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支倉2.0第３ミッション 

食文化＆食育 
 

スペイン、バルセロナ平成26年3月30日～4月5日 

 

参加者のプロフィール 
 
 
 

MR JUNICHI HASEGAWA (長谷川純一氏)  

 

１９７０福島県会津若松市生まれ (４３歳)、福島

県立会津工業高校、機械科卒（バドミントン部所属）

父の他界に伴い福島県農業短期大学卒。就農。会津

農書を語り継ぐ会会長。400年程続く会津伝統野菜

を栽培しながら、学校給食を通じて子供たちに食育

についての授業などにも取り組む。  

 

<本ミッションへの期待>  

東日本大震災において福島県に際してご支援頂きましたスペイン王国の皆様に感謝す

ると共に、福島県の農業の現状を報告する所存。また、会津伝統野菜の現在の取り組

みについて報告し、その上でスペインでの伝統野菜、種の継承、学校給食の取り組み

について吸収し今後の会津伝統野菜のあり方に生かして行きたい。 

 

 

MR JIHEI ISAWA (伊澤治平氏) 

 

伊達家御用蔵 勝山酒造 12 代目蔵元。JSA 認定 ソム

リエ、SII 認定 唎酒師。パリとフィレンツェにて 10

年間レストランを経営し食の最前線で修行した後、

仙台で唯一現存する仙台藩祖伊達政宗公の伊達家御

用蔵の 12 代目を継ぐ。武士の食と酒文化を現代に復

活させた新しい日本酒の流儀や作法を紹介する

「MODERN 酒道」や「伊達家御家流酒道」を主宰する。

著書に「モダン酒道(マガジンハウス)」、出版企画

として「礼法入門書〜仙台藩作法から学ぶ武家の美学(丸善出版)」がある。 

<本ミッションへの期待> 

伊達家ゆかりの地、スペイン。今回はサムライの酒という切り口で日本酒を紹介し、

スペインの方々に日本酒の本当の魅力を紹介します。一方で日本酒をワインと比較す

ることで、何故日本酒が料理に合うのかというフードペアリング理論を駆使し、スペ

インの方々に理解・実践しやすいプレゼンを行います。食と酒から武士の食文化を発

信するとともに、料理・食材交流における双方のクリエーションの発火点となれるよ

う頑張る所存です。 

 

http://shozankan.da-te.jp/
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MR MAKOTO KITAMURA (北村 信審議官) 

 

復興庁審議官。1960 年佐賀県武雄市生まれ。1984 年に大

蔵省入省、2001 年～2004 年に在スペイン日本国大使館参

事官、2012 年財務省東北財務局長、2013 年より現職。在

スペイン大使館時代は、経済アタッシェとして日西の経済

交流に尽力、経済紙「Cinco Dias」に毎月日西の経済問題

をテーマにコラムを執筆。東日本大震災以降は、内閣官房

、東北財務局、復興庁と立場を移りながらも一貫して復興

に携わっている。 

 

＜本ミッションへの期待＞ 

東日本大震災から 3 年が経ち、被災地では住まいや街づく

りが本格化しています。これからの復興のステージでは産

業や生業（なりわい）の再生が大きな課題となってきます。高齢化や少子化といった

日本全体が直面する問題を克服し、「新しい東北」の創造へ向け、様々な分野の方々

と連携していきたいと願っています。大好きなスペインの地で多くの皆様と「食」を

テーマに語り合える機会を楽しみにしています。 

 

 

 

 

MR ICHIRO KUBOTA（久保田一郎企画官） 

 

復興庁企画官。1965 年生まれ、故郷は南国の沖縄県。1989

年に農林水産省入省、（農林水産省）大臣官房調査官、食ビ

ジョン推進室長を経て、2013 年より現職。農林水産省では

、和食のユネスコ無形文化遺産登録や食をテーマとしたミラ

ノ万博の日本館の企画等を担当。復興庁では、公共インフラ

構築の推進や、東北被災県のミラノ万博への参加支援等に携

わっている。 

 

