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明治以降に開発された鍋料理たち

そしてこの「しゃぶしゃぶ」にそっくりなのが、タ
イ国の名物「タイスキ」ですが、これはタイの伝統料
理ではなく、日本人観光客向けに開発された料理のよ
うで「タイスキ」のす「スキ」は、日本の世界的ヒッ
年に大阪のスエヒロという店が開発した比較
ト曲、坂本九さんの「上を向いて歩こう」の英語名タ
的歴史の浅い料理です。
イトルが「スキヤキ」であったことが「タイ
スキ」命名の由来です。
また、北海道の「ジンギスカン鍋」は、鍋というよ
り鉄板焼きですが、これも昭和になってから生まれた
もので、モンゴル料理とはまったく関係ありません。
もちろん「昔、英雄ジンギスカン率いる蒙古軍が、
自分たちのヘルメットを利用して羊の肉を焼いたの
が、いまのジンギスカン鍋の発祥」というのも、一種
の都市伝説。そんなことは一切ございません。
どうやらあのヘルメット型の鉄板は、羊の油を落と
すために作られたもののようで、あのカタチから蒙古
軍の兜を想像できるため、そのような説が生まれたの
ではないでしょうか？ あるいは、あの奇妙なヘル
メット型鉄板を開発した人が、最初から蒙古軍をイメ
ージして作ったのかも知れません。
第一次世界大戦後に羊毛が不足したとき、日本政府
は羊を飼うように奨励します。
次に羊の肉を食肉にも ……
、と、考えたようなので
すが、ご存知のごとく羊の肉というのは大変臭いがキ
ツいもので、日本人にはあまり馴染みませんでした。
そこで臭いを消すようなタレなども開発され現代の
ジンギスカン鍋になったようです。
（食文化研究家 巨椋修 絵/：そねたあゆみ））

骨粗しょう症を防ぐには？
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実際に中国の広東地方には、日本でみる
屋台のおでんと同じく、四角く仕切った容
器に別々の具材を串に差して売る屋台料理
があり、その料理が日本に伝わったとき、
四角く仕切った鍋を上からみると「田」の
字になるところから、御田（おでん）
となったという説もあるのです。
この中国の「おでん」は、見た目も日本
のおでんとそっくりで、ある説によると、
満州を征服した日本の関東軍が日本に持ち
帰ったため「関東煮」になったという説も
あるようです。しかしこの説の逆をいえ
ば、関東軍が中国に持ち込んで根付いたと
いうことも言えるわけで、どうにも真相は
わかりません。
いろいろな説がありますが、わたし個人
の考えとしては、広東から伝わったものが
日本風にアレンジされて「おでん」「関東
煮」になったというのが妥当ではないかと
思っています。
おでんの発祥は室町時代からとか、江戸
時代からという説もありますが、串にさし
た具を醤油味の汁で煮込むようになったス
タイルは、明治以降に生まれたものであ
り、全国に広まったのは昭和になってから
のようです。
他にも「しゃぶしゃぶ鍋」は、昭和２７

今年の夏は猛烈な暑さでしたが、お陰さまで夏バテ
もせず体調よく過ごせています。
この夏を乗り切れた勝因は、二つ・・・・フルー
ト練習により、肺気が強め
られたことと、切り干し大
根と玄米餅味噌汁を昼食に
取り入れたことです。
今の時期、体がしんどく
なっている方は、汗のかき
すぎにより心気と肺気を消
耗したためです。
肺は一身の気を主
る・・・と言われ、元気よ
く活動したり、しゃべった
りするのも肺気があっての
ことですし、肺気を消耗す
ると免疫力が低下し、風邪
をはじめとする感染症に罹
りやすくなったり、アレル
ギー症状を起こしたりしや
すくなるので、気をつけて
ください。
巷では、肺気を高める方法として腹式呼吸やロン
グブレスが流行していますが、私のお勧めは吹いて
音が出る楽器です。
曲を奏でると、肺気が高められるだけでなく、気
の巡りもよくなりストレスやイライラに悩まされる

明治維新がおき、日本の食文化に大きな
変化が起こってからでも、日本人は鍋料理
を愛し続けておりました。
明治以降に誕生した鍋料理としては「牛
鍋」が発達して今日の関東風スキヤキにな
りました。
それ以外にも関東大震災後に全国に広ま
った「おでん」もあります。
おでんは、漢字で「御田」と書きます。
発祥は諸説あって、串に差したコンニャク
などに味噌を塗って食べる味噌田楽や醤油
味で煮込んだ田楽から来ているという説。
関西ではおでんのことを「関東煮」と呼
ぶが、これは江戸の煮込み田楽が大阪に伝
わったという説もあります。
また一説によるとおでんが関西に広まっ
たのは、大正時代に起きた関東大震災後の
ことで、関西から東京に救援に来た人たち
が、おでんを「関東煮」として広めたとい
う説もあります。
また他説として、関西では関東煮と書い
て「カントだき」「カントンだき」ともい
う説もあります。
他に中国の広東人がおでんの屋台や炊き
出しを行なったことで、関西では広東と関
東が一緒になり「カントンだき」となった
という説もあります。
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電子レンジ簡単レシピ

