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▽料理通信／ 月号
一皿をシェフに考案いただきま 弾／独立開業・最新調理器具
特集１ シェフ 人が考えるプ した︒﹁日々の食﹂を充実させ ・人を集める法則・人気店のヒ
●外食業界・消費者動向
レミア食材＆レシピとは？
るプレミアム食材＆レシピです︒ミツ
・シェフたちの食材選びが様変 ・野菜︑魚︑肉︑玉子など︑シ ・最新調理器具を使いこなす
キリンビール︑味で個性づくり ェランチ﹂８００円︒ディナー りしています︒背景には︑小規 ェフたちが使う食材︒どこの生 ・エスプーマの正しい持ち方と
小規模醸造クラフトビール参入 にはピザや生パスタなど約 種 模だけれど志のある生産者︑シ 産者から︑どのように選び︑ど は？
大手のビール商戦が苦しむ中︑類のメニューを揃える︒
ェフたちのニーズを汲み取る流 う料理するのか？シェフたちが ・輸入が始まった新しいテクス
消費者の嗜好の多様性を反映し︑
︵日経ＭＪ︶ 通現場の﹁目利き﹂の存在があ 信頼する生産者と愛用の食材！ チャーとは？
様々な味わいが楽しめるクラフ
・液体窒素︑どうやって保有す
ります︒生産者︑目利きのプロ ▽料理王国／ 月号
︿グルメ誌の特集紹介﹀
トビールの人気が上昇傾向︒ビ
る？
に光を当てる︑自宅でも作れる 大特集 創
:刊 周年記念号第４
ール系市場が９年連続で縮む中
で注目を集めているのがクラフ
士魂商才の経営者／出光佐三語録
トビール︒１９９０年代にブー
回されるな︑ということで
ムを巻き起こしたが沈静化した︒
あった︒奴隷的なあり方か
⑩人間は︑人間以外のものにひきずりまわされるな︑ らの︑精神の解放の意味で
１〜６月のビール系飲料の出荷
量で唯一シェアを落としたキリ
ある︒
その奴隷になるな︒
ンビールにとって︑中長期で企
軽い風邪がもとで︑昭和
業や主力商品のブランド力の引
五十六年三月七日の朝︑渋
き上げが大きな課題︒
出光のラジオ店では︑急 た︒とくに本職の石油で︑ ヤミ屋になってしまった者 谷区青葉台の自宅で佐三は
もいた︒
産直の有機野菜が食べ放題
いで看板を﹁石油店﹂に掛
大往生した︒病室とされた
販
売
店
指
定
が
あ
っ
た
こ
の
時
そして︑そんな騒ぎの中 八畳間の床には︑仙厓の二
西麻布のカフェレストラン
け替えるところもあった︒ までは︑腰掛けではあった
契約農家から直接仕入れた有
そして佐三は︑ぼつぼつラ が︑大いに人手を吸収して で︑﹁奴隷解放﹂という言 羽の鶴の絵が掛けられてい
葉が流行り言葉になってい
機野菜をビュッフェ形式で提供︒
ジオ部の店じまいの準備に くれた︒
た
︒
市場に出回らないような珍しい
移った︒
生前あれほど︑財を集め
﹁全員馘にせず﹂とは呼 った︒奴隷解放とはどんな
野菜も多く揃える︒東京・西麻
発足以来の投下資本が五 号したが︑落ちこぼれも一 ことかというと︑
ることを排撃して︑﹁事業
布の中小のビルが立ち並ぶ一角
千万円︑最盛期には二百七 割程度はあった︒その第一 ①黄金の奴隷になるな
は金儲けのためではない﹂
にお洒落な外観のカフェレスト
十人もの従業員がいて︑約 は︑待機中に家業に従事し︑②学問の奴隷になるな
﹁出光商会は︑金儲けのた
ラン﹁バロワー・テラス﹂があ
三万五千台のラジオを販売 そのまま落ち着いてしまっ ③法律︑組織︑機構の奴隷 めに出立したものではない﹂
になるな
る︒貸しビル業のバルビゾンと
し︑三万台を修理した︒に た者である︒それは︑若い
といい続けていたのに︑財
介護事業のクロスハンドの共同
もかかわらず︑電気業界の 兵隊帰りに多かった︒次に ④権力の奴隷になるな
は集まりに集まって︑死後
経営︒店舗面積は約 ㎡︒
不況もあって︑ラジオ部の 待機するうちに知り合いの ⑤数︑理論の奴隷になるな にはその遺産額は七十七億
一番人気は︑﹁マルシェプレ
累積赤字は千八百万円であ 会社︑工場にすすめられて ⑥主義の奴隷になるな
四千二百六十九円に達し︑
ートランチ﹂１４００円︒野菜
った︒
それはその年に死亡した人
入社してしまった者︑それ ⑦モラルの奴隷になるな
要するに︑人間が人間以 の日本第一位であった︒
の食べ放題に日替りのおかず５
けれどもラジオ部は︑出
に
苦
し
い
支
店
の
独
立
採
算
｢
｣
種︒パンとドリンクがセットに
光の﹁一人も馘にしない﹂ の中でヤミ屋をするうちに︑外のものの奴隷になるな︑
︵ＰＨＰ文庫︶
なっている︒サラダ食べ放題と
政策に大いに役立ってくれ それが身に合って︑プロの 人間以外のものに引きずり
パンがセットになった﹁マルシ
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ステップ②

