
01 御饌丼の会ご紹介  

2011-11-22 17:07:08  

テーマ：御饌丼って？  

みなさまこんにちは。御饌丼（みけどん）の会事務局です。 

平成 21年度の状態で止まっていた御饌丼の HP情報をこのたび一新し、少し

ずつですがお伝えしていきたいと思います。 

まずは「御饌丼の会」のことをお話ししておかねば。 

御饌丼の会は、平成 22年 5月 18日に発足した会で、御饌丼を取り扱ってい

るお店が中心となって活動しています。 

現在の取扱い店舗は 16店舗。それぞれが工夫して、おいしい御饌丼を販売し

ています。 

御饌丼の会には、お店のほかに、「伊勢観光活性化プロジェクト会議食部会」

の代表のみなさんも参加しています。 

「伊勢観光活性化プロジェクト会議食部会」は、「外宮さんにちなんだ丼を

つくって、みんなに外宮さんのことを知ってもらって、食べものの大切さにつ

いて考えてもらおう！」と考え、全国公募のコンテストを開くなど、御饌丼誕

生に向けて奔走された、いわば“御饌丼の生みの親”のみなさんです。 

「御饌」とは「大切な食べもの」という意味。御饌丼の会は、食の神様であ

る外宮さんのおひざ元・伊勢の地で、御饌丼づくりに取り組んでいます。 

みなさんぜひ食べに来てくださいね！ 

 ちなみに今日は、御饌丼の会議でした。集まったメンバーでパチリ☆半数程

度の出席でしたが、このようなメンバーでやってます。 

 

 

 
 

パンフレットは現在 2種類。「御饌丼パンフ」と「鯛の伊勢茶丼パンフ」です。 

ちなみにこんなパンフレットです。写っているのは、御饌丼の会のメンバーの

ひとり、伊勢観光活性化プロジェクト食部会の世話人、若林くんです。 

http://ameblo.jp/mikedonnokai/entry-11086007734.html
http://ameblo.jp/mikedonnokai/theme-10045827391.html


 

 

パンフレットは取扱い店舗や伊勢市観光協会、伊勢市内の各案内所にあります

が、伊勢市観光協会の HPからダウンロードできます。 

御饌丼関係以外にも、伊勢関連のパンフレットが揃っているので、便利ですよ

☆ 

http://www.ise-kanko.jp/download/index.html 

 ・・・というわけで、次回は丼の種類について、ご紹介します。 

 



02 御饌丼いろいろ その１  

2012-01-20 14:35:44  

テーマ：御饌丼って？  

みなさまこんにちは。御饌丼（みけどん）の会事務局です。 

 

今回は、御饌丼の種類について、ご紹介します。 

まずは、何といっても「どん丼火」！ 

「どん丼火」は、平成 21年 8月 1日に、「外宮さんにちなんだどんぶりコンテ

スト」で最優秀賞に選ばれたレシピをアレンジしたもので、御饌丼の栄えある

第 1作目となったものです。 

伊勢たくあんを混ぜ込んだご飯の上に、伊勢うどんのたれに漬けた地鶏をのせ

て、赤く色づけした大根をツノのように立ててあります。 

 

 

 

 

この見た目は、「どんど火」と言われる大みそかのかがり火のカタチをなぞっ

たものなんです。 

 

何とも個性的！ 

 

「どん丼火」は、つぎのお店で販売しています。お値段はだいたい 600円～900

円の間。値段が違うのは、副菜が付いたりこだわりの材料を使っていたり、お

店の工夫がそれぞれ異なるからです。 

みなさんぜひ食べに来てください！ 

 

■い～菜  （Tel:0596-25-3114）  

■伊勢安土桃山文化村 （Tel:0596-43-2300）  

■麺菜レスト いちし（Tel:0596-24-0809）  

■和食処 魚勘 （Tel:0596-24-3017）  

http://ameblo.jp/mikedonnokai/entry-11140903550.html
http://ameblo.jp/mikedonnokai/theme-10045827391.html
http://don.e-na-world.com/
http://www.ise-bunkamura.co.jp/
http://www.uokan.co.jp/index.htm


