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暑さも本番︑汗ばむ季節がや 度が必要です︒より汗をかく夏
ってきました︒効果的に水分補 には１日１・５〜２リットルを
給して熱中症や脱水症状になる 飲料から摂取したいものです︒
つぎに理想的な飲料の取り方
のを防ぎたいもの︒酒は水分補
給になるのか︑外で運動する子 です︒人間総合科学大学の藤田
どもの水分の取り方は︑など場 紘一郎教授は﹁ちびりちびりと
面に応じた注意点を専門家に聞 こまめにたくさんの回数飲むこ
とが有効だ﹂と話します︒こま
きました︒
めに飲めば体内の水分量が安定
まずは基本情報から︒水分は し︑代謝も活発になります︒
分から１時間ごとにコップ
人体の約 ％を占め︑血液やリ
ンパ液の主成分として体内で栄 半分を飲み︑起床時や毎食時︑
養や酸素を運ぶ大切な役目を持 入浴や就寝の前に１杯を飲むと
っています︒体内の水分が体重
の２〜３％分失われると脱水状
態となって喉が渇いて体が注意
警報を発し︑５〜６％を超すと
深刻な状態になります︒熱中症
になったり︑血液がドロドロに
なり脳梗塞や心筋梗塞を起こす
可能性が高くなったりします︒
体重
の人なら４リットル程
度の水分の喪失が命取りになる
こともあります︒

本酒なども飲酒後に水を飲んで
もよいし︑﹁チェイサー︵口直
し用の水︶と一緒に飲むのもよ
良いといいます︒飲み物はミネ い﹂︵藤田教授︶︒
ラルウォーターやお茶︑アイス
屋外で活発に運動する子ども
コーヒー︵無糖︶などが良い︒ は汗を大量にかき︑通常より水
お茶やコーヒーにはカフェイン 分が多く必要です︒炎天下では
が含まれるが﹁健康に害を及ぼ １時間の運動で１リットル以上
す量ではない﹂︵藤田教授︶︒ の汗をかくといい︑同量の水分
ジュース類は糖分が多いため適 を補給すべきです︒
しません︒
ここでの注意点はスポーツ飲
こうしたことを踏まえて︑そ 量の飲み過ぎ︒スポーツ飲料に
れぞれの場面に応じて適切に水 は１リットルあたり ｇの糖分
分を取りましょう︒
を含むものもあり︑﹁過剰摂取
は小児糖尿病にかかる危険もあ
アルコール分解に水分を消費
る﹂︵藤田教授︶といいます︒
まずは酒の席︒ビールを飲む
このため﹁子どもには水で２
と一時的に喉の渇きは癒やされ 〜３倍に薄めたものを持たせた
ますが︑１００ミリリットル飲 い﹂と︑女子栄養大学短期大学
むごとに体内で 部の佐藤智英准教授は指摘しま
はアルコールの す︒﹁がぶ飲み﹂も厳禁︒小腸
分解などで１２ が一度に吸収できる水分の量に
０ミリリットル は限界があります︒大量だと︑
の水分を消費し 大半が吸収されずに排出され︑
ます︒またアル 効率が悪く︑下痢の原因にもな
コールには利尿 ります︒喉が渇いていても︑ゆ
作用もあります︒っくり少しずつ飲むのが効果的
酒だけで水分を です︒
補給しようとす
家での水分補給にも一工夫を
ると︑実は体内 加えたいもの︒佐藤准教授は︑
の水分は少なく ﹁キュウリやナスなど水分を多
なります︒
く含む夏野菜を食事で積極的に
ビールやサワ とると効果が高い﹂と話します︒
ーなどを飲んだ キュウリは成分の ％が水分︒
後は︑最後に水 旬の時期で味が濃く︑おいしく
を飲みましょう︒食べられるので一石二鳥です︒
ウイスキーや日 ︵日経プラスワン７月 日付︶
9
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夏は２リットル程度を
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心と心をニュースで結ぶ
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平均的な日本人が１日に必要
な水分量は２・５リットル︒食
事に含まれる水分などで約１・
５リットル摂取できるため︑飲
料からは通常１日１リットル程

