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第 2887 例会（15号）　2013 年 10 月 17 日（木）晴れ

外部卓話SPEECH

カジキグルメ実行委員会　委員長
武　藤　眞　一 様

　伝統ある、いわき平ロータリークラ
ブで話をさせて頂くことを光栄に思っ
ています。皆様に話を聞いて頂き、意
見やアドバイスをお願い申し上げます。
　実は最初からカジキに取り組んだわ
けではありません。いわき経済同友会
がブランド研究会を発足させ、いわき
で何かをブランド化しようということ
になりました。農産物はいろいろな所
で取り組んでいますので、いわきは太

陽と海と魚だということで、魚のブランド化を目指しまし
た。調べていくうちに、漁業者が少なくなり、魚を食べる
方も少なくなっているということで、魚食を普及させよう
と考えました。
　2010 年に同友会でパネルディスカッションを行い、そ
のときに常磐・いわきの潮目の魚をブランド化しようとし
ました。漁協の皆様に、漁業の現状などを教えて頂きまし
た。ところが、東京の築地などの中央の市場で聴きますと、
常磐ものというのは茨城県産で、いわきは含まれないとい
う話がありまして、ショックを受けました。常磐ものは、
いわきも含まれるはずだという考えのもとで、熱を入れて
取り組むようになりました。
　第１回の潮目ブランド推進懇談会には、同友会だけでは
なく商工会議所や旅館組合、県や市も入って頂きました。
その中で、魚をブランド化するのは、なかなか、大変だと
いう流れになりました。ブランド化すると、高級化され、
東京への出荷が多くなってしまうということです。地元の
ためには、料理で勝負したいと考え、地魚を使った料理に
取り組むことになりました。その中で、普段はあまり食べ
る機会のない、カジキをあえて選びました。カジキはおい
しくない、食べる料理方法がない、ということでしたが、
市場にも出回ってない魚をあえて選んで食べ方を研究する
こととしました。カジキ創作コンテストを初めて開きまし
て、マスコミに取り上げられ、弾みがつきました。
　そして、産学官ネットワーク協会がカジキバーガーを商
品化しました。今、流行の６次化商品です。いろいろな業
種の方が知恵を絞って商品化しました。第２回料理コンテ
ストに出てきました。そこで、また、マスコミに取り上げ
られました。
　そして、震災があり、その時に Sea 級グルメ全国大会が
小名浜で開かれることになりました。カジキメンチで出場
したところ、いわきの皆様の熱い声援を受けて、グランプ
リを頂きました。2013 年６月に第３回のカジキグルメコ
ンテストを開きました。そして、７月に復興祭がプロ野球
のオールスターと一緒に開かれ、そこで行われた食のオー
ルスターでもジャンボカジキバーガーが優勝しました。

