
 
2006 年 10 月 20 日、成田空港に日本代表の選手が集

合。 
今年のすしコンペティションは、セブン寿司侍と称し

て、世界から寿司職人を集めて腕を競うというもの。

年の初めから、ロンドンよりこのイベントの協力要請

があり、米国と日本の優れたすし職人を選考すること

となった。 
米国の選考は、4 月 5 日にワシントン DC で全米すしコンクールがあり、創作す

し部門の優勝者で安武紀明氏が決まった。安武氏はワシントン DC からロンド

ン入りをする。後 1 名はアメリカ人でジェフ・ラムジーとなった。ジェフは米

国での全米すしコンクールで、米国人では常にトップの成績を残しており、日

本のすしの本来の伝統技術にも優れた能力を持っているので選考した。 
国内の 2 名の選考は難航した。 
全国すし連の総会で参加挑戦者を募り、インターネットでも募集した。 
最終的には、国際渉外部の繋がりで、富山の吉田直樹(すし健)三重の奥野弘明(東
京大寿司)が選手として挑戦することとなった。 
残る 3 人はロンドンで選考され挑戦する。 
 
春にロンドンの主催者であるクロスメディアの丸茂氏と、お台場の日航ホテル

で打ち合わせをした折、せっかくこれだけのすし職人がロンドン入りするので、

内容の濃いすしセミナーをしてはどうかと提案した。後日セミナーの開催も決

まり引率責任者の風戸と、私が大会の運営委員として参加することとなった。 
出発の 1 ヶ月前から、大会の材料や、セミナーの材料の確認。講習テキスト、

パワーポイントの資料送付などで、ロンドンとのメールの送受信を幾度となく

行った。(全て風戸氏がやってくれた) 
特に、セミナーのテキストの、魚の捌き方の文章や、写真などのデーター作成

と送信には、仕事の合間を縫っての送信なので難航したらしい。  
 
マンダリンオリエンタル東京のタパスバー料理長の、ジェフを含む我々5 人は、

ＡＮＡ201 便で成田を定刻の 11:40 に発った。 
12 時間の飛行の後、ロンドンヒースロー空港に降り立った。 
空港では、この大会を企画しているクロスメディアの丸茂さん高橋由紀子さん

らの出迎えを受けた。 
ターミナル 3 の外は曇っていた。 
長旅の後の外の空気はひんやりとして心地が良い。 
私と吉田さんは、丸茂さんの車に乗り、高橋さんに今

回のスケジュールを伺い確認を行った。途中丸茂さん

の計らいで、観光の寄り道をしたが、渋滞と合い間っ



て、成田からロンドンまでの行程のように長いホテル到着となった。 
風戸さんと高橋さんはどうやら車酔いをしたようだ。酒の飲めない私が酔って

いないのはなぜ･･･。 
Hesperia London Victoria のホテルに到着すると、ホテルロビーでは、別便の

車は 1 時間ほど前に到着しており、首を長くして黒川さんや安武さんが待って

いた。ホテルのバーで、皆で今後の打ち合わせをして、パブへと向かった。 
 
10 月 21 日 
時差ボケで 4 時に目が覚めた。風戸さんはセミナーで使用するパワーポイント

のデーターを修正して、PC に打ち込み CD に焼いた。 
今日は 10 時に、Westminster Kingsway College で、ワークショップのセミナ

