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全国菓子大博覧会名誉総裁
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日、広島商工会議所において第４回総
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英国・

哲学博士（英

鳥居約１・１ｍ、社殿約

㎝となる。「お菓子美術館」

は１５０を超える工芸菓子

は、県外にも目を向け、来

たことへの御礼と第２期で

売り入場券が順調に推移し

竹内委員長より、第１期前

総会では先ず実行委員会

銘菓を目指し、国内生産量

クト」では、広島の新たな

イーツ新商品開発プロジェ

る。 ま た、「 広 島 レ モ ン ス

菓をブロック別に展示す

めぐり館」では、全国の銘

を 展 示 す る。「 全 国 お 菓 子

となられている。５月には

場者誘致や情報発信を図る

ひろしま菓子博の
進捗状況及び今後
の取組について

福岡県の太宰府天満宮幼稚

前売り入場券は、本年９

したお菓子を発表する。

園で、園児に和菓子を楽し

進 捗 状 況 で は、「 お 菓 子

日本一の広島レモンを使用

のテーマ館」は嚴島神社の

ことが述べられた。

にご家族一緒で御

菓子博

日までの第１期販売期
る。写真や図面を参考にす

３５５枚で販売目標

間における実績は、

月

るだけでなく、色見本を神

に対する達成率が約

成りされた。

笠総合研究機構ポストドク

社から借りて、細部にこだ

なった。今後は
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トラルフェローとしてご勤

ら、旧広島市民球場跡地に
月より、慈照

わり、形や色が本物同様に
年

年

万枚

％と

月下旬か

（熊本県菓子工業組合常任

理事）

▽旭日単光章＝扇原紀昭氏
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別招聘准教授にご就任
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営が始まる。

ｍ、

工芸菓子制作を進めてい

また、菓子博では、岩手

んでもらった。

彬子女王殿下がご就任
ひろしま菓子博実行委員会では、
会を開催、事業の進捗状況及び今後の取組についてを説明した。席上、寬仁親王

和菓子など日本の素晴らし
游舎」を設立、発起人代表

るため、文化継承団体「心

殿下のご逝去により、空位となっていた名誉総裁に、寬仁親王殿下第１女子彬子

名誉総裁にご就任された
い伝統文化を子供達に伝え

（あきこ）女王殿下がご就任されたことを発表した。

彬子女王殿下は、本年４月、

月
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所員にご就任

マソングにあわせたダンス
ゼント・クイズ大会を実施。
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▽黄綬褒章＝小島三津夫氏

ま た、「 広 島 ダ ン ス カ ン パ

工業組合理事長）

「ひろしま菓子博２０ １ ３

桜梅
桃李

ない。食後の正しい歯磨き

こそが大事で、これが出来

ていなければ、どんな食べ

物でも虫歯の原因となる。

その他、上生菓子の「か

抵抗力が弱くなり、虫歯や

ぎると細菌に対する口腔の

の歯がボロボロであれば、

は健康に良い」と言った方

き を 徹 底 し た い。「 お 菓 子

んだからこそ、食後の歯磨

であるなら、お菓子屋さ

しなりくん」の販売、公式

歯周病になりやすくなる、

説得力に欠けると思う。

最近、歯医者から

アニメ「かしなりくんと愉

と言われた。フードビジネ

また、ある方は「歯を磨

スに関わっている私として
は、歯に無関心ではいられ

菓子の好きな人は皆、虫歯

物があげられる。では、お

よく、虫歯の原因に甘い

爽やかさを表すだろう。

元は、その人の品性や教養、

と言った。清潔感のある口

くことは、人格をも磨く」

００日を切った菓子博の開

になるのか。そうとは限ら

ない、と反省した。

催に向けて絶好のアピール

全菓連総務・渡辺嘉一郎

の場となった。

人々が来場し、開幕まで２

会場には両日とも多くの

を閉じた。

快な仲間達」上映などＰＲ
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は飴細による工菓子博キャ

ステージ横の特設会場で

上げた。

援に駆け付け、菓子博テー

ズユニット「ＭＭＪ」が応
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回全国菓子大博覧
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品等が会場を華やかに彩
った。
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信 頼 拡 げ る 全 菓 連
発行人

全国菓子工業組合連合会
理事長 岡本楢雄
発行所 全菓連共済ビルヂング株式会社
〒107-0062 東京都港区南青山５丁目12番４号
ＴＥＬ03（3400）8901㈹ ＦＡＸ03（3407）5486
購読料年額（送料共） 組合員 600円／一般 2,000円

11個の円…①和菓子②洋菓子③煎餅④
飴砂糖菓子⑤豆菓子⑥おこし⑦甘納
豆⑧チョコ⑨ビスケット⑩スナック
菓子⑪ガム 菓子11種全部の集まり
中心の C…菓子のConfectioneryの頭文字
横串の５個の円…団子と団結を表わす
全形…橘の花、中心の金色の円とCは
デザイン
雄しべ雌しべ、周りの白い円は花弁 東京藝術大学池田政治教授
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（１） 平成24年11月15日

