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は︑料理用にひくものとは別に
毎日用意する︒料理用のだしに
削りがつおを加えた﹁追いがつ
お﹂︒
京都では︑昨年春にオープン
した立ち飲み式のスープスタン
ド﹁ノキシタエディブルガーデ
ン ｣
京
(都市中央区︶が話題だ︒
昆布だしがベースで︑季節ごと
に旬の食材を使ったスープを販
売する︒小腹を満たそうという
若者客を中心ににぎわう︒
﹁男爵いもとアーモンドと昆
30

叱られたり︑ほめられたりして育った人は︑
叱られたりほめられたりしないと︑行動をしなくなる︒
そして︑評価してくれない相手を
敵だと思うようになる︒

アルフレッド・アドラー／人生に革命が起きる１００の言葉

だし︵出汁︶うまみ再発見
ことができる東京・浅草の日本
料理店﹁浅草おと﹂︒昨年秋か
酒の﹁つまみ﹂教室も盛況
和食の味わいのもとにもなる ら︑日本酒を注文した人に無料
﹁だし﹂が 〜 代の間で注目 で冷えただしを提供している︒
されている︒だしのうまみを味 常連客は︑純米吟醸酒を飲みな
わえるスープスタンドやだしの がらだしを味わっていた︒﹁新
しい味わい方﹂﹁しっかりした
ひき方を習う教室も盛況だ︒
カジュアルな雰囲気の店内で︑味︒これだけでアテになる﹂と
和食と全国各地の銘酒を味わう 満足︒日本酒と一緒に出すだし

布だしのポタージュスープ ｣
４
( 人に味わってもらったときとま
００円︶︑小松菜や水菜を使っ ったく同じ︒いまの 〜 代に
たグリンスムージー ２
拡がるだしのブームは︑若者が
(９０円 ︒)
いま︑﹁だしをきちんと引き 日本伝統のだしのおいしさを再
たい﹂と話すのは圧倒的に 〜 発見した結果と言えそうだ︒
代の客が多い︒だしが若者の 家飲みのおつまみに
間に広がる背景については︑だ コンビニが照準
しを引いていた 代とそれより
コンビニ各社がお酒を家庭で
下の世代を境に日本人の味覚が 手軽に楽しむ﹁家飲み﹂派の増
一度断絶したとみられる︒
加をにらみ︑おつまみの品揃え
料理教室で 〜 代の生徒に を充実する︒セブンイレブンの
昆布とかつお節の﹁一番だし﹂ 品質にこだわったかまぼこなど
を飲ませたときの反応が︑外国 を用意し︑ファミリーマートも
チルド惣菜を揃える︒家でも飲
食店と同水準のつまみを求める
傾向を強める家飲み派のニーズ
に対応して︑お酒の販売増にも
つなげる︒

20

2
0

いまだにアメとムチ︑すなわち︑り続けなければならないというこ しょう︒つまり︑アメとムチは何
ほめたり叱ったりすることで人を とになります︒しかも︑私たちが の問題解決にもならないのです︒
育てることが正しいと信じている 見ていないところでは︑相手はそ
それだけではありません︒アメ
人が多くいます︒それは明らかな の行動を取らなくなる︒私たちが とムチ︑ほめたり叱ったりするこ
間違いです︒
見ているときにしか︑その行動を とでコントロールをされることに
慣れた相手は︑自分をほめてくれ
ごほうびやほめ言葉につられて︑取らないのです︒
私たちの言う通りの行動を取る人
その逆であるムチ︑すなわち罰 ないと︑ときに私たちを敵だと思
がいたとしたら︑その人は自分の や叱ることで相手の望ましくない うようになります︒﹁なぜほめて
意志で行動しているのではありま 行動を防ぐのも同じことです︒自 くれないのか？ と｣責めるのです︒
せん︒ですから︑私たちがごほう 分の意志で行動をやめるのではな 私たちは相手をコントロールしよ
びやほめ言葉をやめてしまえば︑ いのですから︑強制がなければ問 うとしてはいけません︒それは教
その行動を取らなくなります︒
題行動を続けるに違いありません︒育ではありません︒むしろ逆効果
つまり︑ごほうびやほめ言葉で 私たちの監視の目が届かないとこ になってしまうからです︒
相手を釣る限りは︑一生それをや ろでは︑相手は問題行動を取るで
︵ダイヤモンド社︶