ー会場と調理場、そしてセブン侍の会場の下見である。 
一昨年土曜日にノッティングヒルの朝市に行ったのを思い出し、朝食を済まし

てから、8 時前に吉田親子と奥野君と風戸さん 4 人で、タクシーで目的地へと向

かった。 
雨が少し降り始めている。10 分で到着する

と道の両脇には、露天が準備を始めていた。

露天が延々と遥か向こうまで続いている。

それにしても骨董の露天が多い。露天の後

ろには、歩道があり店舗が続いている。 
その店舗に入ると驚くことに、中は迷路の

ごとくで、一畳ほどの骨董の店舗が、様々

な品物を置いて売っている。この一角は全てこの

ような店舗で占められている。 
外は雨が降り出してきた。 
映画のノッティングヒルの恋人の本屋に行こう

と思ったが、もう無くなっているのか分からなか

った。 
途中ハンコ屋さんがあり、魚のハンコを買った。 
9 時を過ぎると先ほどまで降りしきっていた雨が止み、濡れた屋根に陽が射して

来た。 
人出も次第に多くなってバザールの装いだ。 
楽しい見物を済ませてホテルに戻ると、黒川さんと高橋さんと、ジェフと安武

さんがロビーで待ち受けていた。 
ノッティングヒルまで行ってきたと言う

と驚いていた。 
下見のカレッジはヴィクトリア駅の脇を

抜けて歩いて10分ほどのところにあった。 
大きな調理師学校である。今回のセブン侍

の会場とワークショップをこの学校で行

う。ワークショップをコルドンブルーで行

わなかったのは、会場の規模なのか・・。 



 
会場の下見を済ませ、近くのレストランの外で、行程の打ち合わせを 2 時近く

までする。昼というのにもう斜陽だ。 
打ち合わせを済ませ、その後解散となりホテルに戻る。 
ジェフと安武君は家族と共に行動するので、我々4 人は又、ロンドン観光の珍道

中に出発。 
先ずお腹が空いたので、大英博物館に

直行、ミイラの燻製を食べると言うの

は嘘で、正面の路地の 3 件目に韓国料

理のお店がある。そこのビビンパが目

的である。異国の地でご飯が旨く感じ

るのは、このようなスクランブルな料

理が一番である。腹が減っていたせい

もあるが美味い。 
大英博物館に入り先ず左側のエジプトの壁画と石造を見学。迷いに迷ってミイ

ラのところに行ったが、ツタンカーメンは遊びに行って居なかった。 
この後ナショナルギャラリーに行こうと思ったが、見学時間も少ないのでホテ

ルに戻る。 
夜はウエルカムパーティーである。 
ロンドンの夕暮れは早い。今回の大会に出場する選手の Kobe Jones Rndon で

歓迎会だ。 
木製の入り口から薄暗い店内に入ると、お洒落な内装が目に入った。 
声を掛けてくれたウエイトレスが日本

人だと安心する。スタッフのほとんどが

日本人のようだ。クロスメディアの丸茂

社長がすでに他のお客さんと居て出来

上がっていた。インド人とシンガポール

人で、大変に日本語が上手な人だ。クロ

スメディアの人達も次第に集まり、約 20
人ほどの、ウエルカムパーティーを行っ

た。料理はイギリス人向けの和食かな？ 

ロスで店をしていたせいか、アメリカ流の和食と言った処であろう。味付はみ

な同じように感じたと誰かが言っていた。このお店の料理は 2 万円と言われ、

ロンドンの物価の凄さを胃袋で感じた。 
 
10 月 2２日 
朝食を済ませ、8:30 にセミナーで使う道具をタクシーに荷物を載せ、キングス

ウエーカレッジに向かう。 
ロンドンは一方通行が多いので、徒歩の連中と到着はさほど変わりはない。 
セミナーの受付は 12:30 から、風戸さんはプロジェクターの確認やセミナーの

段取りを行う。 
会場はさほど大きくはないが、パワーポイントも使え整っている。 



13:00 からワークショップのセミナーから始まった。 
通訳にはロンドンで回転寿司の先駆者として有名な、もしもし寿司の女性オーナー

のキャロラインだ。風戸さんと彼女とは 2003 年のイベントからの付き合いで、

彼女のところからも研修を受け付けているので気心が通じる仲である。 

 
ワークショップ は受講希望

者が溢れ、キャ ンセル待ち

が出来ていた。 
参加者の遠くは、 カリブの島

から、2 名の受講 者も迎えて

進められた。 
すしの基本編は、 事前に作成

した教本と、パ ワーポイン

トを使い説明、 仕込みの実

演も併用して行 った。 
参加者は、映像と手馴れた講師の実演に、すしの基本の知識を学んだ。 
14:30 から調理場に入り、１講師に 6 人が生徒として魚を捌くところから始まっ

