Town food & STAY in nanao & WAKURA
やさしいと言われています。そんな能登で育った食材を、至高の一皿へと仕上げる
『Villa della Pace』平田明珠さんと『一本杉 川嶋』の川嶋亨さん。
能登の「食」の魅力と未来についてお話をうかがいました。
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豊かな食材と伝統的な食文化。
若手料理人が伝えたい、能登の「食」の魅力。

Town food & STAY in nanao & WAKURA
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本プロジェクトのコーディネーター。
インタビュアーとしてふたりの料理人に話を聞く。

七尾市の街道「一本杉通り」で日本料理店を経営。
旅館内の割烹で料理長を務めた経験もある。

旅館では﹁この時期には

そういえば︑平田さんのお店

産者であり︑能登の自然の恵

います︒

一本杉から食を発信し︑

﹄は︑今年の
Villa della Pace

み︒僕自身も能登の風土を楽

﹃
秋からオーベルジュとして新た
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なスタートを切りましたね︒
平田

Town food & STAY in nanao & WAKURA

４年前に七尾市に移住し、海沿いのレストランを
開業。生産者とのつながりを大切にしている。

店主 川嶋 享さん
一本杉 川嶋
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