簡単ラスク

こんなに簡単に出来ちゃっ
て・・・・・手をかけて作っ
ている方、ごめんなさい！

＜材
料 （８枚分）＞
・ランスパン 中 1/3本
（直径 約８ｃm）
・バター ３０ｇ
・グラニュー糖 ３０～４０
ｇ（食べ残して硬くなったフ
ランスパンで作っても おい
しく出来ます。）
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なんと、カルシウムの吸収を
悪くする食品もあります。それ
はリンを多く含むもので、スナ
ック菓子や清涼飲料水、インス
タント食品、調理済冷凍食品な
どです。手軽なのでつい食べた
くなってしまいますが、カルシ
ウム不足だと感じている時には
我慢することも必要ですね。
骨粗しょう症の検査は保健所
などで行っています。心配だな
と思ったら、検査を受けてみる
ことをおすすめいたします。
（フードアナリスト 愛川いつ
き 絵/：そねたあゆみ）

・信楽焼き、蓋付き壷
・サイズ＝上直径75cm 最大胴回
り 24cm
下直径19cm 高さ18cm
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PDF資料やパンフを本を開くような
感覚で閲覧できるのが魅力で、
好まれています。
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やりたい！と思う人も少ないでしょう。
一方で、「士は己を知るもののために死す」という言葉
もあります。
本能寺の変の時、織田信長の小姓団は、粛々と一斉に迎
撃体制をとったと言います。
淡々と、誰一人、狼狽える者もなく、逃げ出す者もな
く・・・です。
つまり、「人は命令されることを喜ばない」ものだが、
「素晴らしく命令されたときには、喜んで従う」という
一面もあるわけですね。
（小説家 池田平太郎 絵/：そねたあゆみ）

③大き目の皿にクッキングペ
ーパー３枚を重ねて敷き（テ
ィッシュ５・６枚）バターと
グラニュー糖を付けた側を上
向きにして４枚乗せ、レンジ
５００ｗでフタなしで １分
３０秒加熱する。パンが固い
とき加熱は約１分にしてね。
④パンが熱くて 少しパリッ
としていたらＯＫです。別の
皿に移し代え、そのまま自然
に冷ます。冷めたらパリパリ
になります。

も側面としてあると思います。
つまり、権力を倒して権力を握るよりも、権力に
近づいて権力を握る・・・ということでしょうか。
古代ローマの晩期には国境を突破して侵入し占領
してしまった蛮族に対し、ローマ皇帝は「総督」の
地位を与えることで懐柔しようとしたと聞いていま
すし、同様のことは、中国の王朝においても耳にし
ます。
発想の転換と言えばそうとも言えるでしょうが、
一定の権力を持った者はより以上の権力をほしがる
もので、苦肉の策であることには違いないと思いま
す。（ある意
味、「金印」な
どというのも、
それと同義のも
のだったかもし
れません。）
ただ、「権力
に従う」という
意味では、人は
本来、「人は命
令されることを
本能的に拒絶す
る」ものだと言
われています。
誰しも、「お
い、おまえ、あ
れやれ！」と言
われて、素直に

＜作り方＞
①フランスパンを１ｃｍ巾に
切り、全面にバターをたっぷ
り塗っておく。
バターが硬い場合は、容器に
入れ レンジ５００ｗで１５
秒加熱して柔らかくしてくだ
さい。

豊臣秀吉が低い身分から、一代にして築いた豊臣家。
しかし、その豊臣家も、秀吉の晩年に出来た息子、秀頼
の時代になると妙な名門意識ができていることにおかしさ
をこらえ切れません。
母方が名門・・・と言ったところで、秀頼の母・淀殿は
父方である浅井家も母方である織田家も、その数代前から
下克上で身を起こしてきたに過ぎず、天皇家を取り巻く公
家などから見れば、浅井、織田、豊臣家程度で名門意識な
んて、笑止千万だったでしょう。
面白いもので、明王朝の創始者・朱元障もまた、流民の
中から一代にして王朝を築いた人物ですが、この王朝も末
期になると名門意識が出てきています。流民だったこと
は、はっきりしているのに・・・。
思えば、人間とは、とかく権力というピラミッドを造り
たがるもののようです。
では、権力とはなんぞや・・・とよくよく突き詰めて考
えれば、体力や経済力のように実体があってのことではな
いわけで、つまりは、「人がそれに従う」という意識を持
つということが前提でしょう。
だから、体力が無い人でも、一旦、権力を持つと、体力が
ある人を大勢使って、如何に強靱な肉体を持った人でも拘
束してしまうことができるわけでですね。
これは、人は、権力を持つ者への反発よりも、権力、権
威に対してすり寄ろうとする傾向が強い・・・ということ
②中鉢にグラニュー糖を入れ
広げておく。フランスパンの
バターの面をグラニュー糖に
軽く押し付ける。

権力とは何ぞや
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