た。受講参加者はそれぞれの講師の下、鯖、鯵、平目などを捌き、巻物、握り

の勉強をした。アメリカからの講師によるアメリカの人気の巻物も実演され、

18:00 過ぎにセミナーは終了した。 
最後に生徒の作ったすしを試食して、Head Lecturer の風戸より修了書が参加

者全員に授与された。参加者は大変な喜びようであった。             
会場からホテルに戻る途中、雨が、ジェフと安武君は家族と食事をすると言う

ので 
日本からの 4 人は、本日の生徒の店に行くことにした。 
日本料理をしている陳さんで、葉月と言うお店である。ホテルからはさほど遠

くない所と聞いた。彼は日本に居て 2 年前にロンドンで和食店を開いた。 
早速訪問すると陳さんの大歓迎を受け、楽しい一時を過ごした。 
手作りの餃子が旨かった。値段もリーズナブルで美味しい。℡020 7240 2530 
明日も又来る約束をした。 
 
 



10 月 23 日 
朝 10 時前に、在日本大使官に向かう、大使館前で高橋さんを待ち、時間道りに

大使館での大使表敬訪問を行った。4 月のワシン

トンと違い館内での写真は禁

止されていた。大使の執務室で

は大使が不在だったので、水鳥

参事官と会い、今回の訪問のお

話を親しくさせて頂いた。写真

撮影は禁止されていたが、帰りにロビーで我々は記念写真を撮ることが出来た。 
30 分ほどの表敬訪問を済ませ、再びホテルに戻り、ナショナルギャラリーに向

かう。ナショナルギャラリーではモネやピカソの絵画を見学、その後で近くの

チャイナタウンに向かう。 
ロンドンのチャイナタウンも、大きくかなりの店舗数がある。どこの国でもチ

ャイナの底力を感じずにはいられない。その中の店に入り、無難なメニューを

注文する。中華料理はどこの国に行ってもお世話になる定番である。 
食後にロンドン塔と、タワーブリッジに向かう。タワーブリッジでは、どう言

う訳かタワーのエレベーターに乗り、展望

室まで行く羽目になってしまった。 
５￡もとられた。 
テームズ川周辺の観光も終わり、世界的に

有名なハロッズデパートに向かう。 
ハロッズでは一人前のすしが 1 万円で作ら

れていた。 
私と奥野さんは紅茶を買いお土産にした。 

荷物をホテルに置き、リバプールストリートのもしもし寿司へと地下鉄で向かう。

ロンドンの地下鉄は、風戸さんが言うには

以前ＪＥＴＲＯの森さんに連れられて乗っ

たことがあるが、自分たちで乗るのは初め

てだ。事前にクロスメディアに電話をして

乗り方を教えてもらう。ホテルの傍のヴィ

クトリア駅から切符を買っていざ挑戦。や

っぱり間違って違う改札口から入り、出て

くる羽目になった。 
2 度目の挑戦でやっと目的地への地下鉄に乗車。直樹君と奥野君が通過の駅で、

後いくつとその度に教えてくれる。まるで半年前のワシントン DC の地下鉄初

体験と同じである。 



目的のリバプールストリート駅に到着。表に出てみると前回来た時と様子が違

う。しかし正面を仰ぐと目的の大きな駅が望めた。表に出て乗り換えの駅だっ

た。早速小雨の中をくぐり、目の前の構内に入る。正面から入ると左側面の奥

に、もしもし寿司はある。 
店内に入ると、まだオーナーのキャロラインは来ていなかった。ここでも受付

の日本人の女性が居たので安心。イギリスはアメリカと違い、学生のアルバイ

トが週 20 時間ＯＫ。その為に日本レストランには必ず学生アルバイトが居る。

店はなかなかお洒落な造りである。直樹君と奥野君が流れてくる寿司にチェッ

クを入れている。待つこと 20 分くらいでキャロラインが到着。 
1 時間ほど試食をしながら話をして帰路へ。 
帰りの地下鉄が難しかった。 
同じホームで違う所に行く車両が入って来る。ここでも日本人の女の子に聞く