個性が当たり前

3
0

︿グルメ誌の特集紹介﹀

︵日経ＭＪ︶

2
0

▽料理王国／９月号
大特集 イタリア料理特集／永
遠のパスタ
・﹁ラ ベットラ ダ オチア
イ﹂の人を呼ぶパスタ／落合務
さん︑︑その秘密を語る
・パスタ名人のひと皿
・パスタ紀行
・緊急特別レポート／元﹁エル
・ブリ﹂フェラン・アドリアさ
ん来日︒﹁ドン・ペリ﹂とのコ
ラボレーションを語る
▽Ｍｅｅｔｓ Ｒｅｇｉｏｎａ
ｌ／９月号
特集 ﹁ややこしくない﹂街の
鮨入門︒笑う鮨屋︒
‥

⑩

三軒者屋に６月６日オープン
したのが︑山形の食材を使った
フレンチＢＢＱスタイルの焼鳥
を看板とした﹁和音人︵わいん

ノ｢ームコア の｣時代が来た

同店のＨＰには﹁食材の旬は
生産者が決めて︑﹃おいしい﹄
はお客さまが決める︒私たちは
お客様の﹃楽しい﹄をつくりま
す﹂とあります︒ファームツー
テーブルもイートグッドも︑こ
のフレーズの中に織り込まれて
います︒シンプルだが尖った個
性があります︒まさにノームコ
アな店です︒
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フロイト、ユングに並ぶ
心理学の巨人が出した「
幸せの答え｣
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びと︶月山﹂︒オーナーは狩野
高光さん︒恵比寿のワインバル
から独立し︑他の焼鳥店で修業
しながら︑１年半かけて物件を
探しあてました︒ありふれた焼
鳥業態の中で︑この店が売りに
しているのは︑山形ハーブ鶏を
﹁ノームコア﹂とは米国のファッション業界から発信された用
室町交差点の地下に６月１日 使い︑葡萄の枝木で素材に瞬間
語で﹁ノーマル﹂と﹁ハードコア﹂をミックスした言葉です︒見 にオープンした﹁ｍｕｒｏｍａ スモークをかけ︑香り高く仕上
た目はシンプルだが︑その中には強い個性を感じる︑直訳すれば ｃｈｉ ｃａｆｅ ３＋５︵Ｈ げた焼鳥︒ワインはもちろんの
﹁究極の普通﹂︒そんな飲食店がいま増えています︒
ＡＣＨＩ︶﹂︒立川で大人気の こと︑日本酒にも合わせて楽し
古民家キッチン﹁ロジ﹂と﹁ジ
め
る
オリジナル商品です︒
ません︒そうした中で︑今年２ リオ﹂を経営する秋吉一平さん
山形にこだわったのは︑店長
月に日銀通りの路地裏にオープ が運営します︒ 坪１２０席の が月山の麓の町の出身だったこ
ンした﹁ワインとお肉と野菜が 大箱︑空間はログハウス風だが とからです︒その町は高齢過疎
おいしい﹂と謳う﹁ｃａｉｍａ コンクリートやメタルの素材も 化が進み︑廃れつつあります︒
ｎｔａｂｌｅ︵カイマンテーブ 程よくミックスした落ち着いた 豊富な農作物や地域資源を生か
ル︶は一見シンプルなワインバ 雰囲気︒朝７時から夜 時まで した伝統文化を守り残し︑未来
ーのようだが︑かなりオーナー︑の通し営業で︑オーガニックで に伝えたいと︑そのために︑自
鈴木良次さんの個性が際立つ店 手作りの料理やコーヒーを提供 分たちができる﹁村おこし﹂の
です︒ワインはもちろん自然派︒するイートグッド系︒秋吉さん かたちを具現化したのがこの店
売りの料理は︑産直有機野菜と は﹁﹃やさしいを食べるカフェ﹄ というわけです︒
ニュージーランド産牧草牛のサ がコンセプト﹂だと言います︒
﹁焼鳥とワイン︑日本酒﹂の
ーロインステーキ︒５００円か 有機野菜だからかどうかという 店は数あれど︑これほど強い思
らのデリメニューも種類豊富で︑より︑自分たちが見て触れて食 いを込めた進化型の業態は少な
餃子やキンピラまであります︒ べて︑おいしく安全安心な食材 いでしょう︒入りやすい業態だ
を選び︑自分たちでちゃんと調 が︑オーナーたちの思い︑個性
理して提供する︑それが彼の コ
｢ には非常に強いものがあります︒
ア﹂です︒シンプルなカフェス まさにノームコアな店と言える
タイルだが︑その﹁やさしさを でしょう︒
食べる﹂ことにとても強いこだ
イートグッドを極めれば︑当
わりがあります︒
然ノームコアに行き着きます︒
それがこれからの飲食店のスタ
ンダードになっていくような気
がします︒
︵﹁フードスタジアム よ
｣り
抜粋・加筆︶
﹁ノームコア︵ｎｏｒｍｃｏ
ｒｅ︶﹂の意味は︑見た目は普
通のファッションだが︑着る人
の強いこだわりが感じられるス
タイルのこと︒いまそのスタイ
ルが︑確実に飲食のオーナーた
ちに浸透しつつあります︒﹁個﹂
を極めることが﹁普通﹂になり
ます︒逆に言えば︑﹁普通の普
通﹂では生き残れない時代が来
たということです︒
神田エリアのニューオープン
を回ってみても︑﹁新店不毛﹂
というか︑トレンドの肉業態や
○○バルといった流行りを追う
だけ︑あるいはコンセプト先行
型の店が多かった︒オーナーが
本当にそれをやり
たいという﹁コア
︵核心︶﹂の部分
が見えません︒見
た目は派手で流行
に乗っているよう
だが︑﹁個性﹂が
まったく感じられ

