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が高まっているようだ︒
レンチ︒立ちのみスペースは満 とワインでふんわり酔いたい
︵日経ＭＪ／２月 日︶ 席が続く︒客の６〜７割が男性 あの名物を食べに行こう！
●外食業界・消費者動向
で
︑
〜
歳
代
と
幅
広
い
︒
牛
肉
プロも飲みたい春ワイン
今夜も気軽に立ち食いグルメ
の赤ワイン煮込み ８
ワインにも合う男のスイーツ
(８０円〜 ︑)
フレンチなどジャンル多彩に
チーズとポテト ４５０円 ︑黒 ▽料理通信︵料理通信社︶５月
調査によると︑消費者の ・６
(
)
従業員に店への愛着示す
号／４月６日発売
手頃な料金で飲食できる﹁立 毛和牛のステーキ １
％が企業の参入を﹁支持する﹂
(４００円 )
﹁店舗清掃﹂でふらんす亭
と回答した︒理由としては﹁品 ち食い﹂スタイルの店がさまざ など︒客の平均滞在時間は約１ 特集／小さくて強い店はどう作
アルバイトやパートを含めて︑質が一定の商品を提供してもら まなジャンルで登場し︑サラリ 時間︑客単価２９００円︒２階 る？ ｖｏｌ４
は平均滞在時間３〜４時間︑客 ﹁あったらいいな﹂を出発点に︑
お客に対するおもてなしの心を える﹂﹁安く商品提供してもら ーマンの胃袋を掴んでいる︒
異業種からの転職組みが食べ手
新顔は煮込みやパテなど本格 単価４５００円︒
いかに植え付けるか︱︱世界一 える﹂などが目立つ︒
︵日経ＭＪ／２月 日︶ 目線でつくる小さな店が人気︒
サービスに厳しいと言われる日
昨年７月実施した食品企業対 フレンチを出すビストロや︑石
▽あまから手帖︵クリエテ関西
本の客を満足させるため︑教育 象の調査でも﹁原材料の安定的 釜で焼くピザ専門店など︑いず
︿グルメ誌の特集紹介﹀
社︶４月号／３月 日発売
の充実が答えになる︒では︑教 確保﹂があげられ︑消費者のニ れも料理自慢︒昨年 月にオー
育制度をつくるノウハウも時間 ーズと一致した形︒安定した品 プンした﹁ビストロ アリゴ﹂︒▽食楽︵徳間書店︶５月号／４ 特集３／新地 丼マップ
弊誌顧門の門上武司が大阪・北
もない小規模個人店はどうすれ 質の農産物を比較的割安で購入 １階がオープンキッチンと立ち 月６日発売
ばいいのか？
できるようになることへの期待 飲みスペース︑２階がお座敷フ 特集１／昼のワイン酒場 料理 新地のお得な昼事情をお届け︒
﹁ステーキと焙煎カレーのふ
らんす亭﹂では︑﹁店舗清掃﹂
という簡単な方法で対処してい
骨太に自分を耕す方法
る︒スタッフがやる気をもって
仕事にのぞめるかどうかは店へ
その ／何があっても揺がない夢を
の愛着や店主への信頼感にかか
っている︒作業するのは店主や
店長のみ︒﹁お客を大切に﹂と
言ってもスタッフの心は動かな
い︒率先垂範︑一致団結してや
れること︒清掃したお店は売り
上げが増えた︒対前年比で ・
１％〜 ・３％の増となった︒
たかが清掃︑されど清掃！
︵日経ＭＪ／ 月 日︶
企業の農業参入調査で
消費者の ・６％が支持
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昨年 月︑ 〜 歳代の男女
２０００人を対象に行った企業
の農業参入に関する消費者動向
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まったのです︒
迷いはなく﹁これを一生狙っていく﹂
というターゲットを定め︑それに向か
って自分のすべてのエネルギーを一点
集中させる︒
それによって︑﹁ぶれない﹂ものが
でき上がっていく︒
私の場合の夢は︑ちょっと極端な形
から生まれたものかも知れません︒
ただ一つ言えるのは︑将来こんなこ
とをやりたい︑もしできたらこんなこ
とをしたい⁝⁝そんな夢や目標があれ
ば︑人生にハリが出︑それがその人を

