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４９万５人で︑全体人口の半数
以上を占めている︒その中でも
東京圏だけが伸びており︑他の
大都市からも東京圏へ人口が流
入している︒
厚生労働省が発表した国民生
活基礎調査では︑高齢者世帯の
占める割合が初めて全世帯の４
分の１を超え︑１２７１万世帯
となった︒総務省発表によると
労働力人口は６０７５万人と︑
２０１０年から約２９５万人減

して︑支配されることを拒絶する
のです︒
あらゆる人間関係のトラブルは︑
他人の課題に土足で踏み込むこと
によって起こります︒親子間に限
らず︑友人間︑上司 部
･下間にお
いても同じこと︒他人の課題に土
足で踏み込んではいけません︒私
たちができることは支援だけ︒も
しも子供が勉強をしたい︑と言っ
たら︑支援する準備があることだ
けを伝え︑あとはそっと見守るし
かないのです︒
︵ダイヤモンド社︶

あなたが悩んでいる問題は
本当に﹁あなたの問題﹂だろうか︒
その問題を放置した場合に困るのは誰か︑
冷静に考えてみることだ︒
入れなくなり︑将来︑困るのは子
供です︒つまり︑子供が勉強をし
なくてはならない︑という課題は
あくまでも子供の課題であり︑親
の課題ではないのです︒
しかし︑多くの親は子供の課題
に土足で踏む込みます︒﹁子供の
ためを思って﹂と言い訳をしなが
ら﹁もっと勉強しなさい﹂﹁いい
学校に入りなさい﹂と親の思う通
りにコントロールしようとするの
です︒そして︑自分の支配欲を満
たしたり︑自分の世間体を取り繕
おうとします︒子供はそれを察知

いま見直すべき三つの視点
①原点に帰る

▽料理通信／９月号
特集１ シェフに弟子入り／Ｐ
ａｒｔ３︒どこにでもある料理
を︑どこにもない味に高めるプ
ロの秘訣︒﹁僕も弟子入りした
い ﹂と希望者が続出する人気
特集の第３弾︒今回も本格的に
厨房に弟子入りし︑基本素材へ
のアプローチを伝授してもらい
ました︒少ない素材で︑とびき
りの味を作りましょう
・﹁リピートする味﹂の秘訣を
大公開 〜 メ
｢ッシタ﹂鈴木美
樹さんの頭の中〜／おむすびと
味噌汁のように︑何度食べても
飽きない味︒食べ手の胃袋を射
抜き︑忘れがたい印象を残す料
理の秘訣を探ります︒
・シェフがシェフに弟子入り／
﹁バター︑卵の火入れ﹂﹁発酵
の基本﹂﹁野菜の選び方︑扱い
方﹂﹁魚の下拵え﹂﹁和菓子の
表現方法﹂などをテーマに︑シ
ェフたちがジャンルの垣根を越
えて弟子入り

少した︒
格競争が広がり︑小規模の事業
日
(経ＭＪ )者が行き詰まるケースが出てき
ている︒節約志向で外食を控え
小売業と料理店の倒産増加
る人がいる中︑手軽な飲食メニ
６月の企業倒産情報
東京商工リサーチがまとめた ューを出す﹁チョイ飲み﹂など
６月の企業倒産で︑小売業や料 のファストフード店にも押され
ている︒産業全体の倒産は小康
理店の倒産が増えた︒
小売業は１１７件と前月より 状態にあり︑その中で消費関連
件︑前年同月より 件それぞ 企業の経営難が目立つ格好だ︒
︵日経ＭＪ︶
れ多かった︒飲食業では専門料
理店の倒産が 件と目立った︒
︿グルメ誌の特集紹介﹀
消費者の節約志向で再び低価
2
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アルフレッド・アドラー／人生に革命が起きる１００の言葉
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オーナーの店づくりへの使命感が問われる

ＳＮＳ時代に 選｢
ばれる店 に｣
なるには？

生産者と価値観を共有しその良さを伝える

効
率主義 か｣
ら手づくりの店づくりへ
｢

② 良｢い を｣食べる

!

