
  

 

～令和３年度の伝道師事業活動状況について、ご報告します～ 

１ 庄内浜文化伝道師講座 【県予算事業】 

・ 開催数  開催団体数 14団体、開催数 20回 

    （庄内食育教室：14団体 20回、内陸伝道師講座 0回）※詳細は別紙参照 

・ 伝道師数（講師・補助講師数）延べ 47人（実数 20人） 

・ 参加人数  延べ 979人   

２  伝道師研修事業（レベルアップ講座）  

講師依頼について：【県予算事業】、材料費等経費負担：【協会事業】 

開催実績なし 

３  酒田 FMハーバーラジオ「伝えます！庄内浜の味と技」 【県予算事業】 

・放送: 毎週火曜日午前 11時～及び 

土曜日午後 1時 30分～(再放送)の 30分番組 

・収録：1ケ月分（30分 2回）を 1日で収録。 

旬の魚や料理方法などを紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◆毎月、第３木曜日の 13:30～15:00頃まで収録中。ゲスト出演伝道師を募集中。 

 

 

 

 

 

令和 4年 3月発行 

庄内浜文化伝道師協会 
（事務局：山形県庄内総合支庁
水産振興課内） 

TEL:0234-24-6045 
FAX:0234-24-6164 

（参考）【令和 3 年度の出演者】 

◆パーソナリティ：庄内浜文化伝道師（伝道師協会副会長）相田満春氏（4,10,12,3月収録） 

        庄内浜文化伝道師（伝道師協会副会長）佐藤善友氏（7,2月収録） 

庄内浜文化伝道師（伝道師協会理事） 玉谷貴子氏（5,6,8,9,11,1,3月収録） 

◆レギュラー出演：庄内浜文化伝道師（伝道師協会副会長）相田満春氏（5,8,9,11 月収録） 

         庄内浜文化伝道師（伝道師協会副会長）佐藤善友氏（7,1月収録） 

◆ゲ ス ト 出 演：庄内ざっこ 店長（伝道師協会理事） 齋藤亮一氏(4月収録) 

西洋割烹花月 オーナー（庄内浜文化伝道師） 阿部三喜夫氏（6月収録） 

（株）岡ざき（魚亭岡ざき)代表取締役（庄内浜文化伝道師） 岡崎雅也氏（7月収録） 

道の駅ふらっと「元気な浜店」店長（庄内浜文化伝道師） 本多寿賀子氏（10月収録） 

（株）手塚商店 代表取締役（伝道師協会会長） 手塚太一氏（12月収録） 

   梅津鮮魚店 代表（庄内浜文化伝道師） 梅津亮一氏（2月収録）  

  県水産研究所資源利用部 主任専門研究員 髙木牧子氏（3月収録） 

◆YBC ラジオ「グッとモーニン!!」情報スクランブル『知って得する庄内浜』◆ 

庄内浜文化伝道師マイスター 石塚亮氏が旬の庄内浜の魚の特徴や食べ方をワンポイントで 

お知らせするコーナーを、R2.11月から放送中。（毎週金曜、朝 7:40 頃～4分間） 

 

tel:0234-24-6045


４ SNSを活用した情報発信 【協会事業】 

（１） 伝道師協会公式 facebook「伝えます！庄内浜の味と技」  

    ・R2 年 10 月～リニューアル運用中。フォロー数 580 件（R4.3月末現在） 

（２） 伝道師協会公式 Instagram「伝えます！庄内浜の味と技」 

・R3年 2 月～開設、運用中。フォロー数 330件（R4.3月末現在） 

 ◆facebook、Instagram とも、「伝道師ラジオ」の放送内容や、旬の魚の話題やレシピ、 

  伝道師がかかわった講座やイベントの様子などを随時発信中。 

  伝道師による「いいね！」や「フォロー」による拡散を推進。 

（３） YouTube「伝道師チャンネル」  

・R3年 3 月新規開設。チャンネル登録数 22件（R4.3月末現在）。 

    ・R3.2月末時点石塚亮マイスターの「寒鱈汁」がテーマの動画 3 本 

（前・後編、ダイジェスト版、各 5 分程度）が公開中。 

 

 

 

