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皆

様、こんにちは。
春陽亭の店主、漆畑孝司です。お変わりありませんか？
春といえば、森の木々も芽吹き、庭の草花も次々に花を
競い、まさに百花繚乱。
身の回りの自然から、生命の躍動を感じる、とても素敵
な季節ですね。
でも、杉の花まで咲いてしまうのは困りもの。
皆様は花粉症は大丈夫ですか？
毎年わずらわしい花粉症ですが、わたくし今年は少し楽
になりました。
何で読んだか忘れましたが、花粉症を緩和するという、
ミントのハーブティーを一日一杯飲んでいるからだと思
います。
もちろんお薬のように効くわけではありませんが、症状
の緩和効果は確かにあるようです。
体感的には３０～４０％症状が軽くなった気がします。
鼻炎カプセルのお世話になることも少なくなりました。
当然お薬ではありませんから、誰にでも同じように効く
とは限りません。
でも、ミントの苗をかってプランターにでも植えておけ
ば、手軽に出来ますので、花粉症にお悩みの方は試して
みる価値はあるかもしれません。
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■｢テラスのそよ風｣は、仏蘭西料理・春陽
亭及び菓子工房・ペシュとお客様を結ぶ定
期刊のニュースレターです。
お客様にもっともっと当店を身近に感じて頂
けるよう、様々な話題を満載してお届けしま
す。どうぞご期待ください。

今年の花に間に合うか？
春陽亭の庭には、およそ１０００株以上のつつじ・さつ
きがあります。
その中でも一番お客さまの目に留まる、店と池を結ぶ園
路海側の斜面のつつじ、その樹勢が近年芳しくありませ
ん。
昨年の後半から、集中的に手入れをしています。
表土を天地返して施肥するなど、土壌の改良や、元気の
ない株の植え替えなどを行いました。
今年の花には、まだ充分その効果が現れないかもしれま
せんが、これからもずっと、百花繚乱の春の庭を楽しん
でいただけるよう、手をかけて行きたいと思います。

そうそう冬の間に伸びすぎて、眺望の邪魔に
なっていた、クヌギやニセアカシアの枝も下ろし
ました。
だいぶすっきりしたと思います。
葉の間隠れに広がる海の景色も、隠れすぎて
しまうと何も見えなくなってしまいます。
ちょうどいい加減になるよう、お客様に楽しんで
いただけるよう、折々に枝を下ろして調整して
います。いかがでしょうか？
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お客さまの声
さまの声

★『お客様の声』をお寄せいただきありがとうござ
います。スタッフ一同、心より感謝申し上げます。
温かいお言葉に、ただただ感謝です。
これからも、沢山の喜びの声がいただけるように、
頑張ってまいります。

母の誕生日に、初めて来店させて頂きました。
どのお料理も深い味わいで、丁寧に作っていると思いました。
車椅子の母も、トイレを利用する事が出来て、ほっとしました。
キャンドル付きの小さなケーキを、母のために特別にご用意していただき、ありがとうございました。
千葉と東京から駆けつけて、お祝いに参加した兄弟も喜んでおります。
静かで落ち着いた誕生日が出来ました事、感謝いたします。
静岡県 高浜さま
先日は、ゆったりと幸せなひと時を過ごすことができましたこと、心よりお礼申し上げます。
中略・・・・お店の方のお人柄がホッとさせて下さり、とてもいやされました。
お料理はどれも素晴らしく、素材をいかしたやさしいお味が良かったです。
とくにベーコンのキッシュ、フワフワで最高でした。
また伺わせていただきます。
神奈川県

小島さま

お手紙とすばらしい（作品）写真！ありがとうございます。
いつも予約もせずに美味しいランチをいただき、申し訳なく思っています。
すばらしいブルゴーニュを、とてもよいコンディションでいただけるのが楽しみです。
南仏を思わせる海の風景とモーツァルトを聴きながらいただくフランス料理は最高です。
そのうちまた、例の如く、フラッと訪れますのでよろしくお願いします。
皆さまますますお元気で
神奈川県
まっ晴れ。 食事も美味しく幸せなひと時を過ごしました。
どんぐりが終わっていたので残念でした。
こんどは、梅の花とどんぐりの時季に、来たいと思いました。