食ビジネス考

株式
会社

世界はシンプルで、
人生は思いどおり
ＮＯ.

８月
2015年

心と心をニュースで結ぶ

（４）

コヤマ新聞
No.
127/平成27
年 8月
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一流プロへの道
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きちんと考えることができるか
どうかです︒
中村 料理学校を出てとても
器用でチヤホヤされる若者は意
外と長続きしない︒反対に最初
は何となく鈍だなと思うけど本
人は一所懸命で性格もいい︒し
かも﹁自分は人より仕事は遅い
し︑物覚えも悪い﹂と本人も自
覚しながらコツコツやる︒これ
が３年︑５年経って︑我々が気
づいた時には︑すごい実力を蓄
えているんです︒兎と亀の話が
ありますけど︑自分が亀だと自
覚している人は︑得てして大成
します︒
どんな仕事でも︑出だしの厳
しさに耐えて︑そこから仕事の
面白さを自分で見つけてコツコ
ツやる︒これが本物︒こういう
人は放っておいてもやるんです︒

困難な道を選ぶも

｣
常に一流のものを見る
上柿元 伸びる人の条件とし
中村 ただ︑いまは社会全体
て挙げるとすれば︑職業を好き
になることと︑敬うこと︑そし が満たされた世の中になってい
て夢を持つことでしょうね︒そ るからハングリー精神に欠け︑
して夢を持ったことに自分がど 忍耐という言葉はもう死語にな
れだけ情熱を注げるかですよ︒ りつつあります︒一所懸命やる
情熱という言葉は簡単に使わ とか自己投資するとか︑そうい
れていますけど︑要するに死に うことに気づかなくなっていま
物狂いというか︑いかなる場合 すね︒
上柿元 そうですね︒私の師
でも体を張って夢を実現しよう
とする強い強い信念ですよ︒寝 匠で世界三大シェフの一人と言
らんでもいい︑飲まんでもいい われた故アラン・シャペルさん
から何かを得ようと常に自分の に﹁カミ︑人生︑困難な道を選
心が燃えているくらいの情熱が ぶか︑容易な道を選ぶか︑どっ
ない限り︑伸びるどころか衰退 ちだ？﹂と聞かれたことがある
んですよ︒私は﹁困難な方を選
以外ありません︒
それから持って生まれた資質 ぶ﹂と答えたら︑﹁それでいい﹂
も必要ですね︒何の仕事もそう と︒それから﹁常に一流のもの
ですが︑資質がない子に教えて を見ろ︒安いネクタイを 本買
も本人が分からないからどうし うよりも︑本物の職人がつくっ
ようもない︒例えばシェフにな た１本のネクタイをしておけ︒
るには逆算ができないとダメな 食べるものも一緒だぞ﹂って︒
んです︒
オーダーが入った時に︑ 他にも大事なことはたくさん教
食事が始まる時間から逆算して︑えてもらいました︒
︵致知より抜粋︶
どうやってスタンバイするかを

