つまみレシピ／﹁新橋ＤＲＹ・
ＤＯＣＫ﹂佐藤裕介／﹁ロック
フィッシュ﹂間口一就
・日本地ビール紀行／茨城県牛
久市﹁シャトーカミヤ牛久ブル
ワリー﹂／大阪府箕面市﹁箕面
ビール﹂／アウグスビールの神
髄を語る﹂坂本健二︵アウグス
ビール 社長︶
▽ｄａｎｃｙｕ︵プレジデント
社︶９月号／８月６日発売
特集１／焼酎

焼酎好きの皆様︑お待たせいた
しました︒久々の大特集です！
今こそ飲みたい銘柄︑すぐに行
きたい店︑相性抜群の料理など
焼酎で幸せになるためのすべて
を大公開︒
特集２／串揚げ
大阪の串揚げの名店が勢ぞろい
▽ミーツ リージョナル︵京阪
神エルマガ社︶９月号／７月
日発売
特集／日本酒と和食と︒

ました︒
しかし︑絵を描くために使う刷毛で
一番いいものを買うと︑一ヵ月の下宿
代より高くなる︒当時下宿代が月一五
〇円くらいで︑いい刷毛は一本二〇〇
円もした︒絵の具にしても︑いいもの
を一つ買うと食事代があっという間に
消えてしまいました︒
けれども︑歌舞伎座にも行ったし︑
オペラも観に行った︒もちろん学生の
分際なので︑いい席で観ることはでき
ません︒たとえば︑歌舞伎座なら天井
桟敷でもかまわない︒とにかくそうい
う一流に接してみることを心がけたの
です︒
当時はお金に四苦八苦して大変でし
たが︑思い返してみると︑一流のもの
だけが持つ﹁品﹂や﹁質﹂に接するこ
とは教養ともなり︑その後の私自身の
形成におおいに役立っていったと思っ
ています︒
︵三笠書房より︶

を解消するために︑変えやすい
認知を変えるという﹁認知的不
協和﹂の理論に基づく考え方で
す︒
この理論に従えば︑店の人に
﹁来てください﹂と頼まれてや
って来た新規客は︑店を好きに
なってくれる可能性がとても高
いと言えます︒
ちょっとずうずうしい考え方
かもしれませんが︑この時代に
は︑これくらいのずうずうしさ
は許されるでしょう︒何しろ︑
サラリーマンが店に落としてく
れる金は月１万２０００円︒漫
然と待っていたら︑あっという
間に逃げていってしまいます︒
︵﹁日経レストラン﹂より︶
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データ＆トピックス
ビールの代名詞︑エールの未来
を救え！③アメリカ／マイクロ
ブルワリーの成熟と食事に合わ
せる新たな楽しみ方
・シェフがテイスティング 一
番料理に合うビールはどれだ？
／﹁御田町 桃の木﹂小林武志
／﹁山田チカラ﹂山田力／﹁オ
ー・ギャマン・ド・トキオ﹂木
下威征／﹁トラットリア・ブリ
ッコラ﹂北村征博
・酒のプロの家飲みビール＆お

2
0

9
0

●外食業界・消費者動向
ス・テンプリン﹂／ベルリンの
自家醸造ブームを知る﹁ホップ
ス＆バーリー﹂﹁ブリュー・ベ
ーカー﹂
・世界の国から︑最旬ビール直
送便①ベルギー／修道院アヘル
の復興で見直されるトラピスト
・ビール②Ｕ・Ｋ／イギリス・

