
ラトリエ・ドゥ・ニシタニ

西谷 克己

Étre amoureux et Loin d'ici
回想のレストラン

〜フレンチシェフ 40 年〜
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満ちる想い

味わいは舌を満たし、腹を満たし

やがて、ほんのりと心を満たす。

この電子書籍は、フランス料理の専門料理本ではなく

一料理人・ニシタニの

４０年間のながれと人々の出会いを、

エッセイ風にまとめた、いわば個人史です。

下段には、それぞれの時期の想いを

料理写真で表現しました。
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絵画、小説、映画、何でもそうだが

料理も

自らの経験や、記憶に基づいた個性の表れとして

まず模倣がある。

次に応用。

この段階ではまだ　コピーの要素を残す。

さらに改良をして

画風、個性が出てくる。

そして発展。　

ここで仕事の要素が出る。

最後に創作に至る。

うまいだけじゃダメで

そこにお客さんからの共感が必要

それには、何の為に料理をするのか？と言う

目的意識があってこそ

創作の名に値する。
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1970 年〜 1973 年　大阪 − 東京
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ＥＸＰＯ ' ７０大阪の２年前

ソ連とアメリカの宇宙戦争！の扉が開かれ、

まずチンパンジーと犬が宇宙に行き、

その後、人間が初めて月面に降り立った時期。

大阪には、ホテルがまだ２～３軒しかなく

ホテルといえば、連れ込み宿！今でいうラブホテル。

そんな時代にホテルのボーイを経験して１年後、調理場に入る。

第３次産業といわれ、都市ホテルがドンドン東京、大阪に建設された。

しかし、ホテル勤務というだけで、お見合い＆結婚が

破談になった先輩も多くいた時代だ。

当時のホテルのスタッフは海軍で船に乗っていた人たちが

コック＆ボーイさん、料理長であり、サービス長である。

それはそれなりに威厳があり、有名な人達も沢山いた。

料理は超高級洋食といったところで、

書物で見る本場フランス料理とはかなり違った。

それでも、一般には高嶺の花！

フランスでは重いソースから

第１期・ヌーベル・キュジーヌの始まりが聞こえてくる。

もちろん当時は専門書も日本語訳もなかった。

本物のフランス料理を見たい！
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何がそうさせたか？

フランスという言葉が、私の血を熱くした。

経理で前借する。

東京に試食に行くため！大阪よりフランスに近い。

（新幹線＆料理で３万円、給料当時・２万５千円！）

日帰りだ！！

その昼に日本初のフレンチ「マキシムドゥ　パリ　銀座」

早目のディナーは帝国ホテル・インペイヤルで。

その間２時間、お腹空かない。

日比谷公園でランニング！
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当時の大阪・東京の

ホテル＆レストランの主なメニュー

カナッペとか（超最高はキャビア）

サラミ

卵のマヨネーズかけ

小エビ又は蟹のカクテル

オード・ブルのそれらの盛り合わせ

エスカルゴのブルゴーニュ風

虹鱒のバター・アーモンド焼き

舌ひらめのムニュエル・

虹鱒のクール・ブイヨン煮

魚介のホワイトソース・グラタン

ビーフ・シチュー

ハンバーグ・ステーキ

ハイシ・ライス

和牛フェレ肉のカレーライス

フェレ肉・チキン・又は　ポークカツレッツ

( これら料理は油とバターでゆっくりこんがり焼く )

ビーフ・シチュー　人参　ポテトのグラッセ　インゲン豆

子牛のパン粉焼き

タルタルステーキ　　（ワゴン・サービス）

コンビネーション・サラダ

　セロリー　トマト　レタス　キューリ

必ずポテトサラダ添え

＊サラダが前菜になり今風になるのは６年後
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「マキシム　ドゥ　パリ」では

小エビとクレソンの苺ビネグレットソース

いちごがドレッシングに！？

フランス鴨のオレンジ風味蒸し焼き

（当時日本では鴨鍋しか食べなかった）
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パリ・３ツ星・レストラン「ツール・ダルジャン」で、

昭和天皇が鴨ローストを食べられたのはこの時期。

帝国ホテルで食べた

ナポレオン・パイ

　スペシャル・鶉のマスカット詰め蒸し焼き

フランス語学校に、通ったりしながら、

フランスに行きたい！

そんな思いが強くなってきた時

大阪に世界万国博！

世界中の技術、もちろん料理も集まるという噂。

たまたま見つけた新聞のベルギー館レストラン調理師募集！

ベルギー？フランスの隣国ぐらいしか分からないが、

面接受けることに、競争率は高かったが、何とか採用される。

８ヶ月の契約・給料９万円！ホテルの３倍以上！

（当時大卒で３万５千円ぐらい）

ホテル経験者が、少なかったので採用されたと思う。
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ベルギーレストラン館の面接は１月末。

千里会場は土木工事現場状態！

３月開幕というのに

各国のパピリオン建設！まだまだ半分以下

大丈夫？かと

どろんこ！の会場予定地うろうろ。

帰り道、見つけたチェコスロバキヤ館！

開催前営業のプチレストラン。　

今では普通だが、食べて衝撃！

軽いバターライスにチキンのクリーム煮

チェコの家庭料理だ　シンプル！

当時の日本は、マカロニグラタン風の

重いベシャメルソースを使った料理が多かった！

今思うと、この料理で驚いたとは！
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薄い白い皿に大きなスプーン型したフォーク

パン皿なく、さりげなく、チェックのテーブルクロス。

ホテルでなく小さな！小じゃれたレストラン

日本の当時は小さな店は町場食堂！違いが大きい！

ホテルも万博景気で人材不足！辞められない

ほとんど当時のチーフと喧嘩退職に近かった。

取りあえずフランスに半歩近づく！

約２０人ぐらいのベルギー人スタッフ

もちろんフランス語（フラマンド語も）

主にシェフ以下料理人＆サービスは、ベルギーから。

レストランは２箇所あり　

カジューアル・ガーデン風レストランと、

スリースター高級レストラン。

その高級レストランに配属された。

ラッキー！日本人の料理人は４人、

サービスの人は東京のホテルから、スマートなボーイさん達。

キッチンも客席のサービスも

何もかも大きな違い

もちろん、料理も。

今、思えばたいしたメニューではないが、

この時の経験は今後の人生に大きく影響したことは間違いない。

お客さんへの演出も、さすが。
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メニュー（当時日本に無かった料理）

田舎風パテェ

果実を使ったソース

うなぎの蒸し煮

　牛フェレ肉のペッパ・ステーキ　

ソースに仔牛骨と野菜だけでとった、軽いだし汁

フォンド・ヴォーを使用

日本では当時、何日も時間かけて、煮込んだ

デミ・グラスソースが基本であった。

ベルギーの昔から伝わる代表的料理

ワータル・ゾイ・（チキンのクリームスープ煮込み）

田舎風パテ他　

本格的！フランス・パン＆菓子　日本に初めて上陸。

８ヶ月・短期間だったが、この経験は大きかった。

　

フランス料理を本場で経験したい！想いがますます募る。

　一緒に働いたベルギー人の仲間と

そのままベルギーへ

そしてフランスへ！？
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外国に行く前に東京！？

東京のことも知らないで外国に行くのは！

当時２２歳そこそこ、東京のホテルは高嶺の花で、

縁故がなければ入れない。

東京で２～３年いるのも良い

万博で知り合った人達もいっぱいいるし！

東京に行こう。

　

縁か？これも万博・カナダ館で働いていたフランス人

ムシュー　アンドレ・パッションと

（現・広尾レストラン「パッション」シェフ）

京都径由・六本木へ～

フランス料理専門店　

ドンク　レストラン「イル　ドゥ　フランス」

立ち上げ！
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まだ東京のホテルのレストランは、

超高級洋食メニュー。

フランス料理専門店は少なく

３年前からあったのが「銀座マキシム」。

街場のレストラン・ビストロは、

フランスから帰って、

麻布に開店した「フュガロ」シェフ入部。

　

渋谷に、今は伝説の料理店「シェ・ジャニー」シェフ春田。

（現岩手安比高原）

六本木に「レストラン・シャドネ」

（Ｐカッシエ・初代「銀座マキシム」シェフ）。

麻布十番の近く・偶然住んでいたマンションの１階に

「カフェ・ドゥ・シテェ」シェフ勝又。

（現箱根「オーベルジュ　オー　ミラドー」）

六本木、日産ビルの地下に「フレール・ジャック」

（シェフ石鍋はこの後渡仏のち帰国・現「クリーン・アリス」）

これらの５軒しかなかった
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そして「イル・ドゥ　フランス」。