10

大きくするということです︒
その目標が︑﹁人間として何かの役
に立ちたい﹂というものならば︑どん
なに時代や環境が変わっても揺るがな
い一番強いものになるでしょう︒
夢はどんどん変わっていい︒
﹁手が届きそうな夢﹂でもいいし︑
﹁もう一度生まれ変わらないと実現不
可能な夢﹂でもいい︒私にも︑もう一
回生まれないと描き切れないほど︑描
きたいことがたくさんあります︒
そして︑今の私の夢は︑﹁自分を含
め︑誰が見ても﹃見事だ﹄という一生
を終えたい﹂と言うこと︒そのために︑
一切の責任を自分で持って今日一日を
生きていくのです︒
︵三笠書房より︶
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くすると︑１００日体内にあれ
ば︑１００日分放射能を浴びた
ことと同じになります︒
●一般的な予防法
屋内にいるとき放射性物質か
ら予防する方法は︑外から微粒
子が入ってこないように気をつ
ける︒窓やドアを閉め︑換気扇
・エアコンも止めます︒
外出時に放射性物質から予防
する方法は︑衣服については︑
微粒子の付着しにくいビニール
製の洗い流せるような着衣が良
い︒腕や手足は︑皮膚の露出を
防ぎます︒帽子︑手袋︑長袖シ
ャツ︑長ズボン︑マスクなどを
着用します︒
帰宅時は︑屋外でぬれたタオ
ルで拭き取ったり︑シャワーを
浴びて洗い流し︑衣服を脱ぎ︑
ビニール袋に入れて︑微粒子が
付着しないようにします︒
●体内の予防法
鼻や口は︑マスクの外側に梅
果紫蘇の水割りを霧吹きで吹き
掛け︑湿らせたマスクで空気中
の微粒子が体内に入らないよう
にします︒
この方法は︑石見銀山で炭鉱

放射性物質を除去する梅の効果

梅果紫蘇をご愛飲いただける皆さまへ

小さいときから絵が好きで︑絵を描
く道に行きたい︑と考えていた二〇代
の私は︑描けども描けども自分が何を
描けばいいのかが見えなかった︒不安
と焦燥の生き地獄の中にいたのです︒
将来の展望も夢もない︱︱そんな絶
望の淵から私を救ってくれたのは︑皮
肉にも﹁死﹂を覚悟しなければならな
い発病でした︒
﹁自分が生きた証を残したい﹂︒こ
の思いが︑私の最大の夢となり︑目標
になった︒描くときの迷いは︑このと
き消えてなくなり︑私の絵の人生が始
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２ページに続く
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(
最終回)

