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1997 年全国すし商生活衛生同業組合連合会海外事業部役員として活動開始。ワシントン
ＤＣ・全米さくら祭イベントに 10 年連続参加協力。
1998 年ニューヨーク・日本クラブで姿造りを披露。
1999 年ワシントンＤＣ日本大使館主催「日本の食文化展」に日本代表として「姿造り
を」ＪＩＣＣで披露。
2001 年５月ドイツハンブルク桜まつり会場及び総領事館・同ベルリン在「日本大使館落
成記念」すしの講演と技術披露。
2002 年 10 月「チェコ水害復興記念チャリティーパーティー」会場及び大使公邸にて日
本の食文化披露
2003 年２月ロンドンすしコンペティションに全国すし連代表として技術披露。3 月 LE
CORDON BLEU LONDON 技術披露及び講演。４月ワシントン DC「全米創作すし技術コンク
ール」審査委員長。講演時の論文「すしの原点」同年 7 月、米国フード業界紙 フード
ジャーナルＵＳＡに転載紹介される。同 11 月鴨川市企画振興課主催未来塾一般公開講
演。
2004 年１月 北カリホルニア日本食レストラン協会依頼による CALIFORNIA CULINARY
AKADEMY 技術披露と講演。 2 月イギリス、ロンドン 2004 すしコンペティションにて技
術披露及び講演。LE CORDON BLEU LONDON にて 2 回目の講演及び技術披露を行い他近隣
学校で技術披露と講演 10 月チェコ在日本大使館主催、広報文化センター再落成式、チ
ェコ調理師連盟、チェコ国営料理学校等でセミナー、大使公邸イベント等
2005 年 5 月サンフランシスコ前年度同事業協力。同年 6 月パナマ在日本大使館主催すし
セミナー等。
2006 年 4 月ワシントン DC すしコンクール審査委員。同年 10 月ロンドン EAT-JAPAN ワ
ークショップ主任講師。競技審査委員。チェコ交流店技術指導。
2007 年 1 月シアトル。同月フランス・リヨン。2 月モスクワ・在日本大使館。4 月ワシ
ントン DC 支部主催事業。9 月サンクト・ペテルブルグ。10 月モスクワ PIR 会場。在日
本大使館主催事業。同月、ロンドン EAT-JAPAN。等で活動。
2008 年 3 月フーデックス記念講演。JRO 出版「すしの基本調理と衛生」監修。7 月ジャ
パン・シーフードショー講演。8 月すしの DVD 制作 10 月ロンドン事業。
2009 年 1 月フランス・リヨン。4 月静岡空港開港記念事業、国際すし博 IN 静岡・世界
スタジアムプロデュ-ス。11 月ロンドン BBC 会場にて前年度同事業。
2010 年 2 月国際交流基金南米 3 ヵ国事業協力・ベネズエラ・ボリビア・ペルー。6 月千
葉県すし商生活衛生同業組合理事長就任。全国すし商生活衛生同魚組合連会すし知識海
外認証制度設立・委員長就任。9 月国際交流基金主催・スペイン・ポルトガル在日本大
使館事業
2011 年すし知識海外認証制度試験シンガポール－開催。同国環境省にて講演。5 月ウク
ライナ・ベラルーシ。7 月オーストラリア・シドニー試験開催。9 月イギリス・ノルウエ
ー・スエーデン・ドイツ・ベルギー・チェコ訪問。11 月国際交流基金主催・ルーマニ
ア・ウクライナ在日本大使館事業協力。
2012 年 2 月ポルトガル調理師連盟。セルビア在日本大使館。ルーマニア。シンガポール
農水事業。3 月ハワイ講演。5 月ベトナム・ミヤンマー・タイ。6 月ウクライナ検定試
験。10 月ルーマニア・デンマーク在日本大使館・スエーデン在日本大使館。11 月ワシ
ントン DC 在日本大使館・テキサス州ヒューストン在総領事館及び JETRO 事業協力。
テキサス州ヒューストン市名誉市民・親善大使称号拝受。
2013 年 3 月 World Sushi Cup Japan 開催大会会長、6 月テキサス州ヒューストン日本
総領事館すしイベント、ライス大学すしセミナー。ワシントン DC すし知識海外認証制
度試験開催。9 月ロシア・モスクワ日本大使館にてすし知識海外認証制度試験開催。10
月一般社団法人国際すし知識認証協会設立代表理事就任。12 月ロサンゼルスにてすて知
識海外認証制度試験開催。
2014 年 1 月バンコック日本食商談会事業協力。同月ホノルルふるさと見本市、在’日本
領事館すしセミナー。2 月上海海洋大学講演。上海科学会堂講演。3 月 JETRO ロンド
ン、インド司厨士協会事業協力、チェンナイ・デリーすしセミナー。8 月ブラジル安倍
総理訪問国家事業協力。同月 World Sushi Cup Japan 大会会長。9 月南アフリカすしセ
ミナー。11 月アリゾナ州フェニックス事業訪問。12 月上海海洋大学事業協力。
2015 年 2 月農林水産省より日本食普及の親善大使称号拝受。5 月シカゴ、6 月韓国、7
月シンガポール、8 月インドネシアすしセミナー、同月 World Sushi Cup2015 大会会
長。9 月農林水産省助成事業香港すし講座開催 10 月スエーデン、ノルウエー、フランス
すしセミナー開催。ブラジル・サンパウロ農林水産省助成事業「すし知識普及講座」開
催。11 月グローバルすしチャレンジ開催。
2016 年 2 月 JETRO インドスシセミナー。農林水産省事業サンフランシスコ・スシセミ
ナー。4 月内閣府よりクールジャパンアンバサダー拝受。千葉県すし商生活衛生同業組
合理事長退任。8 月 World Sushi Cup2016 大会会長。㋊農林水産省事業ロサンゼルス・
スシセミナー開催。
2017 年 2 月 外食アワード 2016 受賞。ロシアテレビ取材協力。
8 月 World Sushi Cup2017 大会会長。
2018 年 8 月 World Sushi Cup2018 大会会長。11 月中国青島シーフードショー事業協
力。12 月ブラジル・テレビ取材協力。
2019 年 1 月スイス・ダボスジャパンナイト安倍総理参加事業。3 月ボストンシーフード
ショー。４月中国上海ホテルレストランショー。
World Sushi Cup2019 大会会長。11 月中国青島シーフードショー事業協力。