行の食品衛生法︑ＪＡＳ法︑

る︒新法制定の趣旨は︑現

べく準備作業を進めてい

までに法案を国会に提出す

下︑来年３月

者庁では目

される︒消費

表示法が制定

新しい食品

て意見提出を行ってきた

の協力を得ながら国に対し

意見交換を含め︑各県組合

関係団体︑国・与党等との

った︒この間︑全菓連では

討ということで棚上げとな

は結論が得られず︑別途検

組み換え表示などについて

の原料原産地表示︑遺伝子

製造者などの一般的事項や

示は名称︑原材料︑内容量︑

ること︒すなわち︑義務表

容にすることを最優先とす

し消費者に分かりやすい内

絞り込んで︑文字を大きく

な食品表示は︑表示事項を

張してきた表示項目︒新た

は全菓連が事あるごとに主

成分の数値は異なってく

品質︑使用方法により栄養

される原材料の種類︑産年︑

状態が異なる︒また︑使用

物は収穫年によって品質の

料とすることが多く︑農作

で生産された農産物を主原

と︒菓子はそれぞれの地域

を定めて任意表示とするこ

問題︒報告書では別途に検

第３は原料原産地表示の

なりかねないからである︒

存続すら危ぶまれることに

強いることとなり︑経営の

れら事業者に多大な負担を

養成分表示の義務化は︑こ

役割を果たしているが︑栄

域経済︑生活文化に大きな

ある商品を製造販売し︑地

名などの情報は商品の素性

賞味期限︑原材料︑製造者

側からすれば︑商品の名称︑

もちろんであるが︑消費者

回収の情報源となることは

への迅速な原因究明︑製品

の安全性の確保︒事故発生

は︑人の生命を支える食品

の機能が求められる︒第１

食品表示には本来︑二つ

とれた日本の食卓は︑多様

米などに比べてバランスの

点も忘れてはならない︒欧

実行可能性が不可欠である

い︒義務表示には事業者の

末転倒といわざるを得な

が犠牲になるとすれば︑本

い﹂という消費者のニーズ

めに﹁見やすい︑分りやす

ろんない︒しかし︑そのた

健康増進法の三つの法律の

まとめた︒同報告書の大要

い今年８月に報告書を取り

会で各界との意見交換を行

降︑有識者で構成する検討

め︑新しい表示制度を定め

り出して一つの法律にまと

ていくのか︑今後の動向を

閣府令等の内容がどうなっ

制度設計の決め手となる内

が︑法案とともに具体的な

示とすべきではないかとい

力を助長する方向で任意表

ついては事業者の自主的努

絞込み︑それ以外の事項に

に重要な影響及ぼす事項に

アレルギー表示等健康危害

ない︒しかも︑全国に数多

確性を担保することはでき

があり︑栄養成分表示の正

原料の配合を変更すること

や湿度の状況に合わせて︑

る︒更に︑季節ごとの温度

応不可能であることを引き

もコスト負担の面からも対

を変更することは物理的に

の都度︑表示ラベル︑包装

材料の変更を求められ︑そ

変動などによって頻繁に原

る︒しかも︑作柄・価格の

多くの原材料を使用してい

る︒菓子は加工度が高く︑

治決断すべしとの声もあ

費者団体など一部からは政

討することとされたが︑消

機会の確保︒生活の質の向

の自主的かつ合理的な選択

もう一つの役割が消費者

られるわけである︒

すい﹂表示が優先して求め

れ ば︑﹁ 見 や す い︑ 分 り や

らこそ︑消費者にとってみ

が前提となっている︒だか

パスポートは製造者の責任

ト﹂の役割を果たしている︒

す れ ば︑﹁ 安 心 の パ ス ポ ー

を知る唯一のよすが︒換言

費者双方の自主的な努力が

高度化に向けた事業者︑消

には同時に︑消費者情報の

いか︒消費者の安心の向上

工夫が求められるのではな

めた日本独自の制度設計︑

はなく︑そうした視点も含

費者の知りたい権利だけで

新しい食品表示には単に消

を抜きにしては語れない︒

地域の農水産業と食品産業

な自然条件の下で営まれる

中から表示に係る部分を取

は次の２点︒一つは消費者

注視しつつ必要な対応を行

食品表示新法に求められるもの

にとって見やすい︑分りや

っていかなければならない︒

続き強く訴えていかなけれ

て︑栄養成分の表示が直ち

上という表示の目的からし

いうまでもない︒

合わせて必要であることは

ようとするもの︒昨年秋以

すい表示をどう実現できる

く存在する中小菓子製造事

ばならない︒

︱ 分りやすさを第一に安心の向上を ︱

か︒もう一つが前者と相矛
う主張である︒

業者は地域の食文化︑伝統

□

技術をもとに様々な特色の

□
第２には︑栄養成分表示

盾する栄養成分表示の義務

については︑従来通り基準

全菓連専務・矢部正行

これまでの全菓連の意見

に否定されるわけではもち

は大きくは次の三点︒第１

□

化である︒栄養表示の施行

□

は５年後とする︒加工食品

優良施設として︑厚生大臣賞ならびに日本食品衛生
協会会長賞を受賞した︒同表彰の会で厚生大臣賞を

夫

▽新潟県＝内山主計︑川口

業㈱︑▽埼玉県＝る・菓壇︑

舗︑▽岩手県＝白石食品工

▽北海道＝㈲山本菓子

市︑根立照男︑▽埼玉県＝

本保範︑▽群馬県＝清水亮

一︑斎藤隆︑▽茨城県＝岡

邊英司︑▽福島県＝佐藤敬

男︑森保次︑▽秋田県＝渡

宮城県＝大石功︑浅野嘉二

▽青森県＝照井幸男︑▽

＝高田睦生

＝川崎隆一郎︑▽北九州市

古屋市＝鈴木章︑▽神戸市

志光紀︑小森堅一郎︑▽名

男︑▽横浜市＝早川徹︑合

三︑▽さいたま市＝斉藤一

北川和喜︑▽仙台市＝星賢

県＝山本紘一︑▽熊本県＝

高知県＝大石忠生︑▽福岡

県＝常盤堂製菓㈱︑▽和歌

阪府＝㈱ロワール︑▽兵庫

盛堂︑京菓子司大黒屋︑▽大

庵︑▽京都府＝御菓子司長

清泉庵︑▽滋賀県＝叶匠寿

ギ製菓㈱︑▽三重県＝亀屋

県＝㈱マツヤ本社工場︑ス

菓㈱白鳥第一工場︑▽愛知

長良園︑▽静岡県＝三立製

岡市＝坂本伯朗

江田勝信︑内田幸一︑▽鹿

県＝江口輝海︑▽宮崎県＝

▽愛媛県＝高城顯︑▽佐賀

誠︑▽徳島県＝島尾義治︑

千葉市＝御菓子司榎家︑▽

＝協力産業㈲伊達本舗︑▽

かまど本社工場︑▽長崎県

子舗㈲︑▽香川県＝㈱名物

月堂︑▽徳島県＝きくや菓

▽兵庫県＝三田菓庵西村清

▽徳島県＝立石博︑▽愛媛

▽和歌山県＝切畑屋孟文︑

久郎︑▽奈良県＝米山陽︑

▽兵庫県＝辻康信︑片島登

原敏雄︑▽大阪府＝原幹雄︑

＝大澤正一︑▽愛知県＝杉

正幸︑浅野耕市︑▽長野県

卜部三郎︑▽福井県＝冨田

野県＝㈲紅谷︑▽岐阜県＝

店︑▽石川県＝桶和︑▽長

松月︑▽新潟県＝大津菓子

屋製菓㈱︑㈲宇佐美製菓︑

菓子舗︑▽神奈川県＝豊島

工場︑▽東京都＝㈱田口屋

▽群馬県＝㈱関越物産群馬

▽福島県＝長栄軒香桃梨︑

▽岩手県＝㈱黄金製パン︑

︑
Wind Mill

▽北九州市＝鶴屋八幡支店

都市＝㈱進々堂本社工場︑

市＝㈱豊栄横浜工場︑▽京

市＝和生菓子司家︑▽横浜

＝近藤松月堂︑▽さいたま

＝㈲喜久屋製菓︑▽大分県

ランパ・㈲さかき︑▽熊本県

川︑▽長崎県＝お菓子のグ

工場︑▽佐賀県＝菓子司古

香川県＝㈲マルキン製パン

食品衛生優良施設

児島県＝川畑善照︑大園順

大阪市＝㈱エフベーカリー

県＝高橋修︑白石惠一︑▽

▽広島県＝桜南食品㈱︑▽

一︑▽沖縄県＝友利富夫︑

コーポレーション︑トップ

▽北海道＝

義雄︑▽岩手県＝中村好宏︑

▽京都市＝澤原勇雄︑▽大

製菓㈱

食品衛生優良施設

日本食品衛生協会会長賞

洋一︑▽富山県＝大村

▽千葉県＝㈱喜八堂野田工

桜井豊治︑▽東京都＝山口

＝三河正圓︑▽北九州市＝

▽静岡県＝大川弘美︑▽愛

場︑▽東京都＝㈱文銭堂本

善久︑▽石川県＝岡島一芳︑

丸山道和︑大坪靖吉︑▽福

知県＝酒井宏︑▽三重県＝

舗︑▽愛知県＝㈱松風堂清

山県＝アイリス洋菓子店︑
上野幸廣︑▽大阪府＝池尻

州工場︑㈱泉屋製菓総本舗︑

佐々木久一︑▽宮城県＝熊

阪市＝桝井増太郎︑▽神戸

受賞された食品衛生功労者は二〇六名︑同優良施設

谷正三︑▽茨城県＝泉川博︑

市＝橋本幸太郎︑▽広島市

は一二〇施設︑日本食品衛生協会会長賞を受賞され

▽千葉県＝越川光雄︑▽東

た食品衛生功労者は三四二名︑同優良施設は二四一

京都＝三枝正彦︑米津進︑

食品衛生優良施設
誠︑▽兵庫県＝松原恒美︑



回﹁食

日︑東京・明治座で開か

57

施設であった︒受賞された菓子関係者は次のとおり︒
敬称略︒

厚生大臣賞受賞者
食品衛生優良施設
▽北海道＝佐々木廣道︑
渡邊孝︑▽青森県＝小金沢

▽奈良県＝深谷修次︑服部

菓子関係者多数が受賞

食品衛生表彰

月

厚労省︑㈳日本食品衛生協会主催による第
品衛生表彰の会﹂が
26

れ︑菓子関係者多数が食品衛生功労者及び食品衛生

10
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第884号

低コスト多収穫稲作に取り組む

海道立中央農業試験場岩見

日に産地研修会を実施、北

北海道の水稲は耐冷性の強

ある。同試験地によれば、

性に優れた新品種の育成に

特筆される。北海道産米の

的に取り組んできたことも

件に応じた産地育成に積極

作付指標』に基づき気象条

地での客土による良食味米

り組んでいる。一つは泥炭

つかの具体的なテーマに取

管理試験と合わせて、いく

直播は４００

進みつつある。道内の乾田

の乾田直播栽培への取組が

用大型機械を利用した水稲

と全体の１

化中心に長年の品種改良の

の結果、積算温度に達した

積み重ねがある。また、そ
感にあり、外食、レトルト

特色は食味の良さ、値ごろ
の作土

㎝を剥ぎ取り、泥

栽培の普及。泥炭層の表面

力化と収益性向上に期待す

％に満たないが、大幅な省

感温性により、日長に支配

ら花芽分化が始まるという

いる。もち米の生産も全国

全国レベルに広がってきて

く、家庭消費用米の販売も

食品など業務用ばかりでな

もので、透水性の良い客土

たうえに作土を戻すという

火山性土）５～

㎝を敷い

炭層の上に砂質客土（粗粒

とも関係しているが、稲作

園芸作物が増加しているこ

への関心は空知などで近年

る生産者は多い。省力技術

数の米産地となり、平成
年産のうるち米の予想集荷
されずに出穂し成熟するこ

直播用品種の選抜

種、加工用品種、

用高収量・耐冷品

町に位置し、業務

の岩見沢市上札幌

川下流の空知平野

どの有望品種が登場し、北

「 ゆ め ぴ り か（ 特 Ａ ）」 な

ろづき」、「ふっくりんこ」、