■がってん食堂大島屋 伊勢店 （Tel:0596-63-6885） 

■Cafe&Bar Sunny Place （Tel:0596-63-6664） 

■鳥翔 （Tel：0596-36-0123） 

■若草堂（Tel:0596-24-3210） 

 

次回は「鯛の伊勢茶丼」について、ご紹介します。 

 

http://www.dime-co.co.jp/ooshimaya
http://ameblg.jp/ise-sunny-place/
http://torisyou.com/


御饌丼ブログ 03 御饌丼いろいろ その２  

2012-02-03 13:14:30  

テーマ：ブログ  

みなさまこんにちは。御饌丼（みけどん）の会事務局です。 

 

今回は、「鯛の伊勢茶丼」について、ご紹介します。 

 

「鯛の伊勢茶丼」づくりは、大学生の女の子のお便りからはじまりました。 

 

平成22年の夏、多気町出身の東京家政大学短期大学学生、上田美徳さんから、

「一緒に新しい御饌丼を作りませんか？」というご提案をいただいたのです。 

 

お手紙をいただいたのはいいものの、互いのスケジュールが合わず、試作し

ながらレシピを固めたのは、翌年の 2月になってからでした。 

 

しかも最初の試作の日は雪。伊勢は太平洋側のため、冬は風は強いけれど気

温はそんなに低くなく、晴れることが多いので、雪は本当に少ないんです。し

かも「積もる雪」なんて、ほとんどありません。 

結局事務局の判断が遅れてしまい、店舗有志のみなさんや上田さんをはじめ、

参加者のみなさんは、とんでもなく帰りが遅くなったり、風邪をひいてしまっ

たり、近くのホテルで一泊する羽目になったり・・・（あの時は本当に申し訳

ございませんでした；）。 

 

そんなこんなでバタバタの中、店舗有志のみなさんの「お手頃価格で提供で

きて、安定してお出しできるものを」という声と、東京に住む上田さんの伊勢

に対する思いが合体して、「鯛の伊勢茶丼」は生まれました。 

 

鯛は、神宮で神様のお食事として用意されるお料理の材料のひとつです。 

その鯛を伊勢うどんのたれに漬けて、伊勢茶を混ぜ込んだご飯の上にのせ、

出汁と田舎あられを添えたものが、「鯛の伊勢茶丼」です。 

 

http://ameblo.jp/mikedonnokai/entry-11153979215.html
http://ameblo.jp/mikedonnokai/theme-10044928608.html


まずはそのまま、次に出汁をかけて・・・とここまでは他の鯛茶漬けと同じ。 

「鯛の伊勢茶丼」では、その次に、田舎あられをお茶漬けの中に入れてしま

います。 

田舎あられに出汁をかけてたべるのも Good。 

人によって好みはさまざまですが、外側はふやけているけれど中までは滲み

てしない状態が、事務局の中では人気です。 

 

伊勢地方では、田舎あられにお湯やお茶をかけて、塩や梅干しなんかをトッ

ピングして、おやつとして食べる習慣があります。 

独特の食感がくせになりますので、ぜひ一度試してみてください！ 

 

「鯛の伊勢茶丼」は、下記パンフレットにあるお店で販売しています。お値

段は全て 1,000円。「どん丼火」と同じく、各お店による工夫が満載です！ 

 

H23.4.14 中日新聞から 

 

 

      

 

 



御饌丼ブログ 04 スタンプラリーを開催します！  

2012-02-03 13:23:17  

テーマ：ブログ  

みなさまこんにちは。御饌丼（みけどん）の会事務局です。 

2月 1日から、スタンプラリーが始まりました！ 

参加店舗 13店舗中、5つのお店で御饌丼を食べると、5軒目で最大 500円引

きさせていただきます！ 

スタンプカードは 13の店舗にあります。 

■い～菜  （Tel:0596-25-3114）  

■伊勢安土桃山文化村 （Tel:0596-43-2300）  

■麺菜レスト いちし（Tel:0596-24-0809）  

■岩戸屋 参宮亭 （Tel:0596-23-3188） 

■和食処 魚勘 （Tel:0596-24-3017）  

■Cafe&Bar Sunny Place （Tel:0596-63-6664） 

■ぎゅーとら神田久志本店 （Tel:0596-20-8800） 

■串一 （Tel:0596-24-5295） 

■待月伊勢店（Tel:0596-28-8195） 

■鳥翔 （Tel：0596-36-0123） 

■浜与本店外宮前（Tel：0596-63-8003） 

■幸（Tel：0596-23-8357） 

■若草堂（Tel:0596-24-3210） 

近場の方やよく伊勢にいらっしゃるみなさま、ぜひご参加ください！ 

 

