写真で見る創業 100 周年記念式典・祝賀会

その他 100 周年事業

「創業 100 周年記念誌」の発行
資料、証言から明らかになった「柳屋物語」の数々、
“ ヤナギヤ魂 ” を伝え継ぐバイブル完成！
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弦楽四重奏でお迎え

「松」席

記念誌の制作にあたり何度も構成内容を変更する中で一つの柱が完成しま
した。その中で、どうしても入れたかった事は創業者の「人間像」です。創
業者元助の父、米蔵は萩で蒲鉾業を営んでいましたが、後に故郷「萩」を離
れ転々とする中、宇部の地で蒲鉾業を再開しました。そして再開から５年後の
「1916 年」
、16 歳で家業を継いだ元助によって柳屋蒲鉾店は大成功し、20
歳の頃には宇部で１番大きな蒲鉾店に成長しました。元助は昭和２年、26
歳の時に手仕事であった擂潰工程への機械化を考案し、後の昭和６年には専
売特許を取得しました。柳屋式擂潰機が全国へ販売が正式に可能になったこ
とで更なる成功を収めた元助は、「父との連名」で父の故郷である萩住吉神
社に一対の灯篭を奉納し成功を報告したという事実があります。そして翌年、
柳屋鉄工所を開業し今のヤナギヤに至っています。
記念誌はヤナギヤの 100 年史ではありますが、父を思う創業者のやさしさ
に強く心を打たれ、あえて本誌のプロローグとしてヤナギヤの「誕生前史」を
設け紹介させて頂きました。
本格的な記念誌制作にあたっては 2015 年７月から再度資料調査や取材に
入り、９月完成まで１年以上の歳月を費やしました。
基礎資料については諸先輩方の過去の周年誌や残っているものを参照しな
がらの作業でしたが、15 歳で元助に弟子入りした三浦さんご本人から 80 年
前の記憶がまるで昨日のごとく鮮明に蘇ったようなお話を伺うことができたこと
が本誌を完成させる上で最も重要なことであったと感じています。そして、取
材から１年後、この完成した「記念誌」をお届けし、完成報告できたことが
制作に携わった一人として最高に幸せな瞬間でした。
また、柳屋家ご親戚の方々が代々保管されていた写真や当社の歴史を知る
ご関係者への聞き取りでのお話や資料は、本誌に欠かせない大変貴重なもの
となりました。調査ならびに資料提供にご協力頂きました関係者の皆様、本
当に有難うございました。心より感謝申し上げます。

「梅」席

元助の弟子、三浦彬秀さん
（元宇部蒲鉾㈱常務取締役）
（現在 95 歳）

証言によって当時の柳屋蒲鉾店、柳屋食堂の間取りを再現
萩博物館学芸スタッフ
清水満幸さん

記念誌用集合写真撮影風景

萩の生活文化の専門研
究員、清水先生にもお話
を伺いました。

関西支店が生まれ変わります
新社屋建て替え中

「福」席

企画段階では 50 ページもの、
完成したら 170 ページになってしまいました！

「寿」席

「祝」席

「禄」席
関西支店完成予定図

2017 年２月竣工予定

100 周年事業のメイン事業として、
関西支店の建て替え工事を行ってい
ます。1973 年、門真市に大阪営業
所誕生以来、リフォームは何度か行っ
て参りましたが、このたびは解体して
更地からの新社屋建て替えです。

記念 Hawaii 旅行

2016.8.25 地鎮祭・柳屋副社長による鍬入れ式

１班：2016. ６.15 〜６.20

２班 - １

２班：2016. ６.23 〜６.28

131 名がハワイへ！

「秀」席

100 周年を記念して、４泊６日のハワイ旅
行に行ってきました。今回は 131 名が２班
に分かれて、それぞれの過ごし方でハワイ
を満喫！次の 100 年へ “ リフレッシュ ”