その４／﹁二流﹂に手を染めない

↓

はじける朝シャン派
ちょっぴり贅沢︑女心潤す
欧州のホテルでは一般的と言
われる﹁朝にシャンパン﹂を楽
しむ 〜 代の女性が増えてい
る︒ほかにも﹁とりシャン﹂が
ある︒
リッツカールトンホテル東京
では︑２００７年３月の開業以
来︑﹁朝シャンメニュー﹂を続
けているが︑最近はぐんと増え
てきている︒シャンパンに合う
キャビアをふんだんに使った卵
料理などを用意してニーズに対
応している︒
﹁とりシャン﹂とは﹁とりあ
えずシャンパン﹂の意味︒１杯
目はシャンパン︑２杯目は白ワ
イン︑３杯目は赤ワインという
流れができてきた︒
客単価の引き上げにも貢献す
るし︑お客様の満足度も高まっ
ている︒閉塞感のあるいまだか
ら︑ちょっと贅沢が魅力的なの
でしょう︒
︵日経ＭＪ／６月 日︶
して︑それを基本としてものを見るよ
うになる︒そうすると︑﹁本物﹂と﹁偽
物﹂との区別がつくようになる︒
このことが大切なのです︒
また︑大伯父はこのことに付随して︑
﹁絵を書く材料も最高のものを使え﹂
と言うのです︒練習だからといって粗
末な材料を使うと︑その程度の心構え
ややり方がその人の土台となってしま
うというわけです︒
そして︑﹁ずっとやり続けることは
ない︒一度︑一流を味わい︑その感触
をつかんだら︑その後は普通に戻って
もかまわない︒本物の味をしっかり頭
にインプットすることが重要なのだ﹂
と教えてくれたのです︒
私はこの教えを忠実に守った︒﹃弘
法は筆を選ばず﹄ではなく︑﹁弘法は
筆を選ぶ﹂の精神で道具も本物を求め

↓

︿グルメ誌の特集紹介﹀

先に︑私が美術学校に入学していよ
いよ東京へ行くというとき︑大伯父に
言われた心構えが三つあったと書きま
した︒
そのうちの一つは﹁古典を学べ﹂と
言うことでしたが︑二つ目は﹁一流に
接しろ﹂ということでした︒
美術はもちろんですが︑芝居︑バレ
エ︑オーケストラなどジャンルを問わ
ず︑とにかく一流のものを観︑一流の
ものを聴け︑と︒たとえお金がかかっ
ても︑それが自己投資だと思って︑機
会があれば︑なるべく一流に接しろ︑
二流は観るな︒そして︑この一流のも
のをまだ若く︑真っ新な状態のときに
頭の中にたたき込みなさい︑と教えて
くれました︒
一流のものに接していると︑いつの
間にか鑑賞眼が養われていきます︒そ

待っていてはお客は来ない
ならば﹁来て﹂とお願いしよう

50

▽料理王国︵料理王国社︶８月
号／発売中
特集１／ビール礼讃
・ビールとは何か︒ビール醸造
について知る﹁フォレストハウ

(
株)

そうなると当然ながら︑消費 お客を捕まえに行こうというわ
者は１回の外食を大切にします︒けです︒
﹁失敗﹂の代償が大きいため︑
ビジネス心理学は﹁好意を持
なるべく﹁冒険﹂を避け︑安心 たれたいなら︑
頼みごとをしろ﹂
できるいつもの店に足を運ぶで と説きます︒頼みごとを引き受
しょう︒いまや店を開けて待っ けた人間の心の中に︑﹁なぜ私
ていても︑新規客がふらっと立 はこの人の頼みを聞いたのか﹂
ち寄ってくれる可能性は限りな
﹁嫌いな人の頼みを聞くはず
く低いと言えます︒
はない﹂ ﹁この人は︑私が頼
そんな時代に提案したいのが︑みを聞いてあげるだけの価値あ
外回り営業です︒待っていても る人である﹂という思いが生ま
お客が来ないなら︑こちらから れる︒人は矛盾した認知を抱え

10

骨太に自分を耕す方法

!
!

