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私 の 好 き な 格 言
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日本中国料理協会札幌支部
では協会発会当初より幹事長
となり、経理、会計担当とし
てその手腕を遺憾なく発揮さ
れ、札幌支部が全国一の会員
数でモデル支部に指定されま
したが、その安定した協会運
営にも大きく貢献しました。
札幌会館当時より食品衛生
協会の指導員として巡回指導
を行い、北海道食品衛生協会
長表彰を受賞しております。
また、平成８年より宮島学園
の調理講師として若手調理師
の育成、資質の向上に尽力さ
れております。
長年に亘るこれらの功績に
対しまして、平成 年北海道
産業貢献知事表彰、令和元年
厚生労働大臣賞を受賞するな
ど多くの表彰を受けました。
これからも私達の良き先輩
として変わらぬご指導ご鞭撻
の程宜しくお願い申し上げま
す。体調には充分気を付けて
頂き、
お元気でお過ごし下さい。
（紹介者）

泉

勝志

日本中国料理協会札幌支部

題字 札
\調連会長 鈴木 健雄

－1－

日本中国料理協会
札幌支部常任相談役
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庖丁いっぽん
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川村敏朗氏は昭和 年 月
日生まれ、札幌出身のクリ
スマス男でございます。昭和
年、札幌市北区の名門開成
高校を大変優秀な成績でご卒
業され、翌年、中国料理東天
紅札幌店に入社し調理師を志
す事となりました。
昭和 年に北 条にありま
したホテル札幌会館に移りま
した。翌年、私も同ホテルに
入社し大変厳しいご指導をし
て頂きました。当時は婚礼の
件数が多く、１日に 組以上
やっていました。修学旅行の
シーズンも多くの宿泊があり
ました。多忙で大変な時代で
した。
多くの調理人が入社、退社
しましたが川村氏はホテルの
厨房を守り続け、平成９年に
は総料理長となり、平成 年
の退社まで若手調理師の技術
向上にご尽力されました。
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札幌市調理師団体連合会会報

五輪シンボルのモニュメント・大通公園西10丁目

もじゃこ通信85号

令和３ 年 度 定 期 総 会
新型 コ ロ ナ の た め
懇親会は開催せず
令和３年度第 回札調連定
期総会は、５月 日、札幌市
中央卸売市場水産棟４階、札

幌市会議室で開催されまし
た。新型コロナウイルス感染
症拡大防止の観点から、札調
連四役及び理事、合わせて
名（委任状を含む）の出席に
より開催され、恒例の懇親会
は開催を見送りました。
開催に先立ち、コロナ禍の
ため欠席となった札幌市保健
所食の安全担当部長八田智宏
氏から寄せられた挨拶文が髙
橋広夫事務局長の代読で披露
されました。
総会では、議案第１号の令
和２年度事業報告及び収支決
算報告並びに会計監査報告、
議案第２号の令和３年度事業
計画案及び収支予算案はいず
れも全会一致の賛同を得られ
たことから、原案通り可決さ
れました。議案第 号の副専
務理事と顧問の選任について
は、徳本健次副専務理事の後

任は次期改選期まで欠員とす
ること、金綱良至顧問の後任
には八田智宏食の安全担当部
長が選任されました。
新型コロナウイルス感染症
の終息の見通しがたたないな
か、令和３年度の札調連の各
種事業は、対面での事業に代
え、健康料理フェスティバル
の動画による配信や料理教室
テキストの作成などが盛り込
まれました。また、令和３年
度から、ふぐ処理者の取扱い
が全国的に変更となり、札調
連でこれまで開催してきた
「ふぐ処理責任者養成講習会」
の開催が取りやめとなり、代
わって、北海道が実施する「ふ
ぐ処理者認定試験」の準備講
習会を開催することとなりま
した。また、昨年、徴収を控
えていた特別賛助会費は、今
年度は徴収を再開することと
し、今年度予算に計上されま
した。
今年度も新型コロナウイル
ス感染症の影響で非常に厳し
い状況が続くと思われます
が、今まで以上に各加盟団体
そして各役員の方々と協議し
ながら、事業を進めて行くこ
とになります。