このたびの地震によって︑福 たします︒
島県の原子力発電所の事故が発
予防に勝る手当てはありませ
生し︑放射能放出の問題も起こ ん︒さまざまな情報が飛び交っ
っております︒現在︑放射能レ ておりますが︑医学的内容も含
ベルは安全範囲とは言われてお めて︑正しくお伝えしたいと思
りますが︑神奈川県で通常の９ います︒また同時に︑ご質問も
倍以上のレベルで放射能が飛散 いただきましたので︑お答えい
しているとの報道もあり︑不安 たします︒
な日々をお過ごしかと思います︒ 原発の事故で︑放射性物質が
皆さまの健康を守っていくべ 微粒子︵目に見えないチリやホ
き伝統食研究会としましては︑ コリのようなもの︶になって大
昔から活用してきた知恵を活か 気中に流れ出すと︑風下に流れ
していただきますようご通知い ていきます︒風に流され︑地面
や建物に降下した放射性物質︑
服や皮膚に付着した放射性物質
から放射能が放出されます︒も
東日本大震災の犠牲者の方々の
し︑放射性物質の微粒子を吸い
ご冥福を祈り︑お見舞い申し上げます
込んだり︑汚染された水や食物
このたびの東日本大震災に て行きたいと存じております︒ をとおして体内に取り込まれる
と︑それらの放射性物質は︑体
よって︑尊い生命を失われた
なお︑生産拠点の損傷︑輸
方に対し︑ご冥福をお祈りす 送の混乱などにより当分の間︑ 内から放射線を浴び続けます︒
これを﹁内部被ばく﹂といい︑
るとともに︑甚大な被害を被 一部当該商品の入荷が困難も
この内部被ばくによって︑甲状
られた多くの皆さまに心より しくは遅延となっており︑ご
お見舞申し上げます︒一日も 迷惑をお掛けしておりますが︑ 腺ガンや白血病など︑さまざま
なガンになる確率が非常に高く
早い復旧・復興を願って︑微 何卒︑事情ご理解の上︑ご協
なります︒
力ながら出来得る限り︑あら 力賜りますようお願い申し上
微量だからといって安心でき
ゆる機関を通じて支援を続け げます︒
ない点もあるため︑微量であっ
株式会社コヤマカンパニー
ても早く体外へ出す必要があり
代表取締役 小林 俊郎
ます︒
たとえば︑少しでも内部被ば
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ＮＰＯ法人伝統食研究会からの緊急情報を
お届けします。株式会社コヤマカンパニーは
伝統食研究会の正会員です。
多くの専門家から、重金属（放射性物質は
重金属です）は、梅エキス（クエン酸）の
キレート作用により、人体から排出されると
報告されています。食事で腸をきれいにする
作用を伝えてきましたが、さらに放射性物質
からの予防対策として梅果紫蘇の効果をお伝
えします。
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平山郁夫●ぶれない

伝統食研究会からの緊急情報
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心と心をニュースで結ぶ
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コヤマカンパニー
ＩＳＯ委員会より
私たちは﹁地球に愛を︑子
供に愛を﹂をテーマに︑世界
の子供たちにワクチンを届け
る運動に参加しております︒
皆さま方のお陰で︑３月９
日現在︑ペットボトルのキャ
ップが 万４１２０個集まり
ました︒ワクチンにして２５
５名分となります︒
今後ともご協力のほどよろ
しくお願いいたします︒

この黒さがいいんです
﹁黒豆の煮汁﹂はもうお試しですか？
さらに黒ゴマを加えて健康度アップ

ほかにも博多にくわしい飲食
店経営者を取材したところ﹁店
主が勉強熱心﹂﹁お客が店を応
援したがる﹂﹁店主が人脈を大
切にする﹂といった特徴が浮か
び上がりました︒
実際にお客の声を大切にして
て繁盛店になった好例が﹁焼と
りの八兵衛 天神店﹂です︒博

体にいいこと続けたいと︑飲 手軽なペットボトルでいつでも
むごとに良さが実感できるミツ 飲めるようになりました︒日常
レフーズ株式会社の﹁黒汁﹂︒ の飲み物としてお食事時︑休憩
時など︑生活の
さまざまな場面
でお飲みいただ
けます︒
黒豆約１８５
粒と黒ゴマ約５

客さんは値段や味に厳しいのは
もちろん︑店の﹃アットホーム
感﹄を強く求めます︒チェーン
店ではなかなか博多のような雰
囲気はつくれないでしょう﹂と
話します︒

博多の個人店に学ぶ
個人経営の飲食店にとって︑
大手チェーン店にどう対抗する
かというのは永遠の課題です︒
そのヒントになりそうなのが福
岡市です︒福岡市の中心部︑博
多は食材が豊かなことから︑お

!!