スタッフ・シェフはＡ・パッション。

サービスはベルギー館で一緒に働いた

ムッシュ・アルフォンス。

　この男はお客さん呼んで来ることにかけては天才！

　アメリカ大使館外国人専用　

アメリカン・クラブにもよく行っていた。

今は世界の六本木だが、

当時は独特の街で高いビルも少なく、街中は歩く人が少ない、

深夜で、何かあると溢れるぐらい地上に現れるが、

ほとんど地下にもぐっているような街で、

六本木族といわれた人達が遊ぶ洒落た街（今はＩＴ族？）。

店は９０％外国人客だった。

内外の有名芸能人、アーチストがいつもいた。

なかでも思い出は

マホメット・アリ。

初めて来日し、試合後すぐ訪れた隣の店

ギリシャ・レストラン「ダブ・ラックス」

客席で踊り、皿を投げ割ったりする愉快な店。　　

（ムサカ料理が旨い）
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朝までプライベートプチパーティー

忘れられないのは！

そのとき同席したプラターズの名曲

遊びの生オンリーユーに感激！

カーペンターズも

セルジオ・メンデスもよく来た。

若く綺麗な　Ｙさゆり　Ｏレイコ　Ｋこまき

俳優座とか　文学座の俳優さんにもよく食べていただいた。

オープン直後来ていただいた。

あの食通で有名だった映画監督　

山本嘉次郎さんに、看板料理だった、

ウサギ肉の赤ワイン煮込みをお召し上がりいただいた。

当時、このウサギ肉取り扱う業者が見つからなかった。

ハム工場に問い合わせやっと見つけてメニューに。

キジ肉？も神奈川で飼育している人を見つけて、

飛んでる状態で仕入れてメニューに加えた。

現在は、専門業者、ネット、ＴＥＬで、

すぐ手に入りやすいが、

当時は、探して探してやっと！

この入る喜びも大きいが。
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メニュー

エクルビスのサラダ

田舎風・パテ

ソール・ボンファン（かるいグラタン風）

虹鱒の詰め物白ワイン蒸

キジ肉のサルミ風

チキンのブロシェット丸焼き（客席にシュミネがあった）

鴨のコンフイ

ウサギ肉のシベー　（血を使った・煮込み）

コック　オー・ヴァン（鶏の赤ワイン煮込み）

ブッフ・ブルギニオン（牛肉のワイン煮込み）
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１９７０年前半ごろの

フランスの料理は、

もっともっと進化してきている。

万博直後、フランス料理留学し、

帰国した料理人たちの情報も、耳にする。

この時期帰国したまだ若き井上氏にフランスの情報熱く聞く。

（ その数年後、銀座「シェ  イノ」 開店  )

ますます！フランス行きに、熱くなってきた。

１９７３年　渡仏！
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1973 年〜 1975 年

アビニョン − パリ − 南フランス
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パリ到着！！！！！

まず、カフェでカフェ・オ・レーとクロワッサン。

１時間　ゆっくり

　サ・セ・パリ！

夜は、フレンチフライ・ポテトとチキンロースト。

（日本と違う！ポテトも鶏もうまい！）

フランスの味！

いつか、３ツ星レストランで修業したい。

２日ほどパリにいて、

（きっとパリにもどってくるぞ！）

日本出発前から決まっていた南フランスへ

夢！あこがれ！ガール・ドゥ・リヨン駅

超特急　ミストラル（まだ新幹線はなかった）

列車の中にレストラン＆散髪屋もある！　
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ファスト・クラスの旅！車窓の景色　うぅー　フランス！

ディジョン、ボーヌ・ブルゴーニュの広がる葡萄畑。

フランス第２の都市、食通の街・リヨンを夢のように過ぎ

緑豊かな、プロヴァンス地方

アビニョン

中世・ローマ時代からの古都で、

城壁に囲まれた古い、全体が劇場の様な

自由が溢れる、明るい雰囲気の街。

法王庁宮殿がある（パレ・ドゥ・パプ）

その横にある

「レストラン　エレン」

ここが、フランス修業最初の地であり店である。

今でこそ、このアビニョン！　

日本人観光客にも有名だが、

半年近く！訪れる日本人は無かった。

日本語も話す機会は無かった。

当時のアビニョンの人々も日本のことは、ほとんど知らない

ヤマハ、ホンダ  、ヒロヒトぐらい。

'70 年世界万博大阪なんて関係無いといったところ！

( 日本人だけ ? 万博！万博！と騒いだの？ )
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ゴッホが愛した隣の町

アルル、ニーム、エックスバン・プロヴァンス

ゆったり流れるローヌ川

その川に架かる、途中で切れてる橋は

スレポンデェ・ザアビニオンの歌で有名な

「ポン　デェ　アビニオン」だ。

近くには聖ベネゼを祭るサン・ニコラ礼拝堂がある。

「エレン」は店内は豪華でルネッサン時代模様

料理はプロバンス料理。

オリーブとかトマト、にんにくを使ったメニュー

田舎料理だった

宴会場もあり

この城の祭りが多くケータリングも多い。

１０００人のパーティ！も

ロゼーワインで有名なタベル地区

ワイナリーに出前も。

特に法王庁の祭りのパーティ料理は１０００人規模だ。

３枚のクレープ・フライパンを使い、

１０００枚のクレープを焼く。
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カナッペ　パテェ

昔からの蒸し焼きサーモン料理

仔羊の香草風味丸焼き

南フランスのビュフェ料理！

あっれれ！ヌーベル・キュージーヌ　フランス、何処？

やっぱり、３ツ星レストランで働かなくちゃ、と思う。

仕事を終え、レストランの２階（そこが寝泊りの部屋）で

せっせと有名レストラン・シェフ宛に

研修、労働のお願いの手紙を書く！

労働許可書が無いとダメ。

（このレストランのオーナーが保証人で

１年間の滞在許可書は持っていたが）

日本人は採用しないとの返事も！

気長に待つ。

ただ、プロバンス地方は　観光名所が多く

有名レストランも多くある。

休みはバスで観光、映画もよく観た。

時々、外食もした。
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マルセーユも普通列車で１時間程

初めて訪れた時は黒人の多さに恐怖感！

ブイヤベース・マルセーユ風

美味しさに感動。

休日にオーナーの家族とご一緒した

湿地帯のカマルグ地区。

庶民のリゾート・バカンス地　

オート・キャンプの人達が多い。

バスク地方も近い

店から１０分の

ローヌ川の大きな橋を渡ると

そこに昔から伝統の店がある。

「レストラン・ムッソニエ」

この店は生涯忘れられない

本当の食べる楽しみを教わった。
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プロバンスの風が

太陽

糸杉

緑

青い空

南フランス風の一軒宿・オーベルジュ。

店内は、豪華ではないが、

薪の香りが漂うシュミネを中央正面に

アンティックなテーブル・椅子　絨毯　

ステンド・グラスの窓

ちょっと田舎くさいギャルソン。

聞こえるキッチンの調理の音、シェフの怒鳴り声？

これがレストラン！

異国で迎える初めての大晦日＆新年

１９７３年１２月３１日　
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ディナー・メニュー

サラダ・ニソワーズ　　

（プロバンスの香りいっぱいのサラダ）

エクルビスのビスク

（ザリガニの香り濃いスープ）

（深い土鍋でドカッと出てくる）

オマール海老の炭火焼

　　　

ベカス（しぎ鳥）の丸ごと串焼き・焼き汁ソース

今まで口にしたこと無い多種のフレッシュ・チーズも

（当時の日本ではチーズ輸入、食す人達も、ほとんど無し）　

エクスプレッソ・コーヒマシン

（帰国後！大阪で初！第１号設置）
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薪・暖炉の煙舞う！店内は満席

お客さんと語りながら、

もくもくと動きまわるギャルソン。

料理が運ばれてくる

まず、エクルビス（ザニガリ）料理。

潰してスープ　（クリーム状の濃いビスク）

（日本では沼地や畑にいた、こんなもの食うのか！？）

その次に運ばれてきたのは

オマール海老（生まれて初めて口にする）

大西洋にしかいなくて、当時日本には輸入なし。

後に、日本初、業者とタッグしカナダより輸入

現代ではレストランのレギュラーメニューに。

海老の絵が描かれている。

お子様用の様な紙のエプロン、首から洋服が汚れない様に、

カニ料理も同じだが、必死にかぶりつき、しゃべらない。

ほじくり、真剣に食べるって

これが食べるってこと、

心地よい疲れ、美味しさ！楽しさ！　今でも忘れられない。
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メイン料理は、ベガス、これも初めて。

フランスではジビエ料理のメニューとして

昔から人々は食べていた。

この料理もまるまる串焼きしてあるので、

骨をしゃぶりながらソースをつけ、

フレンチマスタードで必死に食べる。

このマスタードも日本の辛子と違い、初めて食べるソースで感動。

フランスでの初めての本格的ディナー！

これから初めてづくしの始まり。

アビニヨンのレストランで修業！８ヶ月。

色々な材料に触れ合い、満足も、

何か物足りなさを感じていた！

南フランスの気候・台風の様な秋から冬に

ミストラルという強い風。

土ほこりと、その辺のもの、飛び回っている。

僕自身もバス、列車、歩いて観光！飛び回っていた。
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パリからの友人の便り、