れ る。 さ ら に 近 年、「 お ぼ

付面積の８割以上が占めら

Ａ ）」 で、 こ の ３ 品 種 で 作

しのゆめ」、「ななつぼし（特

品種は「きらら３９７」、「ほ

品種特性から独自の栽培技

相違点であるが、そうした

県の稲の生育相との大きな

養成長が重複している。府

盛んであり、生殖生長と栄

時期は栄養成長の分けつが

になることが多いが、この

成期は６月末から７月上旬

う。北海道の水稲の幼穂形

てきたことが大きい、とい

地では新品種の開発と肥培

二つの方向がある。同試験

務用米の低コスト化という

子など加工用米を含めた業

更なるブランド化と、②菓

としては、①家庭消費米の

っている。

たゆきもち」の販売が始ま

２品種のほか、新品種「き

ち」、「風の子もち」の主力

１ で あ り、「 は く ち ょ う も

んできた稲作農家が、畑作

麦などの水田転作に取り組

空知、上川地区などでは小

稲の主力産地となっている

栽培技術の普及である。水

二つ目は不耕起乾田直播

が低減されて食味が改良さ

ことから、米粒タンパク質

な窒素の吸収が抑制される

に伸びることを制限し余分

材によって稲の根が泥炭層

ある、としていた。

ニーズを知ることが大事で

は、生産者がもっと実需者

菓子など加工用米に関して

るが、現場の意欲は高い。

は課題がいろいろと出てく

の安定多収栽培の普及であ

う。三つ目は、業務用など

への取組意欲も高いとい

を目指す生産者の直播栽培

部門の規模拡大と収益向上

万トン。主な作付

月

試験、不耕起乾田

海道産米が全国的に注目さ

術が発展していった。道庁

る。いずれも現場レベルで

直播栽培技術、業

れるようになっている。北

などが『地帯別優良品種の

れるという。

務用良食味肥培管

海道稲作の発展は、まず第

北海道稲作の今後の課題

理技術の確立等に

１に耐冷性、良食味・収量

１位の

量（
とができる個体が選抜され

潟県と１、２を争う全国有

北海道岩見沢試験地を視察
加工用米需要者団体協議

沢試験地を訪問し、圃場の

ha

日現在）は全国

25

取り組んでいる。

10

24

北海道は今日、新

同試験地は石狩

視察等を行った。
15

会（全菓連など加工用米需
要者団体で構成）は９月

試験圃場

10
62

全菓連・関東甲信越ブロ

た。装飾業者が作成した図

面積全体の修正値が示され

会の後、広島県からブース

利用の方法などを含めて工

→

○組合員の出展意欲が低下

は検討する（広島）。

を考えていくべきだ
（新潟）
。 →

撤去廃棄物の一括処理

を お 願 い し た い（ 栃 木 ）。

棄物は主催者側で一括処理

か。展示ブース撤去後の廃

ロック全体で考えたらどう

ルバイトに委託するなどブ

株主の利益を優先して経営

立、運営される株式会社で、

県等からの出資により設

ない。一方、ビル会社は各

なっていて財源的な余裕は

によって運営されることに

員である各県からの賦課金

→

全菓連は原則として会

持ち帰る。開催期間中のゴ

り発生するゴミは出展者が

（ⅲ）開催前の搬出入によ

業者の発送窓口を設置。

返送は、会場内に物流指定

（ⅱ）賞味期限切れ商品の

る。

能だが割高になる恐れがあ

（ⅷ）メインストリート等

願いたい。

ルバイト以外の配置を検討

などの責任を負うため、ア

責任者は緊急時の避難誘導

応などの業務を行う。運営

の維持管理、入場規制の対

任者２名配置し、展示商品

月

各県の境界となる側面

夫していきたい
（装飾業者）
。 している。菓子博の意義、

が行われなければならな

ミは「出展（店）マニュア

の共用部分の清掃は、実行

菓子会館大会議室で開催さ
面をもとに具体的な検討を

れた。会議には大窪ブロッ

委員会が負担するが、ブロ

敬称略

ブロック幹事長表彰

ック・ブース内の清掃は各

○ブロック全体の装飾は決

展準備、清掃等に利用でき

の受賞者
年 月 日

○開催期間中の管理は、各

終了後）に行うことを決定。

ないか（新潟）。

助成も考えていくべきでは

がもっと関与し、財源的な

可能。別途業者の利用も可

指定業者「日通」の利用が

での搬送・受渡しは、物流

ク・ブースの管理は運営責

（ⅶ）開催期間中のブロッ

年１月末を予定。

京都‥山口哲正

長久／新潟県‥岸洋助／東

‥島村茂雄／山梨県‥内田

その他

る時間帯は、平日／午前８

平成

賛を仰いでいる。一人でも

組合の対応は難しいのでア

千葉県‥平野實／神奈川県

茨城県‥桐村幸雄／栃木県

18

時・午後６時

時・午後８

10

多くの入場者に展示商品を

日（全国組合幹部研修会

24

見てもらえるよう展示方法

25

前回の会議で全体の方

ル」により対応。
まっているのか。各県ブー

時半～午前

い。ビル会社は目下、不況

行いたい（長野）。

～午後７時、夜間開催日／

下で配当を確保できるギリ

○今後の菓子博の展望にも

スの位置はどうなるのか

とも問題。協賛金等の計算

○上記のほか、広島県から

８時半～午前

‥川又和博／群馬県‥大越

あり方を考えていくべき時

ク幹事長、黒川東京都理事

（新潟、千葉）。

基礎のパン・菓子販売額に

全国各県組合からの問い合

時～午後９時半

正禎／埼玉県‥小林睦雄／

期にきているのではない

長、各都県理事長・役員ほ
資するという観点から、広

→

は組合員以外の米菓など大

わせ事項に関して以下の説

（ⅵ）全国めぐり館の販売

ブロックの負担とする。

島県から提案のあった全国

向性を確認している。各県

手企業が含まれている。入

明が行われた。

スタッフの登録は、平成

（ⅳ）ＦＡＸ、パソコンの

めぐり館での販売を行うこ

ブースの位置は抽選で決め

場券の割当も従来３～４％

（ⅰ）発送商品（展示商品、

モバイル環境は現在検討中。

か、全菓連から岡本理事長、

ととした。最低１千万円の

る方法もある。詳細につい

の利用しかなく無駄になっ

工芸菓子を含む）の会場内

ギリの経営状況にある（全

竹内副理事長、矢部専務が

販売目標を立てている。売

ては次回に協議することと

ている。他の経費で見積も

か。協賛金等の負担で組合

会議では冒頭、大窪ブロ

上確保のためのブースの位

してはどうか（長野、茨城）。

るべきではないか。全菓連

（ⅴ）全国めぐり館での出

ック幹事長による組合功労

置について然るべき配慮を

月

菓連）。

表 彰 が 行 わ れ（ 別 記 ）、 続

願いたい（東京）。

次回のブロック協議を

の財政がひっ迫しているこ

いて全菓連の近況報告、広

○出展意欲が低調のなかで

全国めぐり館の運営

10

10

出席した。

島菓子博の準備状況、各県

苦労して組合員の出品、協

ック会議は

関東甲信越ブロック会議・東京菓子会館で開催

広島菓子博への対応など協議

日、東京

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

28

提出議案の説明があり、以

18

下の意見交換が行われた。

10

○９月７日のブロック協議

28

11
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洋菓子講習

Ｂ．パン

ド

氏

ジェンヌ

㎝ ２台分

平岡 強

【基礎編】

日本菓子専門 学 校 教 育 局 部 長

ショコラ マロン カシス

【配合】
ショコラ
％）

…………１１５ｇ

ｇ

ｇ

ＳＰ……………………２ｇ

全卵………………１２０ｇ

トレモリン……………

ｇ

ｇ
％）

ショコラ

ノワール（

ｇ

と な り、「 パ ン・ 菓 子 業 界

記念シンポジウムでは、

功労者表彰として、経済産

業省より田中利幸理事長に

理事長の式辞の後、経済産

………………
薄力粉…………………

ｇ

ｇ

ｇ

ＢＰ……………………２ｇ
バター…………………
ブリュレ

％）…１００ｇ

Ｃ．クレーム
マロン
クリーム（
牛乳……………………
卵黄……………………
グラニュー糖…………
ヴァニラビーンズ

マロン

クリーム（

オ

レ

ヌートル

この製品は、酸味の強い

マロンとカシスは、とて

コラを合わせてあります。

ショ

カシスと濃厚な甘みのマロ

も相性が良くフランス菓子

ジェンヌ

②再びＥを流し冷凍したＣ

ンとを合わせさらに、ほの

㎝のセルクルに

リームを組み合わせてあり

今回は、色々な生地、ク

もとても綺麗です。

また、見た目にも色合い

ド

を載せ、さらにＥを少量流

かにキャラメル風味のする

ではよく使われます。

１㎝厚に流す。

を使って全体の味をまとめ

パン

ｃ．泡立てたクリームと合

しＡで蓋をして冷凍する。

ミルクチョコ（キャラメリ

チンを加え裏漉す。

リームを合わせる。
わせる。

③②が固まったらセルクル

ア）を使用したムースで全

③Ｃを仕込む。

⑥Ｆを仕込む。

を外し温めたＦを全体にコ

体を包み同じミルクチョコ

％）…４００ｇ

ａ．クリーム、ナパージュ

ーティングする。

ブランとカシス

コンポートを

パージュ

マロンに

ｂ．溶かしたショコラ

ています。

ド

メ

ヌートル、水をいっしょに

④Ｆが固まる前に素早くナ

ｂ．最後にイタリアン

沸騰させ溶かしゼラチンを

ａ．クリーム、牛乳、卵黄、

加える。

ショコ

ｄ．カシス

レンゲを合わせる。

散らし８㎜厚のＢを載せて

ｃ．直径

ｂ．パート

グラニュー糖、ヴァニラで

少量ずつａを加え滑らかに

アングレーズを煮上げゼラ

ｇ

冷凍する。

ピュレを合わせたものをパ

なる様混ぜ合わせ、直径

イピングする。

複雑そうですが一つ一つの

レ、ショコラ

土台には、ヘーゼルナッ
を混ぜ合わせ裏漉す。

ブランにａ

⑤Ｅを仕込む。

配合は基本的な仕込みのも

ａ．クリーム、卵黄、グラ

㎝のセルクルに流し冷凍す
る。

ツを使用したダコワーズを

のが多いので上手く使える

ノワールで作

⑤ショコラ

ものを組み合わせてアレン

【仕上工程】

ダ

ニュー糖でアングレーズを

使いもう一つ、パート

ジ出来ると思います。

マンド

ノワール使った

った飾りと渋皮付マロンを

④Ｄを仕込む。

㎝セルクルにＥを

１㎝厚位に流し冷凍したＤ

【製品の特徴】

ショコラ

載せ金箔で飾り付ける。

①直径
オ

を載せる。

と
)

