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この鎌倉武士の時代に︑いわゆる﹁一汁一

士などの一部の人たちのものでした︒

文 化 遺 産に登 録されました︒和 食は世 界 中

菜﹂
の形が出来ました︒今でこそ﹁一汁一菜﹂
は

一昨年の十二月に︑和食がユネスコの無形

から健康食として注目されるようになり︑欧

及するようになるのは室町時代になってから

粗食の代名詞のように言われますが︑武家や

みそは︑そうした和食の基本調味料のひと

のことです︒室 町 時 代 か ら 戦 国 時 代に入る

米だけでなく︑東南アジアなどの地域でも積

つとして︑日本に千三百年余りの歴史を持つ

と︑
みそは兵糧︵戦陣食︶
としても重用される

僧侶は当時の特権階級で︑みそ汁が一般に普

食材です︒歴史をさかのぼれば︑中国大陸か

ようになり︑みそ汁やみそがいかに人を元気

極的に食べられるようになりました︒

ら朝鮮半島を経て伝来したといわれており︑

そして︑江戸時代に入ってからようやく︑

にしたかがわかります︒

重なぜいたく品だったようです︒平安時代に

みそは庶民の味となっていきました︒健康効

根菜が三種入ったみそ汁は現代栄養学から

前は味を出すために食塩などを多く含んだ

や塩分無添加のものがたくさんあります︒以

ものが多かったのですが︑最近スーパーなど

見ても百点満点︒
みその栄養価︑がん予防効

果︑血圧抑制作用︑老化防止効果などなど理

ます︒
つまり︑鍋にお湯を沸かしてだしと野

に行っても 簡 単に無 添 加のだしは手に入 り

るというのに誤解されているようです︒
また︑

想 的なバランス食 だったと言えましょう︒ま

豆腐や油揚げなどを一緒に摂れば︑立派な大

た︑
﹁みそは医者要らず﹂
と言われたほど︑庶

当 時の代 表 的な食の解 説 書である﹁本 朝

豆たんぱくの料理が完成します︒大豆は畑の

菜などの具材を入れて煮込んで︑あとはみそ

食鑑﹂
のみその項にも︑みそは
﹁腹中をくつろ

を溶かし込むだけで美 味しいみそ汁が出 来

げ︑血を活かし︑百薬の毒を排出する︒胃に

お肉と言われますが︑実は肉よりも多くのた

民に健 康 的な食 品として受け入れられるよ

入って消化を助け︑元気を運び︑血の巡りを

リウムを含む野 菜 類などは︑ナトリウムを

んぱく質を含んでいます︒
また︑たくさんカ

うになりました︒

良くする︒痛みを鎮めて食欲を引き出してく

さらに発酵食品であるみそは︑たくさんの

体外に排泄する機能があります︒

れる︒嘔吐を抑え︑腹下しを止める︒
また︑髪

薬の長であり超 万 能 薬として紹 介されてい

体の中では作ることのできないアミノ酸も含

を黒くし皮膚を潤す︒﹂とあります︒
まさに百

んでいて︑完全食品であるという料理家も数

栄養成分やミネラル︑必須アミノ酸︑つまり

このように︑古くから日本固有の食材とし

ます︒

て︑みそは人々の食生活の中に深く根付き︑

多くいらっしゃいます︒

和 食が無 形 文 化 遺 産になったということ

日本の食卓には欠かせない存在になったので

す︒

は︑和食が守られなければならない存在にな

人がその効果を忘れてしまっては何にもなり

ところが︑今の日本人の食生活は大きく様

ません︒
この機会にもう一度和食の素晴らし

は健康食品であるといわれながら︑当の日本

もかもが手に入るようになった昨今では︑日

さを見直し︑みその健康効果とおいしさに改

ったということでもあります︒海 外の方から

本の食卓にみそ汁が現れない日が多くなって

変 わ り し ま し た︒ごはん 食 がパン食に変 わ

しまいました︒毎朝︑あるいは三食当たり前

めて気付くべきではないでしょうか︒

り︑肉などの欧米風の食材が溢れ︑簡単に何

に飲 んでいたみそ 汁 が食 卓に出るのは週に

まさにみそは︑日 本 人の健 康 長 寿を支え

味 覚のＤＮＡに織り込まれた素 晴 らしい日

何回あるでしょう︒
こんなに昔から日本人に

愛され続けてきたみそ汁が︑時短︑簡単を生

本人の宝なのです︒
みそ健康づくり委員会

http://miso.or.jp/

活の基 本とする日 本 人からどうも嫌われて

しまったようにも思えます︒だしを引いたり

するのが面倒と感じたり︑みそ汁の塩分が高

す︒

いと誤解を受けているのがその理由のようで

だしは︑昨今の商品を見ると︑合成調味料
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奈良︑平安時代には庶民には手の届かない貴

みそは︑高級官僚の月給として支給されてい

果についてはさまざまなエピソードがありま

ったのはつとに知られるところですが︑長寿

た時期もあったようで︑税金としても納めら

みそ汁の登場は鎌倉時代になってからで︑

の秘密は︑毎日﹁五菜三根﹂
のみそ汁を食べて

す︒例えば︑徳川家康が︑
みそを食べて長寿だ

水に溶けやすくなったみそが︑みそ汁デビュ

いたからだと言われています︒葉 菜が五 種︑

風流

れていた記録が残っています︒

ーしたわけです︒
しかし︑まだまだみそは武
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こんにちは、大使館 【 第 19 回 】 特別編

題 字 背 景 ●﹁ み そ 健 康 づ く り 委 員 会 ﹂ の イ ベ ン ト よ り
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ＩＡＣの文化交流の強力なパートナーである在日各国大
使館を取材する
「こんにちは、
大使館」
は今までに延べ20
か国
（セルビアは、
2009年に最初の取材、
大洪水の被害直
後の2014年に再度の取材を行ったので、
大使館の実数と
しては19か国）
を紹介してきました。
「風流18号
（2011年発
行）
」
に、
最初の10か国のまとめをお届けしました。
今回は、
11か国めからの後半の10か国について、
記事を執
筆いただいている山下靖典さんに取材を通じての感想を
いただきました。
それぞれの国を紹介したバックナンバーをお読みになり
たい方にはお送りしますので、ＩＡＣ事務局までご連絡く
ださい。