情報も入ってくる。

パリか！

まだ半年ちょっと？あせりも無く、

ここアビニヨンも良い。

しかし、ここの料理、流行している新しい料理

ヌーベル　ドゥ　キュジーヌとは程遠い！

パリに行くにも、不安！

ここアビニオンに長くいて、語学も覚えたい。

パリ

仕事、勉強になるレストランで働けるか？

生活ができるか？　余裕もないし。

友人は何人かいるが！？

明日に向かうには、上を見ないと！

仕事先も無いまま、お世話になったことを感謝しつつ、

アビニヨンを後にする。
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普通列車で、憧れのパリ。

青春時代に、一度、訪れると

生涯！離れない魅力の街といわれるパリ。

友人を頼って、取りあえず、彼のアパートに居候

内緒で寝泊り、ばれて、困り果てた。

持ち主の品のよいマダムに

知人のアパートの別室（居候部屋）を紹介される。

パリ万博時にできたエッフル塔近くの高級マンション街

「ラ　モトピッケ」

１階は、高級アンティック家具の店が並ぶ

持ち主は最上階に住む。

家賃は、修業の身では高い。

稼がなくちゃ。

勉強できて給料貰える店は、奇跡！
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街の人達が気楽に食べに来る、

フランス映画のワンシーンような、

ブラセリー・レストランで働く。

ル　マン出身の、人の良い年配のシェフ！

りんごのパイ　フレンチポテト

ステーキ　ローストチキン　簡単なソース、前菜等、

段取り良く、シェフの出勤前に用意する

忙しい店だった。

店の人にもシェフにも好かれ、お金も貰え

それなりに楽しく働くことができた。

店を辞める時に、何故？辞める！

もっと一緒に働こうと言われ、

ワイン飲みながらの涙！辛かった。

パリの街にも慣れてきた、しかし物足りぬ！

高級フランス料理

技術の高い、新しい料理、早く見たい！知りたい。

何軒もある有名レストランの入り口を、行ったりきたり。

いつか！？
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その時がきた。

働いている友人のレストランに訪ねたとき、

空きが１人あると云う情報。

シェフに会い相談、

運がよく採用される。

その店は昔からある伝統レストランでもなく、

有名シェフから引き継いだ料理人でもなく、

当時、パリのマスコミ、食通の人達から評判で

パリからフランス料理の歴史変えるシェフといわれた

「レストラン　アルケストラート」

アラン　サンドランス氏

まさか、こんなに早くこの店で修業できるとは！

そのときは

ミシェラン　１ツ星（いつか３ツ星になると言われていた）

働き始め３ヶ月で２ツ星になった
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料理は、評判どうり。

前菜から魚介料理　鴨、仔羊等　何をとっても素晴らしい。

特に何種類かのソースはどれをとっても新しい、

これからの料理だ。

スズキの蒸し煮　ブルーブランソース

このソースは、スペシャリティで、

ヌーベル　キュジーヌ　フランセーズの代表！

流行りだしたソースであった

オマール海老の洗練された料理

サーモンの温かいテリーヌ

ムール貝のスフレ

鴨のサルミソース
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充実の日々！

朝は早いが、地下鉄ラ・モトピッケ駅から

アンバリッド乗り換え、

部屋から２０分で店。

店の近くのカフェで朝食、

焼きたて、クロワッサンとカフェ・オ・レ

ロダン美術館（店の近く）の庭「考える人」！

毎日覗いて出勤。

こんなに早く実現、毎日が充実。

パリに滞在する同じ夢をもった！

仲間たち。

前からの友人、知人、知り合った者同士！

情報交換も！

その頃、母校・調理師学校の校長で

日本のフランス料理の伝道師！と言っても過言でない

辻静雄氏と何度か、

パリでお会いし、仲間たちと宿舎のホテルで

会談したのは、今では懐かしい。

ヌーヴェル　キュイジーヌ　フランセーズ。

材料は新鮮で、その持ち味を充分に生かし、　

重たいソースを、排した軽い料理。

材料の新しい組み合わせを考えた創造性のある料理。
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中国料理の影響といわれる新調理技法（アラ　ヴァプール）蒸す料理。

日本料理的・懐石風（メニュー・デグスタション）

多種＆多皿料理になるのは、もう少し後、５年後！

調理法はどんどん変わり

ガイドブック　ミシェランの星も大きく変わっていく。

この夏、パリのバカンス前に採用の返事を頂いた。

南仏・カンヌ近く　ムージャン村の２ツ星レストラン

「ムーラン　ドゥ　ムージャン」

シェフ　ロジャー・ベルジェ氏にて

３ヶ月研修させていただく。

あのカンヌ映画祭で有名スターが必ず訪れる店である。

Ａ・サンドランスシェフの手紙を添えて

初めてお会いしたときのシェフ、Ｒ・ベルジェ氏。

風格！まるで映画スターの様な格好良いシェフ。
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パリ出るとき、嬉しさのあまり、

研修期間中の３ヶ月間の住む部屋を、考えてなかった。

シェフは気持ちよく、幸運にも二日間泊めていただいた。

（５ツ星・オーベルジュは食事と部屋で、

今でいうと１日５万円以上もする部屋であった）

今でも感謝している。

その後、この店で働いていた日本人のアパートに

同居させていただくことになった。

この店は、ヨーロッパの有名料理店の多くの息子たちが、

研修で働く、修業する店でもあった。
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カンヌから車で１５分で

ムージャンの町

晩年、画家ピカソが暮らした、終焉の地。

夏の「ムージャン　ドゥ　ムーラン」は、

いつも満席！

庭のテラス席も満席で、

深夜？というのに、０時を過ぎても

満席の賑わいである。

南仏の太陽の料理！

新鮮な野菜、地中海でとれたての魚介類。

香りの良い香草。

伝統的な重さのある中にも、軽い料理。

パリの都会的料理とは、また違った趣のある料理。

サッ・セ・フランス！これがフランス料理。

地方料理は旅しない！
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サント・ロペ、ニース、エズにも近い、

ちょっと離れた郊外の山里にこの様な美味しい店は多くある。

太陽を求めて夏の避暑地として、

コート　ドゥ　ダ・ジュール

超高級リゾート地である。

モナコも近い。

この年の夏が終わり、パリに戻る。

パリでは、色々な職業の日本人の人達が勉強に来ていた。

休日は、仲間が集まって友人のアパートで鍋料理。

屋根裏部屋・エレベータ無く、階段、何段も登り

パリの青春を感じる。

明日の夢！計画！帰国後の仕事？　結婚？等を語り合う！
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井上陽水の「心もよう」が流行していたのも、その頃。

青い便箋が切なさや、ふる里を想う！

日本では、トイレットペーパー、米等の買い占めが起こり、

世界・情勢不安な時代　１９７３～７５年

石油も！

フランスには、アラブの人たちが多く働いている。

主に下働きが多いが、レストランは皿・調理器具洗い場は、

彼ら＆彼女達が雇われている。

　（日本人は、見習いでも、しなくて良い）

何となく、仲良く気持ちが合う。

彼らは、石油の話になると、

「フランス人には分けないが、日本人には分けてあげる！」

と冗談を。
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芸術の町　パリ！

美術館や寺院、名所、

巨匠達が愛した有名なカフェ、

パリならではの専門店、

凱旋門、シャンゼリーゼ、モンマルトルの丘、

サン・ジェルマンにサン・ミッシェル、

エッフル塔、セーヌ川、モンパルナス、

オペラ座、デパート、のみの市、

ファッション街のサント・ノーレ、

ちょっと列車でベルサイユ。

隣国のベルギー・イタリア。

帰国前に１ヶ月間のユ・レール・パスを使って

オランダ、ドイツ、スイス、スペイン、ポルトガル、

北欧の国々に貧乏プチ旅行。

帰国

「また逢う日まで」

尾崎紀世彦の唄が流行っていたと思う。

さようならパリ！

青春時代にパリを知ると

生涯！パリが付いて来ると、誰かが言っていた。
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1975 年〜 1978 年

