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平成30年度第２回食育セミナー「和食の魅力、再発見！」
2019.1.31 コラッセふくしまEvent Report

（鈴木氏）

本日のテーマは「和食の魅力、再発見！」でご

ざいます。

初めに３人のパネリスト

による和食の魅力について

の意見交換をさせていだだ

き、その後会場の皆様から

の質疑に応じたいと考えて

おります。活発な意見交換

となりますよう、ご協力の

ほど、よろしくお願いいたします。

基調講演に引き続きまして、パネリストの方々

の活動をお聞きしてまいりました。「和食ってす

ごいんだ」、「知らないことがいっぱいあるな

あ」というふうに、ワクワクしながら聞かせてい

ただきました。これを受けまして、ここからもう

少しパネリストの方々に和食の魅力についてご意

見を伺いたいと思います。

まず、野﨑さん。お料理の仕事をされている。

もしかしたらフランス料理とか中華料理とか選択

肢があったのではないかな？と思うんですけれど

も、その中で和食を選ばれた。そして生涯をかけ

るほどに惹かれた。更には今も進化しているとい

うふうに基調講演の中でお話しされていました。

その和食の魅力というのはどういった事なので

しょうか。

（野﨑氏）

今、伊藤さんのお話しを聞いて「あっ、すごい

なあ」と思ったの。ところで、カキフライってな

んでカキフライだか知っていますか？例えばです

ね、アカガイとかホッキ貝とかハマグリの腸（は

らわた）にですね、パン粉を付けて揚げたらカキ

フライになるのを知っていますか？例えば、皆さ

んたちはカキを見たことありますか？オイスター。

見たことはあるけど実は見ていないんですよね。

あれ全部腸なんですよ。だから、身がないんです。

ところが、あそこにパン粉を付けると、あれが食

べられるんですよね。実はこれ、どこの国の料

理？って、日本ですよね。和食なんですよね。不

思議なことに。パン粉を使いながら。

で、先ほど言った進化しているっていう事に対

して、僕は、板前になった時は刺身を切ればいい

だろうとか、安易な気持ちで入ったんですけども

ね。何かやっているうちに、

ちょっと文化的なものが違

うなあとか、踊りの世界だ

とか芸能も同じだけど、そ

ういうものも含めて、その、

和食の中に入っていった。

今、伊藤さんが言っていた

ように、野菜を見ていない

ねっていう。実は、見ているようで見ていないん

（ 野﨑 洋光 氏）

（ 鈴木 秀子 氏）



ですね、私たちが。そうした時に皆さんが知って

いる味付け「さ・し・す・せ・そ」とか、筍は米

ぬかでやるとか、大根の面取りは煮崩れを、生姜

は臭みを抜くためとか、基本となっている料理は

全部間違いだよと、僕は否定できるんです。それ

は、経験からなんですよね。

今、こんなことを言うと怒られますけれども、

働き方改革とか、労働だとかいうと、本当に昔は

過酷でしたが、それは物の考え方で、農業の人は

朝から晩まで働いて、そしてお客様から喜ばれる

作物を作ったら嬉しいですよね。こういう事が、

なんか、今、世の中が働くことが悪とか、そうい

う事思われてますけれども、本当に調理場にいる

ことは楽しいです。伊藤さんも、自分が作られた

ものがお客さんから喜ばれている顔だけで、もう

満足なんですよね。僕ら板前も、お客さんから「

ごちそうさん」と言われた時に満足なんですよね。

それと、季節であるとか、形であるとか、その

ことも勉強できるんです。食べ物の中から。郷土

にこういう文化があったとか。これが本当に、未

だに勉強できることはたまらないほどに嬉しいこ

とですよね。これが、僕ら先ほど言った40数年程

やってきてまだ足りないんですよね。こんな楽し

い仕事、人になんか与えられるかっていうくらい

今でも踏ん張って毎日仕事してますけどもね。本

当に、知れば知るほど、この民族は凄いなと思い

ます。本当はもっと時間をいただければ、この日

本人という民族の凄さをお伝え出来ればと思った