アフガニスタン

モーリタニア シリア

この「風流」の「こんにちは、大使館」の取材、執筆を担当し
て前回のセルビアで２０カ国目となったという。途中で一度
「総括」めいた感想を書いたが、今回はその後の感想を、との
金屋さんからのご依頼である。
毎回のことだが、訪問する大使館はどちらかというとあまり
人口の多くない、日本ともご縁の深くない国のそれが多い。し
たがって山下も殆ど予備知識がない場合が多い。訪問大使館
が決まると、大使館に事前に質問表をお送りするが、山下はあ
わてて一夜漬け勉強となる。インターネットで大使館や日本外
務省のホームページを見たり、ガイドブックを読んだりして項
目を書き出すという次第だ。
風流１９号で訪問したコートジボワールから２９号のセルビ
アまで１０カ国。
この二カ国とアルメニア、タンザニア、アフガニスタン、南アフ
リカ、モーリタニア、ポーランド、ブルキナファソ、アゼルバイジ
ャンで合計１０カ国となる。このうち山下が実際に旅したことが
あるのはポーランドだけ。しかし、にわか勉強に加え大使館を
訪問し、大使館の皆さんのお話をお聞きして記事を書くこと
で、ちょっぴりその国に旅したような気分になる。また、テレビ
の旅番組では伝わってこないその国のニュアンスを理解したよ
うな気分になることもある。
「こんにちは、大使館」は山下にと
っては飛行機に乗らない世界旅行でもあるのー、というつもり
で毎回取り組んでいる。
英語のできない山下のために、大使館側で通訳を用意してく
ださることが多いが、中には大使ご自身がすばらしい日本語の
使い手であることもある。アルメニアのポゴシャン・グラント大
使（当時は特別顧問）とアゼルバイジャンのギュルセル・イスマ
イルザーデ大使だ。ポゴシャン大使は、数学やコンピュータ科
学を日本の大学で教えているという理科系人間ながら、流暢
にして正確な日本語を話す。またイスマイルザーデ大使は父親
が石川啄木の研究者だったことから日本と日本語に関心をも
ったという。なぜアゼルバイジャンで石川啄木の研究を？とい
う気がしなくもないが、啄木の短歌がアゼルバイジャンで研究

ウガンダ
ボツワナ

アゼルバイジャン
ケニア
タンザニア
マダガスカル

エクアドル

南アフリカ
コートジボワール
ブルキナファソ

今まで取材した延べ20か国
2009 年から 2011 年までに取材

※セルビアは 2 回取材

2012 年から 2014 年までに取材

されていたことを思うと不思議な気さえする。
各国ともそれぞれの国の特産品の対日輸出には懸命だ。コ
ートジボワールはカカオ豆を、モーリタニアは蛸をそれぞれ日
本に輸出している。ただし日本ではガーナ産のカカオ豆のほう
が知名度が上回っている雰囲気だ。コートジボワール産カカオ
豆の知名度と輸出数量をどう上げるかが、今後の大使館の課題
だ。モーリタニア産の蛸は日本のすし店などでもたくさん食べ
られているというが、
「食べている日本人はモーリタニア産で
あることや、モーリタニアという国について殆ど知らない」
（大
使館関係者）のが現状。
「もっと日本人にモーリタニアという国
を知ってほしい」と願っている。
毎回の大使館訪問で一番苦労されているのは日程予約をと
る金屋さんだ。忙しい大使の日程、休日などをめぐる相手国と
日本の暦との違いなどをクリヤーして日程確保にこぎつけるに
は相当な手間がかかるに違いない。また写真担当の藤倉さ
ん、通訳・翻訳担当の堀さんも皆さん本当にご苦労様です。
文：山下靖典（ＩＡＣ顧問）
写真：藤倉明治（ＩＡＣ会員）

▲セルビア共和国大使館 特命全権大使
Nenad Glišić（ネナド・グリシッチ）さんに
取材をする山下靖典さん（右）
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食から知る民族文化

ラトビア

（左から）・Dace Penke, Spouse of Ambassador of Latvia in Japan
ダッチェ・ペンケ（ラトビア大使夫人）
・高田桃子（IAC 会員・管理栄養士・料理研究家）
・Dana Rudaka, Deputy Head of Mission, Embassy of Latvia in Japan
ダナ・ルーダカ（ラトビア共和国大使館 次席）
・Alina Ascepkova, Head of the Representative Oﬃce
of the Latvia Investment and Development Agency in Japan
アリナ・アシェチェプコワ（ラトビア投資開発公社 日本代表）

食はその国の文化や歴史︑背景につながる

▲

写真：藤倉明治（ＩＡＣ会員）

黒パン
大使館提供の黒パン、当日もチーズ、
サラダ、ボルシチとの相性がぴったり

＜当日の講師陣＞

高田桃子︵ＩＡＣ会員・管理栄養士・料理研究家︶

▲

ブラックバルサム
大使館より提供された多種のハーブが
はいっているアルコール 45 度の
ラトビアの有名なお酒。この時期、
風邪にも効くとか。
2 種類の飲み比べに参加者の
皆さんも笑顔

※1）たんぱく質の膜が張らないように時々かき
混ぜる。
※2）三角コーナー用の網の生ゴミ袋を使うと便利。
※3）卵に火が通ればOK。
※4）冷蔵庫で2日ほど保存可能。

チー ズ を 自 分 で 作 る と いう 体 験 を し ている 日 本 人 は 少
ないのではないでしょうか︒いつもは各国大使館の皆さん
に料 理 指 導 を お 願いし ま す が︑今 回 は︑高 田 桃 子 さ んに
そのチーズ作りと他２品を教えていただきました︒
高 田 さ ん は︑昨 年 六 月にラト ビアの夏 至 祭の料 理の取
材で現地を訪れました︒︵下段右側の写真 ファームステ
イ先のリガの北に位置するリンバジ︶訪問の際に情報提供
な ど で協 力 支 援いた だいた 在日 ラト ビア大 使 館 か ら も 大
使 夫 人 ら 三 名 の 皆 さ ん が ご 参 加︑ラ ト ビアの お 酒︑ハー
ブティ︑黒パンをご提供くださり︑ラトビア国のプレゼン
テーションもしていただきました︒当日の感想をラトビア
大使館と高田桃子さんからいただきました︒