「喜」席

１班

弊社役員と伊藤アナで記念撮影

全て終えて、ビデオインタビュー

２班 - ２

「100 年の食」

後編「洋食」 Willow 特別企画「100 周年記念対談」

料理評論家

山本益博× 柳屋芳雄

今回の「100 周年記念対談」は、前回号の前編「和食」に続き、 「フランスと日本の食文化の違いについて」
後編「洋食」についてお伝えいたします。
柳屋：フランスは日本よりもデザートが進化している国ですが日本
の影響は受けていないのでしょうか？
「フランス料理の歴史」
山本：フランスで言えば今料理とほとんど変わりません。我々が食
山本：フランスと日本の違いは、日本人は食事の時に一緒に甘い
べて美味しいと思う料理は既に 120 年も前から出来上がっていまし
ものは食べません。お酒を飲む、食事をする、甘いものを食べる
た。
場所はそれぞれ違います。フランスでは皆一緒です。食事してチー
それは「エスコフィエ」という人が 19 世紀の終わりから 20 世紀
ズを食べたら終了です。フランス料理には絶対に砂糖は使いませ
の初めまで活躍していたので、その彼が昔の料理を集大成として ん！そうすると自然に体は砂糖を要求する訳で、一緒の食事の中で
洗練化させたのです。だから今から 100 年前の料理を食べてもお
バランスを取ろうとすればそうなります。日本料理にはお砂糖を使
いしいものが頂けているわけなのです。
いますから、最後は水菓子だとか果物とかになります。つまり、さっ
柳屋：日本でもフランスでも、当然のように 100 年前の料理が出
ぱりしたものになります。小豆などは食事の中では食べません。
されているということですね。それは変化していないということです
柳屋：イタリアンも同じなのでしょうか？世界一のレストランといわ
か？
れるあの「noma」もそうですか？
山本：フランスはこの 100 年間、変化というよりは簡素化の歴史
山本：イタリアンも一緒ですし、「noma」も同じです。ですから、
です。新しいものを創り出すということはあまり考えておらず、伝統 フランス料理は前菜、主菜、チーズ、デザートという流れのある
的なものを進化させるということが革新だということです。
様式性が完璧に出来ているからとても合理的です。
そしてその成功したものが新しい伝統になっています。
しかし、日本料理は例えばお寿司を食べに行ったらご飯と魚、天
柳屋：フランス料理では新しい料理として「キュイジーヌ」もありま 麩羅だと全部揚物になります。 前菜もメインも無いなんて、こ
したが？
んなことは向こうの人には考えられない話です。そういう意味で
山本：そのようなこともありましたが、また元に戻っていくという流
100 年前に完璧に出来上がっているのがフランス料理です。
れです。真ん中の太い幹は変わりません。
柳屋：日本で言うならばフランス料理は全てが「会席料理」とい
柳屋：100 年前のフランス料理とはどのようなものですか？
うことですね。
山本：いまだに食べてもおいしいシンプルな料理として魚のムニエ
山本：フランスでは家でも前菜食べてメイン、チーズ、デザート
ルのようなものです。あとは、
「ピー
の順で食べます。日本では会席料理はお店では食べますが、家
チメルバ」というデザート料理で では食べません。そこが食文化として全く違うところです。
す。これも 120 年前には出来てい
また、日本では戦後、甘いものが贅沢だったことから、その考え
たものです。桃を使ったデザート が食文化に残っています。ただ甘みを追い、香りを追わない食
でアイスクリームの上にラズベリー
文化だと思います。牛肉を例に挙げると、脂身を甘い、美味し
ソースをかけて飴がけしたもので
いと言って食べますが、ヨーロッパでは「ジビエ」や「アバ」と
す。アイスクリームとラズベリー
いう内臓を使った肉料理
の相性は 120 年前から変わらず、
があります。これは「鹿
今作ればもっと美味しいだろうけ
の香りだ」とか、これは
れども、120 年前の食材がもしも
「猪の香りだ」とかを楽
京都のフレンチレストラン
La Part Dieu（ラ・パール・デュー） あって今の私達が食べたとしても、
しむ 料 理 で す。 日 本 で
の「ピーチメルバ」
美味しいって辿り着けるものです。
はこのような料理は少し
柳屋：肉料理はどうですか？
苦手であり、お店で肉料
「ジビエ」
山本：肉料理は今の方が絶対おいしいです！牛も豚も魚もすべて、
理と言えば「牛肉」にな
熟成する技術、貯蔵する技術は今の方がはるかに優れています。
ります。
冷蔵輸送はこの 100 年の事で、それによって調理方法は格段に変
柳 屋：日本 人は鹿 や 熊
内臓料理「アバ」
わってきました。火を通し過ぎなくても済むようになりましたし、良
などを食べると「臭い」
い物が遠くからもやってくることで、そこで新しい組み合わせが生ま と言ってしまいます。実は魚を食べているので生臭さには慣れて
れて納得いくものは残り、奇妙なものは捨てられるということになっ いるはずなのに、肉の獣臭いのは嫌いますよね。
ています。このようなことの繰り返しですが、フランス料理は王道
山本：本当は日本料理がもっと進化すべきです。外国に出て行っ
が揺るぎないから、ヌーヴェル・キュイジーヌ・フランセーズ（微 て新しい料理に触れて味覚の地平線が広がっているシェフたちが
妙な加熱処理で素材を生かし、濃厚な味付けを控え、量も少なめ
和食を食べると、何でこんなに決まりきった枠から出ないの ? と
とするもの）という新しいことをやってもいつの間にかまた本道に 疑問を持ちます。
組み込まれて元に帰るという歴史です。

「熟成文化と鮮度文化」
山本：魚がベースなのか、肉がベースなのかということは国として
根本的に違うところですが、日本では動いているものが最高、フラ
ンスでは熟成した肉が最高ということです。要するに 100 年経って
も変わらない熟成文化と鮮度が命という食文化の違いですね。

