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成田空港Ａカウンターに国際渉外部の嶋宮勤 吉田健作 松田春喜 風戸正義

の 4 名が集合。ＡＮＡのラウンジでフライトをゆっくりと待ちながら行程の確

認をした。 

ラウンジ内にみずほ銀行の両替機があり早速ユーロに交換。しかしここでハプ

ニング、嶋宮委員長は何事もなく、スムースに両替 200 ユーロは 32,000 円であ

った。次に松田さんが両替すると、つり銭だけ出て来て、肝心のユーロが出て

こない。機械のパネルに、無情にもしばらくお待ちくださいの表示。本当に首

を長くしてしばらくすると、ようやく女性の係員が到着。事情を説明してユー

ロを、もらおうとするが機械の状況を確認しているのか、なかなか現金を渡し

てもらえない。仲間一同で彼は白衣のペテン師と思われているからだと、誰と

もなく悪魔のささやき。ようやく係りの女性は納得したのか現金を松田さんに

渡した。皆で状況を大笑いして、しばらくして今度は風戸が両替。すると再度

機会がストップ。又もやしばらくお待ちくださいの表示。係りの女性がくるの

を同じく首を長くして待つ。しかし女性が来ると

直ぐに、風戸には両替の現金が渡された。善人の

顔は誰が見てもわかるものだと本人だけ納得。し

かしこれからの行程が思いやられるさい先だ。11

時 55 分Ｂ747 は曇った成田の空めがけ、綿菓子を

串刺しするかの様に飛び立った。気流が悪いのだ

ろう、国際線の高度まではかなり揺れた。機内ア

ナウンスでは向かい風がかなりきつく、飛行時間

は 1時間ほど多く 12時間 55 分との事。本当に気が遠くなる。2日前にシアトル

からの帰国で、飛行時間にはうんざりしているのに情け容赦ない仕打ちだ。 

パリまで映画を 4本見て時間をつぶすがまだ余る。 

パリには夕刻の16時25分到着予定であったが、

風のため予告どうり遅れた。17 時 20 分にシャ

ルルドゴール空港に着陸。機体はターミナル 1

に着けられたがリヨン行きはターミナル２へ。

広い敷地の中を１５分程バス移動。とにかく広

い空港である。馴れないフランス語のアナウン

スでターミナル２F を聴こうとするが聞きづら

い。しかしリムジンバスの中に電光のテロップ

で表示が出て安心する。パリの空港でプラハに電話をすると、ヨーロッパは冬

の嵐が２日間続き、数十人の死者を出す被害があったと言う。 

１９時定刻、エールフランスの小さな機体が、リヨンに向けて飛び立った。１

時間ほどでリヨンに到着。ターンテーブルで荷物を拾いロビーに出ると、シラ

日本事務局の川田純子さんが待ち受けていてくれた。 

川田さんとは１度お会いし、その後このイベ

ントの打ち合わせを、メールと電話で何度と

なくおこなった。 

セミナーの資料にする写真は数え切れないほ

ど写し、それを教材として作成したものを、

数多く送信したので気心も知れている。 

すでに外は陽が暮れ、心地好い冷気が肌を刺

す。 



空港からリヨンのホテルまでは、３０分近くタクシーで走り、ホテル・ホリデ

ーインに到着。 

ホテルのシャワーを浴びて、２１時３０分頃リヨン市内のレストランに向かう。

タクシーは見慣れない街並を、かなりスピードを出してせせこましく走る。レ

ストランに向かう途中でローヌ川が車窓から望める。 

旧市街に近くなるとソーヌ川が流れ、歴史のある大きな建物はライティングさ

れ、落ち着いた雰囲気だ。リヨンは光の町とも呼ばれていると川田さんが教え

てくれる。 

旧市街にある予約のレストランに早々に入る。臨む店の中はお客が全ての席を

埋めていた。テーブルを縫う様に部屋の奥に進むと、片隅に私達の席はあった。

早速料理を注文するが、なかなか飲み物も出て来ない。フランスは人件費から

来るコストが大変高く、レストラン業はその

効率が悪いので、どこも従業員が少い。 

料理が出て来たが、私のステーキは大変固か

った。翌日も違うレストランで性懲りも無く

チャレンジしたが、それ以上に硬く顎が疲れ

た。へろへろだ。 

肉が常食の国だけに、日本のように柔らかく

脂のある肉は少ない。 

しかしデザートはさすがお洒落であった。厨

房も落ち着いたのだろう、シェフが客席に出て来た。私達を見て日本人とわか

ると、コンバンハと日本語で挨拶をしてきた。彼は神戸で仕事をしていたと言

う。それなら神戸牛に似た肉を出せと、小心者の私は心の中で小さく叫んだ。 

皆、時差で瞼は限界に近かった。 

１月２１日 

とにかくぐっすり寝た。 

10 時に川田さんの迎へで、ミニバンにすし詰めになって、シラの会場に向かう。

ホテルからは 20分位の道のりだ。 

曇り空の下に巨大な会場が現れた。幕張メ

ッセの 3倍はあるだろう。 

日本会場に向かうが、かなり歩く。とにか

く出展ブースも多いが人も多い。 

日本ブースＨｅａｌｔｈｙ Ｉｓｌａｎｄ 

Ｊａｐａｎと名打ち、日本酒やＪＥＴＲＯ、

すしざんまい、自動すしにぎり機、などの

ブースがお客を集めていた。日本会場から

更にすしのイベントを行う会場に向かう。巨大なホールが蛸足のように１０も

あり。日本会場の 9 ホールから 6 ホールまで行

くのは、巨大な会場を横切り大変だ。(左写真私

の後ろの外人さん仕掛け人のボォドリさん) 

