを呼んだ！？」－神田ロータリークラブ、「食（職）域
と栄養士の連携」飲食店経営管理学会（今年１１月予定）その他省略、「最近の外食業界の動き」サ
ンフード（株）（今年１１月予定）
③執筆活動：「回転寿司産業の歴史と将来～養殖魚の可能性～」（月刊養殖ビジネス）、フードシス
テムの変遷と今後～食品小売・流通業に求められるもの」（月刊ＪＯＹOＡＲＣ）その他不定期執筆-
業界誌・新聞等
※非常勤講師：戸板女子短期大学、金城学院大学兼務　所属学会：飲食経営管理学会

3 上田　淳史
うえだ　あつし

東京都 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）

①普及活動：水産商品の販売拡大に向けて、生活協同組合、量販店などへの水産物販売、消費拡
大につき連携して取組み。
②講演活動：特段ないが、販売活動、商品紹介に関して、資源、商品の安全、栄養、調達などの説
明会などを開催している。
④その他特筆すべき活動：(社)大日本水産会おさかな普及協議会委員。その他は所属企業の水産
製品販売・拡充に係る広報、マーケッテイング活動。

4 内
うち

田
た

　祐子
ゆうこ

千葉県 株式会社内三 社長

①普及活動：鮮魚仲買商。明治から続く「魚屋」として、流通業界からの視点で都会の主婦等への
普及活動に取り組むほか、子どもたちへの情報発信にも注力。
④その他特筆すべき活動：地元・浦安で商工会や婦人会の役職を務めるとともに、地域のイベント
を通じて漁村だった浦安の魚食文化の語り部として活動。

「お魚かたりべ」名簿
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「お魚かたりべ」名簿

5 江刺
えさし

　みゆき 宮城県 宮城県漁協女性部中部地区 会長

①普及活動：石巻地区の漁協女性部長として、魚の消費拡大に努める。魚食普及活動「浜のかあさ
んと語ろう会」で東京のこどもたちに石巻の魚をさばいてみせたり、地元の小学校、水産高校等など
への出前授業に尽力。

6 大森　良美
おおもり　よしみ

東京都
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）

①普及活動：
 ・小中学生の親子向け「築地食育プラン」の企画、運営（築地市場における食育事業として、旬の水
産物をテーマにセミナーや料理教室の運営。月1回、小中学生の親子向けに、食材情報や魚に関
する疑問などを書いたメールマガジンの執筆・配信など）。
・おさかなマイスターが講師となる小中学校での出前授業「魚には骨がある」の企画・運営。
③執筆活動：
・フリーペーパー「OSAKANA PRESS」（日本おさかなマイスター協会発行：現在休刊中）の企画・編
集。
・「スーパーの生鮮食品がお店に並ぶまで」（自由国民社）監修・執筆。

7 葛西
かさい

　恭
やす

久
ひさ

北海道 北海道漁業協同組合連合会
営業企画部
次長

①普及活動：北海道産水産物を活用した料理教室や食育教室の開催、運営に多年尽力。
④その他特筆すべき活動：豊かな海を守り育てるために沿岸部等での植林活動に尽力

8 神谷　友成
かみや　ともなり

愛知県
中部水産株式会社

取締役部長
販売促進部

①普及活動：07年12月、名古屋市「食育応援隊」に参加。
08年4月、販売促進部部長に就任し、魚食普及の担い手として社会貢献するよう命を受ける。08年8
月、日本おさかなマイスター協会認定おさかなマイスター取得、愛知県食育推進ボランティアに参
加。
②講演活動：名古屋市中央卸売市場「親子中央卸売市場教室」、名古屋市環境大学、中学校出張
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、小学校出張食育講座、名古
屋市高年大学鯱城学園など、数多くの講師を務めている。
③執筆活動：朝日新聞「魚市場歳時記」連載中（97年9月～）。
④その他特筆すべき活動：09年11月、大日本水産会魚食普及功績者表彰を受ける。
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「お魚かたりべ」名簿