1
4

株式
会社

に眠る鉱脈を見つけ出す︒
める︒
︿グルメ誌の特集紹介﹀
・手打ちそばと地酒 杉並 ま ・太郎寿司︵寿司店︑鹿児島県
●外食業界・消費者動向
▽日経レストラン／７月号
ん月︵そば店︑東京都杉並区︶ 阿久根市︶／お客が望めばステ
特集 悪立地でもお客がゾクゾ ／蔵元との交流会で酒好きの心 ーキも出す︒
変わる消費者の味覚
ワサビやショウガなど食材は幅 クやって来る店／こんな場所で をつかむ︒
・地酒と炭火焼とグラタンの店︑
広い︒ヒットメニューを生むに なぜ繁盛？
﹁ヘルシーうま辛﹂
に支持
・アイワナドゥ岩戸︵タイ料理︑ ぶら坊︵居酒屋︑新潟県南魚沼
２０１２年﹁消費者味覚調査﹂ は健康への配慮と共に︑無数の ・そば処 あさひ︵そば店︑神 鳥取市︶／来店しない﹁理由﹂ 市︶／名前を呼ぶ接客で月商５
︵東京・大阪の男女４００人︶ 選択肢の中から斬新でおいしい 奈川県大和市︶／食材にこだわ を減らし続けた︒
５０万円を達成︒
の結果︒甘味・塩味・うま味・ 組み合わせを見つけるセンスが り︑原価率は ％以上︒
・ＷＥＳＴ ＥＮＤ レ
(ストラ ・居心地 蛍 上人橋店︵居酒
辛味・酸味・苦味・油味の７味 求められる︒
・アガリコ︵アジアンバル︑東 ンバー︑千葉県茂原市︶／店の 屋︑福岡市︶／人に喜んでもら
から最も好きな味は？という問
︵日経ＭＪより︶ 京・池袋︶／﹁成功しない場所﹂ 個性が際立てばお客の心をつか うことだけを考えよう︒
いに①うま味︵ ・５％︶②辛
味︵ ・０％︶の順に回答︒７
心病の本はただ一つ︑無明これなり︵﹁秘密曼茶羅十住心論﹂︶
つの味すべてで︑﹁以前より強
たことにその欲は︑際限なくどこまで
い味を好む﹂人の割合が低下︒
もふくらんでいきます︒年収四百万円
うま辛さは好きだが︑ヘルシー
の人が五百万円の所得になれば︑つぎ
心の病気の根本はただ一つ︑
志向が判明︒
は六百万円になり︑七百万円になり︑
道理に暗いことである︒
外食で重視する要素は︑﹁野
一千万円を超えても︑まだまだ欲しく
菜の種類や量が多いこと﹂︵
なるのが人情です︒それがうまくいか
・３％︶︑﹁総カロリーが少な
なくなると︑むかついてイライラして
人
間
は
こ
の
社
会
の
な
か
で
︑
金
持
ち
は
康
を
も
て
あ
ま
し
て
い
る
の
に
︑
は
け
口
の
いこと﹂︵ ・５％︶︑﹁あっ
きます︒
金持ちなりに︑貧しければ貧しいなり ない苦しみ︒
さり味﹂︵ ・５％︶︒
悲しいかな︑これが自分のわがまま
に︑四苦八苦しています︒四苦八苦と
この四つの苦しみのどれかが積もり
調査結果を裏づけるように︑
は︑生・老・病・死という肉体の苦し 積もると︑毎日︑もんもんともだえ苦 な心から出ていることに︑まだ本人は
うま味と辛味を効果的に組み合
みの四つのほかに︑心の苦しみの四つ しみ︑やがて不眠症︑ノイローゼ︑躁 気がついていません︒
わせたヘルシー志向のメニュー
ついに見さかいもなく︑けんかを始
を合わせて﹁八苦﹂とします︒
鬱症といった心の病にもなります︒こ
として鍋料理が注目されている︒
一つ目の苦しみは﹁愛別離苦﹂とい れが高じてくると︑狐や狸や天狗︱︱ めます︒いつも勝てばいい気持でしょ
最近人気の火鍋︵中央に仕切り
うが︑そうはいきません︒
こ
れ
ら
を
鬼
と
い
い
ま
す
︱
︱
が
つ
い
て
精
っ
て
︑
ど
ん
な
に
愛
し
て
い
る
恋
人
や
家
族
で２種のスープ︶︑ショウガ鍋
負ければ口惜しさに夜も眠れず︑つ
とも︑いつか別れる日がくる苦しみ︒ 神障害を起こすことがあります︒です
︵冷え症の改善や脂肪分解に効
二つ目の苦しみは﹁怨憎会苦﹂とい から肉体の苦しみよりも︑心の苦しみ い愚痴が出ます︒勝てば勝ったで﹁俺
果がある生姜とだしの組み合わ
は強いんだ﹂と慢心してしまう︒
って︑二度と顔を見たくないほど恨み の方が始末が悪いのです︒
せ︶︑定番のカレーもまたうま
けんかは﹁負けるが勝ち﹂といいま
憎むような相手と︑心ならずも出会う
では四つの苦しみから起こる心の病
辛ヘルシーが有望︒各業種の飲
すが︑長い目で見ると︑ほんとうに負
羽目になる苦しみ︒
の根本の原因は一体何でしょう？
食店において︑今秋以降増加し
三つ目は﹁求不得苦﹂といって︑何
それは﹁無明﹂というものです︒こ けるが勝ちです︒それが道理なのです︒
そうである︒
かを欲しいと求めても得られない苦し れを和尚は道理に暗いことと訳しまし それを知らないのを道理に暗いという
肉や魚介類から発酵食品まで︑
のです︒
み︒
たが︑空海さんはこういわれます︒
うま味を作り出す食材は多様︒
︵中経文庫より︶
四つ目は﹁五蘊盛苦﹂といって︑健
人間にはみんな欲があります︒困っ
同じく辛味も唐辛子やコショウ︑

