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第９回世界料理学会 in HAKODATE について
世界料理学会 in HAKODATE 実行委員会

スペインサンセバスチャンでの取り組みを手本に、2009 年から 1 年半に１度ずつ開催し
てきた「世界料理学会 in HAKODATE」ですが、9 回目の開催を今春に控え、いわゆる「コ
ロナ禍」の動向を見据えながら準備を進めてまいりました。残念ながら現時点でこれの終息
を見通せる状況にはなく、これまで通りのイベント実施には、まだ相当の時間がかかるもの
判断いたしました。
料理学会の主役たる料理人らの店舗経営や日常業務についても厳しいものがあるなか、
私たちは「料理人の、料理人による、料理人のための料理学会」の灯を消すことなく一縷の
望みであり続けたいと考え、なんらかのかたちで第 9 回を開催し今後に繋げていこうと熟
考し、今回は、ホールにおける発表および見本市、パーティー等の実施は取りやめることと
し、下記のとおり映像配信を主軸とした料理学会を実施することといたします。

第９回世界料理学会 in HAKODATE（略称：WCAM9）
会期：2021 年 4 月 19 日（月）10:30〜 当面の間
開催手法：YouTube「世界料理学会 in HAKODATE」チャンネルによる映像配信
参加方法：公式ウェブページへのアクセス（YouTube チャンネルで視聴）
http://www.ryori-hakodate.net

【視聴無料】 事前の申し込み不要、従前のようなチケット販売なし。
参加費用は一切かかりません。
主催：世界料理学会 in HAKODATE 実行委員会
問い合わせ先：0138-56-1570（レストランバスク・深谷）
配信内容
4 月 19 日（月）10:30〜 開会宣言 深谷宏治（YouTube ライブ配信）
同日、開会宣言以降、下記のコンテンツを公開する。
（当面の間、公開します）
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■ 深谷宏治 対談シリーズ 10 本 約 25 分／本
１ 山﨑 隆（弘前・レストラン山崎）
２ 奥田 政行（鶴岡・アルケッチァーノ）
３ 秋山 能久（東京・六雁）
４ 赤間 善久（塩竈・シェヌー）
５ 谷 昇（東京・ルマンジュトゥ）
６ 間 光男 （東京・TERAKOYA）
７ 高澤 義明（東京・TAKAZAWA）
８ 秋元 さくら（東京・モルソー）
９ 音羽 和紀（宇都宮・オトワレストラン）
10 ゴルカ チャパルティ（スペイン・アラメダ）
（スペインと Zoom での模様を収録）

■ 地元コンテンツ ４本 約 30 分／本
１ 個人発表コンテンツ
maison FUJIYA Hakodate 藤谷 圭介（函館）
２ 函館道南のワインづくり
仏ドメーヌ・ド・モンティーユ バティスト・パジェス 聞き手：和田 一明
３ さかな自慢 函館の魚屋放談
川村 淳也（マルヒラ川村水産） 小西 一人（マルショウ小西鮮魚店）
坂井 貴博（坂井商店）
４ 料理学会この 10 年
世界料理学会実行委員会

深谷宏治 和田一明 木村幹雄 佐々木宏次

■ 料理学会アーカイブコンテンツ
これまでの発表のダイジェスト版を公開
（敬称略）
※上記をチャンネル開設時の配信コンテンツとし、今後順次コンテンツを拡充予定

主催団体について
世界料理学会 in HAKODATE 実行委員会（任意団体、2009 年に設立）
代表：深谷宏治（レストランバスク オーナーシェフ） 会員：8 名
連絡先：〒040-0003 函館市松陰町 1-4 レストラン バスク
Tel : 0138-56-1570 mail：info@ryori-hakodate.net
または、事務局 田村昌弘（090-7516-4171）
Web： http://www.ryori-hakodate.net/ （映像配信もここからアクセス）
Facebook： https://www.facebook.com/wcam9hakodate
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■ 料理学会とは
世界料理学会は 1970 年代後半、スペイン北東部のバスク地方、サン・セバスチャンに起こっ
た「新バスク料理運動」の流れを組むものです。
1994 年に「世界バスク料理会議」
（深谷宏治が日本代表として参加）を開催、これが発展し
1999 年「Lo Mejor De La Gastronomia（最高美食会議）
」という催しが始まり、この会議が料理
学会の嚆矢とされます。従前の料理講習会とは異なり、料理人たちが料理哲学や料理の背景にあ
る風土や素材、そして調理法や供するための手法などを理論的・科学的に、映像などを交えてプ
レゼンテーションするというものです。バスク地方では今日まで引き続き開催され、今では各国
の気鋭の料理人たちがこの学会での発表に手を挙げ、世界中から料理関係者が集う催しとなり、
料理人たちの研鑽の場となっています。そして「料理学会」はバスク地方にとどまらず、世界各
地に輪を拡げていきました。
スペイン・マドリッド、イタリア・ミラノ、フランス・ドゥービル、アメリカ・ニューヨーク
などでも盛大に催されるようになりました。今日、これらの催しに招聘されることが世界の料理
人たちのステータスともなっています。
日本でも 2009 年 2 月「世界料理サミット 2009 TOKYO TASTE」
（於 東京フォーラム）が世
界屈指の規模で開催され、欧米の三つ星シェフらが集いました。