厳しさの中で仕事の
面白さを見つける︒

人というのは︑傍から見たらも
のすごい苦労しているように見
えるけど︑本人は苦労だなんて
少しも思ってないんですよ︒ま
っしぐらに上を見ているから︒
ただそうやって頑張った人で
も︑必ずしも皆がシェフになれ
るとは限らないし︑逆にひょん
なことで運よくシェフになれた
人もいるけど︑そういう人は長
続きしません︒

人生は投じたものしか返ってこない

か︑夢を持たなくちゃ︒ただし
夢を持つのは簡単だけど︑それ
を実現するには普通にやってい
ても駄目ですよ︒様々な条件を
クリアするために努力が必要だ
し︑あらゆる厳しさを乗り越え
なければいけない︒
ところがその過程で 厳｢
しい
とか﹁苦しい﹂と言う人がいる
けど︑その過程で苦労と思った
ら︑その人はそれでストップ︑
その場で終りですよ︒進化しま
せん︒本当に上を目指している

ともに若き日に単身フランスの地に渡り︑数々の困難に見舞れ
ながらも厳しい修業を乗り越え︑フランスそして日本において料
理人として確固たる地位を築いた中村勝宏氏と上柿元勝氏︒常に
自分自身との闘争を繰り返しながら食の道にすべてを捧げてこら
れた二人が語る︑仕事人として最高の生き方とは︱︱︒
中村 どんな仕事もそうです
けど︑伸びるか伸びないかは︑
本人の情熱いかんに比例します
ね︒まして僕らの仕事において
は技術の習得も必要ですから︑
一番大事なことは自分の仕事を
好きになることですよ︒それ以
前に好きになるための自己投資
をしないと本物にはなれません
から︒
やはり料理人になったからに
は︑オーナーシェフになるとか
大きなホテルのシェフになると

オフィス・カミーユ社長
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◆ビールのおいしい季節︒ジ
ョッキのかたわらに枝豆があ
れば︑もうそれで何もいらな
いという人も多いのではない
でしょうか︒いい塩梅の塩加
減に誘われ︑ついついビール
が進みます︒
◆完熟する前の大豆を 枝
｢豆 ｣
として食することは︑奈良・
平安時代のころから行われて
いたらしい︒江戸時代には︑
﹁枝豆売り﹂という商売があ
り︑現代のファストフードの
ような存在でした︒当時の風
俗を記録した﹃守貞謾稿﹄に
は﹁江戸は枝を取らずに売る
ので枝豆︑大阪・京都は枝を
取りサヤをつけたまま売った
のでサヤ豆という﹂と︑その

日本ホテル統括名誉総料理長

⑩究極の｢冷や酒｣と奥深い｢常温｣

ところで今︑何を飲んでおら ざ﹁冷酒﹂と指定したものもあ りだが﹁昔はなかった飲み方﹂
れるだろうか︒ビール↓日本酒 る︒たまによそからいただく一 だ︒昔は︑早く飲みたい時は︑
を前提にしているが︑酒は冷や 升瓶もほとんどクール便で届き︑ ﹁酒︑冷やでいい﹂と言った︒
つまり﹁本来︑燗して飲むもの
か燗か︒
だが︑略式でかまわん﹂という
冷蔵庫のない昔は酒を冷やし
意味だ︒日本酒は温めて飲む燗
て飲むことはなかった︒そのま
酒が基本であることを確認して
ま飲めば﹁常温﹂だ︒東京・神
楽坂の文化財級の名居酒屋﹁伊
勢藤﹂は創業昭和十二年︒その
建物は戦災で焼け︑戦後の昭和
二十三年に︑荒木田土壁に三和
土の土間の大きな木造二階家で
立て直したが︑創業者︵今の三
代目の祖父︶が昭和初期に通っ
ていた日本橋の居酒屋にならっ
て始めたという供し方は︑今も
まったく変わらない︒静粛を尊
び︑冷暖房は最小限︑冬は火鉢
が置かれ︑
夏は団扇を渡される︒
肴はお決まりの一汁三菜のあと
おきたい︒
はお好み︒月の晦日は蕎麦が出
冷やは最近のことゆえ︑冷や
る︒そして酒は︑ビールはなく
した酒をおいしく飲む方法や適
﹁白鷹﹂の燗酒のみ︒冷やを注
した酒器がまだ定まっていない
文すると 常温でよろしければ
｢
｣
冷蔵庫保管を指定している︒暑 状態だ︒氷を浮かべたオンザロ
と言われる︒
今の日本酒︑それも吟醸など い夏などはビールと同じで冷た ックは氷が溶けて水っぽくなっ
は冷蔵庫保管が基本で︑わざわ いことがおいしいからこれもあ てしまう欠点があり︑アルコー

