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●ビーフシチューの変わりに考案された肉じゃが

ば︑場所はニューヨーク州のリゾート地サラ
トガ・スプリングス︒この地でシェフをしてい
たジョージ・クラム氏は︑ちょっとムカムカし
ていました︒わがままな客が︑クラム氏が作っ
たフレンチポテトがぶ厚すぎて気に入らない
というのです︒
自慢の料理にケチをつけられたクラム氏︒
仕方なく薄く切って揚げたポテトフライを出
しても︑まだ気に入らないというのです︒何度
かやり直しをさせられたクラムシェフ︒頭に
きたと︑フォークで刺せないくらい思いっきり
薄くスライスしたジャガイモを揚げて出した
ところ︑これが大評判となったのがポテトチ
ップスのはじまりだそうです︒

世の中には︑ちょっと変わった誕生のしかたで世に出てきた食べ物があります︒よく知られたところ
では︑ギャンブル好きのイギリス貴族︑サンドウィッチ伯爵が考案したといわれるサンドイッチ︒これは
食事のためにギャンブルを休みたくなかったサンドウィッチ伯爵が作らせたという説があります︒
もっとも︑パンにモノを挟んで食べること
は︑はるか以前から行われていたので別にサ
ンドウィッチ伯爵が考案したというものでは
なく︑サンドウィッチ伯爵が好んで食べたの
で︑サンドイッチという名前の由来となった
というのが本当のようです︒
そういえば︑日本でも鉄火場といわれてい
る博打場で︑博打を休まずに手軽に食べるこ
とができたのがマグロの巻き寿司だったの
で︑やがてマグロの巻き寿司を﹃鉄火巻き﹄と
呼ぶようになったという説があります︒
サンドイッチにしても鉄火巻きにしても︑
ギャンブル好きの人々というのは共通するも
のがあるのかもしれませんが︑この博打場で
好まれたので鉄火巻きと呼ばれるようになっ
たという説も︑どうも俗説であるそうです︒
と︑
いうことで︑ちょっと変わった誕生の仕
方をした食べ物とは？
日本帝国海軍が広めた料理として有名な
のがカレーライスですが︑他にももう一つあ
ります︑それが﹃肉じゃが﹄︒肉じゃが発祥説に
はいくつかあるのですが︑有名なのが日本海
軍のリーダーのひとりであり︑日清日露の戦
争で大活躍をした東郷平八郎が︑ある日︑艦

太古の昔︑日本人は普通に肉食をしてお
り︑時には牛を食べることもあったのです
が︑仏教が伝来してから肉食をあまりしなくなり︑江戸時
代になると︑イノシシやシカ︑ウサギといった肉は︑薬喰い
と称して食べていましたが︑牛は荷物の運搬やトラクター
の代わりとして飼われてはいましたが︑食べることはしま
せんでした︒
それが明治になり海外との交流が再開されると︑日本人
も徐々に牛肉をたべるようになりました︒そんな明治時
代︑神戸牛は日本にやってくる外国人たちに﹁美味しい﹂と
評判となったのです︒神戸といえば港町︒はるばる海外から
やってきた外国の人たちは︑神戸に上陸して神戸の牛に舌
鼓を打った ……わけではありません︒外国のみなさんは︑
神戸で神戸牛を食べていたわけではないのです︒
え？ じゃあどこで食べていたかですって？
実は横浜なんです︒お肉っていうのは︑牛をツブしてすぐ
に食べたりすると︑硬くて味も悪くて︑全然美味しくない
んです︒
ときどき﹁新鮮なお肉は美味しい﹂なんて思っている人が
いるかも知れませんけど︑それは大間違い︒牛肉は︑
ツブし
てから数日〜２ヶ月くらい熟成させてから食べると︑肉が
美味しくなるのです︒
つまり神戸牛が評判になったのは︑神戸でツブした牛肉
が船便で横浜に運ばれていくうちに熟成され︑ちょうどい
いときに外国の人たちが食べて大評判になったというわけ
なのです︒
それにしても︑食べ物の歴史っておもしろいものですね
え︒
食文化研究家 巨椋修︵おぐらおさむ︶