＜本ミッションへの期待＞ 

日本、特に東北の経済・社会を支えてきた重要な産業の一つ

が、農業、水産業、食品関連産業等であり、また、こうした

産業が今後の復興においても重要な位置を占めると考えられ

ます。スペインと日本の食文化の交流を深め、イノベーショ

ンを構築していくための今回の取組は、「新しい東北」の創

造に向けて、私自身を含め関係者の方々にとって新しい発想を得る貴重な機会になる

ものと期待しています。 
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MR TAKEHIRO OIKAWA (及川 武宏氏）  

 

1979 年 4 月 27 日う生まれ岩手県大船渡船市出身 。⾼校

卒業まで⾼船渡で育ち、⾼学は北海道。その後東京にて

Web 制作会社、監査法⾼系コンサルティング会社で内部統

制や業務改善を⾼う。企業を考えていた⾼先に、2011 年 3 

⾼に東⾼本⾼震災が発⾼。8⾼から公益財団法⾼東⾼本⾼震災復興

⾼援財団で被災した東北の⾼どもたちの⾼援に携わる。2013

年 5⾼から⾼船渡に Three Peaks Winery を⾼ち上げ財団業

務と兼務しながらぶどう栽培、りんご園の運営を始める。

その年の 9⾼に財団を退職。2014 年 1⾼から家族とともに⾼

船渡市に移住。財団から業務を受託したり個⾼的に復興⾼援活動を⾼いながら、ワイナリ

ー設⾼に向けて本格的に事業を開始。  

Three Peaks Winery http://www.3peaks-winery.com/ 

 

＜本ミッションへの期待＞ 

 

参加の目的は、スペインの文化や食文化を学び、自身の事業にいかすことと、大船

渡市やリアス式海岸といったスペインとのつながりを強化し、今後の両国の交流と発

展につなげていくことです。このミッションをすることでお互いの文化を理解し、国や地

域を超えた交流が行われることを期待しています。 

 

 

 

MR AKIHIKO SUGAWARA (菅原昭彦氏) 

 

日本酒「蒼天伝」醸造元㈱男山本店代表取締役。

スローフード気仙沼の理事長、気仙沼商工会議所

会頭として、持続可能な循環型地域社会の実現を

目指して、気仙沼スローフード都市宣言、プチシ

ェフコンテスト、食産業の振興など「食」をテー

マとした活動を展開し、その中心的役割を担って

きた。震災後は本社と倉庫を全壊流失した会社の

復旧を行いながら気仙沼市震災復興会議委員、内

湾地区復興まちづくり協議会会長として、津波で

壊滅的な被害を   受けた市域の復旧・復興に取り

組んでいる。 

<本ミッションへの期待> 

それぞれの国に多様な価値観があり文化があり、食も多様性を持っています。交流を

通して、それらを理解するとともに、自然の恵みに感謝し自然と共生してきた日本人

独特の自然観が育んできた日本の食の良さというものを見直し発信する機会となれば

と思っています。また、地域の風土が育んだ、伝統的な食材や料理技法、質の良い食

べものと飲みものを守っていくことや安全で安心な質のよい食材を生産する人々を大

切にしていく方法などについて学ぶ機会になればと思っています。 

http://www.3peaks-winery.com/
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MR KENJI SUZUKI (鈴木賢治氏) 

 

1982年生まれ、福島県いわき市出身。2009年に地域活

性化会社47PLANNINGを設立し、移動式販売車を使った

県産品のPRや、杉並区高井戸に福島県の郷土料理専門

店【47DINING福島】をオープン。3.11後、実家の製氷

会社（本人は４代目）も津波で全壊する中、【単発復

興ではなく、長期的な支援】を実現するため、復興者

による飲食店街【夜明け市場】を福島県いわき市に設

立。集積体となることよって集客の担保や県外からの

集客、商店街の再生、被災地食材の継続的利用による

生産者の支援を行い、現在11店舗で営業中。一刻も早い福島・東北の風評被害の打破

のため、福島の米を使用した一口サイズのライスバーガー【こめろん】の国内での販

売や、アメリカで【KOME BURGER】を展開している。2012年、THE ENTREPRENEUR 

AWARDS JAPANに選出される。 

 

<本ミッションへの期待> 

東日本大震災から３年が経ちました。私の実家は津波で流されましたが、家族は幸い

にも無事でした。震災の意味、生き残った意味をずっと考えてきました。東北、日本

が世界の中でこれからどうあるべきかを模索し、走り続けてきました。我々がどのよ

うな活動をしているかも知ってもらい、是非一緒にこれからの未来を語り合いたいで

す。 

 

