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平成29年度
食文化発信による海外需要フロンティア開拓加速化
委託事業のうち日本食・食文化普及の人材育成事業

（日本食・食文化の功労者等の表彰）

開催概要
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全体概要

意見交換会

〇日時 ：平成29年11月24日（金） 17:40～19:00 

〇会場 ：1F 中宴会場 桐（西・東）

〇参加者：約50名

※齋藤農林水産大臣、宮腰内閣総理大臣補佐官、茂木会長、受賞者、選考委員、農林水産省関係者 等

ザ・キャピトルホテル東急
総会 ：1F 大宴会場「鳳凰」
意見交換会 ：1F 中宴会場「桐（西・東）」

■会場

平成29年度食文化発信による海外需要フロンティア開拓加速化委託事業のうち
日本食・食文化普及の人材育成事業（日本食・食文化の功労者等の表彰）

農林水産物等輸出促進全国協議会総会（JAECAP2017）
日本食海外普及功労者表彰

農林水産省食料産業局輸出促進課

平成29年11月24日（金）16:00～17:35 ※開場：15:00

招待制

162名
※農林水産物等輸出促進全国協議会の関係者、受賞者等

34社・52名

安倍 晋三 （内閣総理大臣）
齋藤 健 （農林水産大臣)
宮腰 光寛 （内閣総理大臣補佐官）
茂木 友三郎 （農林水産物等輸出促進全国協議会会長)
石川 正樹 （経済産業省 貿易経済協力局長）
天羽 隆 （農林水産省 大臣官房総括審議官）
丸山 雅章 （農林水産省 食料産業審議官）
中澤 克典 （農林水産省 食料産業局 輸出促進課長）

小田 廣生 （レストランひろしま オーナー）
ジャン=ロベール・ピット （食の遺産と文化のフランス委員(MFPCA) 委員長等）
菅原 譲治 （DARUMA・SUSHI-ZENオーナー、社団法人日墨協会相談役）
張 宇人 （香港特別行政区行政会議非官守議員等）
八木 秀峰 ボン （T.I.C. レストラングループ 代表取締役社長）

熊倉 功夫 （MIHO MUSEUM 館長)
下渡 敏治 （日本大学生物資源科学部・教授）
服部 幸應 （学校法人服部学園服部栄養専門学校 理事長・校長)
村松 真貴子 （アナウンサー エッセイスト）

①農林水産物等輸出促進全国協議会 茂木会長 挨拶
②齋藤農林水産大臣 挨拶
③日本食海外普及功労者表彰
④日本食海外普及功労者による講話
⑤安倍内閣総理大臣 挨拶
⑥記念撮影
⑦輸出拡大に向けた取組状況について説明
⑧宮腰内閣総理大臣補佐官 挨拶

■事業名称

■催事名

■主催

■日程

■参加方法

■参加者数

■報道関係者

■登壇関係者

■受賞者

■選考委員

■次第
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区分 団体名/会者名/役職/肩書き 氏名 顔写真

登壇関係者

内閣総理大臣
安倍 晋三
あべ しんぞう

農林水産大臣
齋藤 健
さいとう けん

内閣総理大臣補佐官
宮腰 光寛
みやこし みつひろ

キッコーマン株式会社取締役名誉会長
農林水産物等輸出促進全国協議会 会長

茂木 友三郎
もぎ ゆうざぶろう

経済産業省 貿易経済協力局長
石川 正樹
いしかわ まさき

農林水産省 大臣官房総括審議官
天羽 隆
あもう たかし

農林水産省 食料産業審議官
丸山 雅章
まるやま まさあき

農林水産省 食料産業局 輸出促進課長
中澤 克典
なかざわ かつのり

受賞者

レストランひろしま オーナー
小田 廣生
おだ ひろお

食の遺産と文化のフランス委員(MFPCA) 委員長
パリ・ソルボンヌ大学（パリ第4大学）名誉教授

ジャン=ロベール・ピット

DARUMA、SUSHI-ZEN、オーナー
社団法人日墨協会 相談役

菅原 譲治
すがわら じょうじ）

香港特別行政区行政会議非官守議員
香港特別行政区立法会議員（飲食界）・香港飲食業協会会長
香港日本食品と料理業協会名誉会長・香港食品評議員顧問
香港ワイン&スピリッツ産業連合会会長・香港中文大学評議員