（４）
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現状に満足せず︑向上心を持って前向きに進む
のです︒だから変化をしない 職場も楽しくなり︑自分の人
のです︒
生にもやりがいが出てきます︒
他方︑同じ職場にいても︑
仕事をやるからには︑一人
現状に甘じることなく︑自分 よりも他人や組織を動かせる
をさらに高めて︑組織に貢献 人の方がいいに決まっていま
しようとする人もいます︒
す︒転職や引退をして職場か
﹁ナマジ窮していない﹂に ら離れても︑将来︑仲間や後
もかかわらず︑
向上心があり︑ 輩と共に事を成せるようにな
前向きなのです︒これは環境 るためにも︑高いリーダーシ
に対してだけでなく︑自分に ップを持っていることは︑心
対して甘んじていないのです︒強いものです︒
今の自分よりもっとできる人
少しだけでも意識して︑自
になりたいとか︑さらに高い らを高めていくことです︒仕
リーダーシップを身につけた 事だけにかかわらず︑向上心
いと思っているのです︒
を持つことは︑人間である以
そういう差であり︑見方に 上︑最も大切であります︒現
よれば︑その程度の差なので 状に満足すると先が見えてこ
す︒自分を高め︑会社や組織 ないと思います︒
に貢献する努力をしていると︑
︵Ｓ・Ｊ︶

橋下徹市長が大阪を変えよう
としていますが︑徳川家康が幕
府を江戸に移してから︑日本の
中心は東京で︑首都圏にあらゆ
る人種が集まってくるようにな
って久しくなります︒そろそろ
対抗意識を捨てて︑新しい風を
・・
大阪などの地方から吹き起こす
べき時です︒ところが︑今のと
ころ︑産業・文化の観点からは︑
大阪という地域は単なる商業圏
にしか見えません︒しかし︑そ
れは大阪人についての質であっ
て︑大阪の地域そのものではな
いかもしれません︒地域の﹁質
﹂や﹁県民性﹂を論じる場合︑
そこで生活を営んでいる﹁人﹂
と﹁組織﹂とは分けて考える必
要がありそうです︒
︵参考・引用／﹁司馬遼太郎
全講演 ﹂司馬遼太郎・朝日文
庫／高橋義郎ＨＰ︶