ハーブティ
大使館提供のハーブティでリンデン
（西洋菩提樹）です。
一般の家庭でもいろいろなものから
ハーブティを作るそうです。

次席︶

※1）
ラトビアのレシピではマヨネーズは入っていま
せん。
お好みで入れてください。

■作り方
①圧力鍋に水1.5リットルと牛かたまり肉を入れ
て茹でておく。
（※1）
②シチュー鍋に1の茹で汁を入れ、一口大に切っ
た1の牛 肉 、キャベツ、ビーフコンソメ、
トマト
ピューレを加え加熱。中弱火でコトコト煮る。
③フライパンにバターを入れ
加熱し、みじん切りのニンニク、
一口大に切った玉ねぎ、にんじ
ん、
ジャガイモを加え脂が回る
まで炒める。小 麦 粉を振り入
れ、
さらに2〜3分炒める。
④③を②のシチュー鍋に移し、
一口大に切ったビーツ、白イン
ゲン豆を加える。
⑤合挽き肉に塩コショウして捏
ね、
クルミ位の大きさに丸めな
がら2の鍋に入れていく。
（※2）
⑥15分〜20分中弱火で煮たら、
スライスしたハ
ムを入れ酢を加えて火を止める。
⑦お皿に盛り、
サワークリームを添えて出来上が
り。
※1）加圧後5〜10分で火を止める。又は普通の
鍋で1時間ほど肉が柔らかくなるまで煮る。
※2）灰汁は随時取る。

二〇一四年六月︑ラトビアの夏至祭り目指して成田を出
発し︑とても濃い時 間を過 ごし帰 国しました︒︵参 照 風
流二十九号︶緑濃く美しい国ラトビアで見聞きし味わい学
んだことを︑皆さんと一緒に楽しむ機 会を設けて頂いてＩ
ＡＣには感謝しています︒ラトビア大使館の方や大使夫人
にお目にかかれてお話を聞けたのも光栄でした︒食を通し
て国を知ることはその国独自の文化や歴史︑背景を理解す
ることに繋がりますね︒ラトビアやバルトの国々をもっと深
く知りたくなりました︒有難うございました︒

■作り方
①じゃがいもは洗い、
皮付きのまま茹でて火が通っ
たらざるに上げ、
皮をむいて2〜3センチ位のダイス
に切る。
②ビーツもじゃがいもと同じくら
いの大きさに切る。
③リンゴは皮をむき、
じゃがい
も、
ビーツよりやや小さめのダイ
スに切って、
しばらく水にさらし
水けを拭いてからレモン汁をか
けておく。
④ボウルにじゃがいも、
ビーツ、
リンゴを入れ、
サワークリーム、
マ
スタード、
塩、
マヨネーズを加え
て混ぜる。
（※1）
⑤お皿に持ってパセリを散らす。

■作り方
①鍋に牛乳とカードを入れ、沸
騰させないようにしながら90
度〜93度くらいまで加熱する。
（※1）
②93度を超えたら火を止め、
絞ったレモン汁加えて弱火で
そっと混ぜる。分離してきたら
さらに2分ほどゆっくり混ぜる。
③網ボウルにさらしか布巾（※
2）
をしいて、分離したチーズを
お玉で移して濾す。そのままひ
と肌くらいに冷めるまで置いて
おく。
④小鍋に③のチーズを入れ火
をつける前にバター、溶き卵、
サワークリーム、塩を加え混ぜる。鍋に火をつけ
て、弱火で2〜3分混ぜながら加熱する。
（※3）
⑤最後にキャラウェイシーズを加え、混ぜる。
⑥③のさらしか布巾に戻し丸い形を作り、
自然に
水けを切る。
ラップに巻いて冷蔵庫で冷やし、切り分けて食べ
る。
（※4）

ラトビア共和国大使館も日本人も食物を大事にする

■材料（５〜６人分）
●ビーツ 1缶
●リンゴ 1個
●レモン汁 少々 ●サワークリーム 1カップ
●マスタード 小さじ1
●塩 小さじ1/2〜適量
●マヨネーズ 大さじ1〜2
●じゃがいも 中2〜3個

ラトビアンミッドサマーチーズ
■材料（７〜８人分）
●牛乳（低温殺菌牛乳） 1.5 リットル
●カード
（カッテージチーズ） 200ｇ
●レモン汁 大さじ４ ●卵 １個
●バター 30ｇ
●サワークリーム 25g
●キャラウェイシード 約大さじ１
●塩 適量（送料の1％くらい）

ダナ・ルーダカ ︵ラトビア共和国大使館

ビーツとリンゴとポテトのサラダ

ラトビア風ボルシチ
■材料（５〜６人分）
●牛豚合挽き肉 200g
●ハム
（脂肪の少ない） 50g
●じゃがいも 2〜3個 ●玉ねぎ 1個
●人参 1本 ●ビーツ 1缶
●キャベツ 100g
●白インゲン豆 60g又は1/4缶
●ニンニク 1かけ ●トマトピューレ 大さじ4
●小麦粉 大さじ1 ●水 1.5リットル
●バター 大さじ1 ●塩・こしょう 適量
●ビーフコンソメ 2個 ●ビネガー 小さじ1
●サワークリーム 適宜
●牛塊肉（赤身） 500〜600g

異 国の食 文 化を知ることで︑私たちはその国の文 化に触れ︑
人と人もつながっていきます︒ラトビア料理には肉や国内で収
穫される作物が多く使われ︑また︑近隣国︵ロシア︑ドイツなど︶
の食文化の影響を大きく受けています︒
長くて寒い冬︑短くて暖かい夏のラトビアの料理には︑寒さ
に負けず体を温めるという特徴があります︒寒さ故に︑温かい
スープの種類はたくさんあります︒海に近い地方では魚料理が
多く︑燻製にされた魚は特に人気です︒また︑様々な味付けの
ニシンのピックルスもラトビア名物です︒魚や肉料理は︑ポテト︑
ザワークラウトや他の野菜と一緒に食べるのが一般的です︒
厳しい気候のため︑昔から家族のために食べ物を集めるのが
大変だったラトビア人は︑今でも食べ物をとても大切にします︒
ラトビアと日本は︑地理的に非常に離れていますが︑ラトビア
人と日本人の考え方には近いところがたくさんあります︒たと
えば︑日本人がお米を大事するように︑ラトビア人はパンを大
事にします︒子供のころからそう教えられているのです︒
高田桃子さんのラトビア料理教室に参加できたことは楽しい
経験でした︒すばらしいプログラムと︑高田さんのラトビアの
知識やすばらしい料理のテクニック︵特に伝統的なチーズつく
り︶に感心いたしました︒
また日本でのラトビア料理紹介のイベントに参加できる機会
を楽しみにしています︒