価格に跳ね返っているのでは？
などと勘ぐられてしまいます︒
お客様は︑ネットで下調べを
した後に︑口コミを参考にし︑
さらに知人︑友人に訊いてから︑
こ
｢こは一回行かねばならない ｣
とか︑﹁この店のこれを食べて
みたい﹂といった目的をはっき
りさせて︑店を選ぶ時代です︒
そんな時代に選ばれる店にな
るということはどういうことな
のか︒お客様のアンテナに訴求
する店のポリシー︑圧倒的な魅
力︑コスパなどが明確でなけれ
ばなりません︒
﹁なぜこの店︑この業態をつ
くったのか︑なぜこの食材︑メ
ニュー︑この価格なのか﹂とい
った店づくりの理由と意味︑オ
ーナーの使命が問われているの
です︒そして︑その店のポリシ
ーを伝える物語も重要になって
きています︒その共鳴︑共感と
いうものがＳＮＳを通じてシェ
ア︑拡散されていき︑地域にお
いての大きなトレンドになると
いうことです︒
︵参考／フードスタジアム )

!
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③使命感と物語性

‥

!
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アドラー心理学では﹁それは誰
の課題か？ と
｣いう問いを大切に
します︒たとえば︑子供が勉強を
しなかったとしましょう︒多くの
親は﹁もっと勉強しなさい ﹂と
子供を叱ります︒しかし︑勉強を
する︑という課題はいったい誰の
課題でしょう？
﹁それは誰の課題か？﹂を明ら
かにするのは簡単です︒﹁その問
題を放置した場合︑不利益を被る
のは誰か？﹂と問えばいいのです
成績が悪化した場合︑不利益を被
るのは子供自身です︒良い学校に

コヤマ新聞
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日本の人口０・ ％減少
の減少で︑１９６８年調査開始
以降で最も大きく減少した︒
前年同期比︑総務省が発表
人工減に歯止めがかからない︒ 出生数は１０１万 人と２年
総務省が発表した住民基本台帳 ぶりに増えたが︑死亡者数が１
に基づく今年１月１日時点の国 ２９万６１４４人と出生数を上
内に住む日本人人口は︑前年同 回った︒
期比０・ ％減の１億２５８９
３大都市圏︵東京・名古屋・
万１７４２人だった︒７年連続 関西︶に住む日本人人口は６４

2
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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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であり︑飲食店の原点である︑ す︒安易な妥協はしてはいけま
﹁美味しかったよ︑また来ます せん︒
﹁カラダに良いもの﹂を提供
からね﹂と言われることを最上
する店がどんどん増えてきて︑
温故知新の意味をあらためて の目的とすべきです︒
かつてのオーガニックブーム︑
考えるということです︒
マクロビブームを超えるトレン
大手全国チェーンの凋落が続
ドになっています︒イートロー
いています︒外食産業に対する
価値観が大変化を起こしている
できるだけカラダにいいもの カルという流れ︑地方創生とも
ということです︒﹁効率主義﹂ 無農薬・低農薬︑無化学調味料︑あいまって︑﹁地域ブランド推
﹁拡大主義﹂﹁利益至上主義﹂ オーガニック食材を使う︒食材 進﹂も大きなテーマになってき
から︑オーナーのポリシーを感 についても﹁だれがどういうポ ています︒純米地酒︑クラフト
じる 手づくり︑クラフト主義 ｣
リシーで生産し︑加工している ビールなどのトレンドもそれが
｢
へ︑競争ではなく 共｢
存コラボ のか﹂︑そこに誠実さ︑真面目 底流にあります︒
主義﹂へと価値観がシフトして さがあるかどうか︒そういう生
います︒
産者や食品会社と価値観を共有
効率や拡大主義はあくまでも しながら︑その良さ︑価値を伝
手段なのに︑それを目的化して える︒そして出汁やソースや調
ＳＮＳの発達によって︑お客
しまったことへの反省が問われ 味料などもできるだけ手づくり 様の飲食店選びの基準が大きく
ています︒﹁ＦＬ管理 ﹁
｣マニ 自家製にこだわる︒仕込みにも 変わりました︒便利な場所にあ
ュアルオペレーション﹂が目的 しっかり時間をかける︒その大 る︵好立地︶とか︑分かり易い
になってしまい︑優秀な人材は 切さをスタッフと共有する︒
とか︑有名なビルに入っている
流出してしまいました︒
﹁手間をかけてるな﹂と思っ とか︑そういうことはあまり重
店のコンセプト︑ターゲット︑てもらって︑ありがたく食べて 要な選択基準にならなくなりま
客単価に見合うお客様の人数を 飲んでもらうことがリピートに した︒いや︑むしろ︑消費者サ
いかに伸ばすか︑つまり︑どの つながり︑店が長続きするので イドからみると︑高家賃が提供
ようなお客様に来
店してもらいたい
か︑を明確に打ち
出すことが重要な
ポイントです︒新
しい体験を提供し
て︑感動させ︑歓
喜させることが先

