早稲田大学×京都大学×黄桜

▽食楽︵徳間書店︶６月号／５
月６日発売
大特集／人気料理人の家カレー
ビールとつまみの黄金方程式
▽ＳＡＶＶＹ︵京阪神エルマガ
社︶６月号／４月 日発売
特集／関西のパワースポットと
日帰り旅
▽Ｍｅｅｔｓ Ｒｅｇｉｏｎａ
ｌ︵京阪神エルマガ社︶６月号
／５月１日発売
特集／大阪 区

今︑高槻で甦る︑古代エジプトの息吹

火にかけ︑二〇度︑五〇度と徐々に温
その１／﹁底辺﹂を広げると﹁高さ﹂が生まれる︒
めていかなくてはなりません︒
﹁部分みがき﹂も同じです︒いろい
自分を一〇〇度に沸騰させる
近い将来の﹁完成した形﹂が見えて ろな部分をみがき上げていくことで︑
いるのなら︑その部品をみがいている 次第次第に温度は上がっていく︒
﹁部品みがき﹂
そして︑いよいよ九〇度になって︑
がんばって努力しているのに︑なか 意義もわかりますが︑どんな形にでき
なか成果に繋がらないことがあります︒上がるのか皆目見当もつかず︑また︑ あともうひと息がんばって火を燃やせ
求めれば求めるほど︑遠くなってし その部品が仕上がりのどの部分のもの ば一〇〇度になって沸騰するというと
まう︒いろいろと試行錯誤を繰り返し なのかもわからない状態では︑みがき き︒ここで︑あと残りいくつかの部品
をみがき上げる︑あるいは︑部品全体
ているうちに︑自分はこれでいいのか︑続ける意欲も萎えてくる︒
このままでいいのか︑という思いにと
しかし︑そんな中でもみがき続けて に最後のひとみがきをかける︑それで
らわれたりするでしょう︒
きた部品たちは︑バラバラだったもの 一〇〇度になるのです︒
しかし︑せっかく九〇度まで来てい
私も同じでした︒同じどころかもっ にもかかわらず︑ある日突然一つにま
と深刻なものでした︒そんな悩みに直 とまって︑素晴らしい﹁完成品﹂にな るのに︑そこであきらめてしまう人が
なんと多いことか︒
るのです︒
面したときは︑
今の自分が水だとしたら何度なのか︒
﹁今は︑自分が持っているたくさんの
﹁部分みがき﹂とは︑いうならば︑
﹃部品﹄をみがいているのだ﹂
基礎練習︒この基礎練習が基礎体力と 五〇度なのか︑九〇度なのか︒
そんな自分の﹁立ち位置﹂を考えて
基礎技術をつくっていく︒︵中略︶
と考える︒
実際︑部品をコツコツとみがいてい
私がよくたとえて言うのですが︑水 見ることも︑部品みがきに精を出し︑
る段階では︑それはムダな作業にも思 は一〇〇度にならないと沸騰しません︒自分を沸騰させる秘訣でしょう︒
︵三笠書房より︶
えます︒
一〇〇度になるためには︑冷たい水を
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ＴＨＥ ＫＯＹＡＭＡ ＳＨＩＮＢＵＮ

共同開発ビール

平山郁夫●ぶれない 骨太に自分を耕す方法

と在り続けているではないか︑ ▽ｄａｎｃｙｕ︵プレジデント
﹁値ぶち﹂にうるさい大阪人を 社︶６月号／５月６日発売
●外食業界・消費者動向
唸らせてきた名店が︒
特集１／餃子の天才
誇るべき老舗の味︑その凄み とことん旨い餃子をつくってみ
たい︒餡や皮づくり︑包み方と
ら手帖﹂︵クリエテ関西社︶の に迫る︒
焼き方︑自家製タレ︒初めて挑
特集２は﹁大阪 老舗の凄み﹂
︿グルメ誌の次号特集紹介﹀ 戦する方も料理自慢の方も︑目
です︒
からウロコの超絶テクニックが
大阪は食い倒れの街と言われ
ながらも︑当世︑浪速の食とし ▽あまから手帖︵クリエテ関西 学べます︒
特集２／うまい﹁中国料理﹂が
て取り沙汰されるのは粉もんば 社︶５月号／４月 日発売
食べたい
かり︒
特集２／京都の和食
されど︱︱︒
新店の勢い止まらぬ京都の和食︒特集３／梅酒と梅干︒梅仕事の
お楽しみ
わが町のそこかしこに︑泰然 多彩な顔に迫ります︒