理レシピ
ラトビア料

写真：高田桃子
スウェーデン
エストニア
ロシア

スィグルダ
リガ

ラトピア

リトアニア
ベラルーシ

レシピ提供：高田桃子（ＩＡＣ会員・管理栄養士・料理研究家）

あらためて︑ IAC国
- 際芸術家センターって？

I A C は︑﹁ No More Hiroshimas
﹂︑世 界 平 和への 願いか ら ス ター

文化交流は︑事業の大小規模にかかわらず︑実現までの道のりは

トしました︒

平坦ではありません︒それでも実現させることで︑政治レベルとも

ビジネスレベルとも異なる世界各地の一般市民同士の相互理解を大き

IACの特色は︑各国大使館との協力事業の実績です︒

く促します︒

日本には百五十強の在日各国大使館があります︒各国大使館と交

流することは︑今号の﹁こんにちは︑大使館﹂で山下さんもおっしゃっ

ている﹃飛 行 機に乗 ら ない世 界 旅 行﹄です︒多 くの方に︑この素 敵

な海外旅行を体験していただきたいと考えています︒

今後︑強化させる事業として

❶国内外の﹁食﹂の魅力を再発見する

三月三日︵火︶

築地市場ショッピングと季節や行事に合わせた料理ワークショップ

◆食の歳時記＠つきじ ①ひな祭り 実施日

︵毎月開催予定︶

第一回 アルメニア大使館との協力で五月頃開催予定

・ホームページをご覧ください︒
詳細は国際芸術家センター facebook
◆日本と外国の食材の組合せで更なる豊かなメニューを考える

お気軽にご相談ください︒

料金に含まれるもの
（現地費用のみ）
3泊のホテル代（二人部
屋基準）、行程にそった
ガイド代と専用車代。
食事代、移動のための
地下鉄代、バス代、タク
シー代などは含まれま
せん。

❷﹁地方創生﹂を国際交流事業に連動させる事業を考えます︒

日本円払いです。 出
発日50日前のTTS（銀行
送金レート）＋3円ｘ料
金です。
50日以内の出発はその
都度お問い合わせくだ
さい。

︵在日大使館や現地の協力で実現します︒

５人以上の場合
お問合せ下さい。

❸個人のご希望でカスタマイズした各地への旅行を企画

＄1,288

ラトビアのリガマラソンの旅︑イタリアのコーリ

４人の場合

例

＄1,476

︵ローマよりも古い歴史を持つ街︶訪問︑各国のハレの日体験の旅︑

３人の場合

国内各地を訪ねる旅もご相談ください︒︶

写真：ジョニー・カサハナ（Dax Tours）

＄1,776

まずは︑ＩＡＣらしい︻ニューヨークのグルメ視 察のツアー︼をご案

第４日

朝、ガイドと共に専用車でホテルを出発。
ＪＦＫ空港でチェックインのお手伝の後、セキュリティー・ゲートまでお見送りをして終了。

２人の場合

グルメ御用達のレストランの他に︑郊外のファーム・トゥ・テーブル

第３日

ちょっと趣きを変えて、ローカル発信力の勢いが止まらないブルックリンへ！！
地下鉄を利用して、ウィリアムズバーグ地区の「エッグ」
（朝は7:00am、週末は8:00amから）へ。
アップステーツと言われる、ニューヨーク州北部で農場を営むこのレストラン。ファーム・フ
レッシュまたはファーム・トゥ・テーブルと言われる農場直送の新鮮な食材を使った朝食を。
ブルックリンと言っても相当広い地域なので、ここからの移動は専用車。
専用車で散策しながら、面白いお店を探しに行きます。
最近、若者が集まるようになったグリーンポイント地区の名物、
「ロブス
ター・ジョイント」
（シーフード）で、ローカル気分で、カジュアルなアメリ
カン・ダイニングの昼食。
夕食は、マンハッタンの夜景を楽しみながら。古い建物のオリジナルを活
かしたインテリアがいかにもブルックリン的な「ノーザン・テリトリー」
専用車の使用はここのレストランまで。帰りは地下鉄を利用します。

2015/01/28現在

内します︒

朝食は、行列の出来るレストラン「クリントン・ストリート・ベイキング・カンパ
ニー＆レストラン」を目指し、少し早目にホテルを徒歩で出発します。
地下鉄などを利用して、簡単な市内観光の後、昼食はアメリカNO１シェフと言われる、エリッ
ク・リパートの「ル・バーナーディン」
（フレンチ/シーフード）で。
市内のグルメやデリ、そしてカフェなどを視察した後の夕食は、グルメご用達の「ダニエル」
（フ
レンチ）で。味、インテリア、プレゼンテーションも抜群。ワイン・リストも充実、完璧美食空間と
評判です。

サンプル料金：

（お1人様の概算の料金）

をテーマにしたレストランなど︑多彩なプログラムです︒

ガイドの空港出迎えで、専用車でマンハッタンへ。ガイドの案内でオーガニック
をテーマに、郊外の自家菜園でも野菜や香辛料を栽培している、ジャン・ジョー
ジ・フォンゲリヒテンの旗艦店、ミシュラン３ツ星に輝く｢ジャン・ジョージ｣で
夕食の後、ホテルで終了。
（レストランへの往復は、徒歩または地下鉄などの公共
交通機関で）

と言われる農場直送の新鮮な食材を使った朝食︑また︑オーガニック

第２日

クリックで IAC- 国際芸術家センターをご支援ください！
gooddo のどなたでもできる社会貢献活動です。
方法：①インターネットで 「gooddo 」で検索 ②トッ
プページの「団体を探す」 ③フリーワード検索に「国際
芸術家センター」をいれる ④「応援する」の赤いボタン
をクリック（１日１回クリック可能です。お願いします！）
（事務局：金屋輝美）

︻ニューヨークのグルメ視察のツアー︼︿サンプルプラン﹀

■新シリーズ、参加者募集
「食の歳時記＠つきじ ①ひな祭り」
3 月 3 日（火）午前 8:45（築地駅近くで集合）〜 12:00
日本人が暮らしの中で伝えてきた年中行事を現代の暮ら
しの中にハレの日として復活させたい！
参加費：2,500 円（ＩＡＣ会員）、3,500 円（一般）
【第一部】築地のプロの目利き情報で旬の食材調達を築地
場外市場でお楽しみください。
【第二部】おひな祭りのお料理と会食
調理指導：森田博文〈築地で和食の魅力を伝えている職人〉
、
高田桃子〈ＩＡＣ会員、管理栄養士、料理研究家〉
お申込み・問合せ：ＩＡＣ事務局へ。
新シリーズとして毎月開催の予定です。情報は facebook
に随時、投稿。https://www.facebook.com/iactokyo
お電話もお気軽に☎03-5426-2047