－2－

鈴木裕一郎議長

葛西利男副会長閉会挨拶

小泉哲也副会長業務報告

23
森下稔会長代行開会挨拶

事 業
報 告
鈴木健雄会長挨拶

札調連
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地域密着の総合食品商社

創業1958年のコーヒー会社

コーヒー・業務用食材の
サービスプロバイダーとして
楽しい食文化の創造に挑戦します。

本社／〒004-0005 札幌市厚別区厚別東5条1丁目4-26
TEL（011）807-1000 FAX（011）807-3200
URL http://www.u-coffee.co.jp/
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年令、役員歴、業務歴などを
慎重に審査した結果、４名全
員が新しい名誉調理師として
選ばれました。
その後開催された庖丁塚供
養祭運営委員会では、第 回
目を迎える今年度の供養祭に
ついて審議が行われました。
森下稔供養祭運営委員長の
議事進行で、コロナ禍での供
養祭の開催方法について審議
されました。審議の結果、供
養祭は７月 日（木） 時か
ら開催することとなりました
が、昨年同様、来賓の出席は
案内せず、札調連四役のみで
参拝することとなりました。
なお、昨年度及び今年度に新
たに札幌市名誉調理師として
登録された６名の方々へは出
席 を お 願 い し、 名 誉 調 理 師
バッジの授与式と記念撮影を
行うこととしました。また、
供養祭終了後、近くの東家寿
楽で簡単な直会を開催するこ
とも決まりました。
また、７月 日の供養祭に
先立ち、庖丁塚及び周辺の清
掃を行うこととなり、前日の
日に加盟団体から各２名の
参加をお願いし、供養祭に向
けた環境整備を行うことにな
りました。
29
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令和３年度札幌市名誉調理師
庖丁塚運営委員会

格（有資格者以外はその名
称を名乗れない資格）であ
り、国民から信頼される素
晴らしい国家資格です。昭
和 年に先人達が苦労の末
に調理師の地位向上のた
め、勝ち取った資格でもあ
ります。
本会としましても、
今年も参考書や問題集の斡
旋などにより、次の時代を
担う方々への支援を実施し
て参ります。
令和３年度は、北海道水
産林務部が実施する道産魚
食拡大事業として、マイワ
シ、ブリ、ニシンのレシピ
のリーフレット作成、この
３魚種のフェアなどが実施
される予定です。本会とし
ましても積極的に協力して
参ります。
中島公園に隣接している
札幌パークホテルでは、コ
ロナワクチン集団接種が行
われており、現時点では、
札幌市内の 歳以上の方々
が、いそいそと出入りして
います。一日も早くコロナ
ワクチン接種が進み、日常
が取り戻せるよう願ってお
ります。

（一社）北海道全調理師会
事務局長 伊藤 哲男
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北全調だより

11

北全調事務局の近くに、
自然豊かで都会のオアシス
ともいわれる中島公園があ
ります。この原稿を書いて
いる６月初旬は、公園内は
藤の花が満開で、菖蒲池に
はキショウブが咲き始め、
新緑も眩しく、公園内を散
策していると、緊急事態宣
言が発令中ということも忘
れてしまいそうになります。
令和３年度こそはと意気
込んでスタートしました
が、コロナの急激な感染拡
大により、全道の会員が集
結する定期総会も大幅に規
模を縮小して実施すること
を余儀なくされました。北
海道の飲食文化を支えてき
た全道各地の会員の皆様か
らは、諦めとため息交じり
の声が寄せられています。
そんな状況ではあります
が、８月 日に北海道の調
理師試験が予定されており
ます。令和３年度以降、道
内の試験地は、従来の か
所から、
岩見沢市、滝川市、
室蘭市が廃止となり、８か
所となっております。
調理師資格は名称独占資
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四役会 ・ 庖 丁 塚
運営委員会開催
令和３年度第２回札調連四
役会と令和３年度庖丁塚供養
祭運営委員会が６月 日、札
幌市中央卸売市場水産棟４階
の札幌市会議室で開催されま
した。
初めに開催された四役会
は、鈴木健雄会長の開会挨拶
の後、緒方昭彦会長代行の議
事進行により進められまし
た。議事は、令和３年度の札
幌市名誉調理師の選考につい
て行われ、各加盟団体から推
薦された４名の方々について
24
第２回四役会