食ビジネス考

2
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達人／太田和彦が語る

「居酒屋の流儀」

込め︑お辞儀をするような稲穂
の姿︑地元に伝わる民話﹁鶴の
恩返し﹂に由来しています︒
さらに︑﹁米﹂という字は数
字の八十八に例えられ︑﹁八十
八羽の鶴﹂を表すおめでたい名
でもあります︒
山形の地酒﹁米鶴﹂をどうぞ
ご愛飲ください︒
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ご主人が戻り︑入れ替わりに
奥様が立ち︑こんどはご主人に
聞いた︒
﹁夫婦の居酒屋旅︑いかがで
すか﹂
﹁いや︑たまにこれやっとく
と︑一人で飲みに出るとき︑行
ってらっしゃいと言ってくれる
んですよ﹂
一人で居酒屋に行くのを認め
てもらえたか︒と言いながらも
夫婦酒はまんざらでもなさそう
だ︒
﹁明日は会津の﹃籠太﹄に行
きます﹂
﹁ああ︑あそこはいいですよ︒
ニシン山椒漬が絶品﹂
﹁へえ︑それ何かしら﹂
私も加わり旅の三人酒が弾ん
だ︒

自分の旦那様が居酒屋の主人
もっと若い夫婦とも一緒にな
と対等に闊達に話すのを見て︑ った︒二人で運転を交代しなが
﹁結構やるじゃない﹂と見直し ら東京から車で来て︑ホテルに
た︒家庭の奥さんは︑仕事なり 車を入れて来た︒今夜はこのあ
何なりで旦那が外で他人ときち ともう一軒︑明日は青森でここ
んと話をするのを見る機会はあ とここ︑と本を開く︒奥さんい
まりない︒家にいれば粗大ゴミ わく︑互いのすれ違い生活を埋
扱いだ︒それが︑旅先だからあ めるのに居酒屋ほどよいものは
る程度おしゃれした身なりで︑ なく︑それも家の近所じゃだめ︒
盃を手に姿勢よく愉快に話ので わざわざ遠くに出てくるからこ
きる主人に惚れ直したと︒なる そ気持ちが結びつくこの旅を大
ほどそういうものか︒これは男 切にしてますと︒
にとっては望外の成果 ？ か︒
(
)
父と息子の二人旅もあった︒
父がトレイに立ち︑息子に聞い
てみた︒
年前は１・０グラム位でし
﹁オヤジとの旅はどうだい﹂
たから︑確実に甘めの傾向に
﹁思ったよりいいです﹂
なっています﹂と言います︒
私は︑オヤジさんが初対面の
雑誌の試飲は︑飲食店の店
人と堂々と闊達に話すところを
主や酒販店の店主︑酒の著述
息子に見せたいと思い︑戻った
家など︑酒に関しての経験は
父とその土地の歴史などを話し
豊富ですが︑好みを排除して
てうなずきあい︑盃を交わした︒
試飲する冷徹な鑑定官とは違
息子はまんざらでもなさそうに
って︑好き嫌いを表現しても
父の顔を見ていた︒
いい立場のメンバーが行って
母娘もある︒﹁お母さんとお
います︒毎年︑﹁ｄａｎｃｙ
嬢さんとなんていいですね﹂と
ｕ﹂の巻頭特集に掲載される
言うと︑﹁気楽︑食べてばっか
のは︑メンバーが評価した点
り﹂と笑う︒お母さんにはお酌
数を集計した上位だけ︒一般
していただき︑うれしいことで
的には辛口傾向ですが︑日本
した︒
酒好きの間では年々︑濃いめ
長岡の﹁魚仙﹂で︑﹁太田さ
の酒が好まれるようになって
いるということなのでしょう︒ んの﹃居酒屋百名山﹄ 新
(潮文庫
︶を九十八まわり︑あと沖縄だ
いずれにしても飲んで旨い
け﹂という人が来たとも聞いた︒
と思われる酒は︑食事との相
居酒屋旅はもっと盛んになるだ
性にも依りますが︑旨口でス
パッと切れるタイプの酒です︒ ろう︒
︵新潮文庫﹁居酒屋を極める﹂
︵参考／ちくま新書︶
より︶