「カジキグルメについて」

　第１回のカジキグルメサミットを９月にアクアマリン
パークで開きました。カジキグルメに関しまして、世界各
国の料理、日本全国の料理、学術的な研究者を招く予定で
名称を付けました。しかし、カジキは学術的には、なかな
か食べるということまで考えている学者は見つかりません
でした。また、カジキ料理も世界から呼ぶまでには至って
いませんでした。国内のカジキ料理の店も小規模であり、
いわきまで来てサミットに参加するようなスタッフや余力
がないということで、今回はいわきだけでのカジキ料理に
なりました。一日当たりで１万人程度の来場を見込んでい
ましたが、長い行列のできる店もあり、初日だけで２万人
になり、２日分の料理を１日で出しました。来年からは規
模を拡大しようと思っています。
　今月に入ってからは、いわき市などが中心になって「ふ
りかけグランプリ」が開かれ、カジキと穴子の骨太生ふり
かけがグランプリを受賞しました。また、様々なイベント
にも招かれ、店を出しています。
　「なぜ、カジキなのか」という疑問を持たれるかと思い
ます。その理由は５つほどあります。１つは、他の地域と
の競合がないということです。わたしたちが扱っているカ
ジキは、普段、流通していないクロカジキです。おすし屋
さんで、メカジキやマカジキを食べる機会があると思いま
すが、クロカジキは食べる機会はあまりありません。オリ
ジナリティーがあるということです。クロカジキは、たま
たま、マグロのはえ縄漁などで、あるいは、カツオに交じっ
て入ってきたものを仕入れています。
　次はストーリー性です。いわき沖は日本一、大きなカジ
キが獲れる場所として知られています。カジキを釣るビル
ヒッシュトーナメントも行っています。
　また、市内への経済波及効果が見込めます。カジキその
ものではなく、カジキ料理ですので、いわきに来ないと食
べられないということです。また、料理などを通じて、い
ろいろな業種の方も関わることができます。さらに、新し
いいわきの観光資源になるだろうということです。いろい
ろな物産やお土産にもつながると考えました。
　カジキマグロという言い方がありますが、実はカジキと
マグロは違います。カジキ類はカジキ科ですが、マグロは
サバ科です。カジキ類は白身で、マグロ類は赤身です。
　実はカジキの生態はよく分かっていません。アクアマリ
ンの安部館長が一緒に研究しようということになっていま
す。分かっているのは、カツオを追って、北上し、９月ぐ
らいに外洋に出て戻るのかな、とみられています。いわき
沖よりも北には、クロカジキは向かいません。黒潮にしか
乗れないので、水温が異なっているために、親潮には入れ
ないようです。いわきは潮目ですので、いわきで行き止ま
りとみられています。
　カジキは海の生態系の中で、マグロよりも上にあり、海
の王者、ライオンともいわれます。大洋の航海者ともいわ
れます。また、食べてもくせがなく、無限の可能性のある
食材だと考えています。仕入れコストも安いことがありま
す。カジキには疲れを癒やす成分も多く含まれています。
　今後の課題は、漁業関係者や農産物との連携、旅館など
の関係者との連携、イベントだけではなく固定店舗の売り
上げなどです。また、カジキの定番メニューを考える必要
があります。首都圏での認知の問題もあります。アクアマ
リンの安部館長が描いたカジキの絵を使い、ビル坊と名付
けました。ご清聴に感謝を申し上げます。



会報・広報委員会 三瓶和秀　安田信二

「出席はロータリアンの３大義務の１つです」

★本日の例会案内　10月24日（木）PM12：30～
　　米山記念奨学会委員会担当卓話
　　　　飯野光世委員長
　　お食事メニュー＝牛フィレ肉のソテー　デクセルソース

★次回の例会案内　10月31日（木）PM12：00～
　　職場訪問例会　福島工業高等専門学校　　　

♥曽我泉美さん（今月は鹿島 RCのメーキャップ月間で各
会員が様々なクラブにメーキャップしている（予定）と思
います。本日はよろしくお願い致します）♥森雄治さん（先
週は欠席致しました。申し訳ありません）♥佐藤淳さん（美
食会よろしくお願いします）♥鈴木東雄さん（スミマセン
早退します）♥山野辺倉平さん（連続欠席）♥三瓶和秀さ
ん（皆勤賞ありがとうございました）♥山﨑慶一さん（皆
勤賞ありがとうございます）♥黒須幸雄さん（結婚祝・皆
勤賞有りがとうございます）♥松崎浩さん（誕生祝ありが
とうございます）♥飯野光世さん（早退します。武藤さん
卓話よろしく。誕生祝ありがとうございます）♥酒井睦雄
さん（武藤さん卓話よろしくお願いします）♥関口武司さ
ん（武藤さん卓話よろしくお願いします）♥坂本佳友さん
（カジキグルメの卓話たのしみにしております）♥志賀弘
昌さん（武藤さん今日は御苦労様です）♥有賀行秀さん（武
藤さんいつもお世話様です。卓話楽しみにしています）♥
早川孝義さん（いわき鹿島ロータリークラブ会長の来訪を
歓迎して、武藤様卓話よろしくお願いします）♥大久保健
蔵さん（いわき鹿島ロータリークラブ会長、曽我さんの来
訪を歓迎して！）以上、17 件