んですけどもね。この民族が、こんな料理を作る

るた

ための哲学があるんだってことを、またの機会に

お話しさせていただきますけれども、本当に凄い

民族なんですよ。ただ一般的に思われないんです

けど。それを知っていくと、なぜこういう食生活

が生まれたかというと、この国だったからなんで

す、実は。ですからそれを皆さんがもう１回、再

考していただければ、本当に楽しい民族なんだろ

うなっていうことを思います。

（鈴木氏）

ありがとうございました。とても示唆深いお話

しでございました。続きまして、井間さん。永い

こと子供たちを対象にした給食の提供であるとか、

教育をなされてきたんですけれども、その最後の

まとめと言いますか、郷土料理を中心に研究をさ

れてきたということで、その、郷土料理を中心に

した和食ですね、日本人の暮らしの中の代表の和

食、そこに注目された理由というか、つまり、和

食の魅力になりますけれども、どういった事だっ

たのでしょうか。

（井間氏）

皆さんも多分感じていらっしゃるかもしれない

んですけれども、ライフスタイルなんかも変わり

まして、なかなか家庭で、まあ、食事も作らない

人もいる。包丁がない人も

いるとか聞きますけれども、

家庭で伝統食とか郷土食と

いうものが作られない。そ

うしたら、子供たちにそう

いったものを伝えて、提供

できるのはやはり学校給食

だと思います。ですから、

色々なご意見はあるかと思うんですけれども、給

食を通して、給食はご存知のように、だいたい年

間に190回位しか回数はないんですよね、しかもお

昼だけです。その中で、いかに子供たちに、まあ、

も
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査していて、それと、遠くから来た鮮度の落ちた

りんごと、一体どっちが本当に子ども達にとって

良いものなのかなあなんていうこともありました。

ちょっと話はそれましたけれども、学校給食はわ

ずか190回位。割合にすると17％ですけれども、１

年間の中で。その中で伝えていくのは学校給食な

のかなというふうな思いで。最初は１冊作る予定

だったんです。一番最初は食文化の伝承、地場産

物です。で、これを進めていく中で、ああもっと

今度は、あの行事食も大切だよね、私達、出して

いるよねということで、今度は行事食と食文化と

いう２冊目を出しました。これを２冊目を作り終

わったところで、今度は、じゃあこういった給食

の現場で作られている給食の献立を県内各地の栄

養士さんに伝えようと。福島県は広いですから、

なかなかわからない人たちもおりますので。今年

は、だいぶこれが県内色々な所で使われています。

地場産物のような地元で採れた食材は安全でしか

も新鮮でおいしいです。そういったところから、

子供たちも地域の食材を作っている方々、作って

くれている方々に感謝の心も芽生えますよね。そ

ういったところも、やはり給食を通して伝えてい

ければなあというふうな思いでおります。

（鈴木氏）

ありがとうございました。

最後に伊藤さん。ご自分で丹精を込めた野菜を

使ったお母さんの味と。昔ながらの作り方で、添

加物を入れないと。そういうことに伊藤さんの活

動の原点があろうかと思うんですけれども、こう

いった昔ながらの手作りの味、いわゆる和食に拘

る理由というのは何なんでしょうか。教えてくだ

さい。

（伊藤氏）

やはり、小さい時に食べさせられたということ

ですね。それをずっと皆さんにこう伝えていけた

らも

子供たちはやはりこれから時代を背負っていく大

人になっていく、そういう子供たちに自分たちが

育った地域、しかも震災があったからよけいに私

なんか現場にいて思うんですが、もちろん伊藤さ

ん

伊藤

んも本当に苦労されているかと思いますけれども、

福島県は、本当に全国でも有数な広い土地で、あ

れだけいろんな食材があったのに、原発事故以来、

本当に目の前の食材が放射性物質で汚染されてい

るという事で、よく聞いたのは、おじいちゃん、

おばあちゃんが作ったお野菜を孫には食べさせら