           

http://ameblo.jp/mikedonnokai/entry-11153983344.html
http://ameblo.jp/mikedonnokai/theme-10044928608.html
http://don.e-na-world.com/
http://www.ise-bunkamura.co.jp/
http://www.iwatoya.co.jp/
http://www.uokan.co.jp/index.htm
http://ise-sunny-place.com/index.php
http://www.gyutora.com/store/
http://mieken.ne.jp/shop/kushiiti/
http://torishou.com/


 



御饌丼ブログ 05 各種テレビで取り上げられました！  

2012-03-27 16:42:02  

テーマ：ブログ  

みなさまこんにちは。御饌丼（みけどん）の会事務局です。 

 

３月２１日の三重テレビ「ええじゃないか。」で御饌丼が取り上げられまし

た！ 

この番組は他にも、テレビ埼玉、奈良テレビ、千葉テレビ、サンテレビ、テ

レビ神奈川、京都放送でも放送されているそうです。 

また３月は、地元ケーブルテレビアイティービー「探歩々隊」でも御饌丼を

取り上げていただいています。 

どちらも、いくつもお店を食べ歩いて、スタンプラリーを完成させるという

内容。 

スタッフのみなさま、ありがとうございました！ 

「ええじゃないか。」http://www.mietv.com/yajikita/  

 

さて、３月１８日（日）は、三重県津市で行われた「美し国フェスティバル」

というイベントで、伊勢ブースで御饌丼を販売しました。 

雨なのに、すごい数のお客様！私たちは（社）伊勢市観光協会さんの伊勢う

どんと一緒に販売したのですが、どちらも１２時前後には売り切れてしまいま

した。 

「美し国フェスティバル」は三重県下の市町がブースを出し合い PRするイベ

ントで、NHKの番組「ふるさとに Q」の番組収録と一緒に行われました。伊勢か

らは、観光協会さんと御饌丼の会のほか、二見からカエルのご当地キャラ「ブ

ージィ＆エルカ」ちゃんが参加！ 

放送は、NHK総合（三重）３月３０日(金)19；30～20：43です。ぜひごらん

ください！ 

「ふるさとに Q『みえ通グランプリ』」

http://www.nhk.or.jp/tsu/mie2/index.html  

 

http://ameblo.jp/mikedonnokai/entry-11205241129.html
http://ameblo.jp/mikedonnokai/theme-10044928608.html
http://www.mietv.com/yajikita/
http://www.nhk.or.jp/tsu/mie2/index.html


 

   
出店のようす 

 
ブージィ＆エルカちゃん、 

いが☆グリオくんとスリーショット 

 



御饌丼ブログ 06 御饌丼講座を開催  

2012-08-31 17:17:46  

テーマ：イベントなど  

みなさまこんにちは。御饌丼（みけどん）の会事務局です。 

３月２７日、２８日は、参加店舗さん、これから参加を考えておられる店舗

さんを対象に、御饌丼講座を開催しました。 

御饌丼とはどんなものなのか、といったことや 

店舗オリジナルの御饌丼レシピをつくる時のヒントなど、 

なるべく分かりやすくお伝えしたつもりです。 

 

http://ameblo.jp/mikedonnokai/entry-11342549222.html
http://ameblo.jp/mikedonnokai/theme-10059291762.html


御饌丼ブログ 07 おうちで作れる御饌丼、「御（お）トマト丼」！  

2012-08-31 17:27:58  

テーマ：丼紹介  

みなさまこんにちは。御饌丼（みけどん）の会事務局です。 

 