野菜の産直取引開始
コスト削減と鮮度向上
グローバルダイニングは﹁産
直取引﹂を始めて︑大幅なコス
トダウンにつなげる考え︒年間
仕入高４億円︵肉ほか 億円︶
を野菜に支払っている︒野菜の
〜 ％を産直に切り替える︒
２〜３日かかっていた産地から
の納入を当日・翌日に短縮する
ことで鮮度を確保︒野菜で成果
が出れば︑コメや鮮魚も切り替
えていく方針︒
︵日経ＭＪ／３月３日︶
店舗で食育セミナー
ファン育成見込む
大戸屋は店舗を利用した消費
者向けの食育セミナーを開催す
る︒１回 分で４回︵定員 人︶
午前 時から︒参加費は７００
円︵客単価に相当︶︒受講後に
は定食を無料提供する︒
開催店を増やすため︑店長や
ＦＣオーナーにも講師資格を取
得するよう促している︒
今後は︑新規客獲得よりも︑
固定客の囲い込みに軸足を置い
ていく︒セミナーはクーポンよ
りも効果が高い︒
︵日経ＭＪ／３月５日︶
﹁あまから手帖﹂４月号
特集／大阪 老舗の凄み
３月 日に発売した﹁あまか
4
5

コヤマ新聞

発行：
コヤマカンパニー
〒569‑0803
高槻市高槻町19番7号
tel:0120‑21‑0852
fax:072‑683‑0087
mail:web@koyama2525.co.jp

3
0

10

64

24

４月に発売しました︒
エンマー小麦は高槻市にある
京都大学附属農場が栽培方法を
確立した後︑特別栽培農法で注
目されている鳥取県八頭町の田
中農場に量産を依頼︒２００７
年夏にエンマー小麦を用いた新
﹁ＷＨＩＴＥ ＮＩＬＥ﹂の発
売をしました︒
そしてこの度︑古代より１９
２０年ごろまでエジプトで栽培
されていたにもかかわらず︑種
として認められることがなく終
わった謎の小麦﹁ピラミダーレ
小麦﹂を使用した赤銅色のハイ
アルコールビール﹁ＲＵＢＹ
ＮＩＬＥ﹂を完成させ︑発売し
ました︒
☆
☆
☆
ＷＨＩＴＥ ＮＩＬＥ︵写真
右︶はエンマー小麦使用のたお
やかな現代ビール︒風味豊かな
小麦の味わいを楽しめます︒ア
ルコール分５％︒
ＲＵＢＹ ＮＩＬＥ︵同左︶
はピラミダーレ小麦使用のまろ
やかな赤銅色ビール︒濃厚な香
りが特徴です︒アルコール分７
％︒
価格はどちらも３３０ ４２
９円︵税別︶︒
ご注文はフリーダイヤル０１
２０・２１・０８５２︑株式会
社コヤマカンパニーへ︒
m
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古代エジプトで栽培されてい
た﹁エンマー小麦﹂﹁ピラミダ
ーレ小麦﹂︒この２種類の小麦
がここ高槻の地で見事に甦り︑
﹁古代エジプトビール﹂を再現
することに成功しました︒エジ
プト考古学と植物遺伝学の二つ
の知の出会いによって︑古代エ
ジプト文明の知恵が現代に生か
されたのです︒
エジプト考古学の権威である
早稲田大学の吉村作治教授は２
００２年︑ある企業との共同研
究において︑あらゆる考古学的
分析を駆使して﹁古代エジプト
ビール﹂を再現することに成功
しました︒吉村教授は古代エジ
プトでビール醸造に使用されて 彦総長に呼びかけ︑両大学でビ
いた麦が﹁エンマー小麦﹂であ ールを共同開発する計画がまと
ることも明らかにしました︒
まりました︒
幻とされていたエンマー小麦
京都大学は農学研究科の伏木
の種子は︑ 年前に京都大学大 亨教授を代表とする研究チーム
サハラ学術探検隊によってエチ を発足させ︑清酒メーカーの黄
オピアで収集され︑京都大学大 桜株式会社に近縁種のデュラム
学院農学研究科栽培植物研究室 小麦を用いたビールの試作を依
で︑更新保存されていました︒ 頼しました︒
この成果に着目し︑大学の知
同社は２００５年 月︑デュ
を社会還元したいと考えたのが ラム小麦を使った独特の風味の
京都大学の尾池和夫総長でした︒現代ビール﹁ＷＨＩＴＥ ＮＩ
尾池総長が早稲田大学の白井克 ＬＥ﹂を完成させ︑２００６年
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エジプト考古学と植物遺伝学
その知の出会いから始まった
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起業家よ来たれ

サービス業開業道場へ

下さい︒健康で独立意欲が十分
な方には︑担当者が面談の後︑
３回の道場での勉強を経て︑開
業準備に入ります︒
お問い合わせは携帯電話０９
０・３２６９・３８６６︑担当
の沖村まで︒