上でイギリスに留学していたころ食べたビー です︒このカレーの材料をひと工夫してできたのが肉じゃ
フシチューを食べたいと︑
コックにいったとこ
がだったのかも知れませんね︒
ろ︑残念ながら材料がなく︑またコックにビー
● ハンブルグにはなかったハンバーグステーキ
フシチューの知識がなかったため︑あり合わせ
の材料でビーフシチューをイメージしたもの
ドイツのハンブルグを英語読みするとハンバーグになり
を作ったのがはじまりという説があります︒し ます︒このことから︑
ハンバーグステーキはドイツのハンブ
かしまあ︑この時代
ルグで生まれたステーキだと思っている人
には限りなくビーフ
がたくさんいるようです︒ところが︑元々ハ
シチューに近いハヤ
ンブルグにハンバーグステーキなどという
シライスも誕生して
食べ物はなかったんです︒
おり︑
コックに知識
じゃあ︑どうやってハンバーグが生まれた
がなかったかどうか
かというと︑１９世紀末︑ヨーロッパから２
は疑わしいところ︒
００万人以上の人々がアメリカに移住しま
ただ︑デミグラスソ
した︒そのなかにはたくさんのハンブルグ出
ースの材料がなかっ
身のドイツ人がいたのですが︑彼らが食べて
たということはある
いたのがミンチを焼いて作ったステーキだっ
かも知れません︒
たのです︒
先ほど海軍が広
ミンチといえば聞こえはいいのですが︑よ
めた料理にカレーラ
うはクズ肉︒移民というのはいつの時代でも
イスがあると述べま
貧しい人が多く︑貧しいドイツ系の人たちが
したが︑この肉じゃ
クズ肉にひと工夫して作ったものがやがて
がの材料とカレーの
ハンブルグステーキ︑
ハンバーグステーキと
材料って︑お肉︑じゃ
呼ばれるようになったのです︒
がいも︑ニンジン︑タ
● 神戸牛がおいしいと評判になったワケ
マネギなどかなりの
部分で共通するん

われたり︑愚痴を言わずにおられないほどの出
来事があったり︑つまらないことなどは多々あ
りますよね？
東洋医学では︑目の前の病人の病気が重いか否かの判断材料として︑目に神があ
それを意識的に︑楽しいことに変換してしま
るかどうか？を診断します︒
う工夫こそが︑生き方達人の腕の見せ所で
予後の良い病人の目には︑神が宿り︵目
す
！
！！
に勢いがあり︑しっかりしている︶状態
例えば︑家事などでも︑〜やらされている︑
が良くない病人の目は︑腐った魚のよう 〜せねばならない・・・と脳が考えると︑大変
に︑輝きがなく︑どんよりとしています︒ なストレスになりますが︑〜することで役立っ
病気に限った問題でなく︑その人が生 ている︑〜したいというように︑自分が主体に
命力溢れ︑免疫力が高く︑イキイキと過 なり︑やりたいことに変換してしまうと︑全て
ごしているかどうか・・・は目の輝きを が楽しいことの連続になり︑気分も非常によい
みればわかります︒
です︒
人は︑楽しいこと︑夢中になることを
誰でも辛いこと︑辛抱などが多いと病気にな
しているとき︑目がイキイキと輝いてお ります︒
り︑そのようなときには︑脳内の血流が 日々元気で︑生き方の素敵な方は︑辛い出来事
増え︑酸素が十分に送られ︑生きるため が少なくて恵まれているのではなく︑考え方︑
の快適な状況下にあります︒
捉え方︑発想の転換がフレキシブルに出来て︑
当然︑免疫力もあがり︑ホルモンも整 適応能力にも優れているのかもしれませんね︒
い︑自律神経のバランスも良好な状態を
私には無理！・・・と思った方︑それは実は
作ります︒
その部分の脳を使っていないだけのことなので
言い換えれば︑楽しく︑夢中になれ
す︒
る・・・ということは︑元気で長生きの 少しずつ︑訓練してゆきますと︑必ず目が輝く
秘訣であり︑病治しのコツでもあります︒ ような日々を送ることができますので︑是非今
ただ︑毎日の生活は︑楽しいことばか 日から︑チャレンジしてみてくださいね♪
りではなく︑やらねばならないことに追
薬剤師︑薬食同源アドバイザー 高田理恵