すしコンテストの会場は、ホール６の奥にある。

学校の体育館ほどの広さだ。その会場から直ぐ

近くに、調理機材置き場になっている倉庫に似

たブースが有った。中

は広く飲食店の調理

場も兼ねていた。我々の荷物の上に派手な青いブラジ

ャーがあったのを松田さんは見逃さなかった。どうや

らペルーの民族音楽隊の衣装だ。我々の調理場はその

倉庫から更に外に出て、違うブースの片隅にあった。

早速ご飯の試し炊きをした。どうにか上手く炊けたの



でそれをおにぎりにした。塩と海苔だけのおにぎりだったが、評判はよかった。 

会場の入り口には、日本から来たすしざんまいの社長が、音頭を取って和太鼓

で、ＪＡＰＯＮをアピールしてい

る。さすが事業意欲に燃えた人の

パワーは凄い。 

とにかく会場を一通り回ったが凄

い広さである。出展は大小のブー

スも有るが、1600 社が参加してい

る。夕刻リヨンの街に戻り、今度

は旧市街を散歩して中華屋に入っ

た。 

どこの国に行っても中華はあたり

はずれがないが、珍しくはずれで

あった。 

1 月 22 日 

ホテルのロビーで８時に、昨夜も一緒に食事をした、広報を担当する、中村さ

ん北原さんと合流。会場に向かうタクシーは、市内をスムースに抜け出たが、

会場近くになると車は動かなくなった。ほぼ昨日の倍の時間をかけて会場に到

着。 

本日のすしセミナーの会場は、魚協会のブ

ースを借りてのイベントである。11 時と

16 時の 2 回の試みである。このイベント

で松田さんの知人の、お伊勢まいり本舗の

堤社長と合流。いずれは海外の展示会の出

展を目標としているようだ。 

会場で事前に通訳の野崎亜里沙さんと、軽

く進行の打ち合わせをする。彼女はベルギ

ーに住んでおり、法廷通訳などをしている

フランス語の通訳者である。 

11 時近くなると魚協会の副会長さん

が、すでにワインの力もあって随分と

機嫌良く、すし教室のアナウンスをし

ている。マイクを持ったら話さないタ

イプである。 

しかしまだ昼前だというのに随分と

テンションが高い。 

松田 風戸は事前にすしシャリの仕

込みを行い、11 時の開催と共にシャ

リ切を見せて、すしの歴史と基本をレクチャーする準備に入った。 

1時間 15分と言う時間の中で試食までを行う。 

定刻になるとブースの前は人だかりで溢れた。この中に 24日のすし協議大会に

エントリーする者もいるそうだ。調理師学校からセミナーに 20名の予約もあっ

た。 

テンションの高い魚協会の副会長さんからマイクを譲り受け、セミナーは始ま

った。 

野崎亜里沙さんの的確な通訳で、風戸がレクチャー。嶋宮 松田 吉田が技術

披露をおこなった。 

集まった観衆はかなり真剣に耳と目を我々に向けている。 

すしの人気が伺えるイベントである。 

約 40 分のレクチャーと、残る実技披露と試食に集まった観衆は、途中でその場



を離れる者がいないほどの人気であった。イベント責任者の川田さんから、パ

リの市場の、魚協会が我々を招待するので、是非セミナーをして欲しい。ベル

ギーの調理師学校からもその依頼がありましたとの報告を受けた。 

次のセミナーに入る前に少し時間があったので、お菓子の世界大会の会場に向

かった。会場はスタジアムのようになっており、観客と選手が一体となっての

競技のようだ。まるでサッカーの応援のように凄いと言っていたが、なるほど

頷ける。日本代表チームも出場している。名古屋から来たと言う製菓学校の生

徒も声援を送っていた。 

16 時から 2回目のセミナーが始まった。1回目に見た顔ぶれが再度覗ける。1回