カードローンの﹁レイク﹂ 額は７万６０００円で︑バブ
１週間の昼食回数を５回と
は︑ 〜 代の１０００人の ル期の１９９０年に記録しま したとき︑﹁弁当持参﹂が１
サラリーマンを対象に２０１ した︒この 年間で３万５０ ・５回で昨年の１・３回を上
０年サラリーマンのの小遣い ０円近く下がったことになり 回り︑﹁コンビニなどの弁当﹂
調査﹂を実施しました︒
ます︒
﹁外食﹂を抑えて︑昨年に引
今年の調査では︑長引く景
小遣いの使い道としては︑ き続きトップでした︒
気の低迷や所得の減少を受け ほぼすべての年代が一番にあ
一方で﹁外食﹂は昨年の１
てサラリーマ 昨年比５０００円ダウンで３年連続減少
・１回から０
ンの懐はさら
・９回に減少︒
に寒くなり︑ 昼食代はワンコイン︑弁当持参増化
また︑アフタ
節約傾向に拍車がかかったこ げる﹁昼食代﹂︒２０１０年 ー５の飲食についても︑昨年
とが伺える結果となりました︒ は昨年より 円の大幅ダウン の１ヵ月３・３回から２・９
サラリーマンの平均小遣い となり︑ついに１食５００円 回に３年連続減少︑１回当た
月額は４万６００円と︑昨年 になりました︒昼食代は２０ りの飲み代も昨年より１００
より一挙に５０００円のダウ １０年の７１０円から減少が ０円近く下がり︑４１９０円
ン︑３年連続で減少しました︒ 続き︑今年は過去 年間で最 でした︒
平均小遣い月額の過去最高 も低い金額となりました︒
20
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平山郁夫●ぶれない
カードローンのレイクが今年
４月に実施した調査によると︑
サラリーマンの小遣い額は全国
平均で４万６００円︒前年と比
べると５０００円ものダウンで
す︒今年１〜３月期の実質国内
総生産成長率は年率５％増と高
い伸びを示し︑景気回復の期待
が高まっていますが︑サラリー
マンの懐はまだデフレが進行中
のようです︒
小遣い減少のしわ寄せがどこ
に最も及んでいるかと言えば︑
外食費です︒アフターファイブ
の飲食にかける金額は月平均１
万２１５０円で︑前年の１万７
０６０円から約５０００円の減
少︒小遣いが減った分を飲み代
の節約で埋め合わせているとい
う構図が浮かび上がります︒
それにしても︑月１万２００
０円のアフターファイブ費用と
いうのは外食業界にとって衝撃
的な数字です︒仲間との飲み会
も︑費用を１回４０００円に抑
えたとして月３度で打ち止め︒
若手サラリーマンが彼女とのデ
ートにカジュアルなイタリアン
を選び︑２人分の支払いをした
日には︑もうその月はどこにも
行けません︒
カードローンのレイクによるサラリーマンの小遣い調査
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ワイィンでルネッサ〜ンス！

り手によってさまざまなモンテ
プルチアーノがあるよね︒
ネロくん 続いて︑イタリア
半島をブーツの形に見立てると
ピノくん 今回はまずアドリ 踵︵かかと︶の部分にあるのが
ア海とアペニン山脈に挟まれた プーリア州︵州都バーリ︶︒ワ
アブルッツォ州︵州都ラクイラ︶ イン造りの歴史は古く︑古代フ
からだよ︒
ェニキアの植民地時代までさか
ネロくん ここではモンテプ のぼり︑その後古代ギリシャ︑
ルチアーノ種から造られるモン 古代ローマ時代にも発展を続け
テプルチアーノ・ダブルッツォ たんだ︒ローマからギリシャへ
が有名だよね︒このワインは︑ の交通路として名高いアッピア
山岳地帯のワインの典型とも言 街道も走ってたんだよ︒
える︑熟成型の力強い赤ワイン
シュペちゃん へえ〜︑長い
だ︒
歴史だね︒
ピノくん でも︑ライトなタ
ネロくん ワインの生産量で
イプから芳醇なタイプまで︑造 も︑大きな平野があるので︑イ
タリア 州でもトップクラスだ
よ︒
ピノくん この土地で有名な
ワインがカステル・デル・モン
テだよ︒山の城という意味で︑
赤・白・ロゼの３タイプが造ら
れているんだ︒州のワインの３
分の２は赤ワインだよ︒
ネロくん 今日はここまで︒
次回は永遠の都ローマだよ︒で
は︑ＣＩＡＯ☆
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ます︒︵ 軒中３〜４軒が廃業
という意味︶︒
いわゆる若者の酒離れがどん
どん進んでいき︑アルコール離
れが加速する︒居酒屋にとって
酒離れは致命的です︒
しかし︑居酒屋の未来は努力