１００粒を使用し︑世界遺産に
１ページより続く
指定されている高野熊野の天然
水でじっくり煮出しました︒
夫が肺病の原因である重金属を
﹁黒汁﹂は白髪・抜け毛︑冷 含む微粒子や粉塵を防ぐために
え性︑糖尿病・高血糖値︑高血 マスクに梅酢や梅干をぬって防
圧と低血圧などの改善︑更年期 ぎ︑また︑毎日梅干を食べて予
障害の緩和︑骨粗しょう症の予 防していた方法です︒
防︑美肌効果と眼精疲労の回復︑ さらに︑心配な方は︑体外へ
肥満防止とダイエットなどに効 キレート作用で放射性物質を出
果があるといわれています︒
すために︑梅果紫蘇の水割りを
３５０ ２７０円︵税込︶︒ 飲用してください︒
ご注文はフリーダイヤル０１２ ●食べ物に付着した放射性物質
０・２１・０８５２︑株式会社 の被ばくから予防する方法
コヤマカンパニーへ︒
食べ物は水で洗浄し︑梅エキ
スのキレート作用を活用するた
めに︑野菜などは水の中に梅果
に注文をつけてくるけれど︑私 紫蘇を入れ︑少し浸してから使
はありがたいと思っています︒ 用してください︒なお︑今後︑
指摘されて初めて問題が分かる 被ばくした土地から取れた野菜
のですから︒店を育ててくれる や被ばくしている野菜が出回る
恩人です﹂と八島氏は語ります︒ 可能性も考えられますので︑継
お客との会話を︑徹底的に商 続的にご使用ください︒
さらに︑梅果紫蘇を料理に入
品の改善に生かします︒その勉
強熱心な姿勢は︑全国にある個 れ︑体の中からキレート作用で
人店に大きなヒントを与えるは 放射性物質が出やすいように心
がけてください︒
ずです︒
博多の個店が ●水に入った放射性物質の被ば
強いのは︑店主 くから予防する方法
水は食べ物と同様︑放射性物
の人脈によると
ころも大きい︒ 質が入りやすいので注意してく
﹁もつ料理 幸 ださい︒とくに飲料水は︑梅エ
m
l

多はほかの地方都市と比較する ︵さち︶﹂の福沢親房店主は︑ キスのキレート作用を活用する
と﹁働く女性﹂が多い︒そこで 飲食関係のみならず不動産など ために︑梅果紫蘇を入れて飲用
店主の八島且典氏は﹁女性のた 異業種も含めて数多くの飲み仲 ください︒
めだけの焼鳥屋にする﹂という 間を大事にしてきました︒新店
大胆な目標を揚げました︒今で の情報が次々と耳に入り︑自ら ▽おことわり
も人気の﹁ごまプリン﹂﹁特製 店舗視察に出かけます︒夜ごと︑ 紙面の都合により﹁ワイィン
焼きおにぎり﹂などはいずれも 仲間と議論するなかから︑新し でルネッサ〜ンス！﹂﹁世界に
女性客のために開発したもので い料理やサービスのアイデアが 冠たる日本酒﹂は休載します︒
す︒
生まれることも少なくありませ
しかし当初は﹁ごまプリン﹂ ん︒
を食べた女性客から﹁これって︑ 人脈といっても︑重要なのは
プリンじゃなくて豆腐じゃない 酒の席での付き合いだけではな
の？﹂と不評でした︒ゴマのざ いこと︒営業中に店が満席にな
らつく食感が固さを感じさせ︑ って入れない客がいれば︑知り
豆腐のようだと指摘されたので 合いの店に案内します︒同業者
３
す︒試行錯誤の末︑グラニュー 同志でも日ごろから信頼関係を
糖を和三盆に変更︒さらに練り 築き︑助け合っているのです︒
ごまの裏ごしを１回から２回に
経営資源に限りのある個人店
増やし︑プリンらしいやわらか が大手に勝つには︑客でも同業
で滑らかな口当たりにしました︒者でも﹁絆﹂を大切にし︑店の
﹁博多の女性はあれこれ料理 味方を増やす努力が欠かせませ
ん︒
︵日経ＭＪ﹁日経レストラン
寄稿﹂より︶