エコキャップ
６０８０個を提供
コヤマカンパニーＩ・Ｓ・Ｏ
委員会は昨年 月の２２４０個
に続いてさる４月３日︑６０８
０個のエコキャップをＮＰＯ法
人エコキャップ推進協会に届け
ました︒
累計個数は３万２６００個と
なり︑ ・７人分のポリオワク
チンが購入でき︑焼却すれば２
０９ のＣＯが発生することに
なります︒
1
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キャンティ・クラシッコ・フォ
ントディ
７５０
３５９０円︵税別︶

今月のおすすめワイン

っ！あとね︑キャンティクラシ
コってあるよね︒クラシッコっ
て何？
ピノくん いい質問だね︒ク
ラシッコは古くからワインを生
産していた地域を特定し区別す
るために使われる用語なんだ︒
ネロくん ボトルの首の部分
に︑左上のガッロ・ネッロ﹁黒
い雄鶏﹂マークがついてるキャ
ンティがキャンティ・クラシッ
コ協会のマークなんだよ︒
シュペちゃん そっか〜︑な
るほどね！
ネロくん 今回はここまで︒
次回はまだまだある︑トスカー
ナワインパートⅡです︒では︑
Ｃｉａｏ☆

２

も夢と希望を持てる人
⑦自分が儲けたお金の一部を他
人のために使える人
⑧毎日勉強し︑それを行動に移
せる人
⑨お酒を飲んで楽しくなるのは
よいが︑お酒に飲まれない人
⑩毎日貯金をする人
７つ以上あてはまる方は株式
会社コヤマカンパニーへご来社

ワイィンでルネッサ〜ンス！

室町時代に商標始まる
和歌からの言葉を銘に

4
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物件探しも開業資金も共に心配
ご無用です︒まず次の ヵ条の
設問に答えてみてください︒
①人間が好きな人
②他人の気持ちが判る人
③他人に奉仕できる人
サービス業は︑成長産業です︒知ることから始めましょう︒
④他人の幸せをわがことのよう
経営するには︑自分に適格条件
自分が良いものを持ちながら︑ に喜べる人
があるかないかを見極めること そのことを知らない人はもった ⑤他人の悲しみに同情できる人
が最も大切です︒まずは自分を いない︒素質があれば︑お店の ⑥自分が如何なる状態にあって

銘柄の誕生

連 載

千代のおもほゆるかな
酒の銘柄で昔から最も多い
という和歌から取られていま のは︑縁起をかついだり︑イ
す︵とふ鶴は﹁飛ぶ鶴﹂で︑ メージアップを狙った命名で
そこから﹁舞鶴﹂になったと す︒現在発売されている銘柄
言います︶︒
は約５０００種類で︑その大
商標権のない時代なので︑ 半に漢字が使われていますが︑
﹁花橘﹂﹁若緑﹂
﹁音羽﹂﹁有 それらの銘の漢字を１字ずつ
明﹂などは何軒もの酒屋が使 分解して︑最も多く使われて
っていますが︑おしなべて︑ いる字からベストテンを挙げ
ると︑１位・山︑２位・鶴︑
３位・正︑４位・宗︑５位・
菊︑６位・大︑７位・金︑８
位・泉︑９位・乃︑ 位・白
の順になり︑３位と４位の組
み合わせである﹁正宗﹂は１
花とか松︑鶴︑亀などの字が １７銘柄で使われています︒
入った優美な銘が多かったよ ちなみに︑﹁正宗﹂が多いの
うです︒
には︑経文の﹁臨済正宗﹂の
ところで︑現在わが国には ﹁正宗﹂の音が﹁清酒﹂に通
１７００社の酒造会社があり︑じるからという説や︑刀の
１社平均で５件の商標銘柄を ﹁名刀正宗﹂に由来するとい
持っていると言われますから︑う説などがあります︒
８０００種類を超える銘柄が
参考文献
あることになります︒
﹁日本酒 百味百題﹂
柴田書店

!
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笑顔で︑心を込めて挨拶をすること

1
4

!!