日本酒と健康面の誤解

0
5

努力と工夫で他店に先手
居酒屋市場縮少に備える

六十

肪の分解を抑制する力がある
ことも分かっています︒
一方︑日本酒のカロリーが
高いというのは本当でしょう
か︒実はアルコールには︑ど
の酒類も同じように１ｇにつ
き７キロカロリーあり︑摂取
カロリーは飲んだお酒に含ま
れるアルコール量に比例する
のです︒日本酒１合で１９３
キロカロリー︑ビール大瓶で
２４７キロカロリー︑ウイス
キーシングルで６７キロカロ
リー︑ワイン１杯で９２キロ
カロリーと︑日本酒だからカ

カロリー高いは間違い
糖尿病予防効果も判明
ロリーが高いわけではありま
せん︒問題は︑料理を含めた
総摂取カロリーなのです︒
でも︑お酒を飲むと食欲が

2
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日経レストラン誌の調査によ
ると︑約１兆円ある居酒屋市場
は︑２０３０年には約７０００
億円に縮少すると予測されてい

あなたは先輩から好かれていますか？

の仕方によっては大きく変わる ④﹁物販・持ち帰りの導入﹂
ると︑昨年度の倒産企業︵負債
ものです︒
総額１０００万円以上︶件数は
以上の４つである︒
昨年度比７・８％増の６７４件
では︑どのような努力が有効
外食倒産件数７・８％増
と 年度以降最多︒景気が不透
なのか？キーワードは⁝
６７４件︑ 年度以降最多
明感を増すなか消費者の外食離
①﹁専門店化﹂
②﹁コミュニティの創造﹂
帝国データーバンクがまとめ れが加速︑外食企業の経営環境
た外食産業の倒産動向調査によ が一段と悪化している実態が明
③﹁時間課金制への転換﹂
らかになりました︒
業態別で最も多かったのが︑
﹁居酒屋・バー﹂で２１２件︵前
年度比で ％増︶︒飲酒運転に
対する罰則強化が影響︒次に多
いのが﹁一般飲食店・食堂﹂で
１３８件︑﹁日本料理店・料亭﹂
が 件と続きます︒
料亭は企業の接待・交際費の
抑制などで︑法人需要が減退の
影響を受け︑倒産件数は前年度
比で ・７％の大幅増となりま
した︒

05

湧くこともまた事実︒これは
すべてのアルコールに共通し
て言えることで︑お酒を飲む
と︑体内の血液量が増えて心
臓の働きがリズミカルになり︑
全身の血行が良くなることが
分っています︒その結果︑胃
液の分泌が盛んになり︑食欲
が増し︑消化機能も高まると
いうわけです︒
お酒と一緒にいただく料理
は︑エネルギーの低いものを
選ぶこと︒まず最初に揚げ物
などを少し摂り︑あとはさっ
ぱりしたタンパク質食品や野
菜を摂りましょう︒少量の油
分にはアルコール吸収速度を
遅くする効果がありますから︑
食欲が増すベースも抑えられ
ます︒また︑いくら野菜でも
同じものばかり食べ続けるの
は禁物︒栄養が偏ります︒
糖尿病予防には︑なにより
も１日に摂る食べ物その他の
総摂取カロリーの抑制と適度
な運動が必要です︒すべての
成人病は食源病︑食習慣が原
因と言われています︒バラン
スの取れた食事と運動︑そし
て正しい飲み方を心がけまし
ょう︒健康と身体のラインを
気にするお客様に︑ぜひ日本
酒を奨めてください︒
︵資料提供／日本酒造組合
中央会︶