６月４日（月）、ご家庭でつくれる御饌丼が誕生しました。その名も「御（お）

トマト丼」！ 

伊勢市食生活改善推進協議会のみなさまが、販売用ではなく、ご家庭で身体

にいい料理をと考案してくださいました。 

伊勢市小俣町産のトマトを使った丼で、お肉とトマトがとても合います。素

材のうまみがとっても出ていて、おいしい！ 

ぜひご家庭で作ってみてください。そして、地のもののおいしさと、今日も

おいしく食べることのできる幸せを、感じてみてください。 

 

 

～御（お）トマト丼～ 

材料４人分 

ごはん ５２０ｇ（１人分１３０ｇ） 小俣産トマト（種をとって）２５０

ｇ 

新玉ねぎ １５０ｇ  牛肉２００ｇ 白しめじ、しめじ各５０ｇ 

【だし汁 ２００ｃｃ 砂糖・みりん・酒 各大さじ１杯半 しょうゆ 大

さじ２】  

小ねぎ ２０ｇ 

 

 

作り方 

①ごはんは普通に炊く。 

②トマトはヘタを取って湯むきし、横半分に切って種を取り、ざく切りにす

る。 

③新玉ねぎは、皮をむいて芯を取り、くし型に切る。小ねぎは小口に切る。 

④牛肉は食べやすい大きさに切る。 

⑤白しめじ、しめじは石づきを取り、ほぐす。 

⑥鍋にだし汁を温め、砂糖、しょうゆ、みりん、酒を加えて煮立ち始めたら

新玉ねぎ、牛肉、しめじの順に加えて煮、トマトを加えてすぐに火を止める。 

http://ameblo.jp/mikedonnokai/entry-11342552402.html
http://ameblo.jp/mikedonnokai/theme-10059292219.html


⑦丼にごはんを盛り、⑥をかけて小ねぎを散らす。 

 

（エネルギー382kcal たんぱく質 16.1g 脂質 5.5g 塩分 1.4g） 

 

 



御饌丼ブログ 08 総会を開催しました！  

2012-08-31 17:34:09  

テーマ：イベントなど  

みなさまこんにちは。外宮前名物・御饌丼（みけどん）の会事務局です。 

６月１０日、総会を開催しました。 

参加店舗のみなさまも、御饌丼を支える市民メンバーも、「今年度はこれを

しようか」「あれをしようか」と、一緒に盛り上がりました。 

会長が、参加店舗の「魚勘」店主・浦田さんから、市民メンバーの若林さん

にバトンタッチされました。新会長は、御饌丼に関わるメンバーが「チーム御

饌丼」として、一体感を高めていきたいそうで、そのために店舗を意識的に訪

ねてまわるそうです。 

また、少なくとも今年度中に２回（できたら４回）新聞に載るような取り組

みをしたいとのこと。 

会長の発案で、会の名称も「御饌丼の会」から「外宮前名物・御饌丼の会」

になりました。 

会員店舗さんも少し入れ替わりがありました。ただ今新しいパンフレットを

作成中です。外宮前名物・御饌丼の会、これからも応援よろしくお願いします！ 

 

会議のようす↓ 

 

 
 

 

http://ameblo.jp/mikedonnokai/entry-11342556511.html
http://ameblo.jp/mikedonnokai/theme-10059291762.html


御饌丼ブログ 09 伊勢祝祭都市会議シンポジウムで発表しました。  

2012-08-31 17:37:55  

テーマ：ブログ  

みなさまこんにちは。御饌丼（みけどん）の会事務局です。 

6月 16日（土）、伊勢祝祭都市会議シンポジウムで、御饌丼の発表をしまし

た。若林会長が当日出席できず、市民メンバーの三澤さんが、素敵な着物姿で

発表されました。写真のピントがちょっとずれてますが・・・。 

 

 

 
 

http://ameblo.jp/mikedonnokai/entry-11342558547.html
http://ameblo.jp/mikedonnokai/theme-10044928608.html