そろそろ地方から
新しい風を吹き起こす時

う地域社会や団体は参加してい 物さえ納めれば︑値切らずに買
ても︑ほとんど﹁大阪人﹂は参 ってもらえます︒そこで自然と
加していないといいます︒そう 品質第一主義といった頭ができ
いう大欠点が大阪人にはあるの あがってくることになりました︒
ではないかというのです︒
値切らない旦那がいて︑一心太
助のように品物の良さを競い合
ったりします︒伝統とは恐しい
東京の﹁大名買い﹂に対して
ものです︒その後︑東京の品質
大阪は薄利多売が中心
第一主義と大阪の販売第一主義
この欠点の理由は︑江戸３０ は︑日本経済体質のふたつの型
０年の販売第一主義に原因があ になってきたといいます︒
ると司馬遼太郎は指摘します︒
大阪は物資の集散地であり︑市 進む方向は組織の風土や
をたてて値段を決めます︒それ ビジネス環境で異なる
も薄利多売を中心にするという
このあたりは︑組織の研究開
考え方の町ですが︑江戸は少し
違っています︒﹁大名買い﹂と 発における経営の考え方とも関
いう言葉がありますが︑大名が 連してくるところではないでし
出入りの商人に製品を発注する ょうか︒組織のトップが旦那の
場合︑商人はすっとんで帰って︑気持ちで将来の知的・技術資源
材料の吟味からはじめます︒
を育んでいくべきなのか︑はた
高い材料を買い︑腕のたつ職 また︑短期的な視野と巧みなマ
人を選び︑コストは高いが良い ーケティングを重視した戦略で
いくのか︑結論を出すのは簡単
ではありませんが︑その組織の
風土や︑とりまくビジネス環境
で異ってくることでしょう︒

リーダーシップを発揮でき か︑などで満足しているので
る人とできない人︑仕事ので す︒ナマジの自分の力に甘ん
きる人とできない人の差は︑ じているとも言えます︒
どこからくるのでしょうか︒
昔から﹁窮すれば通ず﹂と
答えは︑皆さん多分同じはず いいます︒﹁窮する﹂という
です︒向上心を持って前向き のは困ることであり︑﹁窮す
に進める人か︑そうではない れば変ず﹂ともいって︑困っ
人かの違いです︒勉強する人 たら自分が変われる︑自分を
とそうでない人との違いでも 変えることができるというこ
あります︒
とです︒とても自然なことで
この答えに至る理由を︑こ す︒
こで考えてみたいと思います︒ つぎに﹁変ずれば通ず﹂︒
リーダーシップを発揮できな 自分が変化をすれば︑物事が
い人や仕事のできない人は︑ 分かってくる︒よって︑最初
多くの場合︑ナマジの現状に と最後を採って︑﹁窮すれば
満足しているのです︒
通ず﹂となります︒つまり︑
ナマジそこそこのお給料を 困ったら物事が見えるという
もらっているとか︑ナマジそ ことです︒ところが︑先ほど
こそこの地位についていると のナマジは︑﹁窮していない﹂

大阪の伝統的な考え方から
インダストリーは生れない
ある説によれば︑明治以降︑
工業をおこしたり産業をおこし
たりといった分野で活躍した大
阪人はほとんどいないといいま
す︒ある工業をおこすには莫大
な資金がかかります︒失敗した
らどうする︑それより銀行に預
けておけば︑いくらかの金利が
入るじゃないか︒この考え方が
大阪の伝統的な考え方とすると︑
これでは決してインダストリー
は生まれてきません︒
私心さえも捨てなくてはなら
ない大事業はできません︒それ
ができるのは︑大阪から見ると︑
いわゆる﹁田舎﹂出身の人たち
なのです︒つまり︑近代日本を
つくりあげてきた原動力である
インダストリーに﹁大阪﹂とい

その八十二● 蔵癖とは︑どんな意味か
因が考えられますが︑酒造り
は微生物による発酵という自
然界の現象を利用するものだ
けに︑非常に厄介なものでし
た︒
たとえば︑生 系酒母を造

