講師● 酒井惠美子さん
（フリーアナウンサー)
日時● 6月7日(土) 10時00分〜12時00分
会場● 大田文化の森 5階 多目的室
参加費● 500円
（資料付き）定員：100名
（先着順）
申込・問合● NPO法人大森まちづくりカフェ
(要申込）TEL＆FAX03-5935-7881
（13時〜17時）
E-mail：oﬃce@oomori-cafe.com

つながろう！広げよう！子育ての輪
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活 魚 と 鮮 魚の違いとは？
活魚は︑元気よく生きている魚︒
鮮魚は︑新鮮な食材としての魚︒

産物部は現在１社の卸売
会社、 社の仲卸会社を
中心に運営されている。
開 設 当 初 は、年 間 取 引
量３万トン、売上３００
億円、１００軒の仲卸会
社という構想でスタート
したが、人口減少、食肉
の低価格化、バブル崩壊
などの背景から魚の消費
量は減るばかり。市場の
規模は縮小し、東日本大
震災が発生した２０１１
年には、２つあった卸売
会社のひとつが撤退する
事 態 と な っ た。
「残 っ た
１社も厳しかったが、こ
こ で辞める訳にはいかな
かった。大田市場は〈ミ
ニ築地市場〉では未来が
ない。
東京都とも相談し、
全国の荷主とタッグを組
み、活魚流通の構築とい
う大改革に着手したんで
す」と新美さんはいう。

など親子連れも楽しめる
企画も実践している。
新美さんは「大田市場の
魚を食べることで、全国
の漁業を応援できます。
是非、近隣の皆さんに大
田市場の価値を知って利
用して頂きたいですね」
と語る。
魚 で つ な が る、都 市 と
地方。大田市場ではそん
な〈つ な が り〉を 感 じ な
がら、旬の味覚を味わう
ことができる。

大田市場水産物部水産部会

ひら

だわる食のプロフェッショ
ナルに「一度利用すると
やめられない」と言わし
めるという。
大田市場は１９８９年、
青果の旧神田市場・荏原
市場、水産の大森市場を
統合して開設された。大
森市場は江戸時代、近隣
の漁師が水産物を持ち寄っ
たことから始まった。水

大田区東海3-2-8

◎ 応募方法 ◎ 葉書、
FAXまたはEメールで、
住所・氏名・年代
（例：40代）
・職業・電話番号・本紙を入手したところ・広告/記事へのご意見、
ご感想
・号数とご希望のプレゼント名を明記してお送りください。

DATA

モノづくりとアートでつなぐ国際交流
～おおたアーティスト ・ イン・ レジデンス（OAIR）～
開催記念グッズのトートバッグ。
トートバッグ : W300×H205×D100mm
大森まちづくりカフェのキャラクター、
「もりもりくん」ストラップの
2014 年 7 月 10 日当日消印有効。当選者の発表は、
商品の発送をもってかえさせていただきます。
オマケ ( １ 個 ) つきです。

だ さ い』と 伝 え て い ま
す。なかなか商売上手で
しょ？」と笑う新美さん
は元漁師。その活動、そ
の言葉の一つひとつに、
漁業への思いを感じさせ
られる。
また、水産部会では市場
の販売力強化、情報発信
を目的に、昨年一般消費
者向けに地域密着型イベ
ント「大見学会」を開催。
卸売場や仲卸店舗の軒先
を見学しながら、イカ釣
り体験やマグロ解体ショー

トートバッグ

http://ota-fish.com

oﬃce@oomori-cafe.com

※お寄せいただいた皆様の個人情報は企画者で厳重に管理し、当選のご連絡、
また
事前に許可を得た方に限りキャンペーン等のご連絡に使用させていただきます。

〒143-0023 大田区山王3-27-6

大盛況となったイベント
「大見学会」
（2013年）

「 もりもりくん 」ストラップ つき を
抽選で3名様にプレゼント！

の低下を心配しながら大
量輸送していた魚を、水
揚げから１日半程度で、
活きの良い状態のまま運
ぶことが可能になった。
魚は大田市場で活〆され
全国へ発送されるため、
早ければ当日中に食卓に
届けることができる。直
前まで元気に泳いでいた
魚の新鮮さは、食材にこ