れないとか、お嫁さんが他から買ってきて、スー

パーから買ってきたもので、お料理も分けて作っ

ているってよく聞きました。もちろん先ほどお話

ししたように放射性物質検査をずっと続けており

ます。いつまで続くのだろうと思うくらい続けて

おります。ご飯に関しては４回もしているんです

ね。そんなにする必要あるのかなあという話も聞

きますけれども。そういった中で、本当に目の前

の、私なんかりんごの産地の近くに住んでいます

ので、本当に手を伸ばしたらりんごを、子供たち

に新鮮な本当に美味しいりんごを出せるんだけれ

ども、そういう事があって、保護者の方からは「

できるだけ遠いところからのりんごを出して欲し

い」、りんごに関わらずですね。実際に検収と

いって、どういう食材があるのかとか、いろいろ

温度とか衛生面とかチェックする項目があるので

すけれども、本当にちょっと鮮度が落ちたりんご

が入ってきた時は、はたしてどうなのだろうかと。

その時も検査していましたよね。りんごも勿論検

査も
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らなっていう、その思いだと思います。本当に季

節季節の旬の物を、野菜、大豆が出れば手作りで

豆腐を作って食べさせられたりとか、後は、小さ

い頃、ジャガイモ掘りを、手伝わされたんですね。

夏休みにちょうど芋掘りなので、手伝うとその場

ですぐに採ったジャガイモ

をきんとんにして、なぜか

色も付けたんですよね。ど

ういう訳かピンク色になっ

て。それにちょっと砂糖も

入っていたんでしょうね、

なんか凄く美味しい想い出

があって。そういう季節季

節のものを食べさせられたと言うのは、非常に私

には残っていて、それを伝えていけたらなあって

いう思いからなんですかね。それと、店を始めて、

お菓子の許可を取った時に何を一番最初に出した

かというと、まずは米粉のクリームチーズケーキ、

米粉がまだ出たばっかりで、米粉のクリームチー

ズケーキはアレルギーを持つ子供のお母さんから

も興味深く問い合わせがあったり、作り方を教え

てくださいなんて。あとは、おばあさんに食べさ

せられた「がんづき」とか「蒸しパン」とか、昔

自分が食べたものに拘ってお菓子なんかも出した

んですね。そうしたらやっぱり売れるんですね。

だから私の和食の原点と言うのは、やっぱり自分

が小さい時に食べた物というか、それ以外に無い

のかなって。それをやっぱり今度は皆さんに伝え

ていけたらなあという事だったんですよね。

ちょっと話がズレるかもしれないんですけど、

ある時、味噌焼きおにぎりを作っていたんですよ。

そうしたら、だいたい５、６才くらいの子ども

だったと思うんですけれども、その子が「おば

ちゃん何やってるの？」ってきたんですね。「お

にぎりだよ、お母さんおにぎり作らないの？」っ

て聞くと、「おにぎりはコンビニでしょ。」って

軽く言われてしまったんですね。で、「んっ！？

も

」って思って。それで「一緒に作る？」って言っ

て一緒に作って、「今度、お母さんと一緒につ

くってみな。」って話してみたんですけど。それ

と、去年、講演の中で聞いたのは、埼玉の米屋さ

んが学校に出向いて、おにぎりをやりたいって

言った時に、父兄から凄く反対があったそうなん

です。というのは、熱いからやめさせて、そんな

もの作らない、やらないで、と断られたそうなん

ですね。そういう昔とは違う、家庭で作られるも

のが作られなくなったというのが、非常に寂しい

思いがします。それと、またちょっと話が変わる

んですけれども、去年２年ぶりくらいに東京のデ

パートに行ったときに、以前よりも総菜コーナー

が倍くらいに増えていて、それと、後は、食べる

ところのスペースが非常に広くなっていて、そこ

で夕方だったんですけれども、食べている方が

いっぱいいらっしゃったんですね。それを見たと

きに、「えっ？」と。「今、家庭で食べない

の？」って思って、また田舎とは違ったスタイル

と言うか、そういうものを見たときに、なんか食

の変化というか、そういうものを感じてきました。

（鈴木氏）

