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菊華大飯店　TEL:0466-46-7866  FAX:0466-46-7865 HP:www.kikkahanten.com 

菊華大飯店　〒 252-0804　神奈川県藤沢市湘南台 2-5-11 ウエストプラザ 2F菊華大飯店　〒 252-0804　神奈川県藤沢市湘南台 2-5-11 ウエストプラザ 2F

限定：2014 年 8 月 31 日迄

★　グループレッスンで、気軽に楽しく中国語を学ぶことができます。

★　いろいろな中国茶をご用意していますので、中国文化も体験できます。

★　IPA 国際公認漢語教師資格を取得したプロの講師が、直接法により、分

　　かりやすく、中国語のブラッシュアップをサポートします。

★　授業時間：毎週火曜日　　　　

　　11：00 ～ 11：15　お茶タイム   　　11：15 ～ 12：15　発音・会話

　　12：15 ～ 13：30　ランチタイム（実費 630 円＜税込＞から）

★　３名様以上開講 

★　開講３日前までにご予約ください。

中国語に興味をお持ちの皆さん、無料で楽しく中国語を学んでみませんか
円卓を囲んでお食事しながら、いろいろな話題で自由に楽しく話しましょう。

生 徒 募 集 中

紹興酒フェア

★　実施場所 : 藤沢市湘南台 2-5-11 ウエストプラザ 2F　湘南菊華大飯店内

お申し込み方法：
時間：毎日 10:00 ～ 18:00  　電話 :045-663-6258　  E-mail:info@hatakura.com

中国語無料カルチャーサロン
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大歓迎！旗倉言語学院主催
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1. 前菜 5種盛合わせ