が正しい答では無かった。間違って乗りそうになるが、何本かの電車を見送り、

やっと帰りの車両に乗る。 
ホテルに戻り、又昨日の葉

月に行く事になった。葉月

では陳さんが大歓迎をし

てくれ、楽しい時間を過し

た。雨が止まないので、ホ

テルまで帰るタクシーを

拾うがなかなか来ない。 
表の通りに出て、少し違う

方向に歩いてみると、見覚

えのある通りだ。 
ナショナルギャラリーの

直ぐ側だった。 
 
10 月 24 日  《セブン侍》当日 
8:30 にホテルを出て会場に向かう 
会場に到着するとすでに、クロスメディアのスタッフは会場造りに奔走してい

た。皆さん大変な頑張りようだ。菅原さんの背中からシップ薬が見えた。 
風戸さんはすかさず見つけてなんか言っている。さすが目を付けるところが違

う。 
会場ではＤＶＤの、テスト放映もされて、緊迫感が漂う。 
挑戦のシェフ達は各自の仕込みに賢明だ。黒川

さんはオリジナルの寿司の制作に懸命だ。我々

は時間を見て、シェフの使うシャリの準備など

のお手伝いをした。参加の選手の仲は大変良く、

奥野さんの錦糸卵を直樹君が手伝う、手が空い

た人が遅れている仕込を暖かく手伝っている。

日が暮れると会場全体に、緊迫感が高まって来

た。 



 
18:30 寿司アワードが開始された。 
シェフを紹介する映像が一際素晴らしく

映る。ＤＪもそれに合わせてテンポの良

いリズムを奏でる。在英国日本大使館、

野 上 大

使 の 挨

拶。そし

て 風 戸

の 挨 拶

を 済 ま

すと、各選手の紹介と作品の紹介が行われ、試

食となった。 
審査員 10名は一人 20点を持ち、会場の参加者 300人が一人 1点で選手を選ぶ。 
大会では昨年と同じく、広くロンドンで一般に募集したオリジナルすしの表彰

が行われた。優勝者はソフトシェルクラブを材

料にしたカニカニにぎりのシャトウラビット・

サトセナ氏であった。 
会場の参加者は試食の終盤に入っている。各選

手の寿司は作り終えた者が隣の寿司の制作を手

伝っている。お互いこの会場のお客様を大切に

している心が、選手の全てに感じられる、微笑

ましい光景だ。 
イベントと言うのは参加者全てが作り上げるものと言う見本のような大会であ

る。勿論スタッフのチームワークも素晴らしい。 
いよいよこの大会の優勝者の発表だ。先ず選手が全員ステージに登り、参加証

明書を受け取る。そして優勝者の発表となっ

た。 
優勝者はアメリカ代表の、ジェフ・ラムジー

であった。 
彼の作品は電気うなぎと称して、パイナップ

ルをローストして、それを薄く切り、にぎり

のサイズに切ったうなぎを、ローストしたパ

イナップルで挟んで再度ローストしてにぎる。 
皿の下にはアボカドとネギの青身をミキサーして敷き、握りを乗せて、アフリ

カのペッパーをほんの少しにぎりに乗せる。 
このペッパーは 10 秒後にピリピリと来るので電気うなぎだと言う。 
彼は出場が決まってから何ヶ月も前から、一般参加の審査員であるイギリス人

の味覚や嗜好を丹念に調査して、このメニューが出来た。 
さすがタパスバーの料理長であると感心させられた。日本人には馴染みの無い

寿司であるが、オリジナルとして、現地の食材の調達、アイデアとその作品に

は、賞賛が与えられたのは言うまでもない。 



ステージ上では参加選手が、互いの健闘を讃え合い、何時までも盛り上がって

いる。 
素晴らしい選手に恵まれた競技であっ

た。 
 
名残惜しい会場を、日本とアメリカか

らの選手は後にして、丸茂氏の誘導の

下途中のパブに立ち寄り、大会スタッ

フを待つ。 
しばらくして高橋さん一行も到着、大いに大会の成功の余韻に盛り上がった。 
 
最後に全員で、大会の成功を祝して、声高らかに、お手を拝借よ～ 参々七拍子

とパブの中は最高潮だ。 
 
会場を後にするとき、この大会の責任者の高橋さんの顔は一杯の涙で濡れてい

た。  その涙を見た時私も、この大会に来るまでの苦労も消し飛んだ。 
 
ご苦労様でした高橋さん、そして皆さんお疲れ様でした。 
素晴らしい経験を、有難うございました。 
     

全国すし商生活衛生同業組合連合会国際渉外部 副委員長 吉田健作 

 
 
 