29
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北海道においてはこれまで通
りふぐ処理を行うことが出来
ますので、改めて「ふぐ処理
者認定試験」を受ける必要は
ありません。
「ふぐ処理者認定試験」及
び「ふぐ処理者認定試験準備
講習会」の実施日程等は次の
通りです。
〇「ふぐ処理者認定試験」
①実施者
北海道知事
②試験日時及び会場：
・学科
 試験及び鑑別試験
（筆記試験）

ふぐ処理者認定試験と
試験準備講習会
令和３年度より全国的にふ
ぐ処理に係る資格制度の統一
化 が 図 ら れ、
「ふぐを処理す
る営業者にあっては、都道府
県知事等が認める者にふぐ処
理をさせ、又はその者の立会
いの下に他の者にふぐ処理を
させなければならない」と規
定されました。この結果、北
海道においては北海道知事が
実施する「ふぐ処理者認定試
験」に合格した者等がふぐ処
理を行うことが出来ることと
なります。
これに伴い、札調連がこれ
まで札幌市の指定を受けて実
施していた「ふぐ処理責任者
養成講習会」は開催しないこ
ととなり、代わって、北海道
が実施する「ふぐ処理者認定
試験」の受験予定者を対象と
した「ふぐ処理者認定試験準
備講習会」を開催することと
なりました。
なお、これまでに札調連が
開催した「ふぐ処理責任者養
成講習会」を修了した方は、

月 日 ： ～ ：
ＴＫ
 Ｐ札幌駅カンファレ
ンスセンター（北区北７
条西２丁目９）
・処理試験（実技試験）
月 日 ： ～ ：
中の指定時間
札幌保健医療大学（東区
）
中沼西４条２丁目１
③受験定数
・ 名
④学科試験の内容
・水産
 食品の衛生に関す
る知識・関係法規・ふ
ぐの種類と鑑別・ふぐ
の処理と鑑別
・ふぐの一般知識

⑤鑑別試験の内容
・ふぐ
 の写真からその種
類を鑑別し、標準和名
を答えること。
⑥処理試験の内容
・マフグ１尾を処理し、
食用可能な部位と不可
食部位を分けること。
・右記マフグの臓器の種
類（肝臓、
腎臓、脾臓、
心臓、胆嚢、卵巣また
は精巣、胃腸）を、あら
かじめ用意された名称
札により鑑別すること。
⑦受験資格
申込み時点において道
内に在住する者であっ
て、ふぐ処理を行う（予
定も含む）営業施設の営
業者または従事者とする。
⑧事前申込み
・受験希望者は、受験願
書の提出に先立ち、事
前申込みが必要
・事前申込み先は、札幌
市保健所、道立保健所
など
・事前申込書の提出期間
７月 日～８月 日
⑨受験
 願書の提出先及び期
間
事前申込みにより受験
可能である旨の通知を受

けた者が対象となる。
・北海道保健福祉部食品
衛生課
・９月 日～ 月８日
⑩試験手数料
・１７、７００円
※詳細は北海道保健福祉部食
品衛生課ホームページをご
覧ください。
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https://www.pref.hokkaido.lg.jp/
hf/kse/R3hugu-sikennjisshi.html

〇「ふ
 ぐ処理者認定試験準備
講習会」
①実施者
・札幌市調理師団体連合
会
②講習会日時及び会場
・ 月３日
９： ～ ：
・修学院札幌調理師専門
学校（中央区南 条西
丁目）
③受講申込受付期間
・ 月１日～ 月 日
④受講定員
・ 名（予定）
⑤受講料
・１３、０００円
※詳細は札幌市調理師団体連
合会ホームページをご覧く
ださい。
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https://www.sacchouren.jp/
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札幌市からのお知らせ

－5－

もじゃこ通信85号

い。
先ずはワクチンの二回接種
の完了を目標に頑張りましょ
う。
成田

寿

元治

－6－

札幌第一割烹調理師会

ることが出来ました。
中には、
昔使っていた庖丁も使えると
喜んで頂きました。多くの家
庭の庖丁を研いでみると、現
在は、柄も刃も一体型の庖丁
が多く使われているようで、
庖丁研ぎも研石ではなく研ぎ
器を使っている家庭が多く、
刃の付き方にクセがあるのが
判りました。
年以上も前になります
が、庖丁研ぎが下手で自分の
庖丁を弓形にしてしまった
り、ただ研ぐだけで刃を駄目
にしたり、研石の使い方も悪
く凹凸にしてしまい仕方なく
歩道の沿石で研石を平らにす
る為に削り研いだ事を思い出
しました。