2. ミル貝のボイル白髪ネギ和え

3. 牛ヒレのトウチ炒め

4. フカヒレ姿煮

5. 渡り蟹と特選春雨の土鍋煮込み

6. 十八羅漢精進煮込み

7. クリーム入り梨団子

8. 生ウニ入りフカヒレスープ

9. オマールエビの黒胡椒陶板焼き

　　特製ソース和え白飯添え

10. 蓮の葉包み菊華特製チャーハン

11. フルーツ盛合せ

蓮
花
コ
ー
ス

1. 前菜 5種盛り合わせ

2. 銀杏とエビの胡瓜入り炒め

3. 春巻とコーンかき揚げの盛り合わせ

4. 湯葉と季節野菜の蟹肉入り炒め

5. チリアワビと豚角煮の煮込み

6. 蟹ミソ入り豆腐煮込み

7. 蓮の葉包みチマキ

8. 蟹肉と髪菜入りフカヒレスープ

9. 干し貝柱入りチャーハン

10. 本日のデザート 

5,400 円
１0 品料理 ご注文は 4名様より

（
税
込
）

8,640 円
１1 品料理 ご注文は 4名様より

（
税
込
）

故人を偲び　思い出を語らう法事プラン
1. 影膳をサービスいたします。　

2. お子様御膳をご用意いたします。　

3.お土産、返礼品を承ります。　1,620円（税込）～

無料送迎バスあり、
10名様以上～（28 名乗）　先着順

法事の豆知識

　一周忌（亡くなった翌年の祥用

命日）、三回忌（一周忌の翌年）

七 回忌、十三回忌、十七回忌、

二十三回忌、二十七回忌、三十三

回忌、三十七回忌、五十回忌

　法事とは故人の冥福を祈り行わ

れる追善法要の事です。仏教では

初七日、四十九日と法要を行い、 

この日をもって忌明けとなります。

亡くなった翌年に一周忌を行うの

をはじめ、節目の年には年忌法要

を行い、精進料理などで会食しま

す。亡くなられた年から二年目に

行う 三回忌では、故人の徳を継い

で暮らしている様子をお知らせす

る意味もあり、多くの方をお招き

しますが、七回忌以降は徐々に内

輪だけにしていきます。五十回忌

まで続きます。

■　仏式

■　年忌法要

■　神式

■　服装

■　日取り

■　キリスト教式

 仏式の法要にあたるものを年式祭

と言います。十日毎に霊祭を行い

五十日祭で忌明けとなり、その後

百日祭、一年祭、三年祭、五年祭、

十年祭、それ以降は十年毎に行い

ます。

　カトリックでは、三日目、七日目、

三十日目と、1 年後の昇天日 ( 命日 ) に

追悼ミサを行います。プロテスタントで

は一ヶ月後の昇天日に追悼ミサを行い、

以降一年目、三年目、七年目の昇天日に

追悼式を行います。

　法事の施主は、葬儀で喪主を務めた方

がなるのが通例です。二ヶ月前には他の

遺族と相談し、予算や招待客も決めまし

ょう。法事の日取りは、命日より浅い日

を選ぶのが一般的です。

　少なくとも三回忌までは、遺族は男女

とも正式喪服にしたほうがよいでしょ

う。それ以降は、少しずつ略式にしても

構いません。しかし、どんな場合でも、

参列者より軽装にしないようにします。

◎手作り点心 ◎中華菓子

◎アジア物産◎生麺

菊華食品館
御優待割引券

（現金支払いのみ）

*他サービスとの併用不可　*他クーポンとの併用不可

10％O F F

〒 252-0804

藤沢市湘南台 2-16-18

TEL:0466-53-8188　FAX:0466-53-8189
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1. 前菜盛り合わせ