作りゼラチンを加え溶かす。
ｂ．溶かしたショコラ
ド

たゼラチン、クレーム

レとａを混ぜ合わ。

▼今回、経済政策の効果

くに、消費者物価の安定は、

響を与えることになる。と

生活や企業活動に大きな影

る効果などを通じて国民の

安定だと、所得分配に与え

一、物価の安定。物価が不

国民の暮らしは、むしろ悪

質的な失業は増えている。

おり、雇用は不安定で、実

ない。実質賃金は減少して

からすべて良い、とは言え

言われる現在、物価が安い

経済が低迷し、デフレと

のを比較する必要がある。

るには、資本投下されたも

ている。これを明確にさせ

ようなものまで投資とされ

が、現実は、疑問視される

本を投じる活動を指す。だ

増加させるために現在の資

則に沿う適正な政策に収れ

ない政策、つまり、経済原

を聴き、かつ、大衆迎合で

ければならない。国民の声

本に適した政策を立案しな

透明だ。やはり、日本は日

持ち込み、機能するかは不

エコノミストがいた。

が投資効率は良い」という

ちた。明らかに都市部の方

た成長率が、３〜４％に落

果、それまで７〜８％だっ

づき地方の開発を進めた結

ない。日本列島改造論に基

全菓連だより

について考える機会があっ

所得分配の公正さの基礎と

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

カシスを合わせ泡立てたク

ロ
( ーマジパン

ａ．カシスピュレ、溶かし

オ

ｇ

％）…１６０ｇ

Ｆ．グラサージュ
ラ
クリーム（
ナパージュ
………………
水………………………
ショコラ

レ（キャラ

メリア）…………２００ｇ

オ

ｇ

ショコラ

【仕上材料】

ブラン

カシスのコンポート
ナパージュ

ノワール

渋皮付きマロン
ショコラ
金箔
【仕込上工程】
①Ａを仕込み、丸口金
㎝に絞り１９０℃

たので、参考までにお付き

比較すれば、投資効率、つ

る。とくに政権党は、この

の大切な仕事の一つであ

んさせていくことは、政党

は、投資が必要であること

と、持続する効果を得るに

これらを考えあわせる

合い頂ければ幸いです。

くなっていると思う。経済

ま り、 資 本 が 増 加 し た 率

②Ｂを仕込む。

のオーブンで焼成する。

で直径

番

板ゼラチン………４・５ｇ

ｇ

ｇ

ｇ

ブラン……

ｇ

…………１／５本

ド

ｇ

ｇ

ｇ

青おい板ゼラチン……４ｇ
パート

カシス

………………

カシス

ピュレ………

Ｄ．ムース
カシス
ド
………………

クレーム

メレンゲ

％）………

板ゼラチン……………４ｇ
クリーム（
イタリアン

なるので、物価の安定が大

（マイナスの場合は投資と

書物によれば、経済政策

の低迷は、企業の衰退をも

ダマンド、ト

たらす。それは、国力の衰

ａ．パート

事。

ｇ

二、完全雇用の実現、とさ

効率をより高めるなら、都

とは、政府が行う政策のこ

市部に投資を集中させるこ

とをいうようだ。その政策

レモリン、全卵、ＳＰをミ

▼また、政策の効果を上

キサーで泡立てる。

キ

げるために、財政支出によ

とが必要なこともわかっ

仕事をしなければならない。 がわかった。そして、投資

ので、資本投下が適正だっ

た。ならば地方はどうすれ

いわない）に差が出てくる

たか判断できる。

って有効需要を増大させ、

ば良いか、都市部と同様の

退にも繋がる。やがて、治

安の悪化や国防にも影響し

失業率を低下させることが

れている。

てくる。やはり、経済を強

学生に投資した額に対

求められるが、これを実現

で、政府が用いる代表的な

▼こうした経済政策の説

し、将来働いて税金として

ｂ．薄力粉、ＢＰを合わせ、

明は、言葉の上では概ね理

くして行くことが、政策の

納める額が大幅に上回れ

手段として、財政政策と金

効果を上げる基礎になると

融政策の二つがある。

解できる。そして、国が行

思う。では、経済を強くす

ノワー

うべき政策は、重要なこと

溶かしたショコラ

財政政策の主な目的は、

が多く、これらをバランス

ル、バターを混ぜ合わせる。

一、国防や治安の維持、教

ｇ

育など公共目的のための財

投資ではなく、地方の特徴

１０年

方への投資として回す。そ

するための手法として、補

算は合計で

れは、都市部と地方の格差

ば、投資効率は良くなる。

道路に投資し、完成後、車

た。しかし、その効果は、

是正というのでなく、役割

るにはどうすればよいか。

レビの放送で、スウェーデ

が走るに要する時間の短縮

一時的な景気の回復はあっ

分担として、効果を上げる

よく実施するのは、大変な
・サービスの供給がある。

ことだと、改めて認識した。

ンの教育と医療が無料であ

や、交通量や流通経済の増

た。だが、国内総生産（Ｇ

考え方だ。経済政策の効果

を生かす里山など国土を保
だが、政策は、実施して

ることを紹介していた。放

加等による経済効果が、投

ＤＰ）を増大させるまでに

正予算があると思う。かつ
二、市場機構（競争）によ

効果がなければ意味がな

送の中で、現地の学生が「教

資額を大幅に上回り、税収

は至らなかった。景気の回

反対に、少なければ悪くな
っては解決されず、政府部

い。だから、効果を上げる

育は無料だから、家庭の事

として戻ってくる額と比較

▼一つの例だが、先日テ
に続き、一般社団

門の役割が期待される貧富

ことが重要だと改めて思っ

情で教育を受けられないと

する。その結果、どちらも

全するための投資を行うの
法人日本パン工業

の差といったような、所得

た。そして、効果があった

いうことがない。高い教育

て、１９９８年４月〜２０
会・飯島延浩会長

分配の問題の解消を図る。

とするためには、雇用の確

を身につけ、良い会社に入

る。この比較は、たとえば、

が祝辞を述べ、全

三、有効需要（貨幣的裏付

保、物価の安定、貧富の差

が良いと思う。都市部への

国菓子工業組合連

けのある需要）が不足して

の是正、教育、国防や治安

月における補正予

合会・岡本楢雄理

いるときは、国民所得が完

集中投資で稼いだ金を、地

事長の乾杯の発声

全雇用に対応する水準より
記念祝賀会に

も小さくなり、失業が存在

が必要である。この評価を

て、一定の評価を得ること

の維持に至るすべてにおい

ていた。これを聞いた取材

金を沢山納めます」と答え

り、給料を沢山もらい、税

資する判断も出来る。

効果がよければ、両方に投

効果を上げられなかった。

予算だと思うが、持続する

復が主目的で組まれた補正

ともども実施を急ぎたい。

に直結するので、復興予算

を上げることは、景気回復

▼スウェーデンのこのシ

する。このため、財政支出

さもなくば、消費税は、上

によって有効需要を増大さ

▼再びテレビの話で恐縮

は、多数の業界関

だ が、「 投 資 効 果 は、 都 市

係者や報道陣、日

ステムは、自国に適した政

部の方が大きく、地方が少

者の一人が即座に、投資で

策として収れんされてき

全菓連理事・千田仁司

げられないと思うが。

た。これをそのまま日本に

投資は、将来的に資本を

すね、と反応した。
はと思った。

長がなければ出来ないので

得る前提として、経済の成

金融政策の主な目的は、

とが求められる。

せ、失業率を低下させるこ

出席した。

工業会の会員等４６２名が

本製パン製菓機械

宴した。

により華やかに開

・４兆円だっ

ｇ

％）…１８０ｇ

ショコラ

………………
Ｅ．ムース
ャラメリア
クリーム（
卵黄……………………
グラニュー糖…………

㎝のセルクルに
流し１９０℃のオーブンで

ｃ．直径

焼成する。

レ（キャラ

メリア）…………２００ｇ

オ

板ゼラチン……………５ｇ

周年記念式典

事長による主催者代表挨拶

記念祝賀会では、田中理

創立

18

直径

Ａ．ダコワーズ・ノワゼッ
パート

ダマンド（

ト
卵白………………１００ｇ
グラニュー糖…………
粉末アーモンド………
粉末ヘーセルナッツ…
薄力粉…………………

の課題と展望」と題して、

製パン製菓関連業界団体の

業省製造産業局長賞が授与

16

35
35

20 65
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日本製パン製菓機械工業会

協同
組合

協同組合日本製パン製菓

創立 周年記念行事を盛大に開催
機械工業会（理事長・田中

パネルディスカッションを
行った。全菓連からは矢部

月

専務がパネラーで出席した。

利幸）は

周年記念

において、創立

専務理事クラスの役員をパ

された。

記念式典では、田中利幸

ネラーに招き、増田文治専

50
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40 90
65
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35

35
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70
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70
70

務理事がコーディネーター

行事を盛大に開催した。
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マロン
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舘（東京都千代田区丸の内）
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和菓子講習会を開催

日（ 木 ）、 長 野 市

名の受講者の参加の

今回は、講師に日本菓子

もと実施をしました。

し、

る会社の調理室をお借り

― 秋の即店売り製品 ―

当組合の本年度事業の一

月

つである和菓子講習会を去
る
の菓子用機器類を扱ってい

よっかいちお菓子フェスタ

三重県菓子工業組合四日
性化を目的に、四日市商工

子文化の発展及び業界の活

予想以上の賑いで大成功

市市支部では、四日市の菓

重

ただき、まさにテーマどお

出来るものを取り上げてい

ればと期待しているところ

積極的に取り入れてもらえ

今後、参加者のお店でも、

品ばかりでした。

ほかに「栗浪漫」、「くる

りのより即戦力に富んだ製

も身近で手に入れることが

み胡麻饅頭」がありました

げてありました。

晃先生をお招きし「秋の即

が、材料はいずれも当県で

専門学校和菓子科の名取宏

店売り製品」をテーマに以

菓青会県産原材料を使った

スイーツコンテスト開催

です。

長野県菓子工業組合事務
局長・牛越繁

るという分かりやすい方法

で一番好きな菓子に投票す

査員となり全品を食べた上

的な菓子が揃うこととなっ

際に食べてみたくなる魅力

過した５品は個性的で、実

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

下の６品についてご指導を
していただいた。
まず「信濃路」は胡桃牛
皮ときんとん餡の流し合わ
せで、作業性の良い仕上げ

た。

織 し、「 よ っ か い ち お 菓 子

商店街等と実行委員会を組

会議所及び近鉄四日市駅前

た目も可愛さを出して仕上

中に混ぜ合わせてあり、見

無花果を黄味の時雨生地の

「 無 花 果 時 雨 」 は、 乾 燥

もいい感じです。

のこと、ネーミングがとて

用しているのがポイントと

豊かな饅頭でして甘酒を使

酒粕と甘酒を使用し、風味

次は「甘酒饅頭」ですが、

く合っていました。

芋餡と蜜漬け栗が絶妙に良

地でしっとりと仕上げ、紫

が、米粉を使用した薯預生

次に「栗っこ巻き」です

まつわる「クッキングトイ

ケ ー キ の 展 示 」、 お 菓 子 に

た「四日市なウェディング

日市をイメージして製作し

室 」、 地 元 の 専 門 学 校 が 四

設立して３年目の菓青会に

が思いのほか大きい上に、

けてみるとイベントの規模

り組んだものだが、蓋を開

が６月頃から準備を始め取

分県菓青会（梅田一弘会長）

利用促進等を目的とし、大

と、県産原材料のＰＲ及び

他、各種団体等の協力のも

事業は県中央会青年部会

公開審査会を開催した。本

ったスイーツコンテストの

大分県産米粉と黒大豆を使

キハわさだタウン』にて、

大分市内のデパート『ト

ろ、２００名が来場するな

室では先着１００名のとこ

評で、和菓子づくり体験教

に完売する店があるなど好

自慢の商品を販売し、早々

ケーキやみたらし団子など

般の来場者が、その場で審

れる公開本審査会では、一

品選考したのち、後日行わ

で一次審査し高評価順に５

スイーツのレシピを菓青会

公募し、県下から集まった

聞広告及びチラシ等で一般

コンテストの内容は、新

んでいくこととなった。

ち、一歩ずつ手さぐりで進

に何度も話し合いの場を持

とから、それらを補うため

る情報等が不足していたこ

と、初の試みへの参考とな

とって経験はもちろんのこ

はレベルの高いものがたく

力の甲斐もあり、応募作品

を果たし準備を進めた。努

配布する等それぞれの役割

分けをして大量のチラシを

来、一丸となった会員は手

大きく前進することが出

ていただいたことによって

にも関わらず快く引き受け

史氏で、突然の無理な依頼

前九州ブロック長の野田拓

ら親交がある全菓連青年部

が、大分菓青会設立の頃か

そこで候補に挙がったの

に協力を仰ぐこととした。

に、進行を円滑に行うため

に厚みを持たせると同時

特別審査員を招き、審査会

ことを想定して、外部より

合等の問題に対処できない

足や、同投票数になった場

だけでは、総評の説得力不

ばれ、作者には、梅田会長

ダマルダックワーズ』が選

シンプルに活かした『クロ

豆『クロダマル』の特徴を

最優秀賞には、県産黒大

なったと言えるだろう。

公正で素晴らしい審査会に

ったので、人数に関係なく

丁寧に味わっている様子だ

が真剣な面持ちで一品ずつ

まらなかったが、それぞれ

ところ実際には

名の審査員を予定していた

募集に繋げた。当初１００

めることで、一般審査員の

実演販売等を行い集客に努

無料配布及び、どら焼きの

販売の他、上生菓子の実演

まつりを同時開催し、菓子

条件ではなかったが、菓子

のうえ雨も降り始め、良い

公開審査会当日は、平日

にした。ただ、一般審査員

フェスタ」を二日間、初め

やデコスイーツ、アクセサ

菓子市（展示即売会）」、和

店舗が出店する「お

イベントは市内の和洋菓

彩な内容で開催した。

トＪＡＺＺの演奏」など多

リーづくり教室」、「スイー

子フェスタ」に先駆けて、

ま た、「 よ っ か い ち お 菓

ど予想以上の賑いとなった。

さん集まり、一次審査を通

最後に野田審

が贈られた。

ムベーカリー

より賞状と共に賞品のホー

子店

菓子職人が練りきりを教え

約１ヵ月間、四日市市のま
店舗が参加

査員長から審

街スタンプラリー」も開催

する「よっかいちお菓子な

エールをいた

県菓青会への

査総評と大分

にとって特別

し、お菓子フェスタまでの

出店者や商店街からは予

なイベントを

だき、菓青会

想以上の来客に「是非、次

大分県菓子

締め括った。

雄

局長・早瀬大

工業組合事務

回も開催して欲しい」との

事長・後藤洋介

三重県菓子工業組合副理

成功に終わった。

声も聞かれ、イベントは大

期間を盛り上げた。

ちなか限定で

スイーツコンテスト

「お菓子市」では各店が

63

る「 和 菓 子 づ く り 体 験 教

多くの人で賑うイベント会場

16

12

三

名しか集

て開催した。

方はより実践的でした。

分
大

11

43

野
長
10
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和菓子講習会
和菓子づくり体験教室
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紀州ポンカンプリン
は３年目でこれまでにも︑