ステップ①

場｢ ｣
｣覚｢悟 ｣

ビ｢ジョン

ステップ③

勇｢気

｣

とは難しいものです︒﹁相手の
能力を信じて﹁勇気﹂を持って
仕事を任せ︑もしその人物が仕
事に失敗してしまったら︑﹁自
分で責任を取る﹂ 松
(村社長 と
)
いう﹁覚悟﹂がトップには求め
られます︒
﹁うちには頼りになりそうな プと右腕の間で会社の目標を共 けです︒
そのためには右腕候補に任せ
人材がいない﹂﹁新しい店を任 有することにも役立ち︑ぶれの
どてや︵愛知県刈谷市︶は︑ た仕事でも︑いざというときに
せられる二番手が育たない﹂︒ ない経営につながります︒ロッ 一般の社員だった右腕候補に︑ は対応できるよう︑その進捗状
こんな悩みを抱える飲食店トッ トの田子英城社長のように ︑埼｢ 社長代理 という肩書を与え︑ 況を把握しておきたいものです︒
｢
｣
玉で一番の飲食店を目指す﹂と その辞令を全店に提示してスタ
プは多い︒
右腕候補が不慣れなうちは︑
そうしたトップは︑社内の人 いう方針を示す形もよいでしょ ッフにその役割を周知させて成 自分が二番手だったときに部下
材不足を悩む前に︑右腕となる う︒
長の﹁場﹂としました︒
を育てるのに役だった手法を紹
こうしたビジョンを理解した
べき人材の候補が成長できるよ
介するなどのフォローが有効で
右腕候補に
うな環境を社内に用意できてい スタッフが﹁この人のために頑
す︒
﹁覚悟﹂を決めて任せる
るかを３つのステップで点検す 張ろう﹂という思いを深めると
自分のために働いてくれる真
ころから︑右腕候補となる人材
べきです︒
そして︑成長のための場を用 の右腕を作るには︑方針を明確
まず︑トップに求められるこ の成長が始まります︒
意したら︑あとは右腕候補の能 に示した上で役割を与えて︑そ
成長を期待するスタッフに働 力を信じる﹁勇気と覚悟﹂を持
とは︑﹁経営ビジョン﹂を明確
れ
を
近くで見守り続けます︒
に示し︑次を担う人材から﹁信 く﹁場﹂を与えることも必要で つことです︒
﹁士は己を知る者のために死
頼﹂や﹁尊敬﹂を受けることで す︒松村社長は﹁役割が人を育
とくに右腕候補に仕事を任せ す﹂という中国の故事にもある
す︒ダイヤモンドダイニングの てる面が大きい﹂と話します︒ 始めた当初のトップは﹁自分が とおり︑人材育成の基本はこれ
松村厚久社長は︑２００５年に つまり︑伸ばしたい人材には︑ 担当した方が仕事が早くできる
を
守
る
こ
と
にあります︒
｣
﹁１００店舗１００業態﹂とい 多少無理だと思える仕事でもそ とイライラして︑つい口出しを
︵日経レストラン︶
うビジョンを示して﹁何か楽し れを任せ︑背伸びさせると能力 したりします︒それではなかな
いことができそうな会社﹂とい を伸ばすことができるというわ か決断ができる人材を育てるこ
う印象を業界全体に発信し︑優
れた人材を呼び寄せました︒そ
会社としての
を明確に発信
れと同じように︑
才能を眠らせてい
るスタッフの目を
右腕候補に成長の
を与える
覚ますためにも︑
シンプルで分かり
やすいビジョンを
と
を持ち 仕事を任せる
掲げることが大事
︑
です︒これがトッ

