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店主のひとり言
仏蘭西料理

from Atami

春陽亭

皆様、こんにちは。
春陽亭の店主、漆畑孝司です。
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今年の夏は暑かったですね。
特にこの辺は２０日間以上晴天が続き、夕立さえ
降らず、植木が立ち枯れしないかと心配するほど
でした。
それにしても、夏ってこんなに暑かったかな？
思わず遠い過去の記憶に、想いをめぐらせてしま
いました。
記録的な暑さに加えて、さらにわたしたちを熱く
したのは、なんといっても北京オリンピックで
しょうね。
オリンピックで柔道を見るたびに、思い出すこと
があります。
もう３０年以上前のこと、高校生のとき私、柔道
部でした。
もっとも地区大会で、くじ運良く弱い学校とあ
たって、県大会に出れればラッキー！という程度
の、物事はなるべく話し合いで解決したい、自称
『リベラルな柔道部』、ほどほどに汗を流してお
りました。

ペシュ

■｢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。

http://shunyoutei.com

そんなある日、近所の方の計らいで、すごい選手
に稽古をつけていただいたのです。
稽古といっても、まったくレベルが違いすぎます
ので、とても稽古にはなりません。
ただただ驚くばかり、とにかくすごいのです。
同じ人間とは思えない、柔道の神様かと思いまし
たよ。
いつ、どのタイミングで、何の技をかけられたの
か、まったく解らないまま、自分の身体だけが、
スッコーン！スッコーン！と勝手に飛んで行って
しまうのです。
投げられるという感じではなく、大きな力に吸い
込まれるように、訳も解らないままスッコーン！
組んだ感じは、柔らかく、優しいのですがスッ
コーン！ そしてそのスピードが恐ろしく速
い！！
タイミングよく袖を引いてくれるので、なんとか
受身が取れましたが、とにかくスゴイ！
その技の切れ味たるや、異次元の領域でした。
その方が２～３年後、大きな国際大会で優勝する
姿（当時は中軽量級だったと思います。）をテレ
ビで見て、こういう人がオリンピックに出て活躍
するのだろうと思いました。
しかし残念なことに、その後怪我をされて、日本
代表にはなれなかったようです。
後ろのページに続く
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前のページからつづく
オリンピックでは、一般人から見れば『柔道の神様』みたいなレベルの選手が、世界中からしのぎを削って
集まって、さらに頂点を目指す訳ですから、本当に大変な話です。
連日つづく、手に汗握る熱い戦いを見ていると、３０年以上前に体験した、『異次元の領域の技の切れ味』
が、記憶の底からよみがえってまいります。
どの競技も、そういう『領域』の選手が、全力を尽くして戦うわけですから、感動して、ウルウルしながら、見
入ってしまうのですね。
また当然の事ながら、日本選手の活躍を、祈るように応援した方も多い事と思います。
なんだかんだ言って、結果がいいとやっぱりうれしいですよね。
しかしながら、そのせいかどうか？今年のお盆は、過去に例がないほど『春陽亭』は静かになってしまいま
した。
正直ある程度は予想していましたが、予想以上でした。
やっぱり、食事どころではないですよね。
猛烈な酷暑が続く天気とは、オリンピックの歓声とは裏腹に、店の方は、はや秋風が吹いていた感じです。
やがて、オリンピックも閉会し、本当の秋風が吹いて、黄昏に虫の音が高まるころ、過ごしやすい気温になり
ますと、本当に体が楽になります。
背負った荷物を降ろしたようで、軽くなった体は、心地よいですね。
酷暑のあとの涼しさは、なにより夏の疲れを癒してくれます。
秋の深まりとともに空気も澄み渡り、はるか彼方まで広がる景色を、お楽しみいただける事が多くなります。
大海に浮かぶ島々、いくつもの半島の稜線。
爽やかな風、やさしい光。
ひかえめに、野辺を飾る秋の花々。
月光を映して、静かに輝く海。
少しずつ、ゆっくり進む、温暖な森のひそやかな紅葉。
どちらかといえば、秋は大人の季節。
夏の喧騒を忘れて、静かな時間をゆったり楽しみたいですね。
『お客様の声』ありがとうございました。
★ありがとうございました。
料理も美味しかったし、キレイな眺めでした！また来たい
です☆ 暑いですが、仕事頑張って下さい。
匿名