目と違い、観客が我々の直ぐ傍まで押し寄

せ、その関心度が伺える。同じようにセミ

ナーを終え参加者の質問等を受けると、中

でも付いて離れない若者はオーストラリア

から来て、現在キプロス島ですしのシェフ

をしていると言う。 

この日、お菓子の世界大会で日本チームが、

世界一になったとの報告を受けた。 

Coupe du monde de la patisserie 受賞は 

Mr FUJIMOTO Toshimi  HOTEL GRAND HYATT TOKYO 

Mr ICHIKAWA Yukio IMPERIAL HOTEL 

Mr NAGATA Kazuya NAGOYA MARRIOT ASSOCIA HOTEL 

 １９時、後片付けに忙しい会場を後にするが、折からの風雨で、会場のタクシ

ー乗り場は長蛇の列。仕方なくバスに乗り、地下鉄を乗り継いでリヨンの街中

まで帰還した。とにかく寒いフランスを体の芯まで味わった。我々をサポート

している川田さんが気の毒な帰還である。 

1 月 23 日 

今日は一日観光だ、リヨンはフランス第二の街で、ポールボギュール生誕の街。

美食の街としても名高いので、美味しいものにめぐり合えるかと心が躍る。10

時にホテルを出てソーヌ川沿いの、フルヴェールの丘に登った。市街を一望で

きるリヨン大司教座聖堂脇の展望台から

は、煙る街並みが一望できた。丘から下る

途中に、ローマ時代の劇場跡を見て、市内

の食材市場に向かった。リヨンで回転すし

「祭り」をしているオーナーとご対面。市

場の中を案内してもらい、外に出ると、そ

の向かいに彼女のレストランはあった。彼

女はリヨンで和食店を最初にした人であ

る。現在は和食店を辞めて、回転寿司店を

２件ほど経営している。 

大変綺麗な造りの店内で、衛生管理も充実

した設備である。 

聞く所によると、フランスは 2週間に 1度、

衛生局の検査官が訪問しての衛生検査をす

るそうだ。なるほどセミナーで衛生の話に

関心が寄せられたのも無理はないと納得。 

川田さんは仕事が詰まっていたので、ガイ

ド役は日本味覚協会会長の内坂芳美さんに

バトンタッチ。旧市街をいろいろ案内して

くれ買い物にもお付き合いをしてくれた。大変明るい人で一緒にいると心も和



む。松田さんの希望でリヨンの名物であるクレープを食べた。クレープの生地

はそば粉が入っており、しっとりとした食感で嶋宮さんは大変気に入り、以来

何度もクレープが食べたいと言っていた。 

買い物も済ませ、一旦ホテルに戻り 19時半に、日本関係者のパーティーに参加

した。 

この地のディナーはゆっくりで、その間々いたら午前様になってしまうので

早々に退散したがすでに 23時であった。出て来た時は雨だったが外は雪だ。 

1 月 24 日 

昨夜からの雪が街を白く染めていた。暖冬と言われていたがマイナスの気温に

早代わりである。凍結した路面は朝のラッシュと重なり、街中は大渋滞となっ

た。 

運良く運転手が、空いている道を上手く探して走り、一緒に出た車よりも 30分

ほど早く会場に到着。 

すしコンテスト会場は、13時までは他の

コンテストが使用。仕込みは別の場所で

おこなった。仕込み場には、調理師学校

の生徒が大挙して押し寄せ、にぎりなど

のその作業を、一挙一動見逃さないぞと、

食い入っていた。 

どこの国でも、フュージョンの方に若い

人は関心があり、肝心の基本には興味を

示さない所が残念である。しかし一流の

技術を持った調理師は、その反対に基本