（４） 伝道師協会公式 HP「庄内浜文化伝道師館」 のリニューアル 

   ・HPのセキュリティ対策強化、スマートフォン閲覧対応、SNS（facebook、Instagram,youtube 

連携及び掲載情報の整理を目的に改修。 

R4.4月中旬～リニューアル運用開始予定。https://www.shonai-hama.net/ 

５ イベント・他団体との連携 関連 【他団体事業への協力】 

（１）「庄内浜のさかな時短レシピ集【鮭編】」 【庄内浜の魚消費拡大総合プロジェクト推進本部事業】  

伝道師による制作協力 

制作協力した伝道師：佐藤憲三氏、土門連子氏、齊藤こう氏 

※レシピ製作、魚の捌き方、解説について協力 

※同レシピは、クックパッドぺージ「やまがたさかナビキッチン」 
でも紹介予定。なお、同ぺージでは、鱈、紅エビ、鯛など、他魚種の 

伝道師レシピも紹介している。 

 

（２）県立図書館企画展「やまがたの水産業」 【庄内浜の魚消費拡大総合プロジェクト推進本部  事業】  

   日時：1月 4日（火）～1月 27日(木)   

場所：山形県立図書館「遊学館」 
  企画展への資料提供、協力。伝道師協会関係資料、レシピの他、 

伊藤一弘伝道師による紙しばい「さけのいっしょう」を展示。 

（３）庄内浜ブランド創出協議会主催キャンペーンへの協力 【庄内浜ブランド創出協議会 事業】  

・「食の都庄内 庄内北前ガニキャンペーン」 10月 2日～1月 15日 

・「庄内おばこサワラキャンペーン」      10 月 11日～12月 5日 

・「食の都庄内天然とらふぐキャンペーン」  12月 1日～3月 13日 

※地元庄内での更なる消費拡大と、そのおいしさを知っていただくため、伝道師のいる 

お店を含む庄内の飲食店より参加協力。県でブランド化に取り組んでいる「庄内北前 

ガニ」をはじめとする「ズワイガニ」、「庄内おばこサワラ」、「トラフグ」や庄内で獲 

れる「様々なフグ」を使った、メニューを提供いただいた。 

Facebook↓ 

↑Instagram 

↓ 

◆庄内浜文化伝道師有志らによる自主勉強会◆ 

・伝道師協会前会長（伝道師マイスター） 石塚亮氏の発案で、「動画による庄内浜の魚の 

情報発信」をテーマに伝道師有志らによる「自主勉強会」を今年度 2回開催。 

4月 26日（テーマ：「サクラマス」）、7月 14日（テーマ：「スズキ」）。  

今後、製作動画について伝道師 Youtubeに投稿を予定。 

 

 

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


・「庄内おばこサワラ」を学ぶ庄内浜文化伝道師教室 

（庄内浜ブランド創出協議会「庄内おばこサワラ講習会」との共催） 

日時：10月 25日（月） 場所：酒田調理師専門学校 

  講師：（座学）県水産研究所 主任専門研究員 髙木 牧子 氏 

(実習)庄内浜文化伝道師 いさごや副料理長 齊藤 高弘 氏 

 参加者：33名（調理師専門学校学生 26名、教職員 2名、マスコミ 1名、県関係 2名、 

庄内浜文化伝道師 1名、県関係者 2名、おばこサワラキャンペーン参加店 1名） 

 ※座学「科学的に見た『庄内おばこサワラ』の評価」、伝道師講師による調理実演及び

調理実習「『庄内おばこサワラ』の取扱いと調理方法について」を行った。 

 

６ 「食の都庄内」ブランド戦略会議との連携 【「食の都庄内」ブランド戦略会議事業】 

（１）「SNS映えする料理写真の撮り方講座」「SNS映えする商品写真の撮り方講座」 

   日時：7月 20日(火)、1月 31日(月)   