　　◎くらげの冷菜　◎チャーシュー

　　◎胡瓜甘酢風味　◎蒸し鶏モモ巻

2. エビチリ

3. 北京ダック

4. オマールエビの黒胡椒陶板焼き

5. 小籠包

6. 渡り蟹と特製春雨の土鍋煮込み

7. カニ入りフカヒレスープ

8. 菊華炒飯

9. 本日のデザート

0466-46-7866予約
電話

※　写真はイメージです
※　ご注文は３名様以上でお願いします。円

税込

3,600お

一

人

様

通

常

価

格
円
税込6,300円

税込

限定：2014 年 8 月 31 日迄

1,620飲み放題

期間限定豪華家族コース
7月 10 日～ 8月 31 日

￥1,800 ￥1,980
牛ヒレとマンゴーの特製ソース炒め

￥1,580
豚バラ紫蘇巻き生姜風味

￥1,480
冬瓜と貝柱のクリーム煮夏野菜添え

返礼品

大小個室、テーブル席、お座敷完備

（4名様から200名様まで承ります）

お料理もご予算に応じて承りますので、

どうぞお気軽にご相談下さい

540 円⇒ 290 円に♪何杯でも OK
■入店時に提示

1 名～ / ご飲食の方

のみ / 税込 / 夏にぴ

ったり！

▼梅酒割り

▼ドラゴンハイボール

▼紹興酒ロック

乾杯☆紹興酒色んな飲み方♪

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

！



　今年に入ってから、湘南菊華大飯店では「ありがとう

運動」を始めました。最初の頃、若い従業員は毎日「あ

りがとうございます」という言葉を使うものの、ただ機

械的にその言葉を口にしているだけで、その意味までを

考えていない部分があると感じることがよくありまし

た。お客様に対してはもちろんのことですが、従業員同

士も些細なことに対しても「ありがとう」をいうことが

とても大切です。ちょっと面倒くさいなぁと感じるスタ

ッフもいるかもしれません。そのような雰囲気の中、数

ヶ月の「練習」の結果、「ありがとうございます」を言

うことが極自然なことになったと気づきました。職場環

境が活性化したと同時に、再来店してくださるお客様も

増えました。小さなことですが、この「ありがとう」と

いう一言によって、スタッフと店全体の雰囲気が変わっ

たような気がします。お客様にもこの小さな変化に気づ

いていただけたなら大変うれしく思います。

　大事なのは、気持ちがこもった仕事をしていると感じていただけ

ること。言葉は何でも構わないのです。お客様と接している中で、

ほんのちょっとした声かけをするだけで、お客様へ与える印象が全

く変わります。店としても若い人たちを教育するには一定のルール

が必要だと感じています。店に活気を持たせ、感じの良い店にする

ためには、統一した声かけルールを作るがとても大切です。

　商品を気に入りリピーターになっていただくということはよくあ

りますが、ちょっとしたあいさつ、即ち心遣いによってリピーター

になるということもあります。メニュー研究だけでなく、この声か

けについて考えることもとても大事なことです。押し付けでなく、

やらされている感もなく、自然に発する一言だからこそ、お客様の

心を動かすことができるのです。ミーティングなどでスタッフと話

し合い、スタッフ自らが自店に合った声かけのルール作りをするこ

とが大切です。皆が理解し納得した上で声をかけると成果が全く違

ってきます。自分自身の感謝の気持ちでお客様を感動させる、これ

が一番です。社員教育とは、ただ単に教えたことができるようにな

るということではなく、自然とお客様を感動させられる人間を育て

ることだと思います。

　ピータン豆腐は、家庭で一般的によく作られる絹
豆腐、ザーサイ、ピータン、ごま油、香菜等を用い
た和え物です。簡単で栄養豊富、且つ美味しく、体
の熱を取る効果があります。ピータン豆腐の起源と
して、三国時代の関羽にまつわる美しい物語が語り
継がれています。
　三国時代、赤壁の戦いの後、劉備は関羽を荊州に
残し、人馬を率い西川へと攻めていました。その年
の夏は猛暑で、兵士たち
は皆、全身汗まみれにな
りながら、強い日差しの
下武芸の稽古に励んで
いました。しかし、時が
経つにつれ、多くの兵士が体に熱がこもり、便秘や
尿が赤茶色になったり、口が焼けるように渇いたり
という状況に陥り、関羽は危機感を募らせていまし
た。ある日、関羽は一人書斎にこもり考え込んでい
ると、知らず知らずのうちに、既に日が高く昇って
いました。と、部下が運んできた昼食に大豆の煮物
があり、それを一目見て関羽の頭に豆腐が思い浮か
びました。医学書では石膏は陰性に属し、熱を取る
効果があるとされており、一度試してみる価値があ
ると考えたのです。関羽は兵士に豆を浸し煮て豆乳
にするように指示し、自らの手で石膏を加えました。

そうしてできた豆腐は、加える石膏の量が少なかっ
たために柔らかすぎ、炒めることができず、兵士た
ちは塩で和えて食べるしかありませんでした。しか
し、この豆腐が正にまるで良薬のように良く効き、
豆腐を食べた兵士たちの病は徐々に快復に向かった
のでした。後に、江陵の兵士が故郷から持参したピ
ータンを柔らかい豆腐に加え、調味料で和えて食す
るようになり、食べて美味しいだけでなく、熱を取

り毒を消す作用も
あることから、広
く知れ渡るように
なり今日に至って
います。

　暑い夏を乗り切るには飲食に気をつけることが大
切です。20 年にわたる調理師としての経験から、
夏の食事で心がけるべき点について、いくつかご紹
介させていただきます。
A. 苦味のある食べ物を積極的にとる
　苦い食べ物はさほど美味しくはありませんが、夏
に最適な健康食品といえます。苦味物質には、コー
ヒーやお茶に含まれるカフェイン、カカオ豆に含ま
れるテオブロミン、ゴーヤに含まれるモモルデシン、
柑橘類に含まれるナリンジンやリモニンなど様々な
種類があり、体を冷やす、血行を促進する、血管を
広げるなどの作用があります。夏の土用にゴーヤや
ノゲシを用いた食べ物を食すと、うっとうしい気分
がすっきりするだけでなく、脳の覚醒や食欲増進、
健胃作用も期待できます。当菊華大飯店でも、季節
料理としてゴーヤを取り入れ、伝統的な中華料理の
美味しさはそのままに、心を込めて調理した“ゴー
ヤチャンプルー”を新メニューとしてご提供してお
ります。是非ご賞味ください。
B. ビタミン、塩分、カリウムの補給に注意する
　気温の高い季節は新陳代謝が活発になり、ビタミ
ン類が不足しがちになります。スイカ、キュウリ、
トマト、豆類及びその加工品はビタミンとカルシウ
ムを豊富に含む食材としておすすめです。また、夏
は汗をたくさんかくことで、体内の塩分とカリウム
イオンが失われやすくなります。カリウムの不足は
食欲不振や倦怠感を引き起こすため、塩分を適宜補
給し体内の塩分バランスを保つことに加え、カリウ
ムを多く含むイチゴ、ライチ、桃、長葱、芹菜、青
菜などの果物や野菜をたくさんとるようにしましょ
う。当店ではランチタイムに無料サラダバーを設置
し、新鮮な野菜と果物をご提供しております。是非
皆様の健康維持にお役立てください。水分補給には、
暑さを和らげると同時にカリウムを補給できる冷茶
が最適です。当店では体に優しく健胃作用のある自
家製冷茶をご用意しておりますので、あわせてご利
用ください。
C. 夏の栄養補給に適した粥
　中国では古くより粥を“世界で最も優れた栄養食”
と呼び、清代章穆の《飲食調疾辯》には“粥は滋養
を補い、万病に効く。病に応じて、果物、野菜、魚、
肉と薬を一緒に煮込み食すれば、正に医食同源、そ
の効果は更に高まる”と記されている。粥を食べれ
ば胃腸の調子が整い、食欲が増し、体に必要な栄養
分が補えるだけでなく、使用する材料によって病気
の予防効果も期待できます。菊華大飯店の姉妹店菊
華飲茶館では、この夏新たに粥のセットメニューを
始めました。是非一度お試しください。

菊華大飯店　〒 252-0804　神奈川県藤沢市湘南台 2-5-11 ウエストプラザ 2F
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　また、梅雨の季節がやってきた。