ありがとうございました。パネリストの皆さん

の和食の魅力のキーワードとしてたくさんのキー

ワードが出てまいりました。地域の食材でありま

すとか、郷土料理でありますとか、それから若い

世代へ繋げることとか、それから今の最後の伊藤

さんの心の原点なのではないでしょうか。小さい

で
ー ４ ー



とき食べたもの、それと日本だから、日本の文化

だから、それから和食から季節や自然がわかるか

らというようなキーワードが私の方で聞こえてき

ました。ここからは会場の皆様方からの御意見、

それから感想等、質問もお受けしたいと思います。

どうぞ皆様、挙手してよろしくお願いいたします。

（質問）

野﨑先生に質問です。野﨑先生には10年ほど前

にいろいろ教えていただきありがとうございまし

た。鈴木先生には常々食育のほうでお世話になっ

ております。当社では伝統発酵食品を扱っており

ます。お味噌を中心として、麹、塩麹ですね。３

年ほど前までは、味噌はちょっと悪者で、味噌汁

は塩分の摂り過ぎになるから少し控えなさいとい

う話だったんですが、直近では、逆に味噌汁の塩

分は血圧を上げないとか、逆に機能性の部分が取

り上げられてうれしく思っております。野﨑先生

から、先ほど、一汁三菜、一汁一菜、汁というも

のが大切だとおっしゃっていただきました。発酵

食品、特に味噌とか麹というものを先生はどうい

うふうにとらえられていらっしゃるのかという質

問をさせていただきます。

（野﨑氏）

今、本県出身の小泉武夫先生と発酵食品のセミ

ナーをやらせていただいています。例えば漬物で

すね。皆さん漬物というのはどのようなものか

知っていますよね。塩漬けして上がった水が乳酸

菌発酵してそれを酵素として私たちの体に取り入

れるんですが、今の漬物は漬物と言わないわけで

す。それは、発酵しないまま塩漬けにして調味液

を入れて。これを食べると偉い先生が塩分が悪い

から食べちゃいけないと言う。じゃあ私たちは先

ほど言った具沢山の味噌汁と沢庵を食べて、ごは

んを食べて何で70歳まで生きてきたんでしょうか。

今の豊かさというのは無いはずなんですね。味噌

汁て汁

汁の味噌は大豆で作りますよね。そこに豆腐が入

って、油揚げが入って、世界最強のプロテインな

んですよね。だけどここで日本人は気づかないん

ですよ。発酵することに特許をとるという言い方

はおかしいですが、例えば国の指針では、塩分摂

取量が男性８グラム、女性７グラム、ＷＴＯでは

さらに低い数値です。でも健常者は15グラムを体

から排出できるんです。じゃあ、なんでこういう

規制になっているかなんですよ。これは、野菜を

たくさん摂るという地方の人にとっては、別に漬

物食べてもいいという現れだった。ところが、脳

卒中が北に多いという、別に福島が多いわけでは

なくて、たまたま秋田あたりが多いと東北全体に

なってしまう。青森が多いというけど、実は違う

ものを摂っているのではないかなんですよね。だ

から科学的に言うとアミノ酸という酸が塩分の過

多になってくるんですよ。ラーメンを作るのに、

鶏もも１枚で20分で美味しいだしがとれます。ラ

ーメン屋さんは何で３日間かけるかというと、脂

ですね、これを使うことによって味を感じないん

です。だからどうしても塩が多めになってという

のがそういうこと。ご飯に醤油をかけて駄目だっ

て誰が決めたんですかね。お刺身でも納豆でも醤

油をかけて食べるんですよね。その食のかたちが

間違ってしまっているんですよ。栄養学的に言う

と味噌汁食べて生きてきたのは、私たちの知恵な

んです。具沢山によって旨みをとることも知恵と

して知っていたんです。だから手間がかからない。

今の文明ができて、ガス、電気になり、物流も良

くも
ー ５ ー



くなると本当に幸せなんだけど、逆に情報が多く

てわからなくなってきている状況なんです、本当

のこと言っちゃうと。いろいろ知識をいれちゃう

から皆さん混乱するし、単純でいいよと言ってい

る。家庭料理の美味しさを先ほど紹介していただ

きました。実は家庭料理が美味しいというのをほ