■ 函館と料理学会
2009 年 4 月「2009 世界料理学会 in HAKODATE」を開催しました。若き日にサンセバスチ
ャンで修業した深谷宏治（函館・レストランンバスク）は、かの地のシェフらとの交流のなかで
料理学会の開催意義に共感し、料理学会は食材に恵まれる土地で、現場の料理人たちの研鑽の場
を作りたいとの思いから、その構想を温め、東京での開催に遅れることわずかに 2 カ月、函館
での開催を実現しました。函館の料理学会にも、私たちの呼びかけに、国内各地から気鋭の料理
人たちが集まり、またスペイン・アルゼンチン・シンガポールからも料理人が駆けつけ、レスト
ラン五島軒を会場に 2 日間にわたる発表が繰り広げられました。
以後、1 年半に 1 度ずつ、春、秋と開催のシーズンを変えながら、これまで 8 回開催してき
ました。会場は第 3 回開催以降、函館芸術ホールに移し、毎回 500 名を超える聴衆を集める催
しに成長しました。

■ 「料理人の、料理人による、料理人のための料理学会」
私たちが函館で開催を決めた際に、掲げたコンセプトは「料理人の、料理人による、料理人た
めの料理学会」というものです。料理人自身が呼びかけ人となり、運営も極力自分たちの力で担
い、大きなスポンサーに依存することなく、登壇にあたっての出演料や登壇料のやり取りをしな
い。集うものは皆、平等な立場での議論に望むことができる。そうした場を作りたいと、という
思いで開催してきました。その結果、参加した料理人が、他の料理人に声を掛け、次回登壇して
もらう、という輪が拡がり、これまでに 150 名もの名だたる料理人たちが私たちの呼びかけに
応じてくれました。

■ 函館から各地に
開催を継続するなかで、私たちのもとには問い合わせや視察が相次ぎ、国内各地で新しい料理
学会が花開きはじめています。2016 年 5 月には有田焼開窯 400 年記念事業として佐賀県主催
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で「世界料理学会 in ARITA」を開催。2019 年からは東日本大震災復興事業で「三陸国際ガスト
ロノミーフォーラム」が始まりこれまで 2 回にわたり宮古市と大船渡市で開催されました。東
京では「世界料理学会 東京 in 豊洲」
（2019.2）が開催されました。

■ コロナ禍での催し
約 10 年の間に 8 回の開催を重ね、約 150 名の料理人らに登壇・発表をしてもらう機会を作
ってきました。普段はなかなか間近で接する機会のないスターシェフたちの発表に触れられる
機会として、料理人はもとより、首都圏のメディア関係者や全国から美食家なども来場し、聴講
していただきました。そうした機会を捉え、函館・道南が誇る農水産品などを売り込むための食
材見本市を併催。料理人と生産者がフラットな関係で交流できる機会になっています。また参加
者同士の懇親の場ともなるパーティーを開催し、参加シェフからのレシピを提供いただき、自慢
の腕を振るっていただく機会も作ってきました。
今春、第９回の開催を予定しておりましたが、今般のコロナ禍のなか、現時点においては感染
拡大の終息を見通せる状況にはなく、これまで通りのイベント実施にはまだ相当の時間がかか
るものと判断。
しかしながら、料理学会の主役たる料理人らの店舗経営や日常業務についても厳しいものが
あるなかで、私たちは「料理人の、料理人による、料理人のための料理学会」の灯を消すことな
く、料理人たちにとって一縷の望みであり続けたいと考え、今回は YouTube による無料映像配
信で実施することといたしました。

■ これまでの開催
2009.4.20-21

2009 世界料理学会 in HAKODATE 開催
レストラン五島軒／bar-gai11 を併催

2010.9.13-14

第 2 回世界料理学会 in HAKODATE 開催
レストラン五島軒／bar-gai14 を併催

2012.4.23-24

第 3 回世界料理学会 in HAKODATE 開催
テーマ「コンブ類・海藻」／函館市芸術ホールほか／bar-gai17 を併催

2013.9.9-10

第 4 回世界料理学会 in HAKODATE 開催
テーマ「タラ」／函館市芸術ホールほか／bar-gai20 を併催

2015.4.20-21

第 5 回世界料理学会 in HAKODATE 開催
テーマ「発酵」／函館市芸術ホールほか／bar-gai23 を併催

2016.9.5-6

第 6 回世界料理学会 in HAKODATE 開催
テーマ「イカ」／函館市芸術ホールほか／bar-gai26 を併催

2018.4.23-24

第 7 回世界料理学会 in HAKODATE 開催
テーマ「山菜」／函館市芸術ホールほか／bar-gai29 を併催

2019.10.28-29

第 8 回世界料理学会 in HAKODATE 開催
テーマ「天然のきのこ」／函館市芸術ホールほか
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■ 歴代ポスター

ポスターデザイン 渡辺譲治（渡辺譲治デザイン事務所・函館デザイン協議会 前会長）
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