　しとしとと雨が降っている。

　｢ 梅が色づくと、雨が降る ｣ という言

葉の通り、日本列島もすでに梅雨入りし

た。梅雨の季節はじめじめとしてうっと

うしいものだ。北の生まれである私にと

って、日本に来るまで、梅雨という感覚

はただ詩の中のものでしかなかった。

　来日して 10 年余り、毎年夏は仕事に

忙殺され、ありふれた日常の中で梅雨と

いうものを再び気に留めることもなくな

っていた。いつもと変わらず、梅雨の雨

は突然やってきた。繊細でしっとりとした春の雨と

は全く違い、一時にして、地面に白い霧を巻上げる。

夕暮れが近づき、雨の中、車を走らせる。道の両脇

の建物が徐々に霞み、遠くの景色もぼんやりとして

きた。菊華大飯店の駐車場に着いた時には既に黄昏

時であった。街に灯がともり、雨の中を行き交う人

も車も、その輪郭を見て取ることができなくなって

いた。日頃の喧騒も風雨でかき消されているかのよ

うだった。

　雨のためか、来店するお客様も少なく、スタッフ

が片隅でサービスをしていた。大きな店内が余計に

がらんとして見え、苛立ちと言いようのない焦りが

込み上げるものの、なすすべもなかった。携帯が鳴

り、私は外に出て、二階のエスカレーターの傍らで

電話を取った。傘を差した人たちが目の前を足早に

通り過ぎる。水で洗われた路面に暖かいオレンジ色

の街灯が映っていた。顔を上げ、遠くに瞬く幾多の

明かりを見ていると、一つ一つの明かりの裏にある

ピータン豆腐の由来

社長のブログ社長のブログ社長のブログ

菜根
「壇」
（三）

呉　立志（ご　りつし）　高級中華調理

師。1993年4月調理師学校に入学し、

調理師としての第一歩を踏み出す。

1994 年 5 月より遼東賓館に勤務。

2006 年 6 月シンガポールに渡り、

調理師として研鑽を積む。2011 年

4 月より湘南菊華大飯店勤務。2014

年 1 月より同店副料理長を務める。

杜　方瑩（と　ほうえい）　

山東省出身。2010 年 7

月青島科技大学にて日

本語語言文学専攻卒業。

2012 年 6 月来日湘南菊

華大飯店勤務。現在、

店舗運営管理部管理課

長を務める。

感謝

菊華大飯店　TEL:0466-46-7866  FAX:0466-46-7865 HP:www.kikkahanten.com 菊華大飯店　TEL:0466-46-7866  FAX:0466-46-7865 HP:www.kikkahanten.com 