はいいし︑言葉は通じるし︑お たくないのか︑焼油揚か漬物く
金の計算はできるし︑何かあっ らいでおとなしくしているが︑
奥様は﹁私︑活海老のお造りと
たら携帯電話がある︒
茶碗蒸し︑出汁巻玉子もおねが
而して国内旅行だが︑旅館に いね﹂と豪勢で︑ご主人は目を
泊って部屋で食事していたので 丸くする︒
は家にいるのと変わらず︑﹁お
ご主人がトレイに立ったとき
い︑テレビつけろ﹂になってし
まう︒そこで町に出るが︑老舗 奥様に聞いた︒
居酒屋旅は︑家では仏頂面の
の蕎麦屋も鰻屋も食べたら終わ
りで︑せいぜい一時間だ︒その 旦那様が酒でご機嫌にしてくれ
点︑居酒屋は︑うまそうなもの ているのがまず嬉しい︒そして
をちょこちょこつまみ︑酒さえ 家ではあまりない夫婦の会話が︑
置いておけばいくら長くいても カウンターの主人や女将を中に
よい︒酒が入れば話も弾む︒じ した三角形に弾むのが楽しいそ
っくりいると︑土地の名物や気 うだ︒
﹁どちらからおいでですか﹂
質も見えてきたりする︒
られ︑知り合いに会ったりした
﹁え︑東京です﹂
﹁奥様と二人旅なんていいで ら体裁がわるい︒しかし自分た
秋田の名居酒屋﹁酒盃﹂のカ
ちを誰も知らない地方の町なら
ウンターで一人︑盃を相手にし すね﹂
﹁いや︑ま︑こいつが行こう 堂々とそれができる︒
ているとき︑端の中高年ご夫婦
結婚したころは夫婦二人で夜
に﹁失礼ですが大田さんでしょ って言うもんだから﹂
﹁あら︑ここに決めたのあな の町を歩き︑お酒を飲んだりし
うか﹂と声をかけられ︑持参の
たこともあったが︑主人は仕事
﹁居酒屋味酒覧﹂を開いて見せ たでしょ﹂
に︑私は子育てに忙しくなり︑
﹁ははは︑うらやましい﹂
てくれた︒そこには全国の行っ
﹁こちらの地酒は何ですか﹂ そういうこともなくなった︒そ
た店の寸評が書かれている︒ご
﹁はい︑これはですね⁝⁝﹂ して数十年︑主人はリタイア︑
夫婦の旅はホテルに荷物を置い
こんな調子︒差し向かいでは 子供も家を出て︑また夫婦二人
て着替えると︑本を頼りに目指
弾まない話が︑目の前に第三者 になり︑﹁旅行でもするか﹂と
す居酒屋に入るそうだ︒
﹁奥様もいける口ですか﹂と がいることで弾む︒酒があれば 出てきた︒そして数十年ぶりに
夫婦二人で夜の町を歩いた︒初
うかがうと︑お酒は飲めないが︑なおさらだ︒
めはちょっと怖く︑ご主人の腕
酒の肴はおいしいうえに量が少
さらに奥様は語った︒もうよ にしがみついた︒ほろ酔いで歩
なく︑いろいろ楽しめるとのご
返事で納得だ︒面白いのは奥様 い歳になってしまったけれど︑ いたその経験が楽しく︑以後自
の方が度胸があること︒ご主人 男があれほど通う居酒屋という 分からも誘うようになったと︒
は﹁あなた︑いつもこんなおい 所に女の私だって入ってみたい︒ わかるような気がする︒そし
しいもの食べてるの﹂と言われ しかし家の近所は人目もはばか て続けた言葉がよかった︒