帰国 − 大阪・心斎橋
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仕事はあるのか？

日本にはまだフランス料理専門店少ない。

自分で経営するか？

スポンサーになっていただくパトロンを探すか？

大阪か東京！？

簡単ではない！

大阪には、当時フランス料理専門店は１件もなく、

ホテルはまだ高級洋食料理。

何ヶ月後、

ある日。

大阪の EXPO'70 で知り合った、フランスパン・菓子専門店　

「ドンク」を立ち上げた先輩の紹介で

神戸の人を紹介される。

大阪・心斎橋近くで店を作っている最中だと、

現地で会うことになる。店は和洋風・居酒屋とのこと。

フランス料理ではないが、立ち上げだけでも

手伝ってほしいと。

その時、余談でフランスのこと、フランス料理のこと、

おそらく、熱く話したと思う。

頭では、居酒屋よりも

フランス料理専門店の方に話しを持っていきたい。

８割方工事が進んでいたが。
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当時の心斎橋周辺では商売は

御堂筋挟んで東側！

「シンブラ」の心斎橋筋側が良く

西側は商売にならないと言われていた。

事務所とか、材木屋、印刷屋というように！

日航ホテルも無かった。

夕方６時になると暗い。

大丸　そごう各デパートも東側にある。

そんな話もしながら

２回ほど、その神戸の方と合った。

３回目に合った時、フランス料理に興味をもっていただいた。

多分、神戸の年輩女性の方だしハイカラさんだった。

大阪人は、安くて・旨いが、くいだおれ。

フランス料理は、わからんが、難しいもん、いらん！

まして心斎橋西側は何やっても、あかんで！
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前向きに！

大阪初・フランス料理店にしよう！と

オーナーと私。

８割進んだ内装工事！　

デザイナーも、工事関係者も

フランス料理店の内装経験、食べたことも無く

皆、困った！困った。　

持ち帰った資料、写真、メニューでちょこっと作り試食！

時間をかけて話し合い

内装も入り口附近に、カフェ・カウンター造りに

変えていただき、

店内は、家具、絨毯とか、テーブルセッティングで、

それなりにすれば良い！

しかし当時の道具屋町、デパートにも

フランスの香りする風のお皿等、調理器具も

なにも無かった。



53

最初のオーナーの開店予想日から、半年遅れたが、

大阪初のフランス料理専門店。

オープン

フランスにいる昔からの仲間を２人呼び

帰国してもらい、若い見習６人と　

１０人のスタッフとオーナの家族・次男さんを店長に、

商売にならないと言われる大阪・心斎橋西で

大阪というより関西初フランス料理専門店！

スタート

その名は「ビストロ　ヴァンサンク」

ビストロという名称も珍しく人々は言い難く

ヴァンサンク！フランス語数字の２５

南区鰻谷２５番地からとった。

（ちなみに関係無いが、３年後に女性雑誌「２５ヴァンサンカン」発行される）
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今でこそアメリカ村があり、ホテルが出来、賑やかで、

飲食店も多く東側と変わりはないが、当時は

夕方５時過ぎると歩く人達も少なく、暗い街だった。

そのアメリカ村ができる３年前、

三角公園の前のアパートを借り、結婚もした。

メニューは苦労しながら業者に、輸入していただいた

日本で初めてのフォワグラのフレッシュ。

今と比べて、形、味、色、酷い。

それでも！

フォワグラ・フレッシュ！

フランスで流行していたテリーヌに

ワイン、ブランディとポルト酒で味・低温で火を入れ

冷やし固める

魚のテリーヌ

もメニューに。このテリーヌを作るには、

昔だったら、まず材料を細かく切り、すり鉢で

擂り潰し、つぎに裏ごし、時間も人手もかけ、冷やしながら

丁寧に無駄を出しながら作っていく。
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しかし、

簡単に作れるいい機械がある。

材料を入れスイッチ、数秒でムースに卵、生クリームを加えて

でき上がる非常に便利で楽な料理マシーン。

ロボ・クープ（スピード・カッター）。

帰国前のフランスで出始め、こんな便利なマシーン！

「あるんやなー」と。

日本に帰ったら輸入しようとアドレスを書きとめた。

帰国後、大阪に帰る前に、３ヶ月ほど立ち寄る東京で

なんでも輸入している知人にすぐ会い、その話をして、

このマシーンの輸入を手配する。

わりと簡単に輸入できた。ついでに

バスク地方の伝統・テーブルクロス・ナフキンも輸入した。

二つとも人気で、

東京、大阪の少ないレストランホテルで使われる様になった。

その後、コンパクトな今のスピードカッターになって

輸入品、国産品も多く作られるようになり、価格、

コストの安さで負け、断念ながら、売れなくなった。　
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「ヴァンサンク」は

２年間は、お客さんが少なかったが、

その後、口コミ等、来られた方々の紹介等で

人気も出て

マスコミも食通の人達にも注目のレストランになった。

仔羊の香草風味焼き

これは東京時代ニュージランド大使館に勤めていた友人が

羊（マトン）がいっぱい余って、

倉庫に眠っているとの話を思い出し、連絡！

マトン！臭み強く日本人に合わず、あまり食べなかった。

それで、比較的臭みの少ない、

仔羊は有るのか？輸入できるか？相談！

輸入することができると、ＮＺ大使館も喜んだ。

その後、鹿肉等も輸入、果物ソースと共にメニューに。

また、今では普通にあるロブスター

活けオマール海老も業者を通し、カナダより輸入

日本初見参。
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繊維の街！大阪　

繊維関係の外国人も多く、その人達が商談で、使われる様になり、

接待相手の日本人を連れて来ていただく様になり

紹介・口コミで

店も忙しくなっていく。

１９７８年頃

世の中、時代も高度成長の入り口

フランス料理もフランス修業の料理人たちが

東京・大阪と帰国し、ビストロや高級専門店と

開店していく、その後！シェフ達の交友会・

〔　一日会　〕を立ち上げ

フランス料理勉強会等仲間達と

明日の為に話が盛り上がっていく。

この頃からフランス料理メニューは、

多種、多皿の日本料理・懐石風と進化？し、

グルメという言葉が流行り、

フランス料理の黄金時代が始まる。

自分の経営で店を持ちたい！

気持が高ぶっていく。

まず、ホテル・レストラン専門の材料卸会社を設立、

手に入らない食材を集め配達した。

待っていたようにホテルからも注文が多くきた。

ワインもこの時期から人々の注目を集めるようになり、

東京の輸入酒店の大阪代理店にもなった。
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1979 年〜 1985 年

独立 − 宝塚・雲雀ケ丘
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宝塚・ひばりが丘に物件！

オーナーシェフになる（この言葉！大阪で最初）

阪急宝塚線・雲雀丘花屋敷駅東側１分

山手の一軒家のフランス料理店！

理想の店、是非！持ちたい。

開店資金は金融公庫にお願いし、実家の宅地担保に。

１階はフランス菓子・喫茶・デザートの店（持ち帰りも）

外からの、らせん階段上がり

２階、店内は、おしゃれなデザインの

スイス・山小屋風のレストラン。

「ジャンティ・アルエット」開店！

雲雀丘・花屋敷は

阪急電車初期の時代

大阪の最初の別荘地であった。

大阪・船場の有名ご一族の方々の御家も多くあった。

阪急創設者・小林一族は宝塚からこの沿線を通り、

宝塚歌劇、映画ら阪急の歴史を作っていった。
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又、サントリー村としても有名である。

最高のロケーションの中で

フランス料理店として

ひばりが丘のひばりで “ アルエット ”。

ジャンティは英語のジェントル “ 紳士、可愛い　賢い ” で

「ジャンティ・アルエット」

又、フランス　ヨーロッパの小学校の教科書にのる、

誰でも知っている、フレーズ

“ アールエット・ジャンティ・アルエット ” の

曲、童謡でもある

喫茶。お菓子　レストラン

２０人ぐらいのスタッフでスタート！

郊外店舗であるので

ファミリーの方々

ドライブで、デートでの利用

友達同士の会食にも。

今は多いが、当時少なかった、奥様方のお昼のひと時。
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どなたでも気軽に

楽しめるフランス料理店として

（当時はフランス料理・ホテルの料理というと、型苦しい、

値段も高い　服装も大変という３Ｋであった）

メニューも、雰囲気も、サービスも趣向し、

馴染みやすく、気軽に来ていただくことが大事と考えた。　

まず、１階の喫茶・デザートにフランス料理のカジュアル版

軽食風に、食べて頂くデザートレストランとして

２階のレストランに興味を持っていただく様に。

２階では、ファミリーの方にも気安く来ていただくために

主婦の為のフランス家庭料理！

料理教室を月４回始める。

日本経済、上向き！高度成長の上り坂

雑誌、ＴＶ　新聞のマスコミも

話題、情報を、色々な分野に求め、

フランス料理も注目される様になっていた。

ＴＶの朝の情報番組も増え各局の番組に、

お世話にもなった。

時の有名タレントの食べ歩き、店の紹介等

その番組で料理教室の紹介、募集

来店時のお話の中でも興味を持っていただき

開店３ヶ月で、定員締め切り！有り難い。

この料理教室１５年も続いた。
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西谷克己

料理教室のレシピ集

今はワードで便利に作れるようになったレシピ集。

かつては手書きやタイプライターで作っていた。
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◇◆野菜の薄きりサラダ　ニンジンのドレッシングソース◇◆