　耳に痛い忠告や小言を常に聞き、心の中に思い通りに

ならない物事が常にあってこそ、自分を磨き、大きく成

長できるものだ。

　これに対し、お世辞やほめ言葉ばかり聞き、思い通り

になることばかりだったら、人生を毒の中に沈めてしま

うようなものだ。

原文

　耳中常聞逆耳之言、心中常有払心之事、纔是進徳修行之砥石。

　若言言悦耳、事事快心、便将此生埋在鴆毒之中。

　耳中、常に耳に逆らう言を聞き、心中、常に心に悖る事有り、

　纔（わずか）にこれ徳を進め行いを修る（おさむる）の砥石（しせき）なり。

　若し言々（げんげん）耳を悦ばし、事事（じじ）心に快ければ、便ち（すなわち）

　此の人生を撮りて鴆毒（ちんどく）の中に埋在（まいざい）せしむるなり。

苦言や逆境を進んで受け入れる
　　　　　　　　　　　　　――　「菜根譚」

梅
雨
の
出
来
事

物語を想像せずにいられなかった。絶え間なく落ち

る雨を見つめていると、ふと頭に一つの詩が浮かん

できた。｢憂いの深さを問われれば、延々と続く原野、

満天に舞う綿、梅が色づく季節の雨。｣　延々と広

がる草原に憂いのないところはなく、満天に舞う綿

のように憂いはそこここに舞い散り、梅雨の長雨の

如く憂いは尽きるところを知らない。私の心の中の

言いようのない不安は日本の梅の里に飛んだ。遠く

離れた和歌山県南紀に住む友人が精神病を患ってい

るという知らせを受け、私は動揺した。

　その時、突然、上りエスカレーターで事件は起こ

った。私はただ呆然としていた。一人の老婦人がエ

スカレーターに乗ろうとして転び、足を上、頭を下

にして仰向けに倒れたのだ。エスカレーターはその

まま老婦人の体を乗せゆっくりと動いていた。それ

でも老婦人は諦めず、必死に上体を起こし、頭が段

にぶつからないようにしていた。危ないと思った瞬

間、私は二階のエスカレーターに駆け寄り、片足を

踏み入れ、老婦人の片手を引っ張りながら、頭部を

持ち上げていた。彼女の体の重心は完全に傾き、私

は手を引っ張りながら抱えるように引き上げた。ち

ょうどその時、通りがかりの人が手を貸してくれ、

皆で力を合わせ、老婦人を安全な場所に移すことが

できた。幸にも老婦人に怪我は無く、ただただ感謝

しきりであった。その後、老婦人の姿は菊華大飯店

のある飲食店街に消えていった。しばらくして私が

店に戻ると、店内の半分以上の席がお客様で埋まっ

ていた。と、突然、老婦人の姿が目に飛び込んだ。

婦人はテーブルにつき、麺に舌鼓を打っていた。私

の頭に一つの疑問が浮かんだ。もしかして老婦人は

私の店に来るためにエスカレーターに乗って転んだ

のではないのか？私は直接声をかけることは控え、

代わりに心からの感謝と敬意を込め、店員に暖かい

お茶をサービスするように言った。そして、老婦人

の決して諦めず、常に楽観的に上を目指す姿勢を深

く心に刻み付けた。

　これから先、急に自分の生活があまりにも平凡に

感じることもあるだろう。毎日愚痴を言うような無

意味なことをするわけでもない。日が昇り、また日

が落ち、季節が巡り、全てが巡り巡っている。喜怒

哀楽、出会いと別れ、全てが同じようなもののよう

に思えた。人生という旅路において、私たちは時折

壁に突き当たり、挫折を味わうことがある。足取り

がどんなに重くても或いは軽くても、私たちはその

中から苦しみを味わい、時に途方に暮れ、それと同

時に収穫を得、喜びを味わうのである。ありきたり

の希望を持ち続けさえすれば、自分自身の心の平安

を得ることができる。

　雨はまだ止まない。近くの民家の庭ではアジサイ

が雨に濡れ生き生きと咲き誇っている。まるで微か

な香りを漂わせているかのようだ。その光景を見て

いるうちに、イライラとしていた気持ちが徐々に落

ち着いてきた。

　老婦人の幸せと、友人が一日も早く快復し元の生

活に戻ることを祈って止まない。

　人生とはもともと本当にありふれたものなのだか

ら。

季節
料理

￥1,280ゴーヤチャンプルー

ピータン豆腐の作り方：

主な材料：ピータン（松花蛋）
その他材料：唐辛子、長葱、香菜、豆腐、杏仁、ごま油、
　　　　　　塩、ラー油少々、醤油
1. ピータンは水にいれ軽く煮て（殺菌のため）、そ
　　の後冷水に浸し冷やす。こうすることで、ピータン
　　の黄色い凝固部分が包丁につかず切り易くなる。
2. 冷やしたピータンの皮を剥く。
3. 皮を剥いたピータンをさいの目に切る。
4. 長葱はみじん切り、杏仁は包丁を使い砕き、唐辛
　　子は小さめに刻み、香菜はみじん切りにする。
5. 絹豆腐はさいの目に切り、皿に盛る。
6. 豆腐の上に塩とその他の調味料を全てかけ、更に
　　ごま油、ラー油、日本の醤油、砕いた杏仁をふり
　　かければ出来上がり。

菊華
料理教室

夏の飲食についての豆知識

菊華お土産・ギフト

無料サラダバー ランチタイム限定

飲茶館限定菊華お粥セット

菊
華
メ
ッ
セ
ー
ジ

呉　立志

湘南産のしらすを贅沢にトッピング。ニンジ

ンの汁を練り込んだモチモチの皮で色鮮や

かに仕上げました。 神奈川県藤沢市湘南台 2-16-18

菊華大飯店 菊華食品館

0466-46-7866予約
電話 0466-46-7865FAX 0466-53-8188予約

電話 0466-53-8189FAX

藤沢市湘南台 2-5-11 ウエストプラザ２階

新商品
NEW!

お菓子詰め合わせ月餅 2種詰め合わせ

ご注文受付先

（10 個入り） （5 個入り） （10個入り） （15 個入り）

950 円 1,600 円 2,200 円1,800 円 (税込 1,026 円） (税込 1,728 円） (税込 2,376 円）(税込 1,944 円）

A1 A2 お菓子詰め合わせA3 お菓子詰め合わせA4

あ
り
が
と
う

杜
　
方
瑩

湘
南し

ら
す焼

売
1,200円（税別）

（10 個入 /1 パック）