9 嘉山 定晃
かやま　さだあき

神奈川県 長井水産株式会社 鮮魚部取締役

①普及活動：おさかなマイスターによる、小中学生対象の出前授業「魚には骨がある」の講師を担
当。
②講演活動：「築地食育プランセミナー」で「サケ」「アンコウ」「マイワシ」「キンメダイ」などについて講
師を担当。
③執筆活動：共同通信で魚紹介コラムを15回配信。神奈川新聞で「おさかなマイスターのちょっとお
いしい話」を連載中（現在60回）。
④その他特筆すべき活動：横須賀市内の中学生を職場体験として年に数回受け入れている。「チリ
メンモンスター」と「ちび魚ハンター」の講師を数回担当。

10 黒崎
くろさき

　富
とみ

夫
お

富山県
富山県水産物商業
協同組合連合会

理事
①普及活動：魚の捌き方教室、料理教室、魚屋さん巡り等を一般消費者、学生等を対象に開催。
②講演活動：富山県栄養士会、お魚講演、小学校におけるお魚教室での講師として活動等。

11 齋藤　融
さいとう　とおる

神奈川県
横浜丸魚株式会社

営業二部加工
合物課
課長

①普及活動：おさかなマイスター協会での小学校「魚には骨がある」授業講師。量販店での、店頭
魚食普及活動。
②講演活動：量販店従業員様向け、「旬の魚」のお話、レシピ提案。国際フード製菓専門学校での
「市場流通」「魚の目利き」についての講演など。
④その他特筆すべき活動：中央水産研究所石田典子先生のカタクチイワシ勉強会参加。廃棄魚で
あるカタクチイワシの利用法を研究中。カタクチイワシの商品開発中（国産アンチョビ）

12 佐伯
さえき

　理華
りか

東京都 洗足池小学校PTA 副会長

①普及活動：書道教授。PTA役員を契機に、都市と漁村の交流や、子どもたちへの海、魚の体験活
動を数多く展開。
④その他特筆すべき活動：大田区立洗足池小学校は公立小学校ながら「わくわくスクール」という夏
休み特別プログラムを実施しており、その中心企画者として活躍中。毎年、親子参加の魚料理教室
も開催。
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「お魚かたりべ」名簿

13 坂本　一男
さかもと　かずお

東京都
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

①普及活動： 「いちば食育応援隊」講師、「築地食育プラン」講師。
②講演活動：東京都・埼玉県・青森県・富山県などの有毒魚に関する講習会講師、水産会社の新入
社員研修講師。
③執筆活動： 「すし手帳」（東京書籍）、「日本の魚」（中央公論新社）、「東大講座　すしネタの自然
史」（NHK出版）、「調べよう 日本の水産業」（岩崎書店）、「食育にやくだつ　食材図鑑」（ポプラ社）な
ど著書多数（共著・監修・編集を含む。）。
④その他特筆すべき活動：日本おさかなマイスター協会講師（魚類担当）、東京大学総合研究博物
館研究事業協力者。

14 佐藤
さとう

　安紀子
あきこ

東京都 NPO法人　海のくに・日本 編集長

①普及活動：「海と魚のアカデミー」として将来を担うこどもたちへの普及活動に尽力。
　現在、絵本シリーズ『海のくに・日本』を制作し、全国各地の小学校に届けるべく準備・奮戦中。
②講演活動：こどもたちを対象として富山、静岡、宮城、新潟、八丈島など全国の漁村と東京を結び
開催している「海彦クラブ」で講師活動。
④その他特筆すべき活動：こどもたちを対象に、日本が海と島の国であることを実感する特別授業
「われは海の子～日本の国境は海にある」を企画・運営。

15 白石
しらいし

　ユリ子
こ

東京都 ウーマンズフォーラム魚 代表

①普及活動：
ウーマンズフォーラム魚代表。1993年に、「日本の漁業と魚食文化の未来を考える活動」の必要性
を提唱し、同会を設立。以来、魚食普及のためのシンポジウムを多く開催するとともに、都市と漁村
の交流や、子どもたちへの海、魚、クジラの授業を推進。
②講演活動：全国各地での講演活動多数
③執筆活動：絵本「クジラから世界が見える」遊幻社、「ザ・漁師」他多数
④その他特筆すべき活動：モロッコなどアフリカ西海岸で、女性の地位向上や漁村の発展のため小
魚を生かしたスリミ加工等を指導。