右｢腕 を｣育てられる
トップになるための３ステップ

｢
海賊とよばれた男｣のモデル
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価格
1000円(税別）
●ぶどう便り

カタシモ
無添加新酒
デラウェア
500ml

大阪・梅田で 年間営業を続
けてきたクラブＮＯＯＮに︑２
０１２年４月５日夜９時 分︑
人の警察官が摘発に入った顛
ったユニークなメディアとなっ 末から︑日本のナイトクラブの
ています︒
現状︑風営法の問題点︑日本の
同ホームページには月間１５ ナイトライフの歴史など︑なか
００万人が訪れているそうです︒ なかに詳細なものです︒また︑
そんな世界の人々に影響を与 ﹁日本の法律は場当り的で歪み
える﹁Ｔｉｍｅ ｏｕｔ﹂のホ すぎている︒経営者として︑何
ームページに︑﹁日本でのダン がおきるか予測することすら難
スはご遠慮ください︒警察はダ しい︒だから︑その被害を黙っ
ンスを犯罪として摘発している﹂ て受け入れるしかないんだろう
というＪ・ハッドフィールド氏 か？﹂と︑ある外国人クラブ経
の署名記事がありました︒
営者の声も紹介していました︒

踊れない国ニッポン
世界 都市︑ 言語で展開し
ている﹁Ｔｉｍｅ ｏｕｔ﹂と
いうガイドブックがあります︒
１９６８年にロンドンで創刊さ
れました︒
２０１２年のロンドンオリン
ピックで公式トラベルガイドブ
ックとして採用されるなど海外
では超有名であり︑地域密着型
でありながらグローバルなネッ
トワークとブランドを合わせも

香りを表現できれば
好きな酒に出会える

大人たちにとってクラブとは
銀座や北新地であり︑若者たち
のクラブは居心地が悪いという
のが正直なところ︒そのクラブ
を救わなければならない義理人
情はないのですけれど︑﹁踊ら
せたらいけない﹂っていうのは
まったくもっておかしい と思
う人が大半ではないかと思いま
す︒
ただ ︑
梅田のＮＯＯＮは ︑
まぎ
れもなく大阪を代表する真っ当
なクラブだったことが︑今回︑
大きく取り上げられ︑アンダー
グランドの若者たちが行動を起
こし︑一種のムーブメントにな
った最大の理由だと思います︒

メジャーもインディーズも関係
なく世界中からあらゆる音楽家
たちが集う場として愛され︑大
阪の文化振興やアートイベント
などにも協力していました︒
今年４月︑大阪地裁は無罪判
決をＮＯＯＮに言い渡しました
が︑検察側は大阪高裁に控訴し
ました︒国際都市を標榜するニ
ッポンでは︑ダンスはまだ犯罪
として扱われる状況が続いてい
ます︒この状況を外国人に何と
説明したらよいのか︑教えてほ
しいものですが ･
･･･
･･
︵ダイヤモンド経営者倶楽部ラ
イン︶

栗飯
●材料／栗 米︵３カップ︶
酒︵大さじ１︶ みりん 大(
さ
じ１︶ 塩︵小さじ１︶
栗をむいて米と水を同割にし
た中に入れ︑塩︑酒︑みりんを
加えて炊き込む ︒
炊き上ったら ︑
分位蒸らす︒蒸らすのがコツ︒