張 宇人
トミー・チョン

T.I.C. レストラングループ
代表取締役社長

八木 秀峰 ボン
やぎ しゅうほう ぼん

選考委員

MIHO MUSEUM 館長
熊倉 功夫
くまくら いさお

日本大学生物資源科学部 教授
下渡 敏治
しもわたり としはる

学校法人 服部学園 服部栄養専門学校 理事長・校長
服部 幸應
はっとり ゆきお

アナウンサー、エッセイスト
村松 真貴子
むらまつ まきこ

5

関係者リスト
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受賞者情報

氏名 年齢 主な活動国・地域 団体名/会社名/役職/肩書き

小田 廣生
おだ ひろお

69 パラグアイ レストランひろしま オーナー

業績の内容

○ 親子孫３世代でつなぐ日本食の普及
・1969年から現在に至るまで、３世代に渡り、日本食の普及に貢献。
・パラグアイにおける鮮魚入手ルートを独自に開拓し、新鮮かつ多種の魚介類を使用した寿司、刺身のほか、現地調達できる食材を用いた日本食を
提供し、広く大衆に日本食を普及。
・当地主要新聞の日本食特集に協力し、パラグアイ国民に対し、本場の日本食を広報するなど、積極的に日本食の普及活動を展開。

氏名 年齢 主な活動国・地域 団体名/会社名/役職/肩書き

ジャン=ロベール・ピット 68 フランス
食の遺産と文化のフランス委員(MFPCA) 委員長
パリ・ソルボンヌ大学（パリ第4大学）名誉教授

業績の内容

○ フランスにおける和食の奥深さの普及・海外での和食ブームを起因した「和食のユネスコ無形文化遺産登録」に尽力
・和食のユネスコ無形文化遺産登録にあたり、「日本食文化の世界無形遺産登録に向けた検討会」に対して、和食の登録を勧め
るとともに、フランスのガストロノミー（フランス美術食）の登録時の経験を踏まえた助言等を実施。
・日本国内での食のシンポジウムにも積極的に参加し、「自然景観と五感を通じて一体になり、和食を味わう素晴らしい伝統や慣習
と併せて継承し、発展させていくことが日本のテロワールの核心になっていく。」と働きかけを行っている。

氏名 年齢 主な活動国・地域 団体名/会社名/役職/肩書き

菅原 譲治
すがわら じょうじ

68 メキシコ
DARUMA、SUSHI-ZEN、オーナー
社団法人日墨協会 相談役

業績の内容

○ メキシコにおける日本料理の普及・浸透
・メキシコ人の嗜好に合った寿司を創案し、メキシコ国内にSUSHIの大ブームをもたらし、「今日のメキシコ人が慣れ親しんでいる寿司
の形式は、菅原氏が作り上げたといっても過言ではない。」と言われるなど、メキシコ人が和食に触れるきっかけを作った。
・メキシコにおける寿司文化の発展に大きく貢献。

氏名 年齢 主な活動国・地域 団体名/会社名/役職/肩書き

張 宇人
トミー・チョン

68 香港

香港特別行政区行政会議非官守議員
香港特別行政区立法会議員（飲食界）・香港飲食業協会会長
香港日本食品と料理業協会名誉会長・香港食品評議員顧問
香港ワイン&スピリッツ産業連合会会長・香港中文大学評議員

業績の内容

○ 香港における日本食材の普及
・2011年東日本大震災の風評が残る香港市場に対し、「Love Japanese Food」キャンペーンを立ち上げ、香港の日本料理店
に対する消費者の信頼を回復。現在も、日本産食材に対する輸入規制撤廃・緩和に向け熱心に働きかけ。
・2016年９月、香港人による日本産食材を扱う輸入業者及びレストラン関係者を取りまとめ「香港日本食品と料理業協会」を立
ち上げ、日本食及び日本食文化の香港での輸出促進、拡大に寄与。

氏名 年齢 主な活動国・地域 団体名/会社名/役職/肩書き

八木 秀峰 ボン
やぎ しゅうほう ぼん

69 アメリカ
T.I.C. レストラングループ
代表取締役社長

業績の内容

○ 米国における日本食・日本食文化の普及
・アメリカにおいて、寿司、天ぷらなどの以前から知られていた日本食とは異なる日本食に着目し、酒専門店、そば専門店等の日本食専門店を開業し、
日本食市場の拡大に貢献。
・ニューヨーカーに受け入れられる店づくり・マーケティングを行い、日本産食材・食品を積極的に輸入。
・日本食レストラン経営のパイオニアとして高く評価されており、ニューヨークのレストラン業界では「イーストビレッジの日本大使」と呼ばれている。
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受賞者プロフィール（日本語）
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受賞者プロフィール（英語）
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受賞者プロフィール（日本語）
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受賞者プロフィール（英語）
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受賞者プロフィール（日本語）
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受賞者プロフィール（英語）
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受賞者プロフィール（日本語）
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受賞者プロフィール（英語）
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受賞者プロフィール（日本語）
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受賞者プロフィール（英語）