【作り方】

１．ニンジン、クルージェット、セロリーは食べやすい大きさに薄きりにして置く。

２．塩を入れたお湯の中で、さっと茹で水気を切って、バットに並べて置く。

３．冷凍庫に２〜３分入れ冷やす。

４．ポロネギ、キノコ類は薄きりにして、塩、胡椒、軽く水を振りかけ、電子レンジ

で火を通す。

５．冷やす。

６．ラディッシュ、キュウリ、赤ピーマン、トマトは生で食べるので、食べやすく、

薄く切って置く。

７．塩、コショウ、よく冷えた皿に盛り付け、ソース、粒マスタードを振りかけ、盛

り合わせる。

●人参のドレッシングソース

ジューサーにかけた人参をボールに入れサラダを加えて、攪拌し、泡たて混ぜる。

◇◆サーモンの薄切り　粒マスタード　クリームソース◇◆

【材料】

サーモン…80g

ソース…マヨネーズ　100g

　　　　生クリーム　100g

　　　　粒マスタード　50g

サラダ類　適量

【作り方】

サーモンは軽くさっと強火で両面焼く　ローゼぐらいに

【盛り付け】

温かい皿を用意し、ソースをたっぷり敷き、焼いたサーモンを置く、

その上にサラダを添える。
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◇◆ガスパチョ・スープ（スペイン風・野菜の冷製スープ）◇◆

【材料】

タマネギ…２分の１個　　　　　　　パプリカ…各色　２分の１個

キュウリ…１本　　　　　　　　　　セロリ…１本

トマト…大２〜３個　　　　　　　　ニンニク…１片

オリーブオイル　　　　　　　　　　タバスコ

塩・胡椒　　　　　　　　　　　　　レモン汁

◇◆コンソメ・スープ◇◆

【材料】

和牛脛肉かたまり…１キロ

水

ミルポワ（野菜）

　タマネギ…１個　　　　　　　ニンジン…２分の１　本

　セロリ…１本　　　　　　　　ニンニク…１片

　タイム、ローリエ

たまねぎ…１個　　　　　　　　ニンジン…４分の１　本

セロリ…１本　　　　　　　　　トマトペースト…100CC

卵白…４個分
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◇◆里芋のクレープ◇◆

【材料】

里芋…200g

たまご…１個

牛乳…大さじ１程度

【作り方】

里芋を前もって湯がいておく（または蒸す）。スピードカッターまたは裏ごしにかけて

おく。

粉大さじ１、たまご１個を加え、よく混ぜる。

牛乳、約大さじ１を加え、塩、胡椒で味を調える。

ホットケーキの種の固さくらいに。

スプーン１杯くらいの少しのバターをテフロン・フライパンに入れ、

よく熱し、焼く。

◇◆和牛肉の煮込み◇◆

【作り方】

コンソメを取るためのブイヨンの脛肉を使います。

和牛脛肉は柔らかくなっています。

ソース

コンソメのブイヨンを取ったあとの２番出し汁を使用します。

赤ワインまたはポルト酒 200CC ほど。バター。
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第１回目から休まず、月に１度来ていただいた、

８名のＵ・グループ！

近くの保育園に子供を送り、お迎えまでの間の

世間話！

会食＆料理教室　

子供が卒園、小学校、中学、高校、大学、就職、結婚、　

事情で店舗場所３回変わっても、

その子供たちに子供ができ、孫ができ、

冠婚葬祭、色々な出来事があっても半世紀間

続きました。

今も大切な繋がりです。

又、昨年の夏、

ニシタニのフレンチ・ＩＮ・八ヶ岳

気まぐれ！ランチ、ディナーに来店していただいた

会社役員の奥さん、Ｈさん、

（当時、豊中市に住んでおられバラの花の庭で近所の人達に

喜ばれ、親しまれた奥さん）

何年か前に、八ヶ岳・清里の別荘に移住され

コテージのことを知り、３０年振りの再会

すべての家財を整理し、身軽に別荘生活してますとのこと。

しかし何故か！？

３０年前の料理教室のテキスト何部か持ってこられました。

感激！
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又、昨年も３０年前に

家族でディナーし、フランス料理を

初めて食べたのは、雲雀ケ丘でしたといわれる

お客さんもいました。

「ジャンティ・アルエット」での

人々の出会い！

まだまだ続きます。

フランスより持ち帰り、置いていた

当時、日本に無かった色々な種。

香草類、野菜、マーシュとか　トレビス　ズッキーニを

定年になり、百姓をしていた父親に作ってもらう。

それらを、収穫し、店のメニューに取り入れ、

お客さんと共に感動して自慢していました。
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店の駐車場の側にミニ水族館風の水槽を置き

そこにホマール海老を泳がし時には３Ｋ～５ＫＧの大きな

オマール海老！珍しくその前で

写真取る人、じーっと眺める人、子供たち！

料理は、そこから取り出し、

踊る海老を、テーブルに、

調理場に、持ち帰りオーブンで焼き、

ワゴンサービスでお客さんの前で

ブランディ、振りかけ、フランベ、燃やす。

又、子供たちに受けたメニュー

赤い丸々のかぼちゃを、器に（実家の畑で栽培）

その中に甘―い香りの、

かぼちゃのクリームスープ

を入れ、メルヘンチックに。

阪急百貨店・フランスフェアの１週間だけの

レストランでは子どもたちにも好評だった。
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ＴＶ出演も

関西ＴＶ　お昼のたのしい料理にレギュラー出演。

主婦からタレントになられた、最初の番組であった。

藤本統紀子さんが司会者。

調理師学校にもＯＢとして講師に。

はじめて経営するも、

楽しい毎日が、続いた。

縁があり信州・黒姫高原に

ペンションも経営。

作家のＣ・Ｗ　ニコル氏と知り合ったのも、ここ黒姫。

猟で獲った野鴨を彼の自慢の薪ストーブと

ダッジ・オーブンでロースト、

手製のサウナ風呂の中で語り合ったりもした。
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栃の花の蜂蜜もこの地で採取にも立ち会った。

初めて手にする、香り。味のすばらしさ。

今までの蜂蜜はなに？！　シロップ？

蜜蝋燭もこの時知った。

社員に任していたが、月１度は訪れ

泊まりの多彩なゲストの方々との、出会いを楽しんだ

「ジャンティ・アルエット」

１階のデザートレストランも

テイクアウトのケーキも人気で御馴染み様も増えていた。

大阪・心斎橋鰻谷にも２号店もオープンした。

この店は事情で、５年後に人に譲ることになるが。

人生が大きく変わる！

出来事、事件！が起こる。
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1986 年〜 1993 年

大阪・池田 、心斎橋、肥後橋
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１９８５年　夏！

タイガースの２５年ぶり優勝した年。

前夜からの大雨が続く、

早朝５時３０分！

店から１０分のところに住んでいた自宅に

玄関たたく音、何事かと飛び起き、ドアー開けると！

『店が燃えてます！』

ハアァー！？

何を冗談？　何！言ってるか？　理解できない。

理解するのに数分かかったと思う。

飛んで行き、現実をみて

頭！真っ白

全焼

放火の疑いがある不審火！
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バブル期が始まるのはこの年でした。

済んだことは仕方がない。

次の日から再建に。

このときの、周囲の方々の親切は、生涯忘れられません。

友人・知人の旗振りで、沢山の方々の義援金、

声もかけていただき、皆の温かい親切はチカラになりました。

感謝！

再建するにも、元の場所は、事情があり難しく

新たに探すことになった。

フランス料理「ジャンティ・アルエット」として。

前の店は理想の店で、これ以上ないレストランでした。

同じ規模は、無理だが、良い店を創りたい！

この年・娘・さくらが誕生！

今年２０１１年結婚して初孫ができました。

何処の場所で、規模は？

当時は、バブル景気が始まったばかりで

世の中毎日が変わっていくと、いう時でした。

土地にしても、坪９０万円、次の日に行くと１２０万！？

考えますと言って、２～３日すると「買い手が、付きました。」

ええ～

毎日の変動が大きく、

まさにバブル突入で、こんな時の、土地購入！

チャンスなのか、チャンスじゃ無いのか

分からない状況の中でした。
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この後、６年間ほどバブルが続いたのでした。

どんどん上がる土地価格に、一軒家レストランは諦め、

雲雀丘に近い池田市に予算に合う、物件が見つかり

内装工事に入っていきました。

雰囲気は前の店と違いが大きいが、

店内は広く、カウンター席も設け

カジュアルなフレンチ・レストランにしました。

入り口にはお菓子のテイク・アウトコーナーも。

景気の良い時代で、再開店は順調にスタートしました。

その休業中に縁があり

淡路島に新しくオープンしたホテル・Ｇに

手伝ってほしいとの話がありスタッフ６人を預かっていただきました。

モナコの王紀妃グレース・ケリーにちなんで

王紀が愛したヨットクルーザー「グレース・ケリー号」が

ホテルのサイドに浮かんでいる。

当時、公用で訪れた皇太子ご夫妻（現天皇陛下）の

一泊のディナーもお手伝いすることができた。

クルーザーにもお乗りになられた。

スタッフも多少の入れ替わりがありましたが

同じように楽しく働いてくれました。
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音楽会、料理講習会

東京の友人シェフによる特別グルメの会

ゴルフ・コンペの会。

「ジャンティ・アルエット　クラブ」の新聞発行

イベントとして、会員さんとの国内食べ歩き・旅行等

人々の出会いも広がっていきました。

月１度、

高知のホテルと福井のレストランに指導に行く機会があり、

そこにしか無い産物で、それらを料理し、

そこでしかできないメニューも、

地元のグルメの方々と共に楽しませていただいた。

いまの様に流通が便利じゃなく、盛んでなかった時代である。

高知・特谷のプチ・トマト、

今ほど値が高くなく、今より美味しかった。

大阪に持ち帰りお客さんに料理してランチ、ディナーに

こんな単純なことでもみんなで喜んだ。

同じように、色々なその旬の地方の産物、持ち帰り

メニューにし、共に感動し、喜びも共有した。

今は、言えば、なんでも、すぐ手に入り

どこにでも出回り、

珍しさが無くなった今日！

その分、人々に感動が少なくなり、寂しい気もする。
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「ジャンティ・アルエット」のスタッフ
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渡辺博士（漢方薬）と中国旅行　ゴビ砂漠にて