完成させた︒この取り組み

る︒

しげな雰囲気に仕上げてい

器は多治見焼を使い︑涼

智勝浦町産のポンカンジュ

り未曾有の災害を被った那

本町や那智勝浦で生産され

ポンカンジュースは︑串

プリン﹂を作り好評だった︒

緒に楽しんでもらえる︒
水害からの復興への願い
をこめ情熱を込めて製造１
個２８０円で販売︒
マスコミからも注目をあ

名物となれるスイーツを！

那須塩原市スイーツコンテスト

びテレビ︑ラジオ︑新聞に
も取り上げられ話題を呼び

和歌山県菓子工業組合事

ました︒

務局長・高橋義明

勝は﹁Ｍｏｗ♥びっくりコ

掲載されていましたが︑優

た︒下野新聞にも︑記事が

するよう考えられていまし



わってもらって︑豆乳も一

ポンカンの風味をまず味

県内の食材を生かして﹁将

和歌山県菓子工業組合

ースを使って﹁紀州ポンカ

軍プリン﹂や﹁ジンジャー

﹁菓友会﹂若い経営者のグ

水害復興の願い込め

ループでお菓子の売れ行き
ているものを各店で選んで

豆乳プリンの上に甘酸っ

使っている︒

ンプリン﹂の販売をした︒
月から月に１回ほ

ど集まり試作を繰り返して

昨年

が低迷する夏場に対応する

号によ

日に紀伊

凝らした︒材料に卵は使っ

も硬くならないよう工夫を

なっている︒餅は冷やして

軟らかい餅がアクセントに

た２層構造で︑中に入った

須塩原らしさ﹂を備え﹁物

た ス イ ー ツ の 中 か ら︑﹁ 那

市の農産物を活用し創作し

陽高校の生徒が︑那須塩原

行われました︒県立那須拓

原市スイーツコンテストが

割烹石山において︑那須塩

スイーツのプレゼンテーシ

ループがそれぞれ考案した

審査の内容は︑９つのグ

員によって審査されました︒

民約

名︑計約 名の審査

他︑広報で一般公募した市

などの協議会推薦審査員の

市内の高等学校︑観光協会

ループで使われていました

生産を誇る牛乳は多くのグ

ろん那須塩原市が本州一の

ーツが目立ちました︑もち

くが︑トマトを使ったスイ

ツでした︒今回の作品の多

つけて食べるというスイー

みに応じてトマトジャムを

きな粉︑黒蜜︑をかけ︑好

上にブラマンジェを流し︑

木県栄養士会︑市内菓子店︑ タルト生地に餡をしきその

専門家に商品化の依頼が来

と思いました︒今後︑我々

包装は鮮やかなオレンジ

の項目にしたがって点数を

ると思いますが︑那須塩原︑

が︑栃木の代表的な素材で

つけていくというものでし

さらには栃木県の名物とな

後︑試食会場でそれぞれの



た︒我々専門家は︑一般審

れるようなスイーツを産み

していくことを目的にした

した︒最初に狩野琢也氏が

査員とは違った審査項目も

出す機会になれることを願

色を使い︑全面にポンカン

手順を見せ︑それをくいい

設けてあり︑製法が適正か︑

ある︑苺を使ったスイーツ

るように生徒さんが見て︑

日持ちや型崩れなどは流通

があってもよかったのでは

今回は︑第二赤十字病院

中継用のカメラも手元をし

っています︒

スイーツを試食し︑高校生

分教室と国立医療センター

っかり写し出来上がると歓

に耐えられるか︑原価はど

に質問をしながら︑審査票

分教室をミーティングプラ

うか等︑実際に商品化する

コンテストです︒審査員と

ザでオンライン中継し同時

声があがった︒みんなで作

際に︑考慮しなければなら

しては︑栃木県菓子工業組

赤十字病院分教室にてかが

に菓子教室を行うという試

り始めると包餡や竹べらで

日︵木︶に京都市

学校で菓子教室を開催

月

立桃陽総合支援学校の第二

菓子教室

11

ない項目についても︑審査

子教室を行いました︒

やき料理教室の授業で︑菓

の菊を切る工程がなかなか
難しそうだったが楽しく作

作業が終わると︑先生か

拶があり寿菓舗の狩野琢也

ら抹茶をいただき生徒さん

業できた︒そして︑出来上

孝大氏がかるかん饅頭を指

と作った上生菓子と一緒に

氏が菓子の歴史や和菓子の

導した︒つくね芋をボウル

いただいた︒満面の笑みで

がる頃にかるかん饅頭も蒸

で混ぜる作業が︑初めての

﹁美味しい︑とても楽しか

しあがった︒

触感でとても楽しそうでし

った︒
﹂
と感想をいただいた︒

食べ方について話しをし

た︒生地ができ牛乳パック

・渡辺和雄

那須塩原市スイーツコンテスト

た︒それから双鳩堂の北川

で作った枠に流し蒸し器へ

京都府菓子工業組合青年
部広報担当・北川善英

入れ蒸し始めると︑次に狩
野琢也氏が上生菓子の﹁う
さぎ︑菊﹂の作り方を指導

栃木県菓子工業組合理事
始めに津田陽輔部長の挨

を描いて分かりやすさを重

70

ため︑昨年９月
半島を襲った台風

ていない︒

語性﹂のあるスイーツを﹁那

ョンをみて︑審査票の項目

ラボレーション﹂という︑

緑色のようかんをポンカ

須塩原スイーツ﹂として選

に点数をつけていき︑その

合︑栃木県洋菓子協会︑栃

ンの葉に︑蜜漬けした小豆

定し︑将来的には﹁那須塩

日に那須塩原市の

をへたに見立ててポンカン

原スイーツ﹂として売り出

月

を表現︒

ぱいポンカンゼリーが乗っ

木

視した︒

30

12

京都市立桃陽総合支援

15

11
12

みを初めて取り組みました︒

紀州ポンカンプリン

栃
10

和歌山
都
京
10
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新進気鋭の技術者が

千葉県
技能祭

月２日千葉県技能

県和菓子技能士会の参加
回からの参

成することを目的として行

会一般に技能尊重機運を醸

能力の開発を図り、広く社

に発表し技術水準の向上と

県内で働く技能者を社会

菓子」ユニークな課題では

・五・三」「祝菓子」「仏事

色五態」「松竹梅鶴亀」「七

子」「菊五色五態」「果物五

過去の課題では「秋の和菓

競技課題は毎年変わり、

員が個々の作品を品評して

ラ「チーバくん」は人気で

千葉県国体での、ゆるキャ

矛盾は、何とかならないも

業仕分けの的にされている

するなどと言いながら、事

展示用折に入れ審査

勉強し合い和菓子談義後

は、来年も又挑戦しようと

回目を迎えた技

約束し合って散会となった。
今回で

で材料の白練切２５０ｇ、

数人が製作していた。
作品審査で県知事賞一名

継続していきたいと技能者

この伝統行事は是非とも

ｇ五色・五態を制限時

県職業能力開発協会会長賞

個

間２時間で競技に入った。

一名、県技能士連合会会長

動会」などがあり、そして

「和菓子のクリスマス」「運

け、県技能士連合会より委

協職員の開会挨拶で幕をあ

競技内容として、県職能

あり協議開始となった。

当、競技に対しての説明が

運営委員となり審査を担

個性的な作品ばかりで、そ

も同じ形の物はなく、実に

モチーフが同じであって

大会で授与される。

日千葉県職業能力開発促進

嘱を受けた技能士会役員が

り、中の餡はゆずジャムを

小道具、色素は各自持参

うけにとても喜ばれている

の中でも一昨年開催された

倍はあるかと思

す。それは普通の坊っちゃ

一つの主力商品がありま

そして巴堂本舗にはもう

競技終了後は競技運営委

を楽しみ、自分の作った菓

最後に大橋氏は菓子作り

役・森浩

千葉県菓子工業組合相談

は語り合っていた。

出来上がった作品を展示

この技能祭は和菓子のみ

今年は「千葉の名所・特産

用折に入れ審査された。

に限らず、日本料理・園芸

品」という難易度の高い課

代目大橋成行

そうです。坊っちゃん団子

ん団子の

月

装飾・建築大工・左官・鳶

日々発見・チャレンジ

巴堂本舗

愛媛県松山市
す。今回お話を伺ったのは

巴堂本舗の

氏です。
松山の土産といえば、タ

取材にきた多くの有名人の

あんこで丁寧にくるんで串

坊っちゃん団子も求肥を

って食べていたそうです。

入浴したあと団子を気に入

師として在任中道後温泉に

インパクトがあり、評判も

ん団子」です。見た目にも

われる「ジャンボ坊っちゃ

仕事の糧とし、これからは

けて笑顔が見られることを

子をお客様に喜んでいただ

写真もありました。

名です。もちろん大橋氏の

にさし、とても上品な甘さ

います。

お店でも主力商品となって

ルト、坊っちゃん団子が有

います。巴堂本舗のタルト

季節にあわせた菓子作りを

方々にアピールしていきた

いいそうです。この「ジャ
ンボ坊っちゃん団子」は

いとおっしゃっていまし

その後の作品小説「坊っち

代目の大橋昌三氏が瀬戸大

た。日々新しいことを発見

に仕上がっています。お茶

ゃん」にちなんで名づけら

橋の開通にあわせて販売を

しチャレンジしていく大橋

はカステラ生地はしっと

れたそうです。ここにも歴

始めたもので、一

していき、お客様特に若い

史を感じることができます。

つ一つ手作りでつ

氏の姿勢を私も見習いたい

です。今でも月に

っていかれるそう

を撮り、土産に買

立ち止まって写真

の観光客の方々が

学旅行の学生など

っていますが、修

ャンボ坊っちゃん団子」を

入浴して、巴堂本舗の「ジ

ぜひ足をはこび道後温泉で

気のあるまちです。皆様も

また来たいと思わせる雰囲

になってしまいましたが、

泉で入浴もできず取材のみ

残念ながら今回は道後温

と感じた取材でした。

一度は取材が入る

橋宏暢

中・四国ブロック長・高

ご賞味ください。

ました。店頭には

そうに話してくれ

と大橋氏はうれし

店先に見本を飾

くられています。

店舗データ

3

今回訪れたのは、日本で
も有数の温泉地であり、あ

店内の様子

巴堂本舗

の夏目漱石も愛したといわ

ジャンボ坊っちゃん団子（上）

•
•
•
•
•
愛媛県松山市道後湯之町13－７ •
•
Ｔ Ｅ Ｌ ０８９（９４１）３４５２ •
•
Ｆ Ａ Ｘ ０８９（９４１）３６４８ •
•
•
営業時間 ８：００～２２：００
•
•
定 休 日 水曜日
•
••••••••••••••••••••••