◆◇◆地元のイベント
地元のイベント◆◇◆
地元のイベント
★熱海ファンタスティックホリデー 9月1日（月）～11月30日（日）
森村誠一アタミステリー紀行２００８ ミステリーの謎解きにチャレンジ
熱海湾ファンタスティッククルーズ 熱海の街と山並みの夕景を海の上からお楽しみいただけます
湯めまちをどり「華の舞」特別公演 芸妓見番で芸妓衆の踊りを観賞
★熱海海上花火大会 秋―9/15（月・祝） 20:20～20:45
祝） 20:20～20:45 熱海湾にて 雨天決行！

冬―12/7（日）・12/14（日）・12/23（火・

詳しくは 熱海市観光課0557-86-6192～6
★みかん狩り 10月から12月はみかん狩りのシーズン。 眩いばかりの陽光に育まれた果実はみず
みずしくて甘味も満点。 海を眺めながらのみかん狩りが湯河原町内あちこちで体験できます。
湯河原みかん狩り組合 0465-62-4781
★ＭＯＡ美術館 10/1～12/2 特別展 金ＧＯＬＤ黄金の国ジバング展
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お気づきですか？小さくなった・・・
一度お客様に、ご感想をお伺いしようと思いながら、ついつい聞きそびれておりました。
この春頃から、デザートワゴンのタルトのカットを、一山分小さくしたのをお気づきですか？
これは前々からあった『タルトのカットが大きすぎる。』『もっと小さくしていろいろ食べたい。』
そんなご要望にお応えして、小さくしてみました。
このように小さく切るのは、なかなか大変で、
またサービスも、正直やりづらいのですが、
がんばってみました。
これで今までよりも、もう２～３種類多くデザートを
お選びいただけるのではないかと思います。
いろいろな味わいを、楽しんでいただけたら何より
なのですが、いかがなものでしょう？

秋のワインフェア
ワインフェアといってもささやかなものですが、普通グラスワインではご用意することの無い、銘醸ワ
インの中から２～３点を選び出し、特価でご提供させていただきます。
優良生産者が作り出す、それぞれに個性豊かな美味しさを、お気軽にお楽しみ下さい。
前々から考えてはいたのですが、今回秘密兵器が見つかってやってみることにしました。
春陽亭のような郊外の小さな店では、グラスワインの味をキープするのは、容易なことではありませ
ん。（気を使うまでも無く、どんどん売れてボトルが空になる、だったら良いですが・・・・）
今まではボトルの中の空気を抜いて、ワインの酸化・味の変化を防いでいました。
それなりに効果はありますが、十分とはいえませんでした。
今回世界のワイナリーで使用されているという、
不活性ガスを試してみました。
当初は半信半疑でしたが、
1ヶ月ほど使ってみて、今までよりも数段効果があります。
とくに、香りの抜けないのが良いですね。
これなら何とかなりそうな気がします。
いくら良いワインをグラスで提供するといっても、
肝心の本来の味が楽しめないのであれば意味が
ありませんからね。

ワインのお供にキッシュ
ひたすらビールが美味しい夏が過ぎ、秋になり気温が下がってまいり
ますと、ワインの豊かな味わいが、しみじみ美味しく感じます。
気温の変化とともに、さっぱりした白ワイン～深みのある白ワイン～ミ
ディアムボディのエレガントな赤ワイン～フルボディのコクのある赤ワ
インと、とくに美味しく感じるワインのタイプも変わってくるそうです。
そんなワインのお供には、ぺシュでご好評の『レストラン
メイドのキッシュ』はいかがでしょうか？
ワインとキッシュが、お互いの美味しさを高めあう、秋の
夜長に至福のひと時をお楽しみ下さい。
ただ、キッシュは予約販売となっております。
クール便で通販も可能です。
ご注文・お問い合わせはぺシュまでお願いします。
■湯河原店 ０４６５－６３－４１６１
■小田原おしゃれ横丁店 ０４６５－２１－５８３３
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『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、こころより御礼申し上げます。
これからも、沢山の喜びの声がいただけるように、気持ちを
引き締めて頑張ってまいります。