まほろばの里・山形県高畠町
で酒蔵を構えて︑３００年以上
の歴史を持つ﹁米鶴﹂︒江戸末
期には地元を治める上杉家の御
用酒蔵を務め︑酒造りに邁進し
てきました︒
﹁米鶴﹂の名前は︑﹁感謝の
気持ちを伝える︑真心のこもっ
た酒でありたい﹂という思いを

その百二十五●実はいま︑旨口がトレンド
酒︵基本的には大吟醸酒︶の
分析結果を見ると︑初期のこ
ろは日本酒度＋ を超える辛
口でしたが︑１９３８年︵昭

受けた新澤さんは︑特集の巻
頭ページで取り上げられる日
本酒の糖度が年々上がってい
ると指摘されました︒
新澤さんは﹁特別純米や純
米吟醸クラスの酒の糖分は︑
ここ数年の平均値では︑１０
０ミリリットルあたり１・３
グラムから１・５グラム位︒

旨口でスパッと切れる
食事との相性にも依る

いま旨口の日本酒が人気で
す︒﹁淡麗辛口な酒をくださ
い﹂と言って来るお客でも︑
何種類か試飲してもらうと︑
最も濃い酒を選ぶ人が増えて
いると︑多くの居酒屋や酒販
店の店主たちが言います︒
一方︑市販の酒を調べた全
国市販酒類調査︵国税庁︶に
よると︑ここ 年で吟醸酒は
10

日本酒度＋３・６から＋４・ 和 年︶には− ・３の甘口
５へ︑純米酒は＋２・６から となり︑その後はどんどん辛
＋４・２と辛くなっています︒くなり︑１９８４年︵昭和
これをどう見ればいいのか検 年︶の日本酒度は平均で＋５
証してみましょう︒
・６︒この年から再び日本酒
１９１１年︵明治 年︶か 度は年々低くなって︑２０１
ら開催されてきた全国新酒鑑 ０年以降では＋３・０前後に
評会は︑２０１２年で１００ 下がっています︒つまり︑こ
回を迎えましたが︑その出品 こ 年で見ると︑徐々に甘く
4
4

なっているということです︒
﹁伯楽星﹂︵宮城県︶蔵元
の新澤巌夫さんが調べたデー
タも紹介しましょう︒月刊グ
ルメ雑誌の ｄ
｢ａｎｃｙｕ﹂
︵プレジデント社︶では︑毎
年︑日本酒の特集を発刊して
います︒２０１０年に取材を

地元に伝わる民話 鶴｢の恩返し に
｣由来

⑫米鶴

酒銘の由来

居酒屋修業の卒業編は︑居酒
屋を訪ねて各地を旅する居酒屋
旅だ︒これがとても増えている
と実感するのは︑地方の居酒屋
のカウンターでよく話しかけら
れるからだ︒目立つのは夫婦の
居酒屋旅︒
ある広告代理店の調査による
と︑夫婦でリタイア後にしたい
のは国内旅行がトップだった︒
何度か海外旅行もしたが︑外国
は治安は悪いし︑言葉は通じな
いし︑お金の計算は面倒だし︑
興味ある飲食店にぶらりと入る
こともできないし︑海外旅行は
もういい︒しかし国内なら治安

21旅の夜は居酒屋で
居酒屋を訪ねて各地を旅する
10
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