 

MR HIROYUKI TAKAHASHI (高橋博之氏) 

 

 

1974 年、岩手県花巻市生まれ。青山学院大学卒業。岩手県議

会議員を 2 期務める（無所属）。2011 年、巨大防潮堤への代

替案を掲げ、岩手県知事選挙に出馬、次点で落選。沿岸部の

被災地 270 キロを徒歩で遊説する前代未聞の選挙戦を展開し

た。2013 年、後援会を解散し事業家へ転身。NPO 法人「東北

開墾」を立ち上げ、東北食べる通信編集長に就任。 

 

<本ミッションへの期待> 

大量消費文明がもたらした東京一極集中で、都市は個の分断、

地方は人口減が進み、日本は元気がなくなりました。都市の

消費者と地方の生産者を食べもの付きの情報誌と SNS でつな

ぐ「東北食べる通信」を創刊し、都市と地方をかき混ぜる平

成の参勤交代を目指しています。本プロジェクトに参加し、消費カルチャーを”食”

から乗り越えていくバルセロナの事例を学ぶことで、新たな視座を得たいと思います。 

 

 

 

https://www.facebook.com/hiroyuki.takahashi.102
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MS REIKO YAMADA (山田玲子氏) 

フェリス女学院大学卒業後、 1995 年～浜田山の自宅にて料

理教室「Ｓalon ｄｅ R」を主宰。小学生の国際交流の活動を

通じ、食する事は人の輪なり・・と感じ「美味しい料理はあ

なたを想う温かい心から」をコンセプトに。マダムなおうち 

ごはんを大笑いの中、無理なく楽しく大胆に調理！企業の料

理教室講師や、国内での出張料理教室、食することは一番身

近な外交とさらにはＮＹやシンガポール など海外でも定期的

に料理教室を開催。食品会社のレシピ開発やケータリング、

各種イベントにも対応。 

 

<本ミッションへの期待> 

和食が海外で人気と言われても、まだまだ知られていない料

理や食材が多いかと思います、この機会にぜひにバルセロナの皆さんにももっと 和食

が身近でヘルシーだと言う事を知って頂きたいです。 

 

 

 

 

 

「和食＠アリメンタリア２０１４」へのスペシャルゲスト 

 

MR Keisuke Matsushima (松嶋啓介シェフ) 

 

株式会社 Accelaire 代表取締役。Restaurant-I総料理長。 

1977年福岡生まれ。 

エコール辻東京料理専門学校卒業後、 渋谷「ヴァンセーヌ」

を経て 20歳で渡仏。 

2002 年の 25 歳の自身の誕生日にフランス・ニースにて、レ

ストラン「Kei’s passion」をオープン。、開店から 3 年目

の 2006 年、28 歳の時、本場フランスのミシュラン一つ星を

獲得。（外国人最年少）同年店名を「KEISUKE MATSUSHIMA」

に改め、拡大オープン。 

2013年、8年連続ミシュラン一つ星を連続獲得中。 

2009 年 6 月に東京・神宮前に東京で取り組む地産地消をテー

マにした「Restaurant-I」〈レストラン アイ〉オープンさ

せ、同店も 2011年、2012 年とミシュランにて一つ星を獲得。 

フランス政府より日本人シェフとして初めて、さらに最年少で「フランス芸術文化勲

章」を授与される。また、日本酒文化を世界に発信した功績を認められ、2010 年 10

月、日本酒造組合中央会が認定する「第 5回酒サムライ」の称号を叙任した。 

著書に『松嶋啓介の家でもおいしいフレンチ』（講談社）、松嶋の評伝として『情熱

のシェフ-南仏・松嶋啓介の挑戦』（神山典士著：講談社）がある。 

 

 

http://www.reiko-cooking.com/index.html
http://www.keisukematsushima.com/
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共催：   NPO 法人 HASEKURA PROGRAM 

 

後援：   Alimentaria2014 
 
 

お問い合わせは： contact@hasekuraprogram.com 
http://hasekuraprogram.com 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

mailto:contact@hasekuraprogram.com
http://hasekuraprogram.com/