お客様の
客様の声

★自然の木や草花に囲まれ、海を見渡せるレスト
ランで、手のこった独特の味付けの食事を堪能し
ました。ワインも美味でした。 東京都 弘田さま
★こんな場所に、こんな良い所がある事を、知ら
ずに居りました。
家族や友人達と、四季折々楽しみたいと思いま
す。
知人のご紹介 匿名
★今日はお誕生日のお祝いに、両親が連れてき
てくれました。
変わらぬたたずまいと、漆畑さんのおだやかな笑
顔に、心和みました。
バースデーケーキも用意して頂き、ありがとうござ
います！
また、33年物の梅酒（私より年上！！）を頂き、こ
んな味になるんだ～・・・・と感動。
昔、私のお腹が痛いときに、曾祖母が作ってくれ
た、梅のお薬に味が似ていました。
デザートも美味しく、しあわせです。
ありがとうございました。 神奈川県 成田さま
★久しぶりに来ましたが、料理も美味しく、雰囲気
も落ち着いていて、楽しい時間を過ごすことが出
来ました。また近々伺います。
ごちそうさまでした。
埼玉県 落合さま
★玄関を入った瞬間から、とても心がウキウキし
て、とても現実とは思えないぐらいゆったりと出来
て、素敵な時間を過ごさせて頂きました。
料理もとっても美味しくて、お店の方もとても親切
で、また来たいです。
ありがとうございました。 埼玉県春日部市から
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★ご丁寧なお便りありがとうございました。
思いがけず、洒落たお店と美味しい味に出会えて幸
いでした。
又、伺えるようにしたいものです。
貴店のコンセプトを崩さずに続けてくださいますよう
に。
東京都 島田さま
★春陽亭は、私が熱海に別宅を持って以来、ずっと気
になっていたレストランでした。
もうあれから7年ばかり経ち、ずいぶん長い間、「気に
なっていたまま」訪れることはありませんでした。
その理由は、まったく私の思い違いからだったので
す。
その「思い違い」というのは、春陽亭はきっと、大資
本の経営するレストランで、行くと制服のギャルソンた
ちにかしづかれて、窮屈な思いをするのではないかと
いう勝手な想像でした。
そんなレストランならビジネスで毎週のように東京で
行っているので、熱海に行ってまでそんな思いをする
のはご免だと思っていたのです。
でも、実際の春陽亭は全く違っていました。
フレンチを愛し、熱海のロケーションをこよなく愛する
オーナーの家族的な雰囲気の中で、暖かいコミュニ
ケーションと、美味しいお料理を友に、リッチな時間が
提供される、そんなお店だったんですね。
私たち夫婦は、実はこのリッチな時間を求めていた
のです。美味しい料理、素晴らしいロケーション、巧み
な会話を盛り上げるオーナー。
そのすべてが調和してリッチな時間が約束される。
また、熱海に滞在中に行きたいと思います。月に一
度程度しか熱海に行けないのが残念なのですが、そ
の時はまた「素晴らしい時間」を食べに行きますよ。
神奈川県 正木さま

拶

●
冒頭の『ひとり言』でも触れ
ましたが、このあたりは暑い
ばかりで雨の少ない夏でした。
熱海の近辺でも、局地的な
豪雨による被害を受けた地域
があるようです。
皆様の町では、いかがでした
店主
か？
漆畑孝司
なにぶん局地的な現象ですから
春陽亭は、海も空も青くきれいな時に、
『すごい豪雨で出かけられない・・・』と
お客様からキャンセルのお電話をいただいて
驚いたこともあります。
被害にあわれた方には、心からお見舞い申し上
げます。気象変動もほどほどに、穏やかな自然
を楽しみたいものですね。
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『テラスのそよ風』２３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、春陽亭のよう
な店が、お好きな方はいらっしゃいませ
んか？いらしたらぜひご紹介下さい。
ご連絡いただければ、こちらからご案内
を送らせていただきます。
ＦＡＸ０１２０-５６－０３０５までお
願いします。また住所変更なども、お気
軽にお申し付けください。
今後ともよろしくお願い申し上げます。
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