いまやおやつの定番ポテトチップスです
が︑この食べ物が生まれたのは︑１９世紀半

●いじわるから生まれたポテトチップス

変わった誕生の食べ物たち

目は口ほどに物を言う・・・目で見てわかる養生術

2014年09月248号

では︑﹁プロとは何か・・・？﹂を私なりに言わせていた
だくなら︑それはひとえに︑﹁お金をもらうことを意識
した上でお金がもらえるものを提供することが出来る
のがプロ﹂だと・・・︒
言うならば︑ビギナーズ・ラックの対極にあるものだ
と考えればわかりやすいでしょうか︒
つまり︑無欲で何
となくやってみたら売れた・・・というのはよくある話で
すよね︒
ところが︑その後︑これに味をしめて︑﹁儲け﹂とか﹁報
酬﹂などということを意識してやってみると︑意外なほ
どにまったく売れない・・・などという話もありがちのよ
うです︒
最初は︑単に︑﹁良い物﹂を意識していただけが︑そこ
に﹁欲﹂という邪心が出てきて・・・︑
一旦そうなると︑も
う︑﹁欲を消して初心で・・・﹂などと考えてもなかなかう
まくいかないもののようで︑そう考えたならば﹁敢えて
売れる物を作ろうと意識して売れる物を作れる人がプ
ロなんだ﹂
・・・と思うわけです︒
そこが︑アマチュアとプロとの︑大きな一線ではないか
と・・・︒
報酬とモチベーションということで言えば︑徳川家康
は︑﹁家臣の禄︵給料︶を上げすぎるのも︑かえって逆効果

になることが多い﹂という意味のことを喝破していま
すし︑最近では不祥事を起こした大企業の社長が自身
は驚くくらいの豪邸に住みながらも︑社員らにはこれ
また驚くくらいの薄給しか与えていなかったことが露
見した際に︑﹁上げすぎると
モチベーションが下がる︒足
りないくらいがちょうど良
い﹂というようなことを言っ
ていたってことがありました
よね︒私は︑テレビで見た限
りでは︑この社長氏の人間性
はあまり好きになれそうに
はなかったのですが︑そこで
言っていることは︑ある程度︑
真実・・・︑
いや︑現実なんだろ
うなとも思いました︒
古代ローマでは︑前線の兵
士らには妙にゆとりをもた
せると︑どんなに心酔してい
る司令官でも︑どんな切迫し
た状態の時でも︑途端にスト
ライキを打ち出したといいま

太りたる
蜂に揺らさる
秋桜

ど・・・と︒
所詮︑人間とは︑﹁苦﹂は共に出来ても﹁楽﹂を共
にすることはできない︑人間とは満たされてし
まうよりも少し足りないくらいのほうがちょう
ど良い生き物だと言えるのでしょうか︒
︵小説家 池田平太郎︶

http://tebra.jp

す︒また︑最前線で苦労している兵士の待遇を良く
するたびに︑国家としての︑
ローマ帝国は凋落の一
歩を踏み出していったようにも感じます︒
﹁どんなに最悪の結果となった政策でも︑それを
打ち出したときには多くが良かれと思って始めら
れた﹂とはカエサルの言葉ですが︑思わず︑なるほ