とんどの人が知らないんです。風合いなんです。

茹でたての大根だったら醤油かけただけで美味し

いし、キャベツにしても白菜にしても美味しいで

す。先ほど白菜を漬けるのに干していましたよね。

あの干すことによって旨みが30倍にもなるんです

よね。簡単にやるなら白菜を焼いて焼き目をつけ

て味噌汁に入れたらだし要らずですよ。このスタ

ミナ食ということが私たちが４百何十年続いてき

た味噌の文化なんだから、これをイメージとして

和食としていいんでしょうね。実は、南部せんべ

いって知っていますよね。あれ、外国のピザです。

かんぷらいも、オランダ語です。実は私たち外国

のものを日本風に取り入れることができる知恵が

あるんです。その中で一番、最初から最後までと

いう言い方はおかしいけど味噌ということが私た

ちの文化に根づいてきた。先ほど言った澄まし汁

って、江戸時代までは味噌なんですよってことだ

けは気づいてください。このぐらいの説明で大丈

夫でしょうか。

（鈴木氏）

ありがとうございました。時間がおしてまいり

ましたので、もうお一方。

（質問）

野﨑先生の故郷、古殿町からまいりました。私

も伊藤さんと同じような、伊藤さんと比べたら

ちっぽけな活動なんですけれども農家をしており

ます。米作りをしながら、野﨑先生の本を読んだ

り、野﨑先生のお話を何度も伺いながら地域に残

る郷土食というものにこだわりつつ、工房を立ち

上げ

上げまして、直売所で加工品を販売しています。

私の場合は、お米を主に作っているので、お米を

使った郷土食というのを中心に、米粉とかそうい

う物を使った加工品をやっていますが、伊藤さん

はレストランを２つかかえていらしてすごいと思

いました。伊藤さん自身は、野菜作りをされてい

ると言われていましたが、レストラン経営、１人

では無理だと思うんです。そこでお手伝いを一緒

にやってくれている方たちへのかかわりを知りた

いです。

（伊藤氏）

実は私自身の病気のため、手術をして、そして

放射線治療をしていて、その仕事を始めるまで、

３ヶ月しかなかったんです。その時に生活改善ク

ラブの先輩の人たちとか農協女性部の人たちに食

器やメニューについてもアドバイスをいただき、

精進料理も教えていただきました。人には恵まれ

ました。今、役員が５人、その他に従業員がパー

トさん含めて12人なので、皆で17人です。役員の

中に長男夫婦も入っていて、実際のところ、「は

なやか亭」は嫁がみていますし、「野の風」の方

は次女がやっているのが現実です。昨年から町の

農業委員会の会長をしたり、公的な場に出ること

が多いので、お店には、朝晩や土日に行ってみた

り。ランチだけじゃなく、お祝い事や法事の会席

もあるので、週一回の仙台と塩釜市場の仕入れを

担当しています。あとは野菜の供給のための畑を

するので今は手一杯です。前は夜割してでも胡桃

豆腐も
ー ６ ー



豆腐も全部私が作っていましたが、今は、次女が

やるようになりました。良いところは、誰が休ん

でも何でもできるというのが、皆で何でも出来る

というのが一番良いのかなと思っております。こ

れでいいでしょうか。

（鈴木氏）

私にはいろいろ聞かせていただいて和食の魅力

がいっぱい頭の中に浮かんでくるんですけれども

おそらく皆様方もそれぞれに和食の魅力というも

のを再発見していただけたのではないかと思いま

す。ただ社会的にみればやっぱり和食というのは

なかなか若い世代に伝わりにくい状況にあって、

そういう状況の中でぜひ皆様、今日のこのパネル

ディスカッションに参加していただきましたので、

少しでも和食の魅力を周りの方に発信していただ

ければ幸いかと思います。拙い進行ではございま

したが、これでパネルディスカッションを閉じさ

せていただきます。パネリストの皆様にどうぞ拍

手でお礼をお願いいたします。

ー ７ ー



【開催概要】

　○開催日時：平成３１年１月３１日（木）　13:15～15:30

　○開催場所：コラッセふくしま 5階 研修室（福島市三河南町1-20）

　○参加者数：65名