場所：庄内総合支庁講堂（オンライン参加も可能） 
   ※庄内産食材を使った料理や商品の、SNSを使った情報発信力の向上を目的に 

開催。伝道師協会でも参加。 

（２）「食の都庄内 グルメ巡りキャンペーン」への協力 

  実施期間：10月 8日～1月 10日 

  ※秋～冬の「庄内産食材」と「庄内のお酒(日本酒、ワイン)」を 

組み合わせて提供するキャンペーン。 

伝道師のいるお店を含む庄内の飲食店 28店舗が参加協力。伝道師の 

いるお店では、庄内浜産の魚介類を使ったメニューが多く提供された。 

 （３）「食の都庄内 食材カレンダー【水産物編】」制作への協力 

協力（庄内浜の魚情報の監修）：佐藤剛 伝道師マイスター  

庄内浜で獲れる主な魚種ごとの、主に獲れる時期と特に美味 

しい時期を示すカレンダーの制作に協力。 

 

７「天然印 庄内浜テロワール」との連携  

（１）【県事業及び協会事業】にて参加、（２）～（６）協力【天然印 庄内浜テロワール事業】 

（1）に参加、（2）～（6）について協力 

（１） イベント「海のマルシェｉｎ酒田」への伝道師協会の参加  

   PRについて：【県予算事業】、ブース出展について：【協会事業】 

   10月 16日（土） さかた海鮮市場周辺 

   伝道師協会のブース「庄内浜文化伝道師のワンコイン 

おそうざい店」出展。及びトークイベントによるＰＲ 

    ▪伝道師協会ブース参加：手塚太一会長、相田満春副会長、 

玉谷貴子理事、佐藤剛マイスター 

    ▪伝道師ブース協力：（株）ト一屋 佐藤善友伝道師 

             (有)新栄水産 浜のかあちゃんの店 伊藤一弘伝道師 

             佐藤鮮魚店 佐藤保伝道師 

             （有）鮮魚まるもん 小池春喜伝道師   

             ゆらまちっく海鮮レディース 齋藤勝三伝道師             

▪トークイベントＰＲ：手塚太一会長、相田満春副会長、玉谷貴子理事、 

             （ＭＣ：三浦友加伝道師、齋藤勝三伝道師） 



※伝道師協会以外でも、伝道師の店舗によるイベントブース参加あり。 

「みさきの一軒家」岡ざき 岡崎雅也伝道師、「遊佐カレー」佐藤幸夫伝道師 

 

（２）酒田調理師専門学校「酒調ランチ」～庄内浜の天然鯛を使ったフレンチ提供～ 

7月 2日（金）、9日（金） 

協力伝道師：太田政宏 伝道師マイスター（「食の都庄内」親善大使） 

   太田シェフの指導の下、生徒有志らが「庄内浜の天然鯛」を捌いて使ったフレ 

ンチミニコースを一般客約 90名に提供 

 （３）酒田南高校（食物調理コース）特別授業「庄内浜を学ぶ授業」 協力 

   9月 13日（月）、14日（火） 

協力伝道師：佐藤剛 伝道師マイスター、齋藤勝三 伝道師 

庄内浜の特徴と庄内浜テロワールについて説明、天然鯛のさばき方実演 

天然鯛を使った高校生創作レシピコンテスト参加呼びかけ 

 （４）庄内浜テロワール HP上でのコラム掲載 

   リレーコラム「庄内浜の浜ごよみ」R3.12月～ 

   12月：手塚太一伝道師協会会長、1月・2月：佐藤剛 伝道師マイスター  

3月：石寺憲和 伝道師（旬味井筒 代表）執筆 

 （５）庄内浜テロワール HP上での動画掲載 

    「ふらっと『元気な浜店』、庄内浜のおそうざい」協力伝道師：本多寿賀子氏 

「庄内浜文化伝道師食育教室（酒田東高校）」協力伝道師：五十嵐安治氏 

（６）動画「庄内浜のお魚カルタ」をつくってみよう （海と日本プロジェクト in山形） 

 協力伝道師(出演)：三浦友加 伝道師 

（庄内浜の魚情報の監修）：佐藤剛 伝道師マイスター  

 「海と日本プロジェクト」ＨＰの夏休み向け企画「親子で挑戦！ 

おうちで学べる海の教室【国語】」として掲載する、庄内浜の魚を 

題材としての「ご当地お魚カルタ」づくりの提案動画への作成協力。 

 

