
庄内浜文化伝道師通信   平成 30 年 4 月発行 

 
 ～平成 29 年度の伝道師事業についてご報告します～ 

 

１ 伝道師の認定  

（１） 伝道師リーダーの設置    

伝道師講座やお魚教室、イベント等で地域やグループの中心となり活動

できる方で、これまで伝道師講座で講師して活躍されている実績のある方

7 名を任命（リーダー：相田満春氏、阿部幸雄氏、五十嵐安治氏、石寺憲

和氏、板坂竜彦氏、佐藤憲三氏、須田剛史氏） 

（２） 新規伝道師の認定 

4年ぶりに伝道師認定試験を実施。新たに 23名の伝道師誕生。 

実技試験の様子     認定証授与式     

 

２ 伝道師活動状況 

（１） 庄内浜文化伝道師講座・出張お魚教室(県事業)  
・ 開催数  40 回（うち庄内以外 16 回） 
・ 伝道師数（延べ講師・補助講師数） 96 人 
・ 参加人数 1,728 人   
※その他：市・町主催料理教室、自主事業による料理教室等 156 回 

 

（２） 酒田 FM ハーバーラジオ「伝えます！庄内浜の味と技」 

・ 放送：毎週火曜日午前 11時～及び午後 3時～(再

放送)の 30分番組 

・ 石塚会長、玉谷伝道師がパーソナリティとなり

交互に毎月 1回、1ケ月分（30分 2回）を収録。 

 

（３） イベント関連 

１）庄内浜の魚消費拡大総合プロジェクト推進本部主催(県庁水産振興課）  

①庄内浜魚まつり in 山形 10 月 22 日（日） 霞城セントラル 

庄内おばこサワラさばき方実演 

庄内おばこサワラ炙り刺身・いかご飯・エビ汁振る舞い 

伝道師：渡部孝太郎氏、相田満春氏、高橋美代子氏、高橋由紀氏、佐藤剛氏 



      

庄内おばこサワラさばき方実演       いかご飯、エビ汁振る舞い 

②寒鱈まつり in 山形  1 月 28 日（日） 霞城セントラル 

寒鱈汁の調理・販売 800食、寒鱈解体ショー 

伝道師：生活協同組合共立社伝道師 五十嵐冶一氏、五十嵐安治氏、 

齊藤健一氏、佐藤英美氏、大場宏人氏、一谷正氏、成沢鉄平氏、

井上靖氏、樋口清勝氏、阿曽和明氏 

ほか生協スタッフ 

アジのたたきサンド振る舞い 

 伝道師：玉谷貴子氏、渡部孝太郎氏、伊藤一弘氏 

カービング(飾り包丁)体験 伝道師：阿部幸雄氏 

加工品等販売   伝道師：後藤等氏(後藤かまぼこ) 

                         寒鱈汁販売 800食  

 

 

 

  

 

 

 

  カービング教室       農林水産大臣賞受賞 あじサンド振る舞い  寒鱈解体ショー 

③浜の母ちゃん加工研修会＆料理教室   

  漁協女性部員を対象  2月 8日(木） 由良コミセン 

   料理教室講師：石塚亮氏 

 

２）庄内浜ブランド創出協議会、食の都庄内、庄内観光コンベンシ

ョン協会主催等によるキャンペーン 

①庄内おばこサワラキャンペーン 10 月～12 月 

  参加店向け庄内おばこサワラ調理講習会 10月 18日(水) 由良コミセン 

   講師：須田剛史氏 

②食の都庄内天然とらふぐキャンペーン 12 月～2 月 

  参加店向けトラフグ調理講習会 11月 29日(水) 由良コミセン 

   講師：須田剛史氏 

  「食の都庄内冬の三寒四温」観光キャンペーン キックオフイベント 

   12月 6日(水) グランドエル・サン  トラフグの捌き(てっさ)実演 



  
        庄内おばこサワラ、トラフグ料理講習会     キックオフイベントでのてっさ実演 

  

３ 伝道師研修 

（１） 漁業体験研修  ※船上での見学  

最上丸での乗船研修 7月 24日（月）実施 伝道師参加者５名 

酒田港～加茂沖 12マイル 水産試験場の底びき調査に同行 

  
最上丸での乗船研修 

（２） レベルアップ講座  

新規認定伝道師及び希望者を対象  

 2月 21日（水） 酒田市総合文化センター 

 講師： 五十嵐寛吉氏 

 参加者：11名  内容：鱒・鯵・烏賊料理 

 

４  総会及び交流会等の開催 

（１） 総会及び交流会 

日時：6 月 23 日（金）午前 11 時から 

会場：ホテルリッチ＆ガーデン酒田  
出席人数：伝道師（マイスター）29 名  

委任状 90 名、来賓  
（２） 地域交流会 

  伝道師間の連携を強化、情報交換の場として 

 地域交流会を開催 

 ①酒田会場 

   日時：平成 30年 1月 19日（金） 午後 6時から 

  会場：割烹 さわぐち  出席人数：11名 

②鶴岡会場 

   日時：平成 30年 2月 21日（水） 午後 6時 30分から 

  会場：魚亭 岡ざき  出席人数：14名 

 



