敷島
珈琲店
通信

住
所：岐阜市敷島町 3-13
電
話：058-216-0557
営業時間：平 日：7:00-21:00
土日祝：7:00-19:00
定 休 日：年中無休
（年末年始を除く）

毎⽇ 暑いですね ⼦供たちは 夏休みと
⾔うことで この暑さを謳歌しているよう
ですが ⼤⼈には厳しい暑さ 皆さん 体
調管理には⼗分 気を付けてくださいね
ちなみに 敷島珈琲店では お客様にのん
びり過ごしていただきたく 涼しい空間を
ご⽤意していますので ⽔出しアイスコ
ヒ でも飲みながらホ トケ キをお楽し
みいただければと思います
さて 今回はそのホ トケ キの話
敷島珈琲店の看板メニ
といえば 何と
い てもホ トケ キ 世間はパンケ キ
ブ ム 週末ともなれば 東京・⼤阪・名
古屋と⾊々な地域の⽅々が敷島珈琲店にお
越しになります
ところで パンケ キとホ トケ キは呼
び⽅が違いますが 実は同じものなんです
敷島珈琲店では パンケ キと呼ばずに
ホ トケ キと呼んでいるんですが 何故
かと⾔うと 僕の中では やはりホ トケ
キという呼び⽅に馴染みがありまして ⼦
供の時に⺟親が作 てくれたのは ホ ト
ケ キですし ﹁しろくまち んのホ ト
ケ キ﹂は⼤好きな絵本の１つでした や
はり僕にと ては 懐かしくて馴染みがあ
るのは パンケ キではなく ホ トケ
キなんですよね
さて そのホ トケ キですが 開発まで
に１年近く費やしました 全国の美味しい
といわれるホ トケ キを⾷べ歩いては勉
強したんです

http://www.shikishimacoﬀee.com
敷島珈琲店では、日々の出来事を
ブログ「敷島珈琲店をめぐる冒険」
をはじめ、ツイッター、フェイス
ブック、ミクシィ、インスタグラム
で綴っています。ぜひご覧ください。

楽しみにしていて
くれたかな？
♪

© うかいしろう

第２号の今回は 私ミサキの⾃⼰紹介をさ
せていただきます 昭和５４年８⽉２０⽇
⽣まれのＯ型です ⽣まれは⾼知県南国市
ですが ⽗の転勤で 岐⾩県の⽷貫町 愛
知県の半⽥市へと引 越し ⼤学時代には
アメリカのテキサス州へ約４年間留学しま
した 卒業後は国際職を募集していた岐⾩
県庁に就職し そこでマスタ と運命の出
会いを果たしました！﹁ この⼈の夢を⼀緒
に叶えたい！﹂と思うようになり退職を決
意 敷島珈琲店を⼆⼈でオ プンしました
実は お菓⼦作りは苦⼿なんですが 得意
なのはバレ ボ ル 県庁バレ 部のエ
スアタ カ をや ていました バレ で
競輪選⼿並みに育 た太ももは いまだに
細くなりません︵涙︶ 性格は﹁ 穏やか﹂
﹁単
純﹂
﹁ お⼈好し﹂
﹁ 情熱的﹂を⾜して４で割
た感じです♪
︵ミサキ︶

おもしろきこともなき世を⾯⽩く
⾼杉晋作の辞世の句です 僕の座右の銘で
もありますが 世の中 せちがらいですし
⽣きていくのは多かれ少なかれ⼤変ですよ
ね 毎⽇ ⾯⽩くないと思 てる⽅も多い
と思います でも これ て今の時代だけ
かと思いきや 昔も同じだ たんですね
とは⾔え 考え⽅や⾏動を変えることで
そんな世の中でも⾯⽩く⽣きることができ

る気がします まさに⾼杉晋作のカリスマ性
はそんな考え⽅から⽣まれたかも知れません
ね ⼀度きりの⼈⽣ですし いつ何が起こる
か分かりませんから ⽇々⾯⽩く⽣きようと
思うことは⼤切なことだと思います
︵ヨウスケ︶

タテのカギ

1 AKB の A は何の略？

2 3K は○○○・ 汚い ・ 危険

3 ミサキの留学先

4 ○○だるま、○○合戦

5 ダイエットの敵

ヨコのカギ

1 夏が終わると ・ ・ ・

2 はがきに貼るもの

3 バレーボールの⽇本語訳

4 FC 岐⾩の監督は？

5 細粒化した⾃然⾦のこと

♪

でも ⽣地が美味しいと思えるホ トケ
キになかなか巡り会えませんでした
そこで 僕と妻がイメ ジする理想のホ
トケ キ開発がようやくスタ ト ⽬指
すは 誰もが驚くふわふわな触感と ⼝
の中でほどけていくホロホロの触感 そ
してまた⾷べてみたいと思 ていただけ
る美味しさです
最後は粉の分量を１グラムづつ調整した
りと 地道な世界でしたが 努⼒のかい
あ て⽇本で⼀番おいしいと思えるホ
トケ キが完成しました 特に鉄板に乗
たホ トケ キは飾り気が全くありませ
んので ⽣地の味だけが勝負
でも 敷島珈琲店では この鉄板のホ
トケ キを⼀番にオススメしています
ところで よく皆さんには 家でホ ト
ケ キを焼いてもこんなに美味しくなら
ないから特別な材料を使 てるんじ な
いかと聞かれるんですが 実は バタ
を除いてご家庭にあるようなものを使
てるんですよ その材料をを銅版で焼き
上げるだけ
ホ トケ キは 男性にも⼥性にも⼈気
がありますが ⼀番反応が良いのが お
⼦様 これは予想外の結果でして でも
僕も妻も⼀番うれしい反響です
いつの⽇か 思い出の味が敷島珈琲店の
ホ トケ キと⾔ てもらえる⽇を夢⾒
て今回のコラムはお開きとします
︵ヨウスケ︶

答えのヒント：敷島珈琲店の新メニュー♡

6 スイカやカボチャは○○科

ミサキ

作・絵

平成 27 年 8 ⽉号