佐藤

札幌そば麺類研究会

札幌市中央区南４条西５丁目６
TEL 011－241－4540
FAX 011－241－4505

印刷も、
Webも、
電子書籍も。

「そば部会の活動報告」
令和２年からのコロナ禍の
影響で、長年続けてきた「親
子そば打ち教室」や「異業種
交流そば打ち教室」も中止す
る事になりました。そこで、
私達の出来ることは何か、社
会奉仕、職業奉仕が出来ない
かと考え、暮れの 月で家事
が忙しくなる地域住人の家庭
用の庖丁を研ぐ事を町内会役
員に相談してみました。
最初に町内会役員の庖丁を
研ぎ、結果を見てもらい、次
に町内会に回覧して頂き家庭
訪問をして庖丁を研ぐことと
しました。マンションの掲示
板に案内を出し、朝、庖丁を
受け取り、 時に管理人の方
に、部屋番号を書いた包み紙
で巻いて届けました。管理人
の居ない所では対応できずに
０本でしたが、約２００世帯
で１００本の庖丁を研ぐこと
が出来、当初の目標を達成す

40

レ ポ ー ト
三、施設内の定期的な換気を
行います。
四、施設設備などの定期的な
消毒洗浄を行います。
（一日一回以上定期的な
清掃の実施）
五、人と人との接触機会を減
らすことに取り組みます。
（職員のソーシャルディ
スタンスの実施、休憩時
間の分散、自宅勤務の実
施）
六、利用者の皆様にも咳エチ
ケットや手洗いをお願い
します。
七、ホームページなどを活用
し利用者の皆様に現状を
お知らせします。
以上の取り組みを実施し、
今のところクラスターの発生
もなく、無事に業務を続けて
おります。
ようやくワクチン接種も始
まりました。新型の変異ウイ
ルスも出てきて、まだまだ油
断のできない状況に変わりあ
りません。どうか皆様も感染
対策をしっかり徹底して罹患
しないようにお気を付け下さ
12

新型コロナウイルス
感染症対策
昨年来からのコロナ禍が収
束の兆しが見えず感染者の増
減が繰り返されています。
今現在二回目の緊急事態宣
言が発動中であり、更に六月
二十日迄延長されました。こ
のような状況下にあり会の活
動も出来ない事態が続いてお
ります。
このような時勢ではありま
すが、私が働いております保
育園は休業や自粛の対象に
なっておらず通常の業務を
行っております。百名以上の
園児を預っており、コロナ対
策の感染予防には細心の注意
を払っております。その取り
組みを掲載させていただき少
しでも皆様の予防に役立てば
幸いです。
「新北海道スタイル」
（七つの取り組み）
一、職員のマスクの着用や小
まめな手洗いを行います。
二、職員の健康管理を徹底し
ます。
15
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「座右 の 銘 」
北海道寿鮨調理師 会

30

校、 沖 縄 興 南 高 校 野 球 部 の
モットーでした。
時は流れ、古希を迎え、孫
達に「いつまでも元気でいて
ね」と言われています。今の
「座右の銘」は「病まず、弱
らず、百十五歳」です。

食材のはなし
エディブルフラワー

板倉 洋祐

０年前から古代インディオ達
が砂漠で花を食べていたと言
われていたり、中国でも古く
から花を食べる文化があった
りと世界各国でその歴史が
残っています。
日本でも代表的なところで
黄色の「阿房宮（あぼうきゅ
う ）」 や ピ ン ク 色 の「 も っ て
のほか」などと呼ばれている
菊の花がありますが、菊の花
がおひたしや酢の物として古
くから食べられているのはみ
なさんもご存じの通りです。
その後、日本では１９８０
年代に増加し始めたイタリア
ンやフレンチのレストランで
サラダなどに取り入れられ、
欧州の食用花文化が知られる
ようになりました。その種類
は 種類以上にも及び、１９
６７年に桜草の栽培から始め
た愛知県豊橋市が国内生産の
約９割を占め、農林水産省が
定めたガイドラインに基づき
食用栽培された毒性の無い花
だけがエディブルフラワーと
して流通しています。
エディブルフラワーは栄養
価の面に於いても価値が高
く、 代 表 的 な と こ ろ で は ス
ナップドラゴン（キンギョソ
ウ）はビタミンＣが豊富、色