８ その他 

  ◆令和 3年度 伝道師協会 理事会・総会開催状況 【協会事業】 

    ・第 1回理事会  7月 6日 庄内総合支庁水産振興課 

      会長、副会長、理事 4名、監事 1名、事務局 3名参加 

      昨年度事業報告・決算及び今年度事業計画・予算、総会開催、役員改選 

      等について協議 

    ・第 2回理事会  8月 24日（火） 庄内総合支庁水産振興課 

      会長、副会長、理事 3名、監事 1名、事務局 3名出席 

      総会運営、今後の協会事業、規約改正と顧問・シニアアドバイザーの設置、 

役員改選 等について協議 

    ・総会      9月 29日 由良コミュニティセンター   

伝道師 23名、来賓 5名、事務局 4名参加。 

   事業報告、規約改正、役員改選等 について承認 

庄内浜テロワール HP→ 



話題提供「天然印 庄内浜テロワール」「みさきの一軒家」 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・第 3回（新体制第 1回）理事会 3月 1日（火）おいしい魚加工支援ラボ 

会長、副会長 1名、理事 4名、監事 2名、事務局 2名参加。 

      事業中間報告、今後の伝道師事業について協議 

 

  ◆農林水産省消費安全局 「食育白書（令和 2年度食育推進施策）」掲載 【農水省事業】 

・「庄内浜文化伝道師」の取組みについて事例紹介  

◆商標登録の更新 【県予算事業】 

   ・山形県による「庄内浜文化伝道師」商標登録（R4.4.6まで期限）について、更に 

10年間の商標登録を更新登録済（R4.3.4付更新登録） 

  ◆マスコミ取材  

   ・県政テレビ「いきいきやまがた」1月放送分  

     12月 7日酒田南高校で開催した「伝道師食育教室」の様子について取材、 

    講師の齋藤亮一伝道師、玉谷貴子伝道師が出演     

   ・FM山形番組「Wave ４ YAMAGATA」（1月 12日放送） 

      「寒鱈」「寒鱈汁」について伝道師協会 手塚太一会長が解説 

   訃報 「食の都庄内」親善大使/庄内浜文化伝道師マイスター 太田政宏氏  

 「食の都庄内」親善大使/庄内浜文化伝道師マイスター 太田政宏シェフにおかれましては、令和 3 年 12 月 16 日

（木）に御逝去されました。太田マイスターは、庄内の食材、とりわけ庄内浜の魚を活かしたフランス風郷土料理を

開拓し、庄内の洋食文化の第一人者として御活躍されました。「食の都庄内」親善大使としての活動はもとより、庄

内浜文化伝道師マイスターとしても、水産関係会議への参加や、料理教室、イベントでの PR、庄内浜の魚を使った

料理教室など、様々な活動をしていただきました。 

今年度の「庄内浜文化伝道師」事業関連においても、7月の酒田調理師専門学校での「真鯛を使った『酒調ランチ』

提供」や、11 月の県立庄内総合高校での「伝道師講座」など、体調を崩される直前まで、多くの活動をしてくださ

いました。 

 太田マイスターの生前のご功績に対し深く感謝を申し上げますとともに、お人柄を偲び、改めて心から哀悼の意

を表します。 

【R3年度総会で選出の、庄内浜文化伝道師協会の新役員のみなさんを紹介します】 

 会 長  手塚 太一 氏（株式会社 手塚商店） 

 副会長  相田 満春 氏（フードコーディネーター） 

 副会長  佐藤 善友 氏（株式会社 ト一屋） 

 理 事  五十嵐 安治 氏（生活協同組合共立社） 

 理 事   佐藤 幸夫 氏（株式会社 フーデライト庄内） 

 理 事  佐藤 大介 氏（株式会社 主婦の店鶴岡店） 

 理 事  玉谷 貴子 氏（有限会社 玉谷製麺所） 

 理 事  齋藤 亮一 氏（庄内ざっこ） 

 監 事   秋山 好輝 氏（株式会社 山形丸魚） 

 監 事  佐藤 徹 氏（ホテルリッチ＆ガーデン酒田） 

◆役員の任期は 2 年、R5 年度総会までの任期となります。 

※また、庄内浜文化伝道師協会 前会長 石塚 亮氏には「顧問」、前理事 佐藤 憲三氏 

及び 前理事 石寺 憲和氏には、「シニアアドバイザー」をそれぞれ委嘱しています。 