れる愛媛県松山市にある道
後温泉です。道後温泉は開
湯３０００年の歴史があ
り、日本最古の温泉として
知られています。
その道後温泉の商店街は
平日でも多くの観光客で賑
わっていて、とても活気の
ある雰囲気があります。そ
の商店街の一角に戦後から
店を構えている巴堂本舗を
訪ねてきました。お店は店
先から工場での作業を見る
ことのできるオープンキッ
チンになっています。これ
は創業からの造りだそうで

10

4

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
使っていてとてもしっかり

の由来は夏目漱石が明治の

11

頃、松山の中学校に英語教

賞二名が選出され、

・板金など７業種が参加し
題であった。

千葉県技能祭「競技の部」
とした味わいに仕上がって

12

のか。

中餡１５０ｇが支給され一

能力開発図るなどを目的と

片方では技能水準向上と

いる話も出ている。

で来年の開催が危ぶまれて

能祭、国の事業仕分けなど

35

和菓子五色・五態を競う

さる
は平成９年第
加で、新進気鋭の技術者が

祭実行委員会（千葉県職業
能力開発協会後援）が主催
毎回
15

千葉県菓子会館で行われた。 員が課題を決め競っている。

～６名前後で競技委

する技能祭「競技の部」が

20

10

われ今年で第 回を迎えた。

45

葉
千
て競技会を実施している。

35
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豆類加工研究会（㈳菓子食品新素材技術センタ

しい。二分上と１・

納言はトヨミでも二分は難

キタロマンは十分ある。大

異常高温だった一昨年より
重いが、去年よりは小粒傾
向にある。ただ、少しでも

だ。また、整った粒の比率

関関係にあるので小粒傾向

のものが品質や粒度がいい。

も更別や鹿追など、周辺部

はないか。今年は芽室より

いえば２等にするには問題

だ。ただ、粒度の分布から

字がある。十勝が４・８俵、

在、ホクレンが発表した数

反収予想では９月６日現

４俵となる。私の予想では、

狩が３・７俵、全道で４・

万俵くらいと

また、今年の新物は非常

が買い場ではないか。

に期待が高かった。新物は

の農家から集荷している値

段と去年、ホクレンが商人

いつも年明けから使うが、

で、品物は
れると思う。１年分の消費

系に買い負けて集荷率が悪

上川、石川は３・７俵と読
んでいる。ただ、小豆もま

かった点、安値に放置して

ったので、歩留まりが悪か

る長雨で小豆もロスが多か

り

㎏当り１５００円上が

を踏まえると現在の価格よ

単協も少し怒っている点等

うという方が多いと思う。

かったので、出たらすぐ使

去年、台風による長雨で悪

年産は台風によ

勝と北見はいくらかの上積

った。需給資料の数字をそ

また、

量は十分賄える数だ。

みがあるのではないか。全

新物の中心地と思われる。

年産でも安かったらいい

という方はひねを使うのも

んだ。２等と２格の半々く

下回るものは、買っても損

従って、先の積期でこれを

逆に、今年の新物を見て、

道の反収では、４・２俵と

を招く。

のまま持ってくると間違い

という発表があったの

しも未販売も少ないので、

らいになりそうだ。よって

手だ。また、新物を使う時

はむら煮えの問題があり、

当初の予想ほど安くならな

はないと見ている。

特に直炊きをせずに前日か

安くはならない。裾物は十

い。帯広は雨がちで、雨が

十勝の比率はかなり高く、

月中に安値

いつ安値をつけるかは、

分出るが、まだ、去年産の

れは良し悪しで、平成

年

私の考えでは

ら水漬する方は、注意して

副産物の選別に手間取って

北見も合わせると収量ベー

をつけて、限度はあるが、

ほしい。

スで７割くらいになる。こ

そこから少し上げ基調にな

９月の頭、地元の幕別の

ると思う。なので、

月中

のように冷害になると、十

降ると機械が入れないの

勝の比率が高いと少し危険

いるので、その後出てくる

万円

である。しかし、小豆は補

れたので「今年は反

ありますよ」と言ったら来

当するとよい。白花や青え

で、雨前の２等を早めに手

主要３品の中で手亡は順

んどうは余りよくないと聞

その他の北海道産豆

調だったので、一番安くな

いている。

助金が無く、自然に任せて

ると見ていたが、９月下旬

いるので、こういう傾向に

終わっている。金時は去年

～

年は「絶対に小豆を蒔く」

は色流れがあったが、今年

と言った。反８万円くらい

いんげん系の進捗状況は

は問題ない。ただ、繰り越

なってしまう。

手亡の収穫は８割方終わ

であればまあまあなので、

り、金時は十勝が１００％

月上旬の雨でかなり傷

いつ安値をつけるかは、

で、定期市場から６０００

最終値段が１２５００円

下がりにくい。

円になるので、天津小豆は

年の時期も目前。昨年も上

さて、はや、ゆく年くる

の売り方を見る事をおすす

立って見てみたり、他業界

がちです。ぜひお店の外に

と、いつも同じ考えに陥り

量だが、神戸の商社

社の

ている。小豆枠の希望の数

ので、皆さん小豆に注目し

があり、後からももらえる

んげんとえんそらは二次枠

にヒアリングを行った。い

日～８日に先だって各団体

輸入する。農水省は８月３

づき、輸入商社ホルダーが

月に出るので、これに基

毎年、輸入の枠が４月と

なった。この結果、カナダ

したが「天津が儲かる」と

カナダ小豆を輸入しようと

庫に置いてある。４月枠で

豆が未通関で、港の保税倉

０００㌧くらいのカナダ小

しれないが、実は違う。３

㌧は、多いと思われるかも

小豆の下期枠１４４００

４４００トンとかなり近い。

２㌧で、下期枠の小豆の１

の平均を取ると、１４４６

た。ホクレンを除く４団体

４０００㌧という結果だっ

った。

市場に流れなくなってしま

だ。このため天津小豆が、

豆を渡してお茶を濁した人

幅に損が出るので、天津小

そのまま差金決済すると大

って、評価損が出てしまい、

と先物を売って相場が上が

にも２種類あり、渡した人

した。定期市場に渡した人

かったので、色々な方が渡

だが、小豆の先物市場で儲

に減っている。作柄は順調

天津は今年作付けが大幅

と１５０００～１６０００

この価格が底になり、磨く

とこれ以下で買いにくい。

よほどいい人間関係がない

小豆を買いに行った場合、

大きい枠を持った人に天津

なる。これと比較するので、

ぐらい入ってくると思う。

リーの品物が９０００トン

なので、契約栽培以外のフ

が入ってくる。作柄は順調

で、２月頃に契約したもの

カナダ小豆は契約栽培

園やすらぎ広場

産業まつりに参加、城山公

行事予定

生菓子のセット、売れまし

カナダ小豆

が実習された。

非常に難しい。ただ、産地

質の秋の枠だ。

十勝管内は来年小豆が増え

輸入小豆

円格差がついているので

ステッカーシールについ

た。もちろんその前の〝ク

うちの一番大きい数字と低

天津小豆の流通
量が減った理由

て、もう一アイデア。この

リスマスの上生〟も、お正

い数字を除いた

国や雲厚い海の街に住んだ

先般、全国菓子博覧会の

カー

ではの音です。冬の海鳴り
入賞ステッカーをシールに

方ならよくわかる、冬なら

を聞けば、春の訪れが待ち
遠しくなるそうです。
■旬を待つこころ
北国では、春の菓子が、
暖かい地方より早くお店に
並ぶのもよくわかります。

〝お菓子の箔〟としてとて
もインパクトがあります。
■小さな販促をぜひ！

お店の中から見ている

めします。

日菓団楽

～笑顔を届ける

お菓子とパン～

回日菓祭

～

季大祭に参加、

月

日、和菓子技術

日、えひめ・まつやま

月

講習会、香梅六条工場、

高山菓子まつり、陣屋前広

月８～９日、第４回飛騨

蒸し羊羹などの和菓子、フ

日、研修旅行会、

場

月

ルーツケーキなどの洋菓子、

チョコブレッドなどのパン

が格安の値段で販売され

日、サイクルア

伊那食品工業見学

月

の復興チャリティー製品も

０１２に出展、県取手競輪

て東京穀物商品取引所の定

となり、急遽、天津を買っ

みたら、天津小豆という方

道小豆が欲しいのに受けて

う。実際に受ける方も北海

が、渡せるのが問題だと思

テーマに行われた。

届けるお菓子とパン～」を

本年は「日菓団楽～笑顔を

会場では学生の作った栗

ールケーキ、和菓子体験で

は煉り切りと黄味時雨、パ

ン体験ではアルファベット

～

日、いばら

月１日、三田音楽祭

舎県民ホール

ぎのお菓子大集合展、県庁

月

ートフェスティバル２

日本菓子専門学校（校長

設けられ、価格のうち１０

た。本年は東日本大震災へ

月３日、

期市場に渡した。従って１

もいると思う。今、昨日の

遠藤徳貞氏）では

が１４８４７㌧だった。東

４４００㌧から３０００㌧

また、洋菓子体験ではロ

場、

第

11

０円が募金にあてられる。

京の商社は８社平均で１４

を引いた１１４００㌧が実

回日菓祭を開催した。

０００㌧。日餡連は１５０

第

００㌧だった。ホクレンは

社の平均

日、中嶋神社秋

して包装紙に貼ることをお

夏、〝 冷 や し て お い し く 〟

月の予告の前段としてお忘

24

月

勧めしましたところ、これ

と記したシールが効果的で

れなく！

キロ当たり１３０００円に

まで考えられなかったよう

した。この時期でしたら、

る事でした。

てアピールされますよう。

な売り上げとなりました。

〝新小豆使用〟とか〝穫れ

海が鳴りはじめました。北

雪の中で桜餅なんてと思っ

海外での受賞はよくパッケ

たて小豆仕立〟などいかが
城戸翔寉（きどしょうかく）

11

19

19

■お正月の上生、売れます

てましたが、しばらく寒い

ージに印刷したり広告した

でしょうか？〝温めてお召

愛媛

25

11

10

!!