　○アンケート回収数：58枚（回収率  89.2%＝58／65）

　　　　　　　（回答者内訳：女性50名(86%)、男性８名(14%)）

平成30年度第2回食育セミナー「和食の魅力、再発見！」アンケート結果

20歳未満
2% 20歳代

5%

30歳代
10%

40歳代
14%

50歳代
12%

60歳代
36%

70歳以上
19%

無回答
2%

非常に良かった
83%

まあまあ良かった
14%

あまり良くなかった
1%

無回答
2%

年 代 職 業

農林水産業
12%

会社員・団体職員
9%

栄養士・調理士
12%

教員・公務員
22%

学生
2%

その他
43%

食育に興味
34%

和食（食文化）

に興味

36%

食育関係業務
21%

知人等からの勧め
その他

2%

セミナー参加のきっかけ（複数回答可）

非常に良かった

まあまあ良かった
28%

どちらでもない
2%

良くなかった
3%

無回答
22%

講演の感想

大いに参考に

なった

64%

まあまあ
22%

関心を持った
2%

無回答
12%

パネルディスカッションの感想 セミナーは参考になったか



○アンケートに記載いただいた主な意見・感想（抜粋）

・食育セミナーは、若い親世代の方が参加し、食の大切さを考え、実践できるようになればより良いセミナーに
なると思う。本日は大変勉強になりました。ありがとうございました。（60代　女性　農林水産業）

・野﨑先生の話は日常の食生活、お正月料理、季節の料理の歴史などたくさんの知識を得られて参加して良かっ
たです。菜園レストラン「野の風」に行ってみたいです。話をきいただけでおいしさ感を味わえました。また、
給食費をずっと値上げしないで作っているとのこと、行政へ働きかけ予算を増やしていただき、子どもが喜ぶ給
食をお願いしたいです。（70代　女性）

・小学生、児童に郷土料理、その地域の食文化を伝えるにはどうすればいいのか。講話などを市で行っている
が、継続性、周知力が少なく感じる。メディアによる食と健康の情報が増えすぎている。また、本当に信じて良
いのかという判断は何を基準とすれば良いのか。市や県からバランスの良い食事と運動が良いということをもっ
と周知して欲しい。（20代　男性　会社員・団体職員）

・和食の魅力や歴史についての話を聞いて、なるほどそうだったのかと思って聞いていました。和食の歴史を聞
く機会はあまりないことで興味深かったです。また、郷土料理を学びたくてもこういった機会に自分から行かな
いと難しいと思いました。（20代　女性　栄養士・調理士）

・食育とは全世代に必要な内容だと思うので、幅広い世代の方に改めて食についての大切さを学ぶ機会が増える
と良いと思います。野﨑先生のお話をもう少し詳しく聞く時間があると良かったです。（30代　女性　会社
員・団体職員）

・初めて知ることも多く勉強になりました。身近なことを例に難しい話ではなく分かりやすいお話でした。パネ
リストの方々の食に対する熱意や思いを感じることができました。（40代　女性　教員・公務員）

・郷土料理に気づかずに食べている人が多く、どう意識させ、次に伝えていくかが大切であり食の氾濫する時代
に、作って食べる難しさを感じている。密接に伝える方法を考えていく必要があると思う。野﨑先生の講演を楽
しみにしていました。これからの仕事にいかしていきたい。（50代　女性　栄養士・調理士）

受け継いでいる
81%

受け継いでいない
10%

わからない
9%

郷土料理・伝統料理を受け継いでいるか

家庭で教わる
25%

学校で教わる
19%出版物やテレ

ビ等で教わる

12%

地域で教わる
19%

イベント等で教わる
19%

その他
6%

受け継いでいない方～受け継ぐために何が必要か～（複数回答可）

伝えている
83%

伝えていない
11%

わからない
4%

無回答
2%

家庭で伝える機

会をもつこと

37%

学校で伝える機会

があること

25%

地域で伝える機

会があること

25%

その他
13%

受け継いでいる方～次世代につたえているか～ 伝えていない方～伝えるために何が必要か～（複数回答可）