伊藤さま

神奈川県

繁竹さま

中略・・・大室山で時間をとりすぎて、時間が足りなくなり、大急ぎのランチとなってしまいましたが、８６歳
の義母も快気祝い旅行の締めくくりのお食事を堪能、喜んで名古屋に帰って行きました。
お庭がきれいで、天気もよかったせいで、海を展望できる素晴らしい環境を満喫いたしました。
またいつか、娘たちを伴い、食事をさせていただければと思っております。
東京都 梅澤さま

中略・・・いつもながらの心のこもった美味しいお食事を満喫させていただきました上に、大きなご親切を頂
戴いたしまして、心からお礼申し上げます。
娘も大満足で“今年の幸せ指数№１”だと申しております。・・・・・
神奈川県 奥津様
今日は彼からプロポーズされた日でした。
お料理も美味しく、とても幸せな時間を過ごさせていただきました。
ありがとうございました、また来ます。
埼玉県

真貝さま

中略
今年一年皆が元気に過ごせたことに感謝し、美味しい食事、天候に恵まれた素晴らしいロケーション、
ゆったりした食事会が出来、幸せな時間を過ごす事が出来ました事、御礼申し上げます。
その上、思いがけないバースデーケーキまで用意して頂き誠に有難うございました。
８年前に亡くなった主人がいたら、もっと楽しかったかと、ちょっぴり感傷に浸りました。
帰りにオーナーに教えて頂いた、梅園の紅葉もまたまた素晴らしいものでした。
薄暮れの紅葉風景、子供達も一日の締め括りに満足しておりました。・・・・・
神奈川県 関口さま
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・・・・お客さまの声

つづきです

はじめて春陽亭を訪れたのは、7年前の5月でした。
まだ主人とおつきあいしている時で、結婚を考えている時でした。
そんな時に、大喧嘩をしてしまい、このまま別れてしまうのかな・・・・と思っていたので
した。 私のあさはかな行動が発端でしたので、もう許してもらえないと思ったのです。
5月は私の誕生月で、喧嘩をする以前に、春陽亭に予約をしていたのを、前日に思い出しまし
た。
こんな険悪なムードで食事をしても楽しくないなと思いましたし、別れるかも知れない相手
と、素敵なところで食事をしても虚しくなるだけだと思ったので、キャンセルしようかと考
えていました。
彼に相談すると、折角だから行ってみようと言うのです。
ほとんど口を聞いていなかったので、無言で食事をするのかと不安でしたが、春陽亭のお庭
を歩いてお店に着く間に、なんともいえない、ほっとした気持ちになったのです。
お庭の草花が自然に咲いているのと、大好きな海が広がっているのがとても印象的でした。
お店の雰囲気もアットホームですし、ウェイターの方（漆畑さん）の絶妙なサービス、美味
しいお料理に、喧嘩をしていた事など忘れて、うっとりした気分で食事を楽しんでいまし
た。
デザートを食べ終わった後、彼から“今後どうしていきたいんだ”と質問されました。
私は、付き合いはじめた頃から、結婚を考えていたので、許してくれるならば一緒になりた
いと、自分の気持ちを伝えました。
彼は、今回の喧嘩で本当に傷付いたということを言っていました。
でもこの事を乗り越えるよう努力すると言い、結婚しようとプロポーズをしてくれたので
す。
普段から、好きという言葉も聞いた事がない人なので、こんな形でプロポーズされた事にと
ても感激して、泣いてしまいました。
春陽亭の心地よさが、二人をいい方向に導いてくれたのだと、本当に感謝しています。
先日、久々に主人の誕生日で春陽亭に来店しました。
変わらない雰囲気に懐かしさを覚え、原点に戻れる気がしました。
どうか、いつまでも変わらない春陽亭でいてくれる事を心より願っています。
Ｐ．Ｓ 幸せになってほしい友達に春陽亭の招待券をプレゼントしました。
その後、そのお友達はすぐに結婚しました。
春陽亭は恋のキューピットなのかもしれませんね。
静岡県

まるた様

予約なしで伺いありがとうございます。
小春日和のひととき、紅梅の香の中でゆっくりと過ごさせていただきました。
前菜のキッシュの皮がパリッと(タルト風なので)するともっとおいしかったかなぁ～！
ソースはステーキのトリフも前菜のバルサミコもとても美味しかったです。
今度は友達も連れて行きたいと思います。
神奈川県
黒田さま