していた人びとも︑できうるか
ぎりは︑季節のたのしみを味わ
おうとした︒
焼栗の︑例の﹁甘栗太郎﹂は
茹で栗よりもうまい︒だから子
供たちは空地で焚火をして︑栗
を焼いたものだ︒
大人たちは︑さっそく栗飯を
炊く︒
食膳に栗飯が出ると︑子供た
ちは︑正月が近づいて来たとお
もう︒
栗飯や いつのほどより時雨
れゐし
三山
酒肴一ぜん めしは栗のめし
椎花
こうした句に︑しみじみと心
をとらえられるようになるのは
大人になってからだろうが︑そ
むかしは食べものと季節がぬ れも子供のころから︑自然に育
きさしならぬものとなっていた まれていた季節感あればこそだ
ので︑東京の下町に貧しく暮ら ろう︒
いまの子供たちは︑栗を食べ
るだろうか︒
大人たちは子供に栗を食べさ
せるのだろうか︒
︵﹃味と映画の歳時記﹄より︶

蜂蜜︑キノコ︑ナッツ︑チョ う︒そして︑次に酒を注文す
コレート︑焦げたパン︑醤油︑ るときに︑
漬物 ･････
な
･どがあります︒ ﹁口に入れた瞬間︑ぱっとメ
その香りは強いか弱いか︒ ロンやパイナップルのような
香りが弾けるお酒が好きです﹂
﹁始めは香りは感じないけれ
ど︑飲んでいるうちに︑ほん
のりとバナナのような香りが
してくるお酒を前に飲んで気
に入りました﹂
﹁香りはほとんど感じないお
酒をください﹂
こんな風に具体的に香りに
ついて表現するようにすれば︑
プロは薦めやすいのです︒
︵ちくま新書︶

4
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⑰本格化した葡萄の収穫

その百四●香りの傾向と強弱を表現する

11

!
!

栗
くり

秋

急斜面を慎重に、収穫した葡萄を運ん
でいるところです。

1
8

〜あき丸ワイン漫遊録〜
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日本酒に頻繁に感じられる また︑口に入れた瞬間︑舌に
香りは︑味わいの印象を決
める大きな要素です︒料理で 香りは︑リンゴ︑バナナ︑洋 乗せて味わっているとき︑飲
も飲み物でも︑鼻をつまんで ナシ︑メロン︑マスカット︑ み込んだあとの余韻︑それぞ
食べたり︑飲んだりしてみた
ら︑ほとんど味は感じなくな
ります︒ふだん︑日本酒を飲
みながら香りについて意識し
ていない人も︑気に入った酒
に出会ったとき︑あるいは嫌
いな酒に出会ったときに︑意 イチゴ︑ヨーグルト︑バター︑ れ香りはどんな風に変化した
識を集中して香りを感じとっ チーズ︑根菜類︑穀類︑シソ︑ か︑自分なりの印象をメモす
ミント︑檜︑香水︑濡れた石︑ る習慣をつけると良いでしょ
てみるといいでしょう︒

10

■池波正太郎著／剣客商売
庖丁ごよみ⑩

少量のためお早めにお買い求めくだ
さい。
今年は葡萄の木に新芽の出始めた４
月頃から、カタシモフードさんの畑
にボランティアとして通わせていた
だきました。そしてようやく収穫も
本格的になってきました。早いもの
では７月の中頃からハウス物のデラ
ウェアから収穫、醸造が始まるよう
です。
今回は色づき出したメルローとよく
熟してきたリースリングの収穫のお
手伝いでした。メルローは一房ずつ
色づき具合を確認して、リースリン
グと隣り合わせで生っている甲州は
色目がリースリングとよく似ている
んです。熟成してくると薄いピンク
色になるので、区別がはっきりする
んですけどね。
品種によってはまだ収穫できない物
もあり、先ほどの甲州にカベルネソ
ーヴィニヨンなど熟成に時間がかか
る物もあるので、１０月の終わりぐ
らいまで収穫が続くようです。
コヤマカンパニーでは、カタシモフ
ードさんの新酒のデラウェアを限定
販売しております。ほんのり甘くフ
レッシュで無添加のワインです。
4
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