ル度数の高い︵十八度とか二十 分ほど氷の片口の上からそっと
度とか︒普通は十五度︶原酒な 流し入れ︑その片口から盃に注
らばそれは防げ︑変化を楽しむ ぐ︒氷をくぐった酒は瞬間的に
のもおもしろい︒
冷え︑冷蔵庫保存のように冷え
しかし私は︑より積極的に冷 過ぎない︒またかすかに氷の溶
酒をおいしく飲む方法を長年研 けた水分が加わり喉ごしがよく
なり︑注いでしまえばそれ以上
究し︑結論を得た︒
冷蔵庫から出してすぐ注いだ 変化してゆくことはない︒これ
酒は︑表情がなく︑いろんな味 にはグラスよりも茶碗や荒肌の
が生きていない︒つまり死んで 信楽焼のような盃が合う︒
いる︑が大げさなら︑味が開い
これが﹁太田流・冷酒お点前 ｣
ておらず︑硬い一本調子だ︒そ で家元は私︵オホン︶︒酒の片
こで一升瓶を振る︑泡立つほど 口に青もみじを一枚浮かべれば
激しく振る︒振った酒は空気を 風流に︑盃に注ぐときに片口を
含んで軽くなり︑味が立ってく 軽く﹁の﹂の字に回して滴を切
る︒これは燗するときも常温も ると優雅な所作になる︒なじみ
同じで︑激しく振ることで酒を の店でこれを始めると興味津々︒
目覚めさせる︒置いたままと︑ ぶらりと入った居酒屋でここま
激しく振ったのを飲み較べたら ではできないが︑グラスに氷を
すぐ結果は出た︒これが基本︒ 数個もらい︑そこをくぐらせて
昔︑学者的な酒の専門家にこれ 別の器で飲むのはできるだろう︒
を話すと︑それはそうだ︑酒の 夏にはお試しあれ︒
分子がどうとか言っていたので︑︵新潮新書﹁居酒屋を極める﹂
裏付けがあるのかも知れない︒ より﹂︶
次に片口を二つ用意し︑一つ ●おことわり ﹁世界に冠たる
に常温の酒をなみなみ︑もう一 日本酒﹂と﹁あき丸ワイン漫遊
つに氷を山盛りする︒酒を一杯 記 は｣
紙面の都合で休載します︒

10

勝宏 上柿元 勝
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中村
なかむら・かつひろ 昭和 年北京 かみかきもと・まさる 昭和 年鹿
生まれ︒国内ホテルでの修業を経て︑ 児島県生まれ︒ 年渡仏し︑一流店に
年渡欧︒フランス各地の名レスト 名を連ねる﹁ル・デュック﹂﹁アラ
ラン 店で研鑚を積む︒ 年にはパ ン・シャベル﹂などで修業を積む︒
リのレストラン﹁ル・ブールドネ﹂
年フランス農事功労賞章シュヴァ
のグランシェフ時代に日本人として リエを受章︒ 年オフィス・カミー
初めてミシュランの一つ星を獲得︒ ユを設立︑社長に就任︒長崎市内に
年フランス農事功労章オフィシェ パティスリーカミーユをオープン︑
を受章︒
オーナーシェフに︒
54

「居酒屋の流儀」

EDAMAME

違いが記されています︒
◆もっとも︑未成熟大豆を 枝｢
豆﹂として食べるという食文
化は︑長い間︑アジア諸国独
自のものだったようで︑近年
になってようやく欧米でも︑
﹁ＥＤＡＭＡＭＥ﹂として認
知されるようになってきまし
た︒背景にあるのが健康志向
に伴う日本食ブームです︒
◆今ではニューヨークのスー
パーなどでも簡単に手に入り︑
野球やアメフトのスタジアム
でも枝豆が売られるようにな
っています︒﹁Ｂｅｅｒ Ｆ
ｒｉｅｎｄ ＥＤＡＭＡＭＥ ｣
なんて聞くと︑何だかうれし
くなります︒
Ｓ(
ＭＢＣ経営懇話会より )
10

達人
太田和彦が語る

一 口 メ モ

対 談
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