種類を変えたり︑色用紙を使えば︑よりわかりやすい整理が出
来る︒
二番目は︑封筒を作れるサイト︵ http://iq148.com/tools/en︶だ︒なにもわざわざ封筒を手作りしなくても︑インク
velope/
ジェットプリンタ用の封筒が売っているので︑これに直接印刷
すればいいといわれればそれまでだが︑使い方によっては︑思
わぬ効果が期待できる︒仕上がりサイズを指定する
と︑そのサイズの封筒展開図が出力出来るので︑小生
は︑孫の写真入りのお年玉用ポチ袋を作っている︒展
開図をお絵かきソフトに読み込んで︑孫の写真と名
前を入れて作るのだ︒オリジナル１点ものだし︑中身
はさておき︑孫の喜びが倍化する︒今は流行っていな
いようだが︑デザインを工夫したオリジナル封筒に入
れたラブレターを使えば︑恋の成就確立もアップする
ことうけあいだ︒
三つ目は︑記名したのし紙を簡単に作ることがで
︶だ︒のし紙の種類
きるサイト︵ http://www.noshi.jp/
︵デザイン︶を選び︑用途名と自分の名前を入れるだ
けで出来上がり︒あとはプリンターで印刷するだけ︒
悪筆で苦労している小生にとって︑神仏の存在だ︒
最近は︑卒塔婆に印字できる装置もあって︑かなり
売れているという︒お坊さんが︑身を清め︑姿勢を正
して︑お経を読みながら念を入れて墨痕鮮やかに書
くものだと思うが︑印刷卒塔婆では故人も浮かばれ
まいに・・・・・︒
なお︑
いずれのサイトも無料なことと︑特別なソフトをイン
ストールせずに利用できるのがいい︒
︵ジャーナリスト 井上勝彦︶

TEBRA

自動車修理専門書店

健康長寿研究所
http://kenken.vc/

http://jiden.info
green-box.shop-pro.jp

自動車修理専門書籍の
購入はネットが便利！

健康で元気に長生きする情報を
紹介・共有するサイト誕生！

デジタルでアナログ作品
インターネットは色々と便利のようだというのでパソコンに
チャレンジし始めた中高年が多いという︒パソコンの操作も昔に
比べたら格段にわかりやすく
なってきている︒
なんでもデジタル万能の時
代のようだが︑今回は︑あえて︑
デジタルを使ったアナログ的な
サイトを紹介してみたい︒
一つ目は︑パソコンを使って
ブックカバーが作れるフミクラ
︵
http://www.usagi-g.net/fu︶というサイトだ︒まず
mikura/
はカバーをかけたい本の背の
厚さを計って︑背表紙の厚さを
入力︑続いて︑本の名前︑作者︑
連番を入れて︑下部にある﹁ブ
ックカバー生成﹂というボタン
を押すと︑入力した情報が入っ
た展開図画面が現れるので︑こ
れを保存すると PDF
ファイルで
保存できる︒本の大きさによっ
て︑出力する用紙を選んで印刷
するとオリジナルブックカバーの出来上がる︒連番が表紙と背
表紙に大きく印字されるので︑本の整理にも使えそう︒用紙の

http://kenken.vc/?cat=30

http://atec.heteml.jp/wdg/

PHOTO 俳句 投稿歓迎！

今話題の電子ブック化を安価にて制作代行します。
・パソコン、iPad,iPhone,Andoroid 端末で閲覧可能化です。
・本を開くような感覚が魅力で、好まれています。

手作り野菜ネット通販

電子ブック化代行します！
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少し足りないくらいのほうが

今︑あるテレビ番組の最後で︑毎回︑﹁あなたにとってプロとは何ですか？﹂とゲストに問いかけるシーンがあり︑それを受
けて様々なゲストがそれぞれに﹁プロ観﹂を述べています︒
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