16 新木
しんき

　順子
じゅんこ

石川県 石川県漁協女性部
全国漁協女性
部連絡協議会

①普及活動：地域の漁業婦人のリーダーとして、輪島だからこその特産品開発を目指し、消費者
ニーズを把握するために朝市を訪れる観光客や消費者に徹底したアンケート調査を実施し、地元で
獲れる魚介類を活用した商品開発を進めてきた。この成果の一つである「かじめの佃煮」はシー
フード料理コンクールにおいて農林水産大臣賞を受賞。また、朝市や地域の水産祭などに積極的に
取り組むとともに、魚の料理教室などにも尽力。
④その他特筆すべき活動：海岸清掃活動に加えて海難遺児への募金活動を４０年以上継続。
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「お魚かたりべ」名簿

17 高田
たかだ

　理
り

一朗
いちろう

東京都
株式会社
ニチレイフレッシュ

水産事業本部
水産品販売促
進グループマ
ネージャー

① 普及活動：水産食品販売職務の中、おさかなマイスター資格を取得し、小学校等で出前授業を
実施している。
② 講演活動：前述活動において、小学生へ食の栄養や食べ方などの講義を実施。

18 高山
たかやま

　厚子
あつこ

東京都 ― ―

①普及活動：元小学校長としての多年の教員経験をいかし子どもたちを対象とした情報発信や体
験学習に取り組むとともに、沖縄料理研究家としてモズク等沖縄の海の幸を用いた料理教室の開
催や食育指導を行っている。
②食育指導や沖縄料理の普及のための講演活動多数。
③執筆活動：「緑のカーテンの恵み」(へちま社）
④その他特筆すべき活動：豊かな海づくり大会に合わせて、長年の交流がある東日本大震災被災
地女川町の新鮮な「さんま」を沖縄の子どもたちに届ける準備に奔走中。

19 田口　成子
たぐち　せいこ

東京都 日本おさかなマイスター協会
料理研究家、お
さかなマイス
ター

①普及活動：おさかなマイスターとして、小中学校で「魚には骨がある」授業の講師を担当。子供料
理教室での魚の話や料理教室講師、尐人数の各種料理教室講師　など。
③執筆活動：「魚料理」（大泉書店）、「切身魚クッキング」（家の光協会）など著書多数。
④その他特筆すべき活動：ＮＨＫ「きょうの料理」、日本テレビ「3分クッキング」など、テレビや雑誌等
で魚料理のレシピを紹介。

20 田中
たなか

　久善
ひさよし

兵庫県 兵庫県漁業協同組合連合会 次長（兼）統括

①普及活動及び②講演活動：消費者とひょうごの海・漁業をつなぐ窓口として「ひょうごのお魚ファン
クラブ　SEAT-CLUB」を設置し、魚を使った料理教室、お魚教室を開催、またホームページを開設
し、会員に対しブログ、メルマガなどにより漁業やイベント情報を積極的に行っている。
　【主な活動実績として】
　　　○魚の料理教室の開催　年間289回　受講者数　3790名
　　　○いかなごくぎ煮教室の開催　３月２日～21日（14日間）　37教室　受講者数　1398名
　　　○県下小中学校でのお魚教室　年間　54校　77講座　受講者数　4511名
このほかに単発的な親子での体験型イベントやコープこうべと連携したマリンスクール等を開催し、
魚食普及・食育活動を実施している。
SEAT-CLUB　URL　http://www.seat-sakana.net/
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「お魚かたりべ」名簿

21 辻　雅司
つじ　まさじ

東京都
株式会社
水産タイムズ社

理事　編集部
長・学術委員

①普及活動：水産食品専門紙記者として、また社会科学学術経験者の立場から、水産団体・企業
に対して魚食普及、水産製品マーケッティングなどの啓蒙・指導。
②講演活動：全国いか加工組合、全蒲青年協議会など前記の行事に団体対象にマーケティング手
法、製品国際アクセスなどの課題で行うことが多い。
③執筆活動：学会論文として「カニ風味蒲鉾の市場類型（マーケティング）」など13編。単著「技術革
新による水産食品の産業発展とグローバル化」、共編著「中小食品企業のマーケティング読本」など
9冊。
④その他特筆すべき活動：(社)大日本水産会「ビジネスプラン事業審査委員」（平成19-22年度）とし
て、魚食普及、水産物需要拡大などの提案事項審査、助言。所属学会は日本フードシステム学会、
漁業経済学会、地域漁業学会。博士（生物資源学科。専門は水産・食品経済学）。