第１日

事務局便り

⑭
…

▲

月６日
Kitchen
Studio
TAFA
︵運営会社︵株︶ Connect House
︶にて
12

食から知る民族文化

ラトビア

（左から）・Dace Penke, Spouse of Ambassador of Latvia in Japan
ダッチェ・ペンケ（ラトビア大使夫人）
・高田桃子（IAC 会員・管理栄養士・料理研究家）
・Dana Rudaka, Deputy Head of Mission, Embassy of Latvia in Japan
ダナ・ルーダカ（ラトビア共和国大使館 次席）
・Alina Ascepkova, Head of the Representative Oﬃce
of the Latvia Investment and Development Agency in Japan
アリナ・アシェチェプコワ（ラトビア投資開発公社 日本代表）

食はその国の文化や歴史︑背景につながる

▲

写真：藤倉明治（ＩＡＣ会員）

黒パン
大使館提供の黒パン、当日もチーズ、
サラダ、ボルシチとの相性がぴったり

＜当日の講師陣＞

高田桃子︵ＩＡＣ会員・管理栄養士・料理研究家︶

▲

ブラックバルサム
大使館より提供された多種のハーブが
はいっているアルコール 45 度の
ラトビアの有名なお酒。この時期、
風邪にも効くとか。
2 種類の飲み比べに参加者の
皆さんも笑顔

※1）たんぱく質の膜が張らないように時々かき
混ぜる。
※2）三角コーナー用の網の生ゴミ袋を使うと便利。
※3）卵に火が通ればOK。
※4）冷蔵庫で2日ほど保存可能。

チー ズ を 自 分 で 作 る と いう 体 験 を し ている 日 本 人 は 少
ないのではないでしょうか︒いつもは各国大使館の皆さん
に料 理 指 導 を お 願いし ま す が︑今 回 は︑高 田 桃 子 さ んに
そのチーズ作りと他２品を教えていただきました︒
高 田 さ ん は︑昨 年 六 月にラト ビアの夏 至 祭の料 理の取
材で現地を訪れました︒︵下段右側の写真 ファームステ
イ先のリガの北に位置するリンバジ︶訪問の際に情報提供
な ど で協 力 支 援いた だいた 在日 ラト ビア大 使 館 か ら も 大
使 夫 人 ら 三 名 の 皆 さ ん が ご 参 加︑ラ ト ビアの お 酒︑ハー
ブティ︑黒パンをご提供くださり︑ラトビア国のプレゼン
テーションもしていただきました︒当日の感想をラトビア
大使館と高田桃子さんからいただきました︒

ハーブティ
大使館提供のハーブティでリンデン
（西洋菩提樹）です。
一般の家庭でもいろいろなものから
ハーブティを作るそうです。

次席︶

※1）
ラトビアのレシピではマヨネーズは入っていま
せん。
お好みで入れてください。

■作り方
①圧力鍋に水1.5リットルと牛かたまり肉を入れ
て茹でておく。
（※1）
②シチュー鍋に1の茹で汁を入れ、一口大に切っ
た1の牛 肉 、キャベツ、ビーフコンソメ、
トマト
ピューレを加え加熱。中弱火でコトコト煮る。
③フライパンにバターを入れ
加熱し、みじん切りのニンニク、
一口大に切った玉ねぎ、にんじ
ん、
ジャガイモを加え脂が回る
まで炒める。小 麦 粉を振り入
れ、
さらに2〜3分炒める。
④③を②のシチュー鍋に移し、
一口大に切ったビーツ、白イン
ゲン豆を加える。
⑤合挽き肉に塩コショウして捏
ね、
クルミ位の大きさに丸めな
がら2の鍋に入れていく。
（※2）
⑥15分〜20分中弱火で煮たら、
スライスしたハ
ムを入れ酢を加えて火を止める。
⑦お皿に盛り、
サワークリームを添えて出来上が
り。
※1）加圧後5〜10分で火を止める。又は普通の
鍋で1時間ほど肉が柔らかくなるまで煮る。
※2）灰汁は随時取る。

二〇一四年六月︑ラトビアの夏至祭り目指して成田を出
発し︑とても濃い時 間を過 ごし帰 国しました︒︵参 照 風
流二十九号︶緑濃く美しい国ラトビアで見聞きし味わい学
んだことを︑皆さんと一緒に楽しむ機 会を設けて頂いてＩ
ＡＣには感謝しています︒ラトビア大使館の方や大使夫人
にお目にかかれてお話を聞けたのも光栄でした︒食を通し
て国を知ることはその国独自の文化や歴史︑背景を理解す
ることに繋がりますね︒ラトビアやバルトの国々をもっと深
く知りたくなりました︒有難うございました︒

■作り方
①じゃがいもは洗い、
皮付きのまま茹でて火が通っ
たらざるに上げ、
皮をむいて2〜3センチ位のダイス
に切る。
②ビーツもじゃがいもと同じくら
いの大きさに切る。
③リンゴは皮をむき、
じゃがい
も、
ビーツよりやや小さめのダイ
スに切って、
しばらく水にさらし
水けを拭いてからレモン汁をか
けておく。
④ボウルにじゃがいも、
ビーツ、
リンゴを入れ、
サワークリーム、
マ
スタード、
塩、
マヨネーズを加え
て混ぜる。
（※1）
⑤お皿に持ってパセリを散らす。

■作り方
①鍋に牛乳とカードを入れ、沸
騰させないようにしながら90
度〜93度くらいまで加熱する。
（※1）
②93度を超えたら火を止め、
絞ったレモン汁加えて弱火で
そっと混ぜる。分離してきたら
さらに2分ほどゆっくり混ぜる。
③網ボウルにさらしか布巾（※
2）
をしいて、分離したチーズを
お玉で移して濾す。そのままひ
と肌くらいに冷めるまで置いて
おく。
④小鍋に③のチーズを入れ火
をつける前にバター、溶き卵、
サワークリーム、塩を加え混ぜる。鍋に火をつけ
て、弱火で2〜3分混ぜながら加熱する。
（※3）
⑤最後にキャラウェイシーズを加え、混ぜる。
⑥③のさらしか布巾に戻し丸い形を作り、
自然に
水けを切る。
ラップに巻いて冷蔵庫で冷やし、切り分けて食べ
る。
（※4）

ラトビア共和国大使館も日本人も食物を大事にする

■材料（５〜６人分）
●ビーツ 1缶
●リンゴ 1個
●レモン汁 少々 ●サワークリーム 1カップ
●マスタード 小さじ1
●塩 小さじ1/2〜適量
●マヨネーズ 大さじ1〜2
●じゃがいも 中2〜3個

ラトビアンミッドサマーチーズ
■材料（７〜８人分）
●牛乳（低温殺菌牛乳） 1.5 リットル
●カード
（カッテージチーズ） 200ｇ
●レモン汁 大さじ４ ●卵 １個
●バター 30ｇ
●サワークリーム 25g
●キャラウェイシード 約大さじ１
●塩 適量（送料の1％くらい）