とても美味しかったです。
眺めも素晴らしく、本当に楽しかったです。
また参ります。
匿名

★★★本当に沢山の声をお寄せいただき
ありがとうございます。
温かいお言葉に、コチラが感動してしまい
ました。
今後ともよろしくお願い申し上げます。
春陽亭 漆畑孝司
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ホームページに動画
ームページに動画が
動画が
甘夏みかんのタルト
なんと、春陽亭のホームページで、景色や店の様子
を撮影した動画をご覧いただけるようになりました。
まさに素人のオジサンが撮りました（ハイッ、私で
す！）といった感じの拙い動画ですが、少しでも店の
雰囲気が伝えたいと願いながら作りました。
再生ボタンをクリックするだけ簡単です。
ぜひご覧くださいね。
『こんな動画も載せたら良いのに・・・・』など、リクエ
スト・アドバイスがございましたら、お聞かせ下さい。
よろしくお願い申し上げます。

熱海・
熱海・湯河原地元情報
毎年ご好評いただいております、甘夏みかんのタ
ルトの季節がやってまいりました。
じっくり火を通して凝縮したフレッシュな酸味と、か
すかにビターな味わいが、まさに大人のスイーツ。
４月から６月末頃まで販売する予定ですが、素材
の入荷状況などで、まま変更がございます、ご了
承くださいませ。
詳しくはペシュまでお問い合わせ下さい。
０４６５-６３-４１６１ペシュ湯河原店
０４６５-６３-４１６１
０４６５-２１-５８３３ペシュ小田原おしゃれ横丁店
０４６５-２１-５８３３
◇◇観光情報のお問い合わせは◇◇
熱海市観光協会 ０５５７－８５－２２２２
湯河原町観光課 ０４６５－６３－２１１１
真鶴町観光協会 ０４６５－６８－００３３

店

主

ご

挨

■３／２６～４／５ 真鶴しだれ桜の宴
ＪＲ真鶴駅より徒歩３分、荒井城址公園。
■３／２８～５／１０ ＭＯＡ美術館
特別展 『江戸と明治の華 皇室侍医ベルツを魅
了した日本美術』。
■４／１４～１６ 伊豆山神社例大祭
■４／１８ 熱海海上花火大会 ２０：２０～２０：４５
■４／２８・２９ 熱海おどり 熱海芸奴見番
■ＧＷころ 熱海姫の沢公園
６万株のツツジの花・・・春はそれ以外にもお花が
いろいろ楽しめます。
■５月下旬～６月 湯河原 星が山さつきの郷
５万株のさつきの花が一面に・・・・
■５／２４ 湯かけまつり 泉公園

拶

●
四半世紀以上経過した、私の
プライベートのスピーカー。
近頃少し変、調子悪いな・・・と
思っていたら、片方の中音ユ
ニットから音がほとんど出てい
ません。
久々に意を決し、ふたを開け
店主
てコードとＳＰ端子の接点をク
漆畑孝司
リーニングしました。
するとどうでしょう、音が出るわ出るわ、びっくりする
ほど出てきました。しかも、大丈夫だと思っていた片
側も実は・・・・、結局両方ともクリーニング。
日々少しづつの変化とはいえ、こんな状態になるまで
気づかないなんて、われながら鈍感さにがっくり。
日常の惰性に流され、心の目まで曇らぬよう気をつ
けなければとツクヅク思いました。

編
集
後

『テラスのそよ風』２５号はいかが
でしたでしょうか？
ご意見・ご感想などございましたら
ぜひお寄せください。
ところで、お知り合いに春陽亭を教え
てあげたいが、場所など分かりやすく説
明できない・・・そんな事はありません
か？その時はぜひご連絡下さい。
先様に資料を送らせて頂きます。
ＦＡＸ０１２０－５６－０３０５まで
お気軽にお申し付け下さい。
今後ともよろしくお願い申し上げます。

記
静岡県熱海市泉大黒崎２７０－２ 春陽亭
TEL. ０５５７－８０－０２８８
ＦＡＸ ０５５７－８０－０３０５
手作りタルトの店 ＰＥＣＨＥ（ペシュ）
湯河原店 ０４６５－６３－４１６１
小田原おしゃれ横丁店 ０４６５－２１－５８３３