22 土岡
つちおか

　正人
まさと

広島県 広島魚商協同組合 青年部部長

①普及活動：
・ネットチラシの構築（各組合いのパソコンから顧客の携帯電話を活用して直接、魚の旬情報や、お
買い得情報、レシピ等の魚に関する各種情報を提供するもの。）
・電子レンジで簡単調理できる魚などのレシピ集の発行。
②講演活動：公民館や学校において、一般消費者や学生を対象とした魚の捌き方、料理教室の開
催。

23 土屋　豊
つちや　ゆたか

大阪府
株式会社うおいち

市場営業部
販促営業広報
課

①普及活動：保育所、小中高、大学や消費者サークル等でのお魚食育、料理教室の実施。
②講演活動：生産者団体への販売拡大策、消費者団体等への魚食普及関連の講演、講話。
④その他特筆すべき活動：産地から消費者までのお魚食育チェーンの構築、「お魚情報局」につい
てＷＥＢを通じて、取引先や地域社会との連携強化、ラジオやテレビを通じて消費者に魚の良さのＰ
Ｒ。

24 中村　博之
なかむら　ひろゆき

千葉県 柏魚市場株式会社 専務取締役

①普及活動： 毎日、魚情報をホームページ上で発信。午前5時30分更新。
これを一か月ごとに冊子にして、取引先バイヤーに配布。
③執筆活動：「52週売り場へ提案」として、よく食べる160魚種の季節指数、旬、主産地、資源の状態
を、カラー写真付きで、ポケットサイズのハンドブックにまとめ、取引先バイヤーに配布。「日本の漁
港めぐりと季節の魚Map」を、大型サイズとA4サイズで作り、ラミネートして取引先に配布。
④その他特筆すべき活動：市と連携して、魚料理講習会を実施。当面、11月と12月に実施予定。
（魚を知らない消費者が増えてきているので、売る側が魚のプロであることがセールスポイントにな
る。しかし、魚のことを知らないバイヤーが多くなっているので、バイヤーに魚のことを知ってもらい
たいという気持ちで活動している。）



No 氏名 都道府県 所属 役職 活動内容（①普及活動②講演活動③執筆活動④その他特筆すべき活動）

「お魚かたりべ」名簿

25 西村
にしむら

　協
きょう

鹿児島県 枕崎水産加工業協同組合
代表理事組合
長

①普及活動：毎月２４日「ふしの日」活動、地元給食（学校給食）との連携、地産地消の取組み
②講演活動：鰹節を使った食育授業の実施
④その他特筆すべき活動：
・枕崎カツオマイスター検定協賛
・鰹節製造事業所の体験学習受入

26 野口
のぐち

　直樹
なおき

東京都 株式会社エー・トゥー・ビー
代表取締役社
長

①普及活動
・島根県隠岐海士町いわがき”春香”ブランド事業コーディネーター
・地域総合整備財団（ふるさと財団）
　　　　　　　地域診断（釧路市）
・石巻復興会議
　　　　未来構想ワーキンググループ　サポート
　　　　新規商品開発プロジェクト　コーディネーター
②講演活動：
・宮城県水産加工研究会・・・講演及び審査員
・気仙沼・石巻水産加工研究会・・・講師

27 廣澤 一浩
ひろさわ　かずひろ

宮城県 株式会社仙台水産
執行役員
営業企画部長

①普及活動：メデイアを活用して普及活動、仙台水産の宮城県内魚食普及TVCM放映に合わせて、
TV番組に出演、おすすめお魚メニュー実演やNHK東北6県向け市場発信放送への出演、旬の魚と
美味しいメニューの紹介など。月3から4回程度。
②講演活動：料理教室講師、食育NPOと連携して、お魚を使った調理や料理の講師活動（親子、大
人向け、小学校など）、量販店と連携した学習会、料理教室開催、講師など。年間20回程度。