ダナ・ルーダカ ︵ラトビア共和国大使館

ビーツとリンゴとポテトのサラダ

ラトビア風ボルシチ
■材料（５〜６人分）
●牛豚合挽き肉 200g
●ハム
（脂肪の少ない） 50g
●じゃがいも 2〜3個 ●玉ねぎ 1個
●人参 1本 ●ビーツ 1缶
●キャベツ 100g
●白インゲン豆 60g又は1/4缶
●ニンニク 1かけ ●トマトピューレ 大さじ4
●小麦粉 大さじ1 ●水 1.5リットル
●バター 大さじ1 ●塩・こしょう 適量
●ビーフコンソメ 2個 ●ビネガー 小さじ1
●サワークリーム 適宜
●牛塊肉（赤身） 500〜600g

異 国の食 文 化を知ることで︑私たちはその国の文 化に触れ︑
人と人もつながっていきます︒ラトビア料理には肉や国内で収
穫される作物が多く使われ︑また︑近隣国︵ロシア︑ドイツなど︶
の食文化の影響を大きく受けています︒
長くて寒い冬︑短くて暖かい夏のラトビアの料理には︑寒さ
に負けず体を温めるという特徴があります︒寒さ故に︑温かい
スープの種類はたくさんあります︒海に近い地方では魚料理が
多く︑燻製にされた魚は特に人気です︒また︑様々な味付けの
ニシンのピックルスもラトビア名物です︒魚や肉料理は︑ポテト︑
ザワークラウトや他の野菜と一緒に食べるのが一般的です︒
厳しい気候のため︑昔から家族のために食べ物を集めるのが
大変だったラトビア人は︑今でも食べ物をとても大切にします︒
ラトビアと日本は︑地理的に非常に離れていますが︑ラトビア
人と日本人の考え方には近いところがたくさんあります︒たと
えば︑日本人がお米を大事するように︑ラトビア人はパンを大
事にします︒子供のころからそう教えられているのです︒
高田桃子さんのラトビア料理教室に参加できたことは楽しい
経験でした︒すばらしいプログラムと︑高田さんのラトビアの
知識やすばらしい料理のテクニック︵特に伝統的なチーズつく
り︶に感心いたしました︒
また日本でのラトビア料理紹介のイベントに参加できる機会
を楽しみにしています︒

理レシピ
ラトビア料

写真：高田桃子
スウェーデン
エストニア
ロシア

スィグルダ
リガ

ラトピア

リトアニア
ベラルーシ

レシピ提供：高田桃子（ＩＡＣ会員・管理栄養士・料理研究家）

あらためて︑ IAC国
- 際芸術家センターって？

I A C は︑﹁ No More Hiroshimas
﹂︑世 界 平 和への 願いか ら ス ター

文化交流は︑事業の大小規模にかかわらず︑実現までの道のりは

トしました︒

平坦ではありません︒それでも実現させることで︑政治レベルとも

ビジネスレベルとも異なる世界各地の一般市民同士の相互理解を大き

IACの特色は︑各国大使館との協力事業の実績です︒

く促します︒

日本には百五十強の在日各国大使館があります︒各国大使館と交

流することは︑今号の﹁こんにちは︑大使館﹂で山下さんもおっしゃっ

ている﹃飛 行 機に乗 ら ない世 界 旅 行﹄です︒多 くの方に︑この素 敵

な海外旅行を体験していただきたいと考えています︒

今後︑強化させる事業として

❶国内外の﹁食﹂の魅力を再発見する

三月三日︵火︶

築地市場ショッピングと季節や行事に合わせた料理ワークショップ

◆食の歳時記＠つきじ ①ひな祭り 実施日

︵毎月開催予定︶

第一回 アルメニア大使館との協力で五月頃開催予定

・ホームページをご覧ください︒
詳細は国際芸術家センター facebook
◆日本と外国の食材の組合せで更なる豊かなメニューを考える

お気軽にご相談ください︒

料金に含まれるもの
（現地費用のみ）
3泊のホテル代（二人部
屋基準）、行程にそった
ガイド代と専用車代。
食事代、移動のための
地下鉄代、バス代、タク
シー代などは含まれま
せん。

❷﹁地方創生﹂を国際交流事業に連動させる事業を考えます︒

日本円払いです。 出
発日50日前のTTS（銀行
送金レート）＋3円ｘ料
金です。
50日以内の出発はその
都度お問い合わせくだ
さい。

︵在日大使館や現地の協力で実現します︒

５人以上の場合
お問合せ下さい。

❸個人のご希望でカスタマイズした各地への旅行を企画

＄1,288

ラトビアのリガマラソンの旅︑イタリアのコーリ

４人の場合

例

＄1,476

︵ローマよりも古い歴史を持つ街︶訪問︑各国のハレの日体験の旅︑

３人の場合

国内各地を訪ねる旅もご相談ください︒︶

写真：ジョニー・カサハナ（Dax Tours）

＄1,776

まずは︑ＩＡＣらしい︻ニューヨークのグルメ視 察のツアー︼をご案

第４日

朝、ガイドと共に専用車でホテルを出発。
ＪＦＫ空港でチェックインのお手伝の後、セキュリティー・ゲートまでお見送りをして終了。

２人の場合

グルメ御用達のレストランの他に︑郊外のファーム・トゥ・テーブル

第３日

ちょっと趣きを変えて、ローカル発信力の勢いが止まらないブルックリンへ！！
地下鉄を利用して、ウィリアムズバーグ地区の「エッグ」
（朝は7:00am、週末は8:00amから）へ。
アップステーツと言われる、ニューヨーク州北部で農場を営むこのレストラン。ファーム・フ
レッシュまたはファーム・トゥ・テーブルと言われる農場直送の新鮮な食材を使った朝食を。
ブルックリンと言っても相当広い地域なので、ここからの移動は専用車。
専用車で散策しながら、面白いお店を探しに行きます。
最近、若者が集まるようになったグリーンポイント地区の名物、
「ロブス
ター・ジョイント」
（シーフード）で、ローカル気分で、カジュアルなアメリ
カン・ダイニングの昼食。
夕食は、マンハッタンの夜景を楽しみながら。古い建物のオリジナルを活
かしたインテリアがいかにもブルックリン的な「ノーザン・テリトリー」
専用車の使用はここのレストランまで。帰りは地下鉄を利用します。