リーダーシップ こととは︑直接関係ありませ
社内の先輩︑同僚︑部下に お客様にも好かれないでしょ
を発揮できる人は ん︒ほんの数秒のことなので 挨拶できない人間は︑お客様 う︒業績も上がらないでしょ
挨拶がしっかりし すから︒
にも挨拶ができないと思いま う︒挨拶できない人は︑まず
ています︒しかも
忙しくて大変なリーダーだ す︒朝の挨拶は一日の始まり そこから変える必要があるで
それを笑顔でやっ からこそ︑笑顔で挨拶するこ です︒その人間の人柄が分か しょう︒
ています︒笑顔で とが大事なのです︒どんなに ります︒挨拶のできない人は︑
︵Ｓ・Ｊ︶
挨拶ができない人 苦しくても挨拶は明るくした
は︑そもそも︑挨 いものです︒部下もリーダー
拶の意味が分って が大変であることぐらいはよ
いないのです︒
く知っています︒苦しくても
﹁今日一日︑よ それを人に見せないのと︑そ
ろしくお願いしま れがすぐ見えてしまうのとは︑
す﹂﹁今日︵こん 大きな違いであることも分っ
ともとは白ワインであり︑その
にち︶は︑よい日 ているのです︒
品質は︑あまり評価されるもの
でありますように﹂ 若手の売りは︑元気です︒
じゃなかったんだ︒
と︑周りの人に発信している 相手より先に︑元気に︑笑顔
ネロくん しかし︑その後︑
のだから︑自分が不機嫌を表 で︑心を込めて挨拶すること
１４００年代になると︑キャン
現すること自体がおかしいの です︒経験不足は元気で補う
ティ地区では赤ワインが次第に
ことです︒
です︒
有名になり︑その後の醸造方法
チョッと会社に慣れてくる
挨拶するのは︑﹁あなたの
のおかげで高品質なキャンティ
ことを認めていますよ︒今日 と気が緩み︑よからぬ先輩の
という名声は各地に広がったん
もよろしくお願いしますよ﹂ 癖だけを受け入れてしまいが
だ
︒
ちです︒いくつになっても入
という意味なのです︒
シュペちゃん そっか〜 最
高い目標達成を遂行するリ 社試験のときのことを忘れな
初は白ワインだったんだね︒あ
ーダーであれば︑仕事上の悩 いでいただきたい︒そのとき
ネロくん 今回はトスカーナ
みも多いでしょう︒難しい意 は︑ほとんどの人がいい挨拶
州︵州都フィレンツェ︶です︒
思決定も伴うし︑それに至る をしようと思って︑それがし
この美しい州都の周辺で造られ
までに詳細を知り︑やってお っかりできていたのです︒で
るワインが︑サンジョヴェーゼ
くべきことがたくさんありま あれば︑いつまでもできるは
︵黒ぶどう︶主体のキャンティ
す︒また︑同僚や部下に気軽 ずです︒﹁初心忘れるべからず
です︒
﹂
に話せない案件や問題も抱え です︒リーダーシップを発揮
ピノくん キャンティには︑
ているでしょう︒しかし︑こ できる人が心を込めて挨拶を
７００年もの歴史があって︑も
れらは責任ある地位にある人 しているのは︑生れつきだけ
の多くがやっていることであ ではありません︒努力してい
イタリア編③
って︑それと笑顔で挨拶する るのです︒

五 八
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コレッツォーネ・キャンティ
７５０
１２５０円︵税別︶

サンジョヴェーゼ１００％︒﹁キ
ャンティを制する者はイタリア
を制す﹂︒競争が激しいキャン
ティで︑フォントディが最も力
を入れているアイテムで︑主力
商品です︒フォンディはサンジ
ョヴェーゼ１００％のキャンテ
ィを造った先駆けの一人です︒
完熟した健康なブドウのみを手
摘みする自然農法を採用してい
ます︒

m
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サンジョヴェーゼ・カナイオー
２等︒輝くルビー色で︑すみれ
の香りと果実味あふれるアロマ
が特長です︒ラベルにキャンテ
ィワインのふるさとであるトス
カーナ州の丘陵のイラストが描
かれてあります︒

m
l

従業員教育の一つのヒント(15)

中世は京都の造り酒屋が急 かろうとしたのか︑京都の酒
速に発展した時代で︑室町時 屋はこぞって酒銘を付けるよ
代中期の応永 年︵１４２５︶ うになりましたが︑多くは出
の記録によると︑洛中洛外の 入りの公家や門跡︑高僧に頼
酒屋は３４２軒を数えました︒
その中でもとくに評判の高い
最大手として知られたのが︑
五条西洞院にあった酒屋で︑
門前に柳の木が植えられてい
たことから﹁柳の酒屋﹂と呼
ばれていました︒この柳の酒 み︑和歌から取った言葉を銘
屋は店の入口に大きな﹁六星 にしてもらったと言います︒
紋﹂の入った暖簾を下げ︑酒 たとえば︑新町通一条下ルに
樽にもその紋を書いて﹁柳酒﹂ あった大手の酒屋﹁重衡﹂は
という酒銘も入れました︒こ １軒で﹁舞鶴﹂﹁細石﹂﹁御手
の柳酒が︑わが国の酒の銘柄 洗﹂の三つの酒銘を持ってい
︵商標︶の始まりといわれま ましたが︑﹁舞鶴﹂は︑
す︒
白くもに羽打かけて
その後︑柳酒の名声にあや
とふ鶴のはるかに

10

（２〜３）

コ ヤマ 新聞
No.
年５月
64/平成 22