28 藤原
ふじわら

　孝子
たかこ

東京都 豊島区教育センター 所長

①普及活動：都内の小学校長時代から「海の恵み」や「魚食の大切さ」を授業に取り入れ、実際に福
島県内の漁家女性を招いた魚料理の実習体験などを行ってきた。
現在も多年の教員経験と専門の家庭科を生かし、主に子どもたちを対象とした魚食普及活動に尽
力。
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「お魚かたりべ」名簿

29 細川
ほそかわ

　良
よし

範
のり

千葉県 有限会社　フード・サポート 代表取締役

①普及活動：コンサル先における水産物消費拡大のための従業員教育。大日本水産会「魚食普及
活動」の「お魚食べようネットワーク」会員
②講演活動：「水産小売業の実態と対策」（独）水産総合研究所、「お魚食べようネットワーク」シンポ
ジウム討論者として参加、ＣＧＣジャパン水産担当ＢＹセミナー、コープネット水産ＢＹセミナー
③執筆活動：小売の小ロット多品目対応に必要なこと」（月刊「アクアネット」）
④その他特筆すべき活動：コンサル業務の一環として韓国ＧＭＳ（大型スーパー）の水産指導を行っ
ていました。（Ｅマート、ロッテマート、メガマート）

30 本田　敬一
 ほんだ　けいいち

北海道
札幌市中央卸売市場
水産協議会魚食普及委員会

委員長

①普及活動：大学生、消費者、小学生、PTAなどに対する地産魚類の学習、料理実習教室、魚ガイ
ドブックの作成・配布など
②講演活動：前記の行事における魚紹介、栄養などの説明・講演
③執筆活動：なし（ただし、ガイドブック作製などの監修は行う）
④その他特筆すべき活動：道内大学、札幌消費者協会、札幌市食生活改善推進協議会、高齢者団
体などとの食、生活支援を含む魚食普及、消費拡大活動。

31 眞鍋
まなべ

　じゅんこ 東京都 ― ―
①普及活動：ノンフィクションライター。魚食文化を次世代に引き継ぐ活動に多年にわたり取り組む。
③執筆活動：「うまい江戸前漁師町」（交通新聞社）ほか
④その他特筆すべき活動：東京湾の漁師を中心に日本中の漁師やその暮らしを取材している。

32 湊
みなと

　裕光
ゆうこう

東京都 全国漁業協同組合連合会
販売事業部
のり推進室長

①普及活動：全国漁連のり事業推進協議会の事務局として、PRイベントを実施。最近は、「手巻き
寿司」の普及活動を中心としてパンフレット、試供品の配布、ホームページ運営をしている。「第３土
曜日は手巻き寿司の日」の企画を大手量販店で企画し、鮮魚コーナー、クッキングサポートなどで
実施している。
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「お魚かたりべ」名簿

33 宮本　博紀
みやもと　ひろき

東京都 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

①普及活動：本センター事業として、海に遠い小学校でおさかな学習会開催、消費者・水産関係者
対象シンポジウム開催、栄養学部・栄養士育成大学等における水産/魚食食育講演・料理教室開
催、シーフードショー小学生おさかな学習会、水産物消費嗜好動向調査、報道機関使用の魚食・食
育活動広報、おさかな食べようネットワーク運営、他団体との協力・協働事業など。
②講演活動：講演会等のアレンジが主体、自ら実演したのはノルウエー大使館依頼による講演会。
③執筆活動：機関誌記事草稿、顧客機関誌などへの記事執筆。

34 山田
やまだ

　雅之
まさゆき

東京都 中央魚類株式会社
総務部副部長
兼　広報室長

①普及活動：中央魚類ホームページ「今日の魚河岸」「ミスビッツお魚情報」の企画。「ジャパン・イン
ターナショナル・シーフードショー」出展時の企画ほか。
②講演活動：(平成22～23年)「日本食レストラン海外普及推進機構」のローマ支部、ロサンゼルス支
部、サンフランシスコ支部での日本の水産流通のしくみについての講演。都内婦人団体でのお魚と
健康についての講演。
③執筆活動：「にっぽん魚事情」（時事通信社刊、共著）、朝日新聞社毎週火曜日夕刊連載「築地う
おっち」(平成20～24年)ほか。