2015/01/28現在

内します︒

朝食は、行列の出来るレストラン「クリントン・ストリート・ベイキング・カンパ
ニー＆レストラン」を目指し、少し早目にホテルを徒歩で出発します。
地下鉄などを利用して、簡単な市内観光の後、昼食はアメリカNO１シェフと言われる、エリッ
ク・リパートの「ル・バーナーディン」
（フレンチ/シーフード）で。
市内のグルメやデリ、そしてカフェなどを視察した後の夕食は、グルメご用達の「ダニエル」
（フ
レンチ）で。味、インテリア、プレゼンテーションも抜群。ワイン・リストも充実、完璧美食空間と
評判です。

サンプル料金：

（お1人様の概算の料金）

をテーマにしたレストランなど︑多彩なプログラムです︒

ガイドの空港出迎えで、専用車でマンハッタンへ。ガイドの案内でオーガニック
をテーマに、郊外の自家菜園でも野菜や香辛料を栽培している、ジャン・ジョー
ジ・フォンゲリヒテンの旗艦店、ミシュラン３ツ星に輝く｢ジャン・ジョージ｣で
夕食の後、ホテルで終了。
（レストランへの往復は、徒歩または地下鉄などの公共
交通機関で）

と言われる農場直送の新鮮な食材を使った朝食︑また︑オーガニック

第２日

クリックで IAC- 国際芸術家センターをご支援ください！
gooddo のどなたでもできる社会貢献活動です。
方法：①インターネットで 「gooddo 」で検索 ②トッ
プページの「団体を探す」 ③フリーワード検索に「国際
芸術家センター」をいれる ④「応援する」の赤いボタン
をクリック（１日１回クリック可能です。お願いします！）
（事務局：金屋輝美）

︻ニューヨークのグルメ視察のツアー︼︿サンプルプラン﹀

■新シリーズ、参加者募集
「食の歳時記＠つきじ ①ひな祭り」
3 月 3 日（火）午前 8:45（築地駅近くで集合）〜 12:00
日本人が暮らしの中で伝えてきた年中行事を現代の暮ら
しの中にハレの日として復活させたい！
参加費：2,500 円（ＩＡＣ会員）、3,500 円（一般）
【第一部】築地のプロの目利き情報で旬の食材調達を築地
場外市場でお楽しみください。
【第二部】おひな祭りのお料理と会食
調理指導：森田博文〈築地で和食の魅力を伝えている職人〉
、
高田桃子〈ＩＡＣ会員、管理栄養士、料理研究家〉
お申込み・問合せ：ＩＡＣ事務局へ。
新シリーズとして毎月開催の予定です。情報は facebook
に随時、投稿。https://www.facebook.com/iactokyo
お電話もお気軽に☎03-5426-2047