■全国菓子博の受賞ステッ

処に住んでみて始めてわか

りしてアピールされている

し上がりください〟も目を

•••••••••••••••••••

四年に一度の菓子博を待

からかもしれません。もっ

14

私は定期市場に天津小豆

ちわびているのは、お菓子

と菓子博での受賞をお菓子

25

22

25

10

月枠で切ろう

業界の方だけではありませ

25

その 211
11 月

11

11

12

11

19

12 岐阜

静岡

に参加

12

10

茨城

兵庫

17

小豆は秋の

ん。お菓子好きのお客様も

立場上０㌧、全穀商連が１

ると思う。現在、全道での

感じだろう。

生産者に小豆の価格を聞か

中心値及びいつ安
値をつけるのか

０

読んでいる。面積２４４０

下にぶれると思う。特に十

だ３割方畑にあるので、上

97
23

モの二分上は無いだろう。

ー内）では今年度の豆類情報について報告した。
上の

同報告によると今年度の北海道の新小豆は色黒、
ものが流通すると予想して

・７ｇで、

年が

小粒、整粒で副産物が少ないのが特徴だという。

年

央部のエリモは ・７ｇだ。

度がわかる。今年の十勝中

これを見ることによって粒

・１ｇ、

百粒重は、平成

いる。

異な年だ。

講演要旨は次の通り。講演担当・橋本直樹氏（㈱
アイワ物産代表取締役）。

北海小豆
今年の北海道の気象経過
は、播種時、種蒔の５月下

新小豆の特徴

ｇより重いことが予想さ

旬から８月中旬まで平年並
今年の新豆の特徴は、先
・７

ず高温だったので色黒だ。

が高いので、副産物が少な

ｇ弱くらいあるので

涼しかった周辺部は

日は

日～９月

みで順調に推移していた

れ、

が、８月
積算気温は、粒度と負の相

日が続いた。積算気温とは、

い。サンプル小豆や何とか

度以上の

毎時０分の気温を計り、１

粒にいける豆は少なそう

～９月末までで２４５９・

ないので、二分上がない。

十勝４・５俵、北見４俵、

反収予想

日

９度だった。平成に入って

北見が３・３俵、上川と石

のだが、帯広では５月

から５番目の高温年で、今
大粒小豆にした場合、エリ

豆類加工研究会

年は最後だけ、暑かった特

新小豆の特徴を報告

惹きます。

色黒、小粒、整粒で副産物少ない

のバリューとして自信もっ

10

10

11

また楽しみにされています。

23

60

95

22
11

15

13
11

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

12

23

日を平均して足し上げたも

入っても毎日、

異常な高温だった。９月に

23
21

ひゅうひゅうと日本海で

10

30

ha

農水省による各
団 体、 ヒ ア リ ン
グ希望数量

60

13

20

平成24年11月15日 （８）
（毎月 15 日発行）
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第884号

日本食糧新聞社、協同組合全日本洋菓子工業会は
２０１２年４月４日（水）～６日（金）に東京ビッグサ
イトで第９回デザート・スイーツ＆ドリンク展を開
催しました。同展のプレゼンテーションステージで

～大会での製作

は主催者特別企画として「菓子の進化と世界大会で
優勝したアントルメから考察する
技術をパティシェはどう活かすのか～」をテーマに
講演を行いました。
先月号より続く。