井上シェフとスタッフ

石鍋シェフとお客様 三國シェフと
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１９８６年から１９９０年の

「ジャンティ・アルエットクラブの新聞」

を楽しんで、読んでいただきたい。

宝塚造形芸術大学、雲雀丘に新設。

前から何かとお世話になっていた理事長との縁で

大学内に喫茶・軽食の店も。

レストランを通して、人々の出会いを深めていった。

切絵作家　宮田雅之氏

敦煌・莫高窟近くの砂漠にて
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１９９０年

バブルの陽気か？世間の波か、何を血迷ったか？

大阪・中の島・肥後橋に

会員制・レストラン　水晶橋倶楽部を

開店することになった。

バブル景気が終わる２年前！今から思えば？？？

知人との、ちょっとした、

話の中でできた計画だった。

高級会員制レストラン！

２５坪の店で！１億円！

調度品も最高級揃える！

個室には輪島の塗りテーブル。

作家・手作りのステンドグラスのライトにオブジェ　　

漆喰の壁に鉄を打って造った造形。

見えないが床の下には、何トンかの炭の粉

ドイツのピアノ等。

ナイフ、フォークはフランスのクリストーフ、

お皿はヨーロッパの銘品、

クロス類も特別仕立て。
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以前からつき合いのあった作家・人々の協力で、でき上がった。

小さいながら

最高に贅沢な造りで

会員の皆さまに

楽しんで、喜んでいただけるとの想いで。

スタッフも新たに選び、最高の献立でスタート！

バブル景気に乗って！

金融機関も当時はぬるい。

今では考えられないスピードでの高額融資！

このバブル期は、経営とか商売、どの様に考えていたか？

また、いつか？バブル景気が訪れたら

人々は同じ様な過ちを必ず、繰り返すだろう！

人間だから！

２年でバブルが去り、今までの景気は何処に？

そうした人々は消えて云った。

こんな贅沢な店も自然と消えていくしかない！

中の島・中央公会堂を全館借りきり、ラジオ中継もした。

水晶橋倶楽部音楽祭も今では良い想い出となった。
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料理写真家　義永氏撮影
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1993 〜 2006 年

大阪・北新地
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残った大きな負債。

池田の店「ジャンティ・アルエット」も

すべてを整理し、解散しかない！

それでも足りない。

１９９３年

４６歳になっていた（娘は９歳）まだまだ！やらねば。

それでも！

独りになってやりなおすしかない。

どうやって！

その時の両親、兄弟の有難さ、今でも感謝している。

幸い、

弟は高級家具製造工場、店舗内装会社を経営していた。

頭を下げ、お願いして、

一人でできる小さな店を計画した。

今までと違わない料理で

昔からのお客さんにも、気軽に来ていただける店。

以前からシェフ　ドゥ　カウンターのお店、

カウンター割烹のような店を

６０歳になればしたいと思っていたので

人生計画には、ちょっと早いが、

今！やろう！
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立地条件は北新地しか無い！

昼夜、物件を探し回り

予算、条件等が合うテナントを見つけ、工事に取りかかる。

当時、東京・銀座と並ぶ！大阪・北新地は、

バブル景気がはじけたとは言え、高度成長からバブルと

共に経済を支えた人達が元気で

接待、商売の社交場として賑わっていた。

昔から北新地というと、大阪・ミナミと多少違い

料理屋・割烹・ステーキハウスは

少々高価でも、材料には、お金をかけ、質が良いのが、

そこに働く、又、提供する人達のプライドであった。

近年はほとんどのビルのオーナー・経営者・料理人は

プライドを忘れてしまったのが寂しい。

その中で接待・飲み食いするのが

又、お客さん方のプライドであり、優越感であった。

と、いっても、これまでカウンター・フランス料理専門店はなく

初めての新地登場だったので、

最小公約数？が必要である。
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フランス料理は食べるのに、時間がかかり

マナーが多少いる！？と思われ

大阪人は、昔からせっかちであり、

次に行く、飲み屋さんとの兼ね合いから、

又、特に同伴には時間が限られることが多い。

その時間内でコースを満足して帰ってもらう。

再度の来店、口コミも大事であり、

昔から、なにわ人気質！の

皆が知っている店じゃなく、俺だけの店！

隠れ家的な店の要素も必要であり、

こんな小さな店を馴染みやで！と、自慢していただける店。

そして、以前からのお馴染みさんにも気軽に来てもらう

あれこれ考えながらパートナーと二人で始める。
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画家　福島清氏。

毎シーズン、メニューを作っていただきました。

これらのメニューは、その一部です。



156

１階の店でわかりやすく、気軽に入れる

ぴったりの８坪の小さな店が出来上がった。

「シェ・ニシタニ」

カウンター７席　テーブル４人席１卓。

厨房もヨット・クルーザのキッチンぐらい

昔からの馴染み客の復活！来店あったり

新地で働くママさん達にも人気が出て

新しいお客さんも開拓して順調に。

それなりに、

フランス料理シェフ・ドゥ・カウンターの店は

成功であった。

ただ、８坪の小さな、ほとんど一人で商いするこのような店は

倉が建つというほどの経営では、ないのが正直である。

それでも沢山の人達の支えで、

１４年間！６０歳まで営業した。
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元・全日空ホテル　横田シェフと

作家　流郷由紀子氏の暖簾と
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土曜・日曜日は、

大阪郊外・河内柏原のワイナリィに。

( 河内ワイン・ひめひこ )

この河内葡萄・ワインは、

日本で最初・最古の、葡萄畑で、

ワインも作られたと、いわれている地域である。

ランチとディナー、土・日だけのレストラン。

そこのワインと共に、人々に楽しんでいただいた。

山の高台にあり大阪平野が一望でき、

夜景・景色のすばらしいところであった。

又、世界遺産に、推薦されようかといわれる、

古代・遺跡・古墳が、数十件見渡せる場所でもある。

男の料理教室もワイン会も長年楽しんだ。

料理人として、自分自身も愉しめた。

北新地！素晴らしい街であった。

青春時代のパリと又違うが、

それに似た、忘れられない街である。
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２００７年

６０歳になり！

すべての経費が、高い、新地！

夜、遅く迄、働く、　神経・パワーも使う。

まだ多少の余力あるこの年齢？

もっと気楽に働きたいと思うようになってきた。

色々な処にも行って、

沢山の人々との出会いもしたい。

そして今までの経験を子ども達に食育もしたい。

働いたり、休んだり、ある程度、自由にしたい。

サラリーマンの様に退職して退職金で、悠々自適！

無理！

働かなくちゃ！

昔の先輩に聞かされた、

（コック６０で、野たれ死に？！）

その前の、元気な内にもっともっと色々してみたい！
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2007 年 〜 2011 年

大阪・福島
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新地の店を閉め

６０歳～６５歳まで楽しめる店を探すことになる。

大阪駅・新地にも歩いて７～８分。

交通便利で細い路地、

福島区福島１丁目！

一歩出ると、

水の都　“ 中の島　”

高層マンションもあり、

福島・大阪中央市場にも自転車ですぐ、

企業本社ビルも立ち並ぶビジネス街。

そんな立地の、あえて目立たない一角に、

「ラトリエ　ドゥ　ニシタニ」を立ち上げることになった。

予想通り忙しくなく！？１年が過ぎた、

そんな中！
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大阪府教育委員会の一環で

食文化・ワークショップ

子供たちに伝える、『シェフに学ぶ・味と心』

大阪の２高校に半年間にわたり講習・実習もした。

多感な時代の高校生！　違う一面も見え、

教えながら感動もした。

又、母校である小学校にもでかけた。

ある大きな屋敷でのジャズ・ディナーパーティの出前料理、

ジャズを聴きながら、

大阪最初の高層マンション・最上階でディナー出張料理

大阪城を真下に、都会の夜景も格別！
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いろいろな体験しながら料理をつくる、それも楽しい！