17

1
0

あなたの周囲の の言い草が気にくわない﹂﹁そ とができるのに︑後輩から言 気持ちは必要です︒
先輩から好かれて れは正しいが︑お前のやるべ われると反発してしまうこと
私にも後輩がいます︒私は
いる人を観察して きことをやっているのか﹂と があります︒これも問題です︒平等にしているつもりですが︑
みてください︒私 人間として感じてしまうので
礼儀正しく︑さわやかで︑ 私も人間です︒感情の動物で
が思うのは︑挨拶 す︒だからそのあたりは心遣 相手を思う気持ちがあること す︒挨拶︑礼儀︑やる気が欠
がきちんとしてい いが必要です︒
などが好かれる条件です︒仕 けている人物には︑私の心の
て︑先輩を立てる
あることを許可してもらう 事を思い切りして︑人を動か どこかで避けているかも知れ
人︒今風ではない ことが目的であるのに︑相手 したいのなら︑これぐらいの ません︒
︵Ｓ・Ｊ︶
かも知れませんが︑を論破することが目的となっ
やる気であるとか てしまっていたり︑いつの間
熱意が見える人だ にか上司の能力や人格につい
と思います︒運動 て相手を非難していたりする
部上がりの人︑も ことがあります︒これでは人
しくはそういう雰 から好かれません︒
囲気を持っている
相手を追い詰めることが目
人が多いと思います︒ただし 的ではないのですから︑相手
運動部にいた人がすべてとは の逃げ道をつくっておくこと
申し上げません︒礼儀正しい も必要です︒
が︑仕事が出来ない人︑聞く
部下に対しても同じことで
耳を持たない人などは論外で すが︑とくに先輩であるなら
す︒
ばもっと必要です︒また︑逃
昨今︑実力主義だとか︑成 げ道をイヤミではなくさわや
果主義に変わってきたとは言 かにつくれば︑そうしてくれ
え︑人は感情の動物です︒同 たことを︑相当ひどい上司で
じことを部下が言っても︑上 もわかって感謝するものです︒
が動かない大きな理由は︑﹁こ
同じことを自分の上司から
イタリア編⑥
の野郎に言われたくない﹂﹁そ 言われたら︑素直に認めるこ

従業員教育の一つのヒント(18)

﹁日本酒の糖分が糖尿病に いくら食べてもエネルギー源
つながる﹂﹁日本酒はカロリ が確保できない状態になるの
ーが高い﹂という声を聞くこ です︒逆に︑体内に脂肪を分
とがありますが︑これはまっ 解するホルモンが存在します
たくの誤解︑間違いです︒む が︑この合成と分解のバラン
しろ日本酒には︑血糖値を下 スが取れているのが正常な状
げるインスリン様の物質が含 態です︒
まれ︑糖尿病予防効果がある
愛媛大学医学部の奥田拓道
ことが解明されています︒ま 名誉教授は︑酒糖中にある成
た︑日本酒だからカロリーが 分がインスリンに似た働きを
高いということもありません︒
最近注目されている﹁メタ
ボリックシンドローム︵内臓
脂肪症候群︶﹂は︑肥満に高
血圧︑高血糖︑脂質代謝異常
などの危険因子が重複して存
在する状態のことで︑個々の することを発見しています︒
病気では予備軍の段階にもか 実験で酒粕の抽出液を脂肪細
かわらず動脈硬化が進行し︑ 胞に作用させたところ︑酒粕
年数を経るごとに糖尿病や高 の成分には︑血糖を脂肪に取
肥血症などを発病するように り込んで血糖値を下げる効果
なります︒日本の糖尿病患者 をもつ物質が含まれることが
数は︑近年急激に増加し︑９ 分ったのです︒さらに日本酒
割以上が属する﹁Ⅱ型糖尿病﹂ にも同様の効果があると解明
は︑インスリン分泌量が少な されています︒また︑脂肪細
くなったり︑うまく働かなく 胞を分解するホルモンの働き
なるため︑血糖は筋肉まで行 を弱めてやればインスリンは
き渡らず︑脂肪に取り込まれ 働きやすくなるわけですが︑
なくなるというもの︒結果︑ 酒粕中の成分はこの反対作用
血液中の血糖濃度は高いまま︑のホルモンの働きを弱め︑脂

モンテプルチアーノ・ダブルッ
ツォ／ザッカニーニ
７５０
１４９０円︵税別︶

今月のおすすめワイン

2
0

イタリア・アブルッツォ州のブ
ドウの小枝のワイン︒なめらか
なタンニンの果実味溢れる柔ら
かな口当たり︒パーカーポイン
ト 点の実力派︒
カステル・デル・モンテ・ロッ
ソ・リゼルバ
７５０
２０００円︵税別︶

ml

ジャムのような甘い香りとキノ
コや紅茶のニュアンス︒十分な
アルコールと凝縮された果実味︒
なめらかなタンニンがあり︑と
ても飲みやすいワインです︒
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