湧き﹂といいます︒このよう を設えてあり︑冷たい季節風
な酒母は雑菌の淘汰が不十分 を取り入れて室内を低温に保
で酵母数も不足しているため︑てるようにしてあります︒と
正常なもろみの発酵は行われ ころが︑蔵の建築上の条件が
ず︑最悪の場合は腐造を起こ 悪くて北風が十分に入らない
します︒
とか︑酒母を育成している
このような酒母の早湧きの 桶の近くの壁に釜場の熱が伝
原因として最も多いのは暖冬 導しているといった場合は︑
でしたが︑気候条件とは無関 当然︑酒母造りがうまくいき
係の蔵癖として︑まず﹁場所 ません︒このような場合を﹁場
癖﹂があります︒伝統的な木 所癖﹂といい︑その欠陥を特
定できれば改善が可能ですが︑
桶などの容器が原因になって
いる場合︵﹁容器癖﹂といい
ます︶や︑原因不明の場合も
多かったといいます︒
もろみの腐造は大変な問題
造あるいは土蔵造りの酒蔵は で︑３年続けて腐造したりす
いわゆる﹁重ね蔵﹂が標準の ると︑資産家の酒造家といえ
形で︑通常︑酒母やもろみを ども持ちこたえられずに倒産
杜氏の中には︑
仕込む﹁大蔵﹂は北側に面し したものです︒
ています︒通常は２階建てで︑ その責任を感じて自殺した人
２階で酒母を造り︑１階でも まであったといいます︒
︵日本酒百味百題︶
ろみの仕込みを行います︒も
ろみの発酵は発熱を伴うため︑
別々にしてあるわけです︒
さらに︑大蔵の北面には窓

微生物による発酵の妙
もろみの腐造は命取り
る場合︑仕込みから３〜５日
間の﹁打瀬︵うたせ︶﹂の期
間は︑温度を摂氏７〜８度に
保って蒸米の溶解と糖化を進
めますが︑この期間内に何ら
かの原因で酒母の温度が高く
なってしまうと︑乳酸菌が十
分に増える前に酵母が増殖し
てしまい︑乳酸の少ない酒母
になります︒これを酒母の﹁早

組織運営の指針を見直す時！

｢肥満は地球の敵」

★世界最大の旅行口コミサイ
ト︑トリップアドバイザーが
肥満度の高い国をランキング
しました︒１位に輝いたのは
万人が肯くアメリカ︒
そして︑
メキシコ︑チリと続き︑日本
は ヵ国中最下位でした︒★
データーは２００３〜２０１
０年のもので︑体重と身長か
ら算出される体格指数ＢＭＩ
をもとに肥満度を比較しまし
た︒ＷＨＯでは 以上を﹁太り
気味﹂︑ 以上を﹁肥満﹂と
していますが︑アメリカ人口
の ％がＢＭＩ 以上︑ ・
８％が同 以上でした︒
★ロンドン大学衛生学熱帯医
学大学院の研究チームは﹁人
類の肥満化が米国民と同じペ
ースで進行すれば︑９億人以
上相当の新たな食糧需要が生
じ︑限られた地球の食糧資源
に重大な脅威となる﹂と警鐘
を鳴らしています︒こうなっ
てくると︑肥満も﹁個人の自
由﹂では済まされなくなりま
す︒
★新興国の経済成長と人口爆
発で︑食糧危機が間近に迫っ
ていると言われます︒﹁ダイ
エットは地球を救う﹂︱︱そ
んなキャッチコピーがお目見
えする日はそう遠くないかも
しれません︒
︵ＳＭＢＣ経営懇話会︶
30

30

蔵癖︵くらぐせ︶とは︑酒
蔵に何らかの特殊な癖がある
ことをいう言葉ですが︑一般
には︑品質のよい酒を造りに
くい蔵のことを意味すること
が多い言葉です︒複数の蔵を
持つ酒造家で︑ほかの蔵では
よい酒ができるのに︑どうし
てもダメな蔵がある場合など
に︑﹁この蔵は蔵癖がある﹂
というふうに使われます︒
酒蔵場の環境が整備されて
いる最近では︑ほとんど使わ
ない言葉になっていますが︑
かつてはどんなに優秀な杜氏
が担当してもよい酒ができな
い蔵がありました︒杜氏たち
は︑このような蔵を﹁首切り
蔵﹂と呼び︑敬遠したものだ
といいます︒
品質のよい酒を造りにくい
ということは︑さまざまな原
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江戸時代に見る
東京の品質第一主義と
大阪の販売第一主義の質的差異
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従業員教育の一つのヒント(
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大阪の地盤沈下を止めるには
コラム
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