５ 他団体との連携 

・「食の都庄内」かわら版 毎月発行  （「食の都庄内」ブランド戦略会議事務局） 

庄内浜情報、レシピの紹介（8月号より開始） 

       レシピ・魚情報提供: 佐藤善友氏(ト一屋)、岡部英樹氏・佐藤明美氏(エ

ーコープ庄内)、伊藤一弘氏(FOODEVER(前職))、五十嵐安治氏(生

活協同組合共立社)、岡崎淳氏(魚亭岡ざき)、余語滋氏(水産振興

協会)、阿部憲男氏(主婦の店)、滝川義朗氏(滝川蒲鉾) 

 ・市町への名簿提供 

地域での活動が活発に行なわれるよう、承諾があった伝道師の名簿共有 

⇒ 食育事業、若手料理人の育成、市民講座、他県との交流事業等での講師 

 

 



 

～平成 30 年度の伝道師事業についてご案内します～ 

 

１ 庄内浜文化伝道師講座 （継続） ３６回 うち内陸１０回（ごっつお教室含む） 
    実施方法として、これまでの参加団体の申込みに加え、テーマを決めた伝

道師特別講座を開催。 講座申込については、伝道師ホームページほか、特

別講座については広報等も活用します。 
    

２  イベント企画  

（１）  伝道師によるお魚フェア （新規） 

     量販店の協力をもらい、旬の魚を伝道師でＰＲします。料理方法や加工

品を紹介し、試食販売します。簡単な料理教室なども同時開催予定。 

（２）  ととけん酒田記念イベント （新規） 

日本さかな検定が 6月 24日(日)酒田市の東北公益文科大学を会場に開

催。前日より同会場において記念イベントを開催。汁もの、焼き物、加

工品の販売や、魚料理の振る舞いなど実施予定。 

★ととけんの受験申し込みは 5 月 21 日（月）締切です！団体受験は 5 月

14 日（月）となります。受験者募集中！！ 

（３）  庄内浜の魚消費拡大総合プロジェクト推進本部との連携 （拡充） 

(ア) 庄内浜魚まつり in山形 10月 6日(土) 

(イ) 寒鱈まつり in山形 1月下旬 

(ウ) やまがた庄内浜の魚応援店との交流会 5月 27日(日)～28日(月) 

（４） 「食の都庄内」ブランド戦略会議との連携 （継続） 

(ア) 庄内おばこサワラや食の都庄内天然とらふぐキャンペーンへの参

加、ＰＲ等 

（５） 新潟県・庄内エリア デスティネーションキャンペーン推進協議会との連携 

（新規） 

(ア) 来年度本番を迎えるプレイベント 10月～12月開催 

庄内浜産水産物の活用促進、ＰＲ等 

（６） 一般財団法人 東京水産振興会との連携 （新規） 

(ア) 「食と漁の地域活性化シンポジウム」の開催 10月下旬 

    

３ 伝道師の育成 （拡充）  

伝道師としての調理技術や浜文化等知識を更に高めるためのレベルアッ

プ講座を開催。 

・体験漁業及び市場視察 5月 28日(月) （消費拡大 PJ推進本部と共催） 

・調理技術講習会 キャンペーン前に開催（ブランド協議会と共催） 

・伝道師レベルアップ講座の開催 

日程等内容が決まりましたらホームページ等でお知らせします。 

「庄内浜文化伝道師館」（http://www.shonai-hama.net） 

 

http://www.shonai-hama.net/


【事務局】 
酒田市山居町 2 丁目 14-23 
山形県庄内総合支庁産業経済部水産振興課 
（庄内浜文化伝道師協会事務局） 
         水産振興主査 小林加恵子 
電話：0234-24-6045 FAX：0234-24-6164 

４ 情報発信・情報共有  

 （１）情報発信 （継続） 

   庄内浜の美味しい魚や料理方法について、ホームページ「庄内浜文化伝道

師館」（http://www.shonai-hama.net）や食の都庄内のかわら版等で情報発

信します。 

 ・酒田 FM ハーバーラジオ「伝えます！庄内浜の味と技」 （継続） 

放送：毎週火曜日午前 11時～及び午後 3時～(再放送)の 30分番組 

収録：1ケ月分（30分 2回）を 1日で収録 

   ・食の都庄内かわら版 （継続） 

 伝道師によるレシピ紹介コーナー 隔月を予定 

 

（２）情報共有 （継続） 

伝道師の活動状況や研修の案内など、「伝道師通信」としてお知らせする。

また、地域交流会等を開催し、伝道師間の連携強化を図ります。  

 

  

～  お知らせ  ～ 

 

◎ 外国人向けに 英語を話せる伝道師 を探しています！ 

ぜひ、事務局まで申し出ください。 

 また、英語は話せなくとも外国人との交流に興味がある 

方も、ご一報ください。 

 

   ◎ ととけんの受験を希望される方は、当課において団体申込みいたします。 

    5 月 11 日（金）まで 下記担当へご連絡ください。 

なお、受験料についても御一緒にお願いします。 

 

◎ 今後も皆さんの活動をサポートします。ご要望などあればお気軽に事務

局までご連絡ください。 

http://www.shonai-hama.net/
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