第１日

事務局便り

みそは日本人の宝
第三十号

みそ健康づくり委員会 委員長

鈴木亮輔

スウェーデン
ラトビア ポーランド
アルメニア
カザフスタン
セルビア

東京にいながらにして世界旅行気分？

写真提供
みそ健康づくり委員会

二〇一五年 二月一日発行

この鎌倉武士の時代に︑いわゆる﹁一汁一

士などの一部の人たちのものでした︒

文 化 遺 産に登 録されました︒和 食は世 界 中

菜﹂
の形が出来ました︒今でこそ﹁一汁一菜﹂
は

一昨年の十二月に︑和食がユネスコの無形

から健康食として注目されるようになり︑欧

及するようになるのは室町時代になってから

粗食の代名詞のように言われますが︑武家や

みそは︑そうした和食の基本調味料のひと

のことです︒室 町 時 代 か ら 戦 国 時 代に入る

米だけでなく︑東南アジアなどの地域でも積

つとして︑日本に千三百年余りの歴史を持つ

と︑
みそは兵糧︵戦陣食︶
としても重用される

僧侶は当時の特権階級で︑みそ汁が一般に普

食材です︒歴史をさかのぼれば︑中国大陸か

ようになり︑みそ汁やみそがいかに人を元気

極的に食べられるようになりました︒

ら朝鮮半島を経て伝来したといわれており︑

そして︑江戸時代に入ってからようやく︑

にしたかがわかります︒

重なぜいたく品だったようです︒平安時代に

みそは庶民の味となっていきました︒健康効

根菜が三種入ったみそ汁は現代栄養学から

前は味を出すために食塩などを多く含んだ

や塩分無添加のものがたくさんあります︒以

ものが多かったのですが︑最近スーパーなど

見ても百点満点︒
みその栄養価︑がん予防効

果︑血圧抑制作用︑老化防止効果などなど理

ます︒
つまり︑鍋にお湯を沸かしてだしと野

に行っても 簡 単に無 添 加のだしは手に入 り

るというのに誤解されているようです︒
また︑

想 的なバランス食 だったと言えましょう︒ま

豆腐や油揚げなどを一緒に摂れば︑立派な大

た︑
﹁みそは医者要らず﹂
と言われたほど︑庶

当 時の代 表 的な食の解 説 書である﹁本 朝

豆たんぱくの料理が完成します︒大豆は畑の

菜などの具材を入れて煮込んで︑あとはみそ

食鑑﹂
のみその項にも︑みそは
﹁腹中をくつろ

を溶かし込むだけで美 味しいみそ汁が出 来

げ︑血を活かし︑百薬の毒を排出する︒胃に

お肉と言われますが︑実は肉よりも多くのた

民に健 康 的な食 品として受け入れられるよ

入って消化を助け︑元気を運び︑血の巡りを

リウムを含む野 菜 類などは︑ナトリウムを

んぱく質を含んでいます︒
また︑たくさんカ

うになりました︒

良くする︒痛みを鎮めて食欲を引き出してく

さらに発酵食品であるみそは︑たくさんの

体外に排泄する機能があります︒

れる︒嘔吐を抑え︑腹下しを止める︒
また︑髪

薬の長であり超 万 能 薬として紹 介されてい

体の中では作ることのできないアミノ酸も含

を黒くし皮膚を潤す︒﹂とあります︒
まさに百

んでいて︑完全食品であるという料理家も数

栄養成分やミネラル︑必須アミノ酸︑つまり

このように︑古くから日本固有の食材とし

ます︒

て︑みそは人々の食生活の中に深く根付き︑

多くいらっしゃいます︒

和 食が無 形 文 化 遺 産になったということ

日本の食卓には欠かせない存在になったので

す︒

は︑和食が守られなければならない存在にな

人がその効果を忘れてしまっては何にもなり

ところが︑今の日本人の食生活は大きく様

ません︒
この機会にもう一度和食の素晴らし

は健康食品であるといわれながら︑当の日本

もかもが手に入るようになった昨今では︑日

さを見直し︑みその健康効果とおいしさに改

ったということでもあります︒海 外の方から

本の食卓にみそ汁が現れない日が多くなって

変 わ り し ま し た︒ごはん 食 がパン食に変 わ

しまいました︒毎朝︑あるいは三食当たり前

めて気付くべきではないでしょうか︒

り︑肉などの欧米風の食材が溢れ︑簡単に何

に飲 んでいたみそ 汁 が食 卓に出るのは週に

まさにみそは︑日 本 人の健 康 長 寿を支え

味 覚のＤＮＡに織り込まれた素 晴 らしい日

何回あるでしょう︒
こんなに昔から日本人に

愛され続けてきたみそ汁が︑時短︑簡単を生

本人の宝なのです︒
みそ健康づくり委員会

http://miso.or.jp/

活の基 本とする日 本 人からどうも嫌われて

しまったようにも思えます︒だしを引いたり

するのが面倒と感じたり︑みそ汁の塩分が高

す︒

いと誤解を受けているのがその理由のようで

だしは︑昨今の商品を見ると︑合成調味料

第 30 号

奈良︑平安時代には庶民には手の届かない貴

みそは︑高級官僚の月給として支給されてい

果についてはさまざまなエピソードがありま

ったのはつとに知られるところですが︑長寿

た時期もあったようで︑税金としても納めら

みそ汁の登場は鎌倉時代になってからで︑

の秘密は︑毎日﹁五菜三根﹂
のみそ汁を食べて

す︒例えば︑徳川家康が︑
みそを食べて長寿だ

水に溶けやすくなったみそが︑みそ汁デビュ

いたからだと言われています︒葉 菜が五 種︑

風流

れていた記録が残っています︒

ーしたわけです︒
しかし︑まだまだみそは武

１

こんにちは、大使館 【 第 19 回 】 特別編

題 字 背 景 ●﹁ み そ 健 康 づ く り 委 員 会 ﹂ の イ ベ ン ト よ り

NPO法人 国際芸術家センター︵IAC︶会報

English inside

ＩＡＣの文化交流の強力なパートナーである在日各国大
使館を取材する
「こんにちは、
大使館」
は今までに延べ20
か国
（セルビアは、
2009年に最初の取材、
大洪水の被害直
後の2014年に再度の取材を行ったので、
大使館の実数と
しては19か国）
を紹介してきました。
「風流18号
（2011年発
行）
」
に、
最初の10か国のまとめをお届けしました。
今回は、
11か国めからの後半の10か国について、
記事を執
筆いただいている山下靖典さんに取材を通じての感想を
いただきました。
それぞれの国を紹介したバックナンバーをお読みになり
たい方にはお送りしますので、ＩＡＣ事務局までご連絡く
ださい。

アフガニスタン

モーリタニア シリア

この「風流」の「こんにちは、大使館」の取材、執筆を担当し
て前回のセルビアで２０カ国目となったという。途中で一度
「総括」めいた感想を書いたが、今回はその後の感想を、との
金屋さんからのご依頼である。
毎回のことだが、訪問する大使館はどちらかというとあまり
人口の多くない、日本ともご縁の深くない国のそれが多い。し
たがって山下も殆ど予備知識がない場合が多い。訪問大使館
が決まると、大使館に事前に質問表をお送りするが、山下はあ
わてて一夜漬け勉強となる。インターネットで大使館や日本外
務省のホームページを見たり、ガイドブックを読んだりして項
目を書き出すという次第だ。
風流１９号で訪問したコートジボワールから２９号のセルビ
アまで１０カ国。
この二カ国とアルメニア、タンザニア、アフガニスタン、南アフ
リカ、モーリタニア、ポーランド、ブルキナファソ、アゼルバイジ
ャンで合計１０カ国となる。このうち山下が実際に旅したことが
あるのはポーランドだけ。しかし、にわか勉強に加え大使館を
訪問し、大使館の皆さんのお話をお聞きして記事を書くこと
で、ちょっぴりその国に旅したような気分になる。また、テレビ
の旅番組では伝わってこないその国のニュアンスを理解したよ
うな気分になることもある。
「こんにちは、大使館」は山下にと
っては飛行機に乗らない世界旅行でもあるのー、というつもり
で毎回取り組んでいる。
英語のできない山下のために、大使館側で通訳を用意してく
ださることが多いが、中には大使ご自身がすばらしい日本語の
使い手であることもある。アルメニアのポゴシャン・グラント大
使（当時は特別顧問）とアゼルバイジャンのギュルセル・イスマ
イルザーデ大使だ。ポゴシャン大使は、数学やコンピュータ科
学を日本の大学で教えているという理科系人間ながら、流暢
にして正確な日本語を話す。またイスマイルザーデ大使は父親
が石川啄木の研究者だったことから日本と日本語に関心をも
ったという。なぜアゼルバイジャンで石川啄木の研究を？とい
う気がしなくもないが、啄木の短歌がアゼルバイジャンで研究

ウガンダ
ボツワナ

アゼルバイジャン
ケニア
タンザニア
マダガスカル

エクアドル

南アフリカ
コートジボワール
ブルキナファソ

今まで取材した延べ20か国
2009 年から 2011 年までに取材

※セルビアは 2 回取材

2012 年から 2014 年までに取材

されていたことを思うと不思議な気さえする。
各国ともそれぞれの国の特産品の対日輸出には懸命だ。コ
ートジボワールはカカオ豆を、モーリタニアは蛸をそれぞれ日
本に輸出している。ただし日本ではガーナ産のカカオ豆のほう
が知名度が上回っている雰囲気だ。コートジボワール産カカオ
豆の知名度と輸出数量をどう上げるかが、今後の大使館の課題
だ。モーリタニア産の蛸は日本のすし店などでもたくさん食べ
られているというが、
「食べている日本人はモーリタニア産で
あることや、モーリタニアという国について殆ど知らない」
（大
使館関係者）のが現状。
「もっと日本人にモーリタニアという国
を知ってほしい」と願っている。
毎回の大使館訪問で一番苦労されているのは日程予約をと
る金屋さんだ。忙しい大使の日程、休日などをめぐる相手国と
日本の暦との違いなどをクリヤーして日程確保にこぎつけるに
は相当な手間がかかるに違いない。また写真担当の藤倉さ
ん、通訳・翻訳担当の堀さんも皆さん本当にご苦労様です。
文：山下靖典（ＩＡＣ顧問）
写真：藤倉明治（ＩＡＣ会員）

▲セルビア共和国大使館 特命全権大使
Nenad Glišić（ネナド・グリシッチ）さんに
取材をする山下靖典さん（右）

HP http://sophia-net.com
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