をかなり突っ込んで目を向けるところに、その違いが受け止められた。 

当日ボギュールズ・ドール(国際料理コンクール)も開催されていた。 

14 時からＤＥＣＯＵＶＥＲＴＥ ＤＵ ＳＵＳＨＩすし入門コンテストが開催

された。 

競技は①早にぎり(20 個のすしの早握り競争)②規定のすしを２皿作る(10 貫一

本)。③選手オリジナルの巻物。 

審査員は３種目の競技の合計を採点して優

勝者を決める。出場選手は、フランス・ベル

ギー・ポーランド・スペイン・スエーデン・

のヨーロッパ 5 カ国の調理学校の生徒がエ

ントリー。会場は V字型に選手のブースが設

定され、扇形に観客がそれを包んでいる。会

場内にはメインカメラの外に 3 台のカメラ

が選手のブ

ースを映し出す。参加選手の応援団は、正面の

巨大なスクリーンに選手が映しだされると歓声

を上げ、まるで此処もサッカーの応援のようで

ある。これが日本との違いで、会場は興奮の坩

堝と化した。 

会場は選手のブースを前にして、完成作品のテ

ーブルと審査員席とが観客と対座。その中央に

模範演技とセミナーのテーブルが置かれてい

る。 

始めに基本作品の

模範演技を行い、コ

ンテストが始まっ

た。すでになれない



包丁とまな板とで手を切る選手が出た。ここで難題が起こった。セミナーとコ

ンテストが同時開催なので、進行は大変難しくなった。カメラが選手を映すと、

応援団が歓声を上げる。進行役のアナウンサーがたじろいでいる。このままで

は両方が上手くいかなくなるので、別のマイクを借りて、セミナーの要点を絞

って強行に進めた。どうにかその甲斐があってか、セミナーも白ける事無く無

事に終了した。選手の作品の完成度は今一であったが、その中でも、形も味も

良かったポーランドのＰＡＷＬＯＷＳＫＩ Ｊａｒｏｓｉａｗが優勝した。2位

はフランスのＭＡＲＴＩＮＥＺ Ｃｙｒｉｌ。3 位はオーストリアの 16 歳の女

性、ＨＯＲＭＡＮＮ Ａｎｎｅｍａｒｉｅで、２位とは僅差であった。 

作品の出来映えはともかく、このような大会

が開催されると言う事に大きな意義を感じ

る。日本のすしが今や世界で一人歩きをして

いる現在、このように調理師の資質向上を目

指した、シラ日本事務局に深い感銘を受けた。 

興奮の冷め切れぬ長かった一日を終え、心地

よい疲労感を携え会場を後にした。 

打ち上げは、フランス料理の巨匠ポールボギ

ュールのカジュアルレストランに行き、川田

さんを囲んで打ち上げをした。 

このレストランは味も雰囲気も素晴らしく、短かった滞在であったが振り返っ

ての思い出話に花が咲いた。 

今回会場で多くのＭＯＦに出会った。 

フランスでは最高の職人に与える称号で、ドイツのマイスターと同じ称号であ

る。フランスはフレンチの元祖なので、料理界のＭＯＦがこの会場には沢山居

た。国の政策の素晴らしさに感激をした。ＭＯＦは白衣の襟がフランスの国旗

と同じ色をしている。厳しい試験と審査を通った人のみが許される証である。 

料理を作るのは施設ではなく人である。その人を国が高く評価するその姿勢に

業界の発展を見た思いがした。 

2 月 25 日 

10 時過ぎにホテルを出発。 

３０分後に空港に到着。フライトの時間は 13時 55 分なので 3時間以上ある。 

お世話になった川田さんとお別れして、４名のデブ老人がロビーを徘徊する。 

長い待ち時間を過ごしたが、定刻になってもフライトの飛行機が到着しない。 

結局その2時間後にリヨンを後にした。 

 

お疲れ様でした。 

 

全すし連国際渉外部副委員長 吉田健作 