の種類の多いビオラはビタミ
ンＡとビタミンＣが豊富、そ
の華やかさと香りで知られる
バラはビタミンＣとビタミン
Ａが豊富で、食物繊維はバナ
ナの 倍とも言われています。
このようにエディブルフラ
ワーはビタミンやミネラル、
食物繊維を多く含むものも多
く、見た目の華やかさだけで
なく野菜不足や栄養不足を補
うのにも一役買ってくれるの
も大きな魅力のひとつです。
香辛料やハーブに続く料理の
構成要素になりうる可能性を
十分に秘めた食材と言えるか
もしれません。
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エディブルフラワーとは
（食べられる） Flower
Edible
（花）の文字通り、食用花の
ことです。
近年では料理を華やかに彩
り、風味をつけてくれるアイ
テムとして洋食のみならず
様々なジャンルの料理、ペス
トリーで大変重宝されていま
す。
エディブルフラワーの名称
で親しまれるようになったの
はさほど昔ではないですが、
花を食べるという習慣は実は
かなり昔からあり、約２８０

札幌市中央区北13条西16丁目３－13
TEL 709－1221(代) FAX 709－1225

修一

とは他を気にかけず、自分の
思うままに振る舞うこと。正
義とは自分が正しいと思った
ことを「倫理観」と「道徳観」
をもって行うこと。
高校生になると、学校の教
育方針である「質実剛健」と
いう言葉に心が動きました。
「質」は素材「実」は誠実「剛
健」は強くたくましいです。
心身共に強くたくましく飾り
気がなく真面目で肉体的にも
精神的にも清らかでたくまし
いという事でしょうか。
もう一つは「百折不撓」で
す。何度失敗しても挑戦し続
ける事です。大学時代は、学
生生活の中何かを残したいと
思っていました。一つの形と
して教職２級の免許を取得し
ました。いつも挑戦する気持
ちを忘れずに心を清く持ちた
くましく生きていきたいと
思っておりました。
後でビックリした座右の銘
が あ り ま す。「 魂 知 和（ こ ん
ちわ）
」 で す。 強 く て 豊 か な
優しい魂（心）と知（知恵・
勉学）と和（輪・友）を育て、
お互いに助け合い協力してい
こうと言う意味をこめた挨拶
「こんちわ」。この座右の銘は、
後に、甲子園春の大会の優勝

衛生的な設備を誇る
業務用卸のエキスパート‼
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高級鮮魚介・冷凍魚介・各国輸入蛯

森山
「座右の銘」とは、いつも
自分の身近に書き記して自分
の戒めとする言葉の事を言い
ます。常に自分の心にとどめ
ておき戒め励ましとする言葉
です。
また、自分の心を律する為
の「格言」の事でしょうか？
自分にとっての「座右の銘」
は一つでなくていいと思いま
す。自分が過ごしてきた時間
の中で自分の心に強く感じた
言葉が「座右の銘」だと思い
ます。
昭和 年の秋の頃、大学で
就職・卒業の個人ガイダンス
（大学教授による） 分位書
面による質問があり、その中
に「座右の銘」を問われまし
た。
中学時代は野球をしていま
した。校歌、応援歌等この時
多く耳にしたのが「自由と正
義」という言葉でした。自由
48

70

私が日本料理の世界に入っ
て 年。
もう 年かと思えば、
たった 年しかたっていない
と思う日々。沢山の人達と出
会い大変お世話になりました
が、この様な人間になりたい
と思う人と出会う事が出来ま
した。
常に一番の目標としてきた
のは、故滑川敏行先生です。
先生との出会いから、亡くな
るまでの 年、公私共にお世
話になりました。思えば沢山
教えて頂きたい事がありまし
たが、今じゃ聞くこともでき
ません。話す機会も多く、料
理のお話から一般常識まで
色々とためになることばかり
…その中で一番よく口にして
いたのが「勉強してるかい？
常に勉強だよ」と言われてき
ました。
最初のうちは上辺だけの勉
強でしたが、近年では年を取
るたびに勉強。仕事を任され
るたびに勉強。日々勉強が当
たり前になってきておりま
す。特に日本料理の歴史は古
く、時代の背景と料理が反映
35
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潤平 中央区大通西８丁目