◆司会：松村幹事
〔点鐘・ロータリーソング（奉仕の理
想）・四つのテスト（薄井親一郎会員）〕

　本日も多数の出席、ありがとう
ございます。今朝、成田空港から
車で帰ってきました。台風の影響
を受け、滑走路に飛行機が到着し
ても２時間、待たされました。今
回は美容協会の用事でオーストリ
アとチェコとフランスの３カ国を

訪ねました。オーストリアはウィーン、チェコはプ
ラハ、フランスはパリです。印象があったのは、音
楽の都といわれるウィーンで、街のきれいなこと、
そして、ちかちかした電飾看板がありませんでし
た。プラハは、戦争で壊されることなく、中世の街
が残っていて、1,000 年以上の街並みがありました。
そのころの日本は何の時代だったのだろうかと思う
と、世界中でその国ごとに異なっていますが、プラ
ハは独特の街だと感じました。

◆会長挨拶ならびに報告

⃝�国際ロータリー第 2530 地区から、会津の里に来
らんしょプロジェクトが11月 30日まで延長され、
秋の会津を訪れてほしいという案内が届きました。
⃝�ロータリークラブの表記ですが、「ロータリー・ク
ラブ」の「・」は使わないという通達が来ています。

委 員 会 報 告
◆ 出席委員会（馬場学副委員長）
例会日 基本会員数 出席者 メーキャップ数

10 月 17 日 51 名 29 名 １名

◆ ロータリー財団委員会（山野辺倉平委員長）
　大久保健蔵さん、山野辺倉平さん。以上２件
◆ 米山記念奨学会委員会（飯野光世委員長）
　大久保健蔵さん、山野辺倉平さん、有賀行秀さん、
飯野光世さん。以上４件

　新聞でご覧になったと思いますが、いわき平ロータリ
ークラブと、群馬県・太田ロータリークラブが共同で、
20万円ずつを出し合いまして、平の子供達に奉仕活動を
しました。豊間地区の児童・生徒と学校教材にというこ
とで図書券を贈りました。小学生が107人、中学生が81
人です。現地を見学・案内しましたが、家が倒れたまま、
草が生えて、震災当時よりも悲惨な印象がありました。
10月７日に森会長、松崎副会長と３人で中学校を訪ねま
した。校長、ＰＴＡ会長の連名の感謝状を頂きました。
　10月 11日には、太田ロータリークラブの一行がいらっ
しゃいまして、鈴木会長エレクト、松崎副会長と一緒に
出迎え、豊間小学校に案内し、図書券を贈りました。そ
の際に、太田ロータリークラブとバナーを交換しました。
　10月 24日には、東京国分寺ロータリークラブから幹事
とＳ．Ａ．Ａがいわきを訪れ、いわきの子供達に奉仕活
動を行う予定で、来週の例会にもいらっしゃる予定です。

◆ 社会奉仕委員会（伊藤盛敏委員長）

◆スマイルボックス委員会（佐藤淳会員）

薄井親一郎会員

曽我泉美会長

◆来賓・来訪ロータリアンの紹介
⃝武藤眞一様・カジキグルメ実行委員会委員長
⃝�曽我泉美様・いわき鹿島ロータリー
クラブ会長（道の駅四倉港のわきに、
震災孤児の心のケアと、子供の屋内
遊び場の建物を造っています。来年
４月から運用しますので、ぜひ、職
場訪問などでお出かけください）

★ 結婚祝

黒須幸雄さん
（10月15日）

伊藤盛敏さん
（10月13日）

★ 誕生祝

松崎　浩さん
（10月13日）

飯野光世さん
（10月20日）

　10 月 31 日は移動例会で、福島高専を訪れます。奈良
校長から、出来るだけ多くの方に見て頂きたいという
お願いがあります。到着順に食事を取り、ビデオを見
ることとなります。午後１時半に終わりますが、流れ
解散で、午後２時まで時間をとってあるそうです。駐
車場は校舎の裏手に用意してあるそうです。

◆ 職業奉仕委員会（吉田義尚副委員長）

ハッピーバースデーソング斉唱