「食べる最高レベルは “ 生魚 ”」
山本：日本人は色んなものを受け入れられる雑食だから一番許容
シャトー・ラフィット・ロートシルト
量がある民族かもしれません。日本人の最大の強みは魚を生で食
べられるということです。これが食べるというレベルでは最高のラン
柳屋：料理の味も違うのでしょうか？
クです。火を入れるというよりは生で食べるということが最もグレー
山本：料理の味も全然違います。だからフランス人にはフランスワ
ドが高いものです。ヨーロッパでは生が最高とは思っていません。 インの本を書ける人は誰もいません。フランスワインの良い本は皆
火を通して塩をして美味しいのが食材の値打ちを一番高めたも
イギリス人です。
のだという評価です。
ブルゴーニュはドメーヌと言って家族経営で葡萄畑を所有してワイ
「フランスの食文化について」
ンを生産しています。ボルドーでは「シャトー・○○」といって城
柳屋：洋食マナーではスープを飲むのに音を立てて飲んではいけ
主がいて会社組織のようにして広大な敷地でワインを作っていま
ないとありますが、洋食ではもともと日本のようにアツアツのスープ
す。この二つの産地ではでワインを買い付けに来た人を接待する
ではないので出来る事ですね。フランス料理のメニューには日本の
際、シャトーでは執事や料理人もいるので自分のお城の中で出来ま
ように “ アツアツ焼き立て ” とは無いのでしょうか？
すが、ブルゴーニュでは接待するためには自分たちで作ったワイン
山本：料理を持ってきたときには “ 熱いですよ、気を付けて ” とは を持って街に出て、美味しいお店で接待をします。だから、ブルゴー
言いますが、メニューにはありません。「熱いものを冷ました料理で ニュには三ツ星のレストランは山ほどあるのにボルドーには一軒も
す」「生温かい料理です」ということは書いてあります。
ないのです。フランス人は当たり前になって誰も言いませんが、ブ
柳屋：最近は激辛ラーメンや唐辛子が沢山使われた東南アジアや
ルゴーニュは外食文化で、“ 俺のワインを１番美味しく飲ませてく
南米料理のようなものはフランス料理にあるのでしょうか？
れるレストランはここだ ” ということで皆が応援するので、一時期、
山本：ありません。フランスは古くからスパイスの文化で激辛の味 ブルゴーニュだけで７件くらい三ツ星レストランがありました。フラ
覚はありません。基本的にスパイスの発達は肉が腐っていくのを如 ンスと言えば食大国のようなイメージですが、地域によっては事情
何に美味しく食べられるようにするためのもので、当時は香辛料が
が異なるということです。
ものすごく高価であったために発達した文化です。昔はフランスの
柳屋：最後に最近のお勧めのお店はありますか？
貿易港ではインドから入ってくる香辛料と絹織物や高価なものと交
山本：若い人で出て来ている人がいますが、もう今の情報化社会
換するような時代もありましたが、激辛までにはなりませんでした。
の中で「無名だけど美味しい店」なんてところはありません。皆予
柳屋：フランスから入ってきた料理が日本食に定着したものがあり 約していますから入る伱間がありません。逆に益博さんあそこの店
ますか？
行った ? と聞かれてもいやー知らないってこともあります。個人的
山本：メニューにはほとんどありませんが食材にはあります。例え に応援したいところは「コート・ドール」「北島亭」という日本のフ
ば和食ではバターを使う人が増えました。逆にフランスでは醤油を レンチを何十年も牽引してきたところですが、この味を進化させて
使っている人がどれだけいるかとなると、隠し味に使う程度です。 いるようなお店でないといけないと思います。お勧めするとすれば
アメリカではテリヤキに使っていますが醤油味をベースにこれは美
特に街場のレストランです。昔はホテルのメインダイニングの方が
味しいというフランス料理はありません。
格付けは上でしたが、言わばこちらがボルドーのシャトーで、街場
100 年前はバター臭いと言っていたものが、今ではバターをたくさ
のレストランがブルゴーニュみたいなものです。
ん使う時代になりました。これが 100 年
それが、1987 年に私が「グルマン」
というガイ
です。
ド本を出した頃からは逆転して、街場の方に美
「フランスのグルメ事情」
味しいレストランが沢山あるということが知られ
柳屋：新幹線沿線でない地方都市、ちょっ
ていきました。
と不便な地方都市の方が面白いというこ
しかし、まだ 30 年です。高々 50 年も経ってい
とですが、フランスでもそのような所って
ないのにフードジャーナリストやレストラン評論
あるのでしょうか？
家は平気で
「コート・ドール」や「北島亭」のことを
山本：それは山ほどあります。チーズに
フランス料理の “ 老舗 ” って書くのです。
してもワインにしてもパリ以外の方がずっ
“ 老舗 ” とは 100 年経たないと言ってはいけな
グルマン
東京・関西フランス
と面白いです。ブルゴーニュの人はボル
いと思います。
料理店ガイド
ドーを飲みません。逆にボルドーの人は
ですから、ヤナギヤさんはようやく“
老舗 ” と名
1987年版〜1994年版
絶対ブルゴーニュを飲みません。
（見田盛夫・山本益博共著） 乗れるようになりましたね！（笑）
ブルゴーニュのワイン畑

料理評論家 ･ 山本益博プロフィール（MASUHIRO YAMAMOTO) http://masuhiro.jp
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（新潮文庫）、
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「至福のすし『すきやばし次郎の職人芸術』」（新潮新書）、
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