大切なお客さん方と、時々ゴルフも楽しんだりした。

そんなある日！

医者でゴルフ場も経営されている社長のゴルフコンペ！

時々ご一緒させていただいた。その日は誕生日コンペ！

健康には自信があり、今まで、病院・入院には縁がなかった

ハーフが終わり昼食！

体の左半身だるい、重い、力が入らない、何か変？

１０分ほど横になるが口元が変、思うように喋れない？

血圧計が近くにあったので計ると、上が２００近くあり、やばい！

フロントに救急車を呼んでもらう。

初めて乗る救急車！　不安？意識は充分！

１０分ほどで病院。

（考えたこと、今夜２組の予約あるがどうする？今は喋れない）

しばらく点滴、緊急検査、１時間ぐらいで落ち着くが、

立ち上がれない、意識、口元は、正常に戻る。

予約のお客さんに、何とか連絡つき安心。

一過性脳梗塞！

２週間入院

入院中２～３日はフラフラ、廊下で普通に歩いても

壁にぶつかる、まっすぐ歩けないみたい。

郊外の病院、先生、看護師、患者さん、皆、いい人達、

生まれて初めての入院生活、それなりに楽しんだ！？

退院後、少し休んで復帰。
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２００７年頃からインターネット社会が大きく広がり

ネット文化の始まり。

今までは本、雑誌等、活字が、アンテナだった飲食業界も

ネットのブログ、

個人が思うままに感想書くレビューラーによる

食べ歩きがレストランの評価のひとつになってくる。

お蔭様で評価の高いレビューであった。

「ラトリエ　ドゥ　ニシタニ」は、初期であったのも運で、

ブログのお客様がどんどん増え、嬉しい悲鳴になりました。

有難いことです。

ただ、前にも書きましたが、外食は

自分自身が、何度も伺い、馴染みになり

そこのスタッフと共に、楽しみ・美味しく、

食べさせていただく、それが昔からの食べ方です。

多種な、お店に行き、１００店達成！

喜び合うのも今風かも知れませんが？

何度も伺い、食べ味わい、又、違ったものが見え、

評価するのが、一番正しいと思いますが。
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そんな毎日が続いたある日！

一人のご夫人が来店されました。

食事の後、料理の持ち帰り、可能ですかとの質問？

もちろん、ご用意できますと返事。

その日は、召し上がっていただいた同じ料理、

和牛肉の、ほほ肉赤ワイン煮込み野菜添えを用意。

その後のお話でお家に息子さんが病気療養されているとのこと。

詳しく症状を聞きショック

病名Ａ・Ｌ・Ｓと告知される。

筋肉が弱ってくる病気。

現・２年弱で足腰・腕の筋肉弱り、歩けない状態。

最後に顎の筋肉が動かなくなり、物が食べられなくなる！

難病！原因の分からない発病＆治療。　

３６歳で神戸大学卒、１年前まで教師をしておられた。

ある日

右足を引きずるようになり、体の変調に気づく

病院での検査、入院、あっという間に、

歩行不可能、右手不能。

医師、本人、家族等の相談の上、

本人のマンションで療養。

病院での療養は、食事は流動食のようになってくる。

本人は食べることが好きなので、

家庭で好きなもの食べたい、

体は不自由でも両親の介護により

楽しく過ごしたい。

看護士・介護ヘルパー・両親等の２４時間介護
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今後、何かできることがあればお手伝いをと、

奥さんに伝える！

来られたのが６月。１０月の誕生日まで食べられるか？

フランス料理が好きで、

特にお肉が！柔らかく細かくしないと喉が通らない。

それで、出張料理、次の日曜日午後に伺うことになる。

それから２年半！続きました。

毎！日曜日休まずお持ちいたしました。

毎回、今回今日で最後かなーと想いながら、

お肉、海老が好きでした。

ステーキは柔らかい霜ふり肉！毎回のお口直しでした。

すべての料理は、両親が細かく切って、少し冷まし、

スプーンで口に入れてあげ、少しずつ、彼も味わいながら

２時間ぐらいかけ食べ、残りは温め直し、２日間かけ

その週のメニュー食べていただきました。

本当に食べることの大好きな彼でした。

それが最初に医者から言われた余命６ヶ月！が

２年間も食べることができたひけつでした。

（詳しくはメールのやりとりでご覧ください。次ページにて）

メールは不自由な左足指でかなり時間をかけて！
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【2009 年 1 月 20 日 18:20】

毎週ごちそうを作ってくださってありがとうございます。

先日はトリュフの初体験で、楽しかったです。

リゾットは少しお米が固くてビックリしましたが、風味が味わえてよかったです。

茶碗蒸しはカキの美味しさが加わって、大満足でした。

海老は家族みんなが大好きなので、真っ先に無くなりました。

鴨はアドバイスの通り、パスタにしておいしくいただきました。

また次回、土曜日にお待ちしています。よろしくお願いいたします。

【2009 年 4 月 2 日 17:23】

腰はもう治りましたか。

先日も本当によかったです。

ローストタンはハムみたいで、おいしかったです。

シチューも肉がやわらかいし、たくさんの野菜と一緒でよかったです。

ステーキは、旨味がしっかり楽しめました。

リゾットも海産物の味がたっぷりで、大満足です。

次回もこんな感じを期待しています。

また日曜日にお待ちしています。よろしくお願いいたします。

【2009 年 10 月 21 日 17:26】

先日もごちそうをありがとうございました。

コーンスープはシンプルにおいしかったです。

太刀魚はホタテもソースによくあって、大満足でした。

アワビとアボカドは柔らかくて、もっと食べたかったです。

子羊は臭みが少なくて、芋もしっかり旨味を味わえました。

また日曜日にお待ちしています。

なお、金曜日には母たちが伺いまして、お世話になりました。

みんな「おいしかったねー」と大喜びでした。

おまけに僕にもお土産をくださって、ありがとうございました。

これからもよろしくお願いいたします。
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【2009 年 11 月 18 日 17:19】

先日もごちそうをありがとうございました。

生牡蠣はさっぱりとして、フォアグラのテリーヌはこってりとして、それぞれの美味しさを味

わえました。

エビとホタテは香ばしくて、何も残さず平らげてしまいました。

子牛と鶏の煮込みは濃厚で、僕好みの味なので大満足でした。

霜降りの牛肉は、刺身でもステーキでもおいしかったです。

また日曜日にお待ちしています。

よろしくお願いいたします。 

【2010 年 3 月 31 日 17:44】

先日は、ごちそうと阪神タイガースのタオルをありがとうございました。

ハマグリとエビのスープ煮は、具の旨味がスープに染み込んでいて、とってもおいしかったです。

アマゴの詰め物は、ピリッとした味わいがあって、あんかけが食べ易かったです。

ステーキは、独特の弾力がありながら美味しさがつまっていて、柔らかいアスパラとよくあっ

ていました。

リードヴォーのシチューは、プリプリと食感が面白く、パンと一緒に食べて大満足でした。

また日曜日にお待ちしています。

よろしくお願いいたします。

【2010 年 6 月 16 日 19:05】

先日もごちそうをありがとうございました。

海老のガスパチョは海老が柔らかくてプリプリだし、野菜たっぷりのスープがサッパリとして

いたので、お口直しにピッタリでした。

ホタテとシメジのクリーム煮はホタテが柔らかいし、旨みのたっぷりのシメジは僕の好物なの

で大満足でした。

フォアグラはあいかわらず濃厚な味わいで、甘い桃のソースとの相性がとてもよかったです。

フィレステーキは肉の味をしっかり楽しみながら、ジャガイモも美味しくいただきました。

次回はステーキはもちろん食べたいですが、リゾットやグラタンなどのチーズを使った料理も

いいかな？と思っています。

また、日曜日にお待ちしています。

よろしくお願いします。
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【2010 年 11 月 3 日 19:37】

先日もリクエスト通りのごちそうと、梨とブドウをありがとうございました。

フルーツのカレーは、果物の甘い風味がよかったです。

海老のカレーは、身がプリプリで独特の旨みもあって大好評でした。

ミンチのカレーは、僕の好きなキーマカレーみたいで嬉しかったです。

クスクスは、初めて食べたので面白かったです。

サフランライスは、ウチではまず作らないので感激しました。

平目は、中はフンワリ外はパリッとしていて、本当においしかったです。

蒸し鶏はジューシーで柔らかいし、串焼きは玉葱以外のズッキーニと肉が香ばしいので大満足

でした。

子羊のローストは久しぶりだったうえに、カレーと一緒だと臭みが気にならないのが嬉しい発

見でした。

カボチャのスープはとろーりとした濃さがちょうどピッタリでした。

次回は、パンと一緒に食べる料理はいかがでしょうか？

パンに乗せたり、浸したり、包んだりして食べるメニューを楽しみに期待しています。

また、日曜日にお待ちしています。

よろしくお願いします。

【2010 年 9 月 8 日 19:44】

先日は久しぶりにごちそうをありがとうございました。

ステーキは体調を崩してから久しぶりだったので、特別嬉しかったです。

カツオの燻製は風味がよくて、ミズノミとの組み合わせもピッタリでした。

平目とホタテとツブ貝のブイヤベースは柔らかい具が食べ易かったうえに、それぞれの旨みが

スープに溶けていて大満足でした。

キノコのスープはヌルッとした独特の食感が面白く、味も大好評でした。

野菜の煮込みはピリッとした中華のようなおいしさがよかったです。

ホホ肉のシチューは期待通りのおいしさが僕好みで最高でした。

次回は是非、フォアグラが食べたいです。

また、日曜日にお待ちしています。

よろしくお願いします。
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200 通以上のやり取りをしましたが、2010 年 12 月 1 日付のメールが最期となりました。
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僕の料理人生の中で一番多く、いろいろな料理を、