お客様のことを知りたい

よりよいサービスをするためには、お客様のことを知ること。
そのためには、まずはお客様を見ること。
博多串焼き独自の炉にたったスタッフからはすべてのお客様の顔が
見えるレイアウトになっております。

大手チェーン店が進出しにくい土地柄
客の応援︑仲間との絆が味方を増やす

いしいものを食
べ慣れたお客が
多く︑大手チェ
ーン店が中々進
出できない土地
として知られて
います︒
人口 万人あたりの大手チェ
ーン︵ファストフードやカフェ
を除く︑ワタミなど外食上位
社︶の店舗数を調べると︑人口
１４６万の福岡市は９・３店︒
同規模の人口を持つ都市と比べ
ると︑さいたま市は 店︑川崎
市 ・３店︒個性的な飲食店が
多いことで知られる神戸市︵
・８店︶や京都市︵９・５店︶
と比べても︑博多には大手チェ
ーン店が少ない︒博多の個人店
が大手チェー
ン店を寄せ付
けないという
のは確かなよ
うです︒
博多を中心
に飲食店を経
営するアトモ
スダイニング
の山口洋社長
は﹁博多のお
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▲

高槻市城北町２丁目
エソールビル
構造／鉄骨造３階建
設備／集中排煙システム︑
冷暖房完備︑厨房完備
３０１号︵約 坪︶
即入︵営業︶可
家賃 万円︵税別︶
共益金１万円︵税別︶
保証金５０万円
解約引３０万円
３０２号︵約 坪︶
４月末空予定
家賃 万円︵税別︶
共益金１万円︵税別︶
保証金５０万円
解約引 万円
内装・設備とも完備して
いるアミューズメントビル
の３階︒
1
0

10

☆

16

優れたリーダーは日々研鑚を続けている

従業員教育の一つのヒント(26)

!!
ます︒奥深くて限りがないも
のだと言えます︒今は駆け出
しのリーダーでも︑いずれは
大きな器のリーダーになって
いただきたいのです︒
リーダーという人物は︑役
職についている人物だけがリ
ーダーではない︑ということ
を理解しなくてはならないと
思います︒自分より後から入
社した人物は︑部下になりま
すので︑先輩は責任ある行動
を取ってほしいものです︒
︵Ｓ・Ｊ︶
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食ビジネス考

1
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ここでいうリー も︑すぐに部下ができます︒ しょうか︒そんなことはあり
ダーとは︑ライン 新入社員として甘えていられ ません︒
の長だけを意味し るのはたった１年間だけであ
他社を分析したり︑他の経
ているのではあり ることもご承知のとおりです︒営者の話しを参考にしたり︑
ません︒ラインの 逆に部下ができたからといっ どこまでいってもリーダーシ
長はそれなりのリ て︑すぐに優れた大きな器の ップを高めようとするもので
ーダーシップを持 リーダーになれる人はいませ す︒
っている必要があ ん︒
優秀なリーダーはさらに会
りますが︑ライン
リーダーになれば何をすべ 社をよくするために︑社会に
の長ではなくとも︑ きかと仮に頭でわかっていて 貢献するために︑自らをもっ
アルバイト一人を も︑実際には最初からうまく と研鑚するのです︒
部下に持っていて はいかず︑誰しも時間がかか
そうするために︑部下から
も︑リーダーシッ ります︒
公式︑非公式にかかわらず︑
プが問われるもの
その反対に︑会社のトップ 広く意見を求めたり︑自らい
です︒
になったら︑もう目指すべき ろいろなことに気づくべく︑
今︑部下が一人もいなくて リーダーシップ像はないので 現場を自分の足で回ったりし
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