75

活魚で拓く
漁業の未来
50

75

軒くらいまで増えまし
た。仲卸売場が活気づい
てきたのは嬉しかったで
すね。全体に前向きな空
気が広がりました」と新
美さん。毎月の売上対前
年比も次々にクリアし、
取引量、取引先数も増加
していった。
活魚流通システムが優
れているのは、市場関係
者と消費者だけに恩恵が
あるのでなく、全国の漁
業の活性化につながる点
にある。
「美味しい魚を、
美味しいまま消費者に届
けたい」という漁師の願
いを叶えることで、その
地域の力を引き出してい
く。
「生 産 者 に は『大 田
市場を商売に活用してく

ご応募いただいた方の中から
抽選で、ステキなプレゼントをお贈りします。

全国の漁業を
活性化

日時● 7月4日
（金）
10時00分〜16時00分
会場● スクエア荏原
（品川区荏原4 -5 -28）
問合● 品川子育てメッセ事務局
NPO法人ふれあいの家ーおばちゃんち内
(品川区北品川2-28 -19 ) TEL：03-3471- 8610
E-mail：post2014@s-messe.com

築地には無い独自色を
出すために、水槽と流通
システム整備を推進。卸
売会社・大都魚類の親会
社マルハニチロのグルー

日時● 6月8日
（日）
10時00分〜16時00分
会場● エセナおおた (大田区大森北 4 -16 - 4) 他
参加費●入場無料 (有料イベントあり)
問合● おおた・子育てわいわいフェスタ 2014
事務局 TEL：03- 6410 - 8940
E-maii：info@waiwaifesta.com

大田市場の魚を食べられる飲食店はこのノボリが目印 ！
魚やイカが威勢よく泳ぐ活魚水槽

0 大田市場水産部会
4
0
プ力も生かして全国の生
産者と連携し、海水ごと
魚を運べる活魚トラック
を整備すると同時に流通
の無駄を見直し、ビジネ
スとして成り立つ仕組み
を生み出した。
メリットがあるところ
に、商売人は集まる。
「東
京都の公募も数回行わ
れ、仲卸会社が 軒から

お弁当に！
買い物に！
お散歩に！

地域アナウンサー養成講座
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▼全国から活魚が集う大田市場
（写真提供：大田市場水産物部水産部会）

カ、オマール海老などが
元気よく泳ぐ。まるで全
国の海が一同に集結した
ような光景である。
この水産物部で活動す
る 水 産 部 会 は、卸 売 会
社、仲卸会社、小売商な
ど各組織の代表で構成さ
れる団体。卸売会社が中
心となり２０１０年より
３年ほどかけて「活魚流
通システム」
を構築した。
活魚流通システム
全国の漁港から生きた魚
を導入
を活魚トラックで運びこ
み、ここ大田市場を拠点
に全国へ発送するという
独自の流通システムだ。
このシステムによって、
鹿児島県から従来は活魚
船で海路４日かけて品質

「伝わる」話し方を学ぶ

大田市場の水産物部に
は、
「太平洋」
「オホーツ
ク」と全国の海の名が記
された１３０トン分の巨
大水槽が立ち並ぶ。その
中で真鯛やかんぱち、イ

品川区の子育て情報が一堂に！

JR 大森駅からバスで 20 分。約 40 万平方メートルを超える敷
地面積を有する大田市場がある。青果部・水産物部・花き部
の 3 部門があり、青果部と花き部は日本一の取扱規模を誇る。
水産物部は取引量こそ築地市場に及ばないが、独自の「活魚流
通システム」を構築し、日本全国、そしてアジア各国との流通
ネットワークづくりを行っている。その舞台裏を、大田市場水
産部会の新美豊さんに取材した。
（取材・文＝武藤花奈）