御饌丼のスタンプラリー開催！  

2012-12-28 10:11:00  

テーマ：ブログ  

みなさまこんにちは。外宮前名物・御饌丼（みけどん）の会事務局です。 

 年の瀬も近づいて来ましたね～。 

 さて、来年 1月 15日から、御饌丼のスタンプラリーをすることになりました！ 

 その名も「おかげさまスタンプラリー」です。 

 外宮さんから食への感謝を発信しようと取り組み始めてはや 3年。今も続けていられるのは、

みなさまのおかげ。そして周りのあらゆるもの、外宮さんのおかげです。 

  

 実は、昨年度もスタンプラリーをやっているのですが、 

 3カ月で 5店舗をまわらなければならず、「まわるのが結構きつい」との声をいただきました。 

 そこで今回は、1月 15日から 3月 31日までの 2カ月半で、3店舗をめぐるというルールに変

更しました！ 

 チラシとカードもつくりました。こんなのです。 

 チラシは A4両面刷り、カードは名刺サイズです。 

 

 

 

チラシは市役所のほか、総合支所、支所、各観光案内所などに置きますが、下記伊勢市観光協会

HPからもダウンロードできます！ 

御饌丼関係以外にも、伊勢関連のパンフレットが揃っているので、便利ですよ☆ 

  

 カードは、スタンプラリー参加店舗 13店舗に置いてありますので、「御饌丼のスタンプラリ

ーカードください」と言って、もらってくださいね。 

http://ameblo.jp/mikedonnokai/entry-11436544104.html
http://ameblo.jp/mikedonnokai/theme-10044928608.html


 【おかげさまスタンプラリーの参加店舗】 

浜与本店 外宮前、tsumiki 、幸、Cafe&Bar Sunny Place 、若草堂、麺菜レストいちし、和食処 

魚勘 、ふぐや、串一 、い～菜 、炭焼き 鳥翔 、岩戸屋 参宮亭 、伊勢安土桃山文化村  計

13店舗 

 

http://www.w-tsumiki.com/
http://ise-sunny-place.com/
http://www.uokan.co.jp/
http://www.uokan.co.jp/
http://mieken.ne.jp/shop/kushiiti/
http://don.e-na-world.com/
http://torishou.com/
http://www.iwatoya.co.jp/
http://www.isebunkamura.co.jp/


11東海テレビ「やしろツアーズ」収録を行いました。  

2013-03-06 09:33:52  

テーマ：イベントなど  

みなさまこんにちは。外宮前名物・御饌丼（みけどん）の会事務局です。 

 

御饌丼スタンプラリーですが、終了まであと 1カ月を切りました。3店舗まわ

ったら 3店舗目で 500円引きさせていただきますので、みなさまチャレンジし

てくださいね。 

 

 カードは、スタンプラリー参加店舗 13店舗に置いてあります。 

 

【おかげさまスタンプラリーの参加店舗】 

 

浜与本店 外宮前、tsumiki 、幸、Cafe&Bar Sunny Place 、若草堂、麺菜レス

トいちし、和食処 魚勘 、ふぐや、串一 、い～菜 、炭焼き 鳥翔 、岩戸屋 参

宮亭 、伊勢安土桃山文化村  計 13店舗 

 

さて、3月 3日（日）に御饌丼店舗「若草堂」さんで、テレビ収録を行いまし

た。 

何の番組かと言うと、3月 24日（日）午後 4時 5分からの 60分番組、「や

しろツアーズ」という特別番組です。 

 

 

http://ameblo.jp/mikedonnokai/entry-11484434912.html
http://ameblo.jp/mikedonnokai/theme-10059291762.html
http://www.w-tsumiki.com/
http://ise-sunny-place.com/
http://www.uokan.co.jp/
http://mieken.ne.jp/shop/kushiiti/
http://don.e-na-world.com/
http://torishou.com/
http://www.iwatoya.co.jp/
http://www.iwatoya.co.jp/
http://www.isebunkamura.co.jp/


 

 
ロンドンブーツの田村 淳さんが司会を務める番組で、神社の魅力を紹介す

る内容だそうです。御饌丼については、三重のよしもと住みます芸人・桂三輝

さんが若草堂でのロケを行い、スタジオで VTRを見ていただくという流れのよ

うです。 

スタジオでは別に、マップに載っている全ての御饌丼の写真を紹介していた

だけるそうなので、今から楽しみにしていてくださいね！ 
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