札幌ビューホテル大通公園

総支配人

岡村

ホテルポールスター札幌

総支配人

藤本

桂 中央区北４条西６丁目

センチュリーロイヤルホテル

総支配人

桶川

昌幸 中央区北５条西５丁目

勤 中央区北１条西27丁目

康 中央区南10条西３丁目

南部ユンクィアンしず子 中央区大通西14丁目
株式会社

すし善

代表取締役

嶋宮

財団法人

札幌勤労者職業福祉センター

札幌サンプラザ館長

本間

章弘 北区北24条西５丁目
札幌グランドホテル

総支配人

長瀬

隆則 中央区北１条西４丁目
札幌パークホテル

総支配人

荒木田

ホテルライフォート札幌

総支配人

山端

一史 中央区南10条西１丁目

京王プラザホテル札幌

代表取締役社長

池田

純久 中央区北５条西７丁目

学校法人

山口学園北海道中央調理技術専門学校

学校長

山口

伸矢 豊平区月寒西３条６丁目

学校法人

光塩学園調理製菓専門学校

理事長

鈴木裕一郎（札調連副会長）
石塚 博久（札幌そば麺類研究会）
森山 修一（北海道寿鮨調理師会）
本間 勇司（札幌割烹調理師会）
泉
勝志（日本中国料理協会）
板倉 洋祐（全日本司厨士協会）
成田
寿（ 札幌第一割烹調理師会）
髙橋 広夫（事務局長）

会報編集委員

委員長
委 員

編集長

電話／（〇一一）二一五
印刷／株式会社正文舎

六一二五
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ああ とと がが きき

未だにコロナは終息しな
い。東京がオリンピックを目
の前にして第４回目の緊急事
態宣言の対象地域となった。
しかし、宣言の有効性は疑問
視されている。頼れるのはワ
クチンのみのようだ。
ところが、その期待のワク
チンが行き渡らない事態に
なっている。これまでの行き
当たりバッタリのコロナ対策
の不出来を見ていると、つく
づく日本と言う国の国力の低
下を感じざるを得ない。
そんななか、明るい話題が
大リーグで活躍している大谷
翔平選手だ。野球の神様と言
われるベーブルースと比べら
れるほどの記録を打ち立てて
いる。さらに凄いのは、彼の
桁外れた身体能力もさること
ながら、その人間性がすばら
しいことだ。

機関紙／もじゃこ通信
令和３年７月 日発行 第 号
編集発行人／鈴木裕一郎
発行所／札幌市調理師団体連合会
〒
- 札幌市中央区北 条西 丁目２ １
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札幌市中央卸売市場水産棟４階
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－

され、また、四季の移ろいを
楽しみながら伝統文化や化
学・民族・思想・経済・社会
など、あらゆることと結びつ
いた独自の文化であることに
改めて気づいたことは勉強に
なりました。先人が残してく
れた伝統や、恩師である滑川
先生に少しでも近づけること
が 出 来 る よ う、 日 々 勉 強・
日々精進していきたいと思い
ます。
また、コロナの状況下で弊
社も休業しており今までに体
験したことが無いことばかり
でしたが、そんな中、１冊の
本 に 巡 り 合 い ま し た。「 １ 日
１話、読めば心が熱くなる３
６５人の仕事の教科書」致知
出版社 藤尾秀昭監修です。
各界のリーダーが愛読してお
ります月刊誌「致知」の代表
取締役社長兼編集長が特に心
に響いた３６５人の言葉を選
び出し一冊の本にまとめた貴
重な本です。
何時の時代でも、仕事にも
人生にも大変勉強になる本で
すので、是非ご覧になってく
ださい。
本間 勇司
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特 別 賛 助 会 員

当連合会の運営に特別にご支援いただいている特別賛助会員の方々です。（敬称略）