食べていただいた人でした。

僕自身も病気と闘う彼から、生きるということの何かを

そして、元気をいただきました。

そして必要条件！家族の愛！

「ラトリエ　ドゥ　ニシタニ」も

日曜日は昼前１１時過ぎにトオルさんの料理出前、

帰って１２時過ぎからランチのサービス営業と

この３年間は、日曜日を中心に

毎日忙しく充実した日を送りました。

その間、毎月１度、１週間！

山梨県甲斐！八ヶ岳

知人のコテージでの気まぐれレストラン

夏は１ヶ月間のレストラン

富士山が見え、甲斐駒ケ岳、北岳が目の前で眺望

別荘の、永住の方々にも食べていただきました。
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緒形拳さんはフォアグラが大好きでした。

奥田瑛二監督「長い散歩」撮影現場にて。
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自然林は、風通しも良く、日当たりも、眺めも良い

森に来ると落ち着く。

森に行くたびに風景も変わるし綺麗。

自然の中で暮らす、人間社会も循環型の社会へ

もう１度戻る。

森で暮らことは、人間としての必然的なこと

余りにも便利になりすぎた世の中から自然へ。

（完）
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　僕達が西谷克己の店「シェ・ニシタニ」に初めて行ったのは 1999 年の秋から冬にかけ

てのことだったと思う。僕達はその年の 4 月に東京から大阪に帰ってきて、暮らしもやっ

と落ち着き始めた頃だった。

　その夜、彼女が好きだったバレエの公演会の帰り、土曜の夜の遅い時間だったけれど、

洋食な気分の僕達は北新地のアバンザの前にカウンターがメインの小さなフランス料理店

を見つけた。覗いてみると、やや背の低いハンサムな料理人が一人働いており、客が１組

いた。

　｢今からでもいいですか？｣ と声をかけると、｢いいですよ、どうぞ｣ と気さくに返事さ

れ、一つだけあったテーブル席に案内された。アフターシアターメニューという３皿のコー

スと赤ワインを１本頼んだ僕達はタバコに火をつけて、さっき見たバレエの話をしていた。

｢美味しいワインです｣ と言われて飲んだワインがあまりに美味しかったので、僕達は申し

合わせたようにタバコの火を消し、｢美味しいね｣ と同じことを言った。その後出てきた、

サラダ・フォワグラのソテー・ひらめのシャンパンソースいずれも感動するほど美味しく、

ヘビースモーカーだった僕達は最後のコーヒーまでタバコに火を点けなかった。

　帰り道、彼女は ｢楽しかったね。また行きたいね。｣ と言った。その後は、コンサートの

後は「シェ・ニシタニ」に行くことが決まりごとのようになり、シェフが西谷克己という

名前であることや、以前は何人か人を使って店をしていたが、今は一人で店をしているこ

となどを話すようになった。大阪に遊びに来た彼女のお母さんを「シェ・ニシタニ」で御

馳走したこともあった。

　それから 5 年位して、良い偶然や、悪い偶然が重なって、西谷さんは北新地内の数十メー

トル先に店を移して、それからわりと直ぐに今の福島に店を移した。福島に移ったときは

移転先を知らなかったので、僕達は西谷さんの店が無くなったことを悲しんだ。そしてカー

ド会社が発行している美味い店紹介に「ラトリエ・ドゥ・ニシタニ」を見つけたときは本

当に喜んで、「良かった、良かった」と言いながらいそいそ出かけていった。

　当時の福島は今みたいに注目される前で、住宅や事務所用の建物の間にぽつんと「ラト

リエ・ドゥ・ニシタニ」は在った。相変わらず美味しく、贅沢な時間を過ごせたが、客は
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僕達だけでこんな場所でフランス料理でやっていけるのかと考えさせられた。僕達はでき

るだけ「ラトリエ・ドゥ・ニシタニ」を利用するようにしたが、何時電話しても席が空い

ていて、客は僕達１組だけということが多かった。

　そんな時に西谷さんからワインを買ってくれと頼まれたこともあった。彼女に聞くと「美

味しいワイン飲みたいから、買っていいよ」というので、たいした協力にはならないけれ

どボーナス１回分のワインを買った。ワインは西谷さんが選んで、預かってくれ、何か良

い事のあった時に「ラトリエ・ドゥ・ニシタニ」でお祝いすることにした。

　その後は徐々にお客さんも増え、一時はてんてこまいの忙しさになって、昔のことが嘘

の様になった。僕の彼女は「ラトリエ・ドゥ・ニシタニ」が本当に忙しくなる前に亡くなっ

てしまったので、心配したまま逝ってしまったかもしれない。

　西谷克己のことを論ずるとき「大阪で初めてフランス料理の料理店をやったシェフです」

とか、「仕事が早い」とか、「ポーションが大きい」とか、「いわゆるポールボキューズ風です」

とか、「気さくな人です」とか色々言うことができるとは思うけれど、僕が感心しているの

は長きに渡って仕事の水準を維持し続けていることです。僕も西谷さんとは分野は違えど

職人的な仕事をしていますが、永く一定の水準以上を維持しながら仕事をやり続けること

は難しいことだと思います。

　西谷克己の店は「シェ・ニシタニ」であれ「ラトリエ・ドゥ・ニシタニ」であれ、皿は

美味しく、店は気さくななかにも上品な格があって、その意味で西谷克己氏は本当の「シェ

フ」です。

　大阪という街に、西谷克己というフランス料理のシェフがいて、彼の店があります。そ

こでは毎日大勢の客がその日、職場であったことや、その夜行ったコンサートのことなど

楽しく語らいながら、美味しいワインと美味しい料理を楽しんでいます。近くにお寄りの

際は、一度訪れてみてください。僕達の自慢のレストランです。

2011 年 7 月 11 日　　医師　　氷室公秀
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来年２０１２年で６５歳

料理学校、ホテル時代の仲間、レストランの知人

皆！引退

年金生活

以前から思っていた

本当はこの年からどう生きるか？

多分、八ヶ岳の自然の中で色々な人々と出会い、

料理を中心に

忙しくゆっくり生きたいと思っている

又、皆さんとお会いできます様に！

最後に

悔い多き、恥多き、自分の過去を

情けなく思いながら、書きました。

料理の適切さは、塩加減！

料理上手の必要条件は、整理整頓＆巧い段取りは欠かせない。
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フラワーアーチスト　松本の濱さん
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さいごに

１９７０年前後、

人々は何々ショッピングセンターと名前だけシャレた

近くの商店街に出かけ、市場には『いい子やねー』と子どもに

飴玉を握らせてくれた、おばさんがいた。

『マケといてね』と言えば『マケといたとよ』と。

旬のものが出れば調理法を教えてくれたり、

顔見知り同士という気安さ、そして触れ合うぬくもりがあった。

１９７０年代の終わりだった！ドでかいスーパーが進出し、

そんな商店街は一気に衰退していった。

１９９０年に入り、そのスーパーも大きくなり過ぎ、撤退！

再生機構入りのニュース。懐かしい商店街が思い出される！

２０００年、コンビニがあちこちに、コンビニ料理も？

人々は美味しさより、便利さ・旨さを求め、

料理もしなくなり、家庭では家族とのだんらんが消え、

家庭料理もレンジでチーン！

２０１１年現在、たった４０年ほどの出来事が夢の様！

そんな４０年間でした。

そんな時代に生き、レストランを通して一料理人というだけで

沢山の人々と出会えました。

お世話になりました。

２０１１年夏
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母親と生後６ヶ月のニシタニ
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2011 年　夏

最後までお読みいただきましてありがとうございました。

感想をメールいただければ幸いです。

ラトリエ・ドゥ・ニシタニ　西谷克己

oui.2256@icloud.com
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第 2 章

大阪から八ヶ岳に！

5 ～ 6 年前から思っていた、

空気が美味しく、南アルプスの山が美しい！

八ヶ岳、そんな処で、住みたい、料理も作り、

お客様があれば、なお良い。

昨 2012 年縁が有り移り住んだ、

今、2013 年初夏、一年が過ぎた、

夢のよう！高原生活。

レストランも平山郁夫シルクロード美術館隣接、

故平山郁夫夫人現館長のお気持ちでお借り出来、

別荘地に合ったフランス料理店として密着しつつ有り楽しんでいる。
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oui.2256@icloud.com
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