その②

上村

ます。

る。そこを利用したと思い

う使おうと自由ですが、た

細さがあるというか、ちょ

時間をど

だ１日目の何時にどの試

っとしたことで味が変わる

ます。２日間で

食、２日目の何時にどの試

んですね。

ＷＰＴＣのアントルメのデザイン
を比べる

食と決まっています。間に

朝田

この辺は前の大会の

え、一つの味を薄い層

さくして、食感を意識して

朝田

うでしょうか。

たことや、同じキャラメル

はストレイゼルが入ってき

朝田

す。

にちょっと変化を持たせた

きく分けると２つの組合せ

ョコラにキャラメルで、大

ースショコラとクレームシ

の大切さです。ここでもム

思うのは、王道を行くこと

１つのアントルメに対し、

ール層の数だと考えると、

朝田

ツ数が増えています。

が、これまでに比べてパー

ョコレートとバナナです

プチガトーでもアン

いるようです。

でも２種類を使うなど、２

ものです。

そうですね。でも、

キュイをパイ生地にしてい

がその味を評価します。最

０００年を超えたあたりか

面白い点ではもう一

ます。

終的に普通においしいもの

ら全体的に仕事が増えてき

和泉シェフの作った

ダークチョコレートのムー

朝田

は凄くおいしく感じるんで

上村

分かります。例えばバナナ

は明らかに増えているのが

いるかです。２００７年に

いかにパーツが増えてきて

たと思います。

ラにキャラメルを合わせた

上村

ことができます。

だけではなく、オリジナリ

使い、複雑化してきた時期

ラとノアゼットの２種類を

す。ダックワーズもショコ

そうです。また、こ

次号に続く。

です。

でもソテーしたものとクレ

ルな感じがします。ムース

ティを出そうとすると、も

パイ生地が入ると食

ます。１９８９年に第１回

もチョコレートとキャラメ

う一工夫必要になるという

単純にムースショコ

その味が理解できなくな

だけでは、バランスはとれ

年くらいから始まっていま

上村

物の持ち込みが認められて

チョコレートともう１種類

ームショコラバナーヌの２

コンクールは審査員

スとミルクチョコレートの

どもアクセントに食感を入

す。余り複雑だと頭の中で
よね。

り、それを十何か国分も食

ないのですか。

つの表現の仕方をしていま

もしますが？

が優勝した時はどうでした

ルですね。やはり食べやす

いのでしょうか。

ことです。

エン・ミン・スーと

上村

現代のように食感と
朝田

か。

ただ、味の組合せは

べるわけです。そんな中、

朝田

感が増えた感じでしょうか。

子が好きなので、こういう

朝田

位でした。この時

朝田

組合せの使い方をいまだに

朝田

にはチョコレートとマンダ

ンスが

ショコラにビスキュイショ

のころ、初めてクレームブ

店でしています。店売りで、

２００１年アメリカ

コラ、それからピスタチオ

リュレのようなものが、セ

この頃に優勝したも

が基本的に変わらないよう

味の組み合わせでおいしい

す。
上村

普通においしいものは頭に

ですね。２００３年はフラ

います。だから、こういう

書いてあるものイコ

朝田

れてきた傾向です。こうい

上村

味はシンプルだけれ

ムースがあって、そこにフ

るとそこだけに時間を取ら

ったお菓子の作り方は、
です。クープ・デュ・モン

スチームで、さらにシンプ

普通にパイ生地を折
ランボワーズが入っていま

れますが、クープ・デュ・

ドで優勝した歴代のアント

すごくシンプルです

上村

ルメショコラを分析してみ

朝田

す。

モンドはスポンジなど焼き

コンクールでは、ど

その辺にお菓子の繊

合うなら仕込みは先でも後

トルメでも、何㎝のセルク

をかけた上にエアブラシで

でも自由です。ですから同

ルに１層何グラムと決めて

グラデーションのラインを

じ構成ですることは作業時

仕込みます。必ず計って仕

２００８年のナッシュビ

間を短縮できると思いま

込みをします。バランスが

上村究（ＣＳМジャパン）

す。また、プチガトーとア

ちょっとずれるだけで、違

付けています。見た目はシ

ントルメは大きさも違えば

ったお菓子になるので、気

ルで行われた大会では、現

構成も変わってきます。中

を付けるべきです。

内層は薄いものが２

り前です。私は日本の和泉

ていませんでした。アント

身は一緒でもバランスが変

リンとバニラで、２００７

シェフのほうが見た目もい

ルメとプチガトーを同じ配

わると全く違うお菓子にな

年、日本が優勝した時はチ

アントルメは、この時は２

のアントルメとプチガトー

合ですると、作業性が早い

おいしいと思う組合せで

位で１位はアメリカチーム

のうち一つは配合が全く一

です。一緒に仕込みができ

す。コンクールをしていて

朝田

トルメにはおもしろさはあ

緒でした。

ラとキャラメルです。キャ

ンプルでみんなが抵抗なく

りますよね。

朝田

ラメルは２種類入っていま

受け入れられる形やデザイ

か。（③）

上村

る上では実用的な組み合わ

アステリスクの和泉シェフ

朝田

つあって、アメリカチーム

せのベースとなります。

の作ったアントルメはシン

にして、味自体はそれほど

コンクールは審査員が変わ

ムはムースショコラにプラ

いという評価をしたんで

複雑にせず、シンプルにま

ると順位も変わるのは当た

リネとプラリネコーンフレ

でした。やはり見た目に分

とめています。

た。この時はチョコレート

教訓を生かし、作業性を考

段重なっていますが、見た

上村

のムースとオレンジのクレ

ンだけれども、実は繊細で

います。これが評価の高か

目の黄色が同じに見えま

できました。次が有名な日

プルな外観でした。

かったポイントだと思いま

す。同じものが入っている

本チームのアントルメです

す。ただ、アメリカのアン

プラノス） パッと見ると

す。（①）

ルーツとピスタチオを入

かりやすいからでしょう

シンプルに見えるんです

上村

れ、夏向けのチョコレート

前回、２０１０年の

その時の構成です

イトチョコレートに赤いフ

枚

が、高度なテクニックが入

前の経験をうまく生かして

上村

高度なテクニックを使って

っています。グラサージュ

います。

ークを加えています。さく

朝田晋平（パティスリーア

上村

ームブリュレですが、ビス

味はシンプルで構成

ク ー プ・ デ ュ・ モ ン ド で 優 勝 し た
アントルメの味の構成

これは私たちも考え

大会では見事に優勝しまし

が、ビスキュイショコラに

朝田
的にはそんなに複雑ではな
いのですが、ファーストイ
ンプレッションが凄くいい

クープ・デュ・モンドとＷ

です。目を引くし、印象に
も残ります。年々、流行り

ＰＴＣの両方に出ている方

のは今ではちょっと古い気

残ります。

目が行われ、この時はムー

のムースリーヌです。この

ンターに入ってきます。

ラメルは食べてホッとする

上村

スショコラとシュクセとノ

年まではチョコレートのム

いう女性のシェフがキャプ

というか、ほとんどの方が

チョコレートとキャ

オリジナリティを打ち出す

テンで優勝しました。

２００５年は、味的
上村

これもムースショコ

必要がない場合、現代的で

1
おいしいお菓子作りを考え

私はシンプルなお菓
アゼットとコーヒーのムー

ースともう１種類の組合せ

年の優勝はフラン

になっているリング状の仕

95
今、お店で売ってい

フイタージュもある
ので食感が３つですね。

上村

年に優勝したイタリアチー

朝田

年はベル
ギーのマルコリーニさんが

95

率いるチームが優勝しまし

が基本でした。
年前はこの組み合

るものよりもシンプルです。
上村

23

わせで世界一を取ることが

97

さて、朝田シェフは

2

スリーヌで、王道でした。

93

ここでおもしろいの

アントルメを作っていまし

13

③

上村

②

た。その時のアントルメの

んですか。（②）

①

た。

～大会での製作技術をパティシェはどう活かすのか～

特徴を紹介して下さい。（④） が、ココナッツ風味のホワ

菓子の進化と世界大会で優勝した
アントルメから考察する

込み型を使っているのも、

④
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聞 （平成元年２月９日
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新
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工
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（９） 平成24年11月15日

全菓連青年部九州ブロック鹿児島大会では鈴木

徹郎氏（株式会社船井総合研究所）を講師に迎え

という名をつけて、皆さん

グループに分け、主力商品

その③

お客様は「これはかわいい、

十アイテムと置いてある。

は…とその商品を上手にギ

には、父の日には、歳暮に

ジ形態を変えたり、母の日

ニーズに合わせ、パッケー

かないと作ってもらえない

○○さん用に…」、「これは

品種だけで、何

商品を作る。これが大切で

り、その

品にしなければならない。

ある。Ａ群は徹底した効率

てくれるのだ。あの店に行

品設定し、

るオリジナリティのある商

であり、Ｃ群は他社がやろ
主力商品群を

高め、収益を確保する商品

うとしないような手の込ん

値段設定をすることによ

提案をする。これは特注商

したお客様に、次はＣ群の

Ａ群の商品によって集客

過剰な手間を掛けたり、Ｃ

いけないのは、Ａ群商品に

る必要がある。間違っては

Ｃ群は徹底的に手間をかけ

化を図る必要があり、逆に

が

品種から、その店の売

っている。中身はほとんど

しながら、購入してくださ

る用に…」など、使い分け

簡素でいい、我が家で食べ

Ｃ群で徹底的にこだわった

益が残る。収益が残ったら

と効率的生産ができて、収

ばよい。これが実現できる

フトセットとして提案すれ

その売上構成比は１位の商

り、手間賃として収益を確

品群だ。お客さまのご期待

だ商品、紅白饅頭や赤飯な

保する商品である。もちろ

に応えられるよう徹底して

％、３位

ん、Ａ群の主力商品群はよ

手間をかける。お客様１人

％、２位

り生産性の高い商品でない

につき商品が１個あるの

品

とならないが、余所のお菓

で、物凄く手間がかかる。

缶入りや箱入り、入り数も

を作ることはできる。

どといった地域のお祝い事

子店にはない、差別化要素

他 店 で は、「 こ ん な 手 間 が

違ういろいろな箱が並んで

したりすることである。

群の商品を効率化しようと

品種は効率が良く、

売上になる。こうなれば、

上はそのままその

かけていたのは、品揃えだ

今まで皆さんが凄く手を

店。元々は、百貨店にも展

ば、また買いに来る。こう

べておいしかったとなれ

生産性も高い。お客様が食

れば売れないような状況に

だから、価格訴求をしなけ

隣の菓子店もほぼ同じ商品

ろう。しかし、残念ながら

その

開している洋菓子ブランド

いう風にして、主力商品群

某観光地にあるお土産

品種といっていい。

だ。その店の商品は、ほと

ばやりたく

という話が出てくる。生産

「この状態を維持しよう」

必要はないし、楽でいい」

ているし、無理難題をする

だ。同じ利益でよいなら、

ても利益が同じということ

売り上げが３分の１になっ

だ。とても乱暴な計算だが、

本売るだけで利益は３倍

４５０円も利益が残る。１

かりではない。予算に基づ

いる。必ずしも安いものば

お客さんは価格で選んで

ことができる。

け収益性の高い商売をする

くことができれば、それだ

かし、価格政策を変えてい

れば

決して売上が７％伸びると

がら、最初の７％だって、

し、そうではない。残念な

びると考えるだろう。しか

というと、売上がその分伸

なみに、

％の売上構成比

を使い分けているのだ。ち

が次々とご来店してくださ

いしいとなったら、お客様

だ。そして、その商品がお

に売れるようになるはず

ば、売りたい商品は必然的

分にしたらいい。そうすれ

れじゃあ困るというなら半

んど

が掛かり、冷凍在庫が増え

なってしまう。無駄な手間

…、これでは良いことは何

は育てていくのである。

％

１店でも十分に主力商品

ない。減ら

が間に合わないと、二交代

仕事量は３分の１でいい。

いた買い物をしている。晩

るようになるのだ。

％ずつ

を持っていなければダメ

かかっているものは止めて

いる。その店オリジナルの

したい。こ

制で製造する等という話も

ある会社は、このままでは

いうことではない。今まで

増えていく分については、

％、４位と５位は

だ。余所の店が同じような

しまえ、利益が残らない」

も無い。

れがＢ群の

出 て く る が、 そ の 時、「 値

工場の生産が間に合わず、

の商品の売上１００％の中

円という発想だ。し

これまで

上げしましょう」という形

酌にワインを飲むなら５０

に、まずいったん７％を作

を作り上げる。

ものを作ってしまったら、

という商品を作ってくれる

の数字を追求し、お客様の

１００円で売る、売れなけ

を止めて、次の商品を投入

にも、この

で解決している。これまで、

０円から１千円だろう。友

などの際に入ってくる注文

売上が下がってしまうよう

パッケージが何種類もあ

ていた。３００円上げたら、

する。これを繰り返して行

「２０１５

二交代制を考えていたとこ

達の誕生日に、安いからと

新しいお客様、新しい動機

るから、工

んどん上が

ら売上はど

今「これな

いう会社は

ある。そう

はたくさん

された会社

を既に確立

商品があった。１０５０円

品で、生産が間に合わない

う。ある店はとても人気商

様にパッと帰られてしま

ってからだ。でないとお客

あれというヒット商品にな

率的商品を作り、あそこの

て欲しい。もちろん、超効

売れて困るなら、値上げし

う！」が当たり前だったが、

店等で千円で売っている。

０円で商品を仕入れ、百貨

いる会社がある。

生産してもらい、販売して

然だろう。ＯＥＭで商品を

１個当たり

個４０

円違うから当

れ以降収益性が凄くいい。

っていない。この会社はそ

売れる個数はほとんど変わ

５０円にした。でもやはり

から５００円のワインがい

す る と い う 話 の 時、「 安 い

連れてきて、これから結婚

かもしれない。娘が彼氏を

ンだって開けることがある

に買った

れてくるとなれば、誕生年

買う。娘さんが婚約者を連

決めたら３千円のワインを

人はいない。予算３千円と

品を売らなければ良い。そ

ばそうと思うなら、他の商

あり、その中の１種類を伸

るのである。饅頭が５種類

だ。実はこの考え方だから、

その商品を売るということ

品を売らない分、集中的に

つまり、

びるというわけではない。

らといって、売上が

ら、

％商品は他の商

から重要になってくる。

継承していくことが、これ

域の菓子文化をしっかりと

経営の方法を生み出し、地

るのは当然である。

していたら、どこも疲弊す

子店が多い。値下げ合戦を

によって、疲弊している菓

になるだろう。無駄な競争

％商品は簡単に生み出せ

％になりと

これからの新しい菓子店

％になり、

場を拡大し

だったその商品を１３００

い」という人はいないだろ

％だ。

年モデル」

ろ、結局値上げすることに

るというイメージだ。だか

でのお買い上げなので、そ

よう」なん

円にした。でも、今のとこ

かなり収益性の高いビジネ

う。シーンによって、商品

％が
売 れ な い と、「 値 下 げ し よ

した。２００円の商品を２

５００円を６本買っていく

％商品が生まれたか

の分売上を上げていくこと

の菓子のことで、より高い

な 商 品 で は ダ メ。「 あ そ こ

店だから、逆にお客様が来

いし、従業員はニコニコし

にお店で紹介し、伝えてい

くと、３品や５品目には７

何かを作って欲しい。

のアレ」と言っていただけ

の商品はいらない。できれ

けば、その商品がその店の

％を越えるような商品が生

品種の

やすことによって生産性を

的に収益は残せる。真ん中

ヒット商品の作り方は、

常識になってしまう。そう

26

「地方における今やるべき商売とは」をテーマに

講演を行いました。

先月号より続く。

強い菓子店を作るために
に紹介している。その考え

２０１５年の商品構成モデル
はどうしたらいいか。最終
方は簡単で、商品を

ティングが理想である。で
群をＡ群とし、売上構成比

つの

的には脱販売力、脱マーケ

きれば、販売力が無くても、
％、特注商品群をＣ群と
し売上構成比

％、そして

マーケティング力が無くて
も、売れる状態を作るのが
Ａでもない、Ｃでもない商

％以下にしようという

ものだ。Ａ群は生産量を増

を

品をＢ群とし、売上構成比

理想だ。
２０１５年時点で実現し
たい理想的商品構成という
意味で、２０１５年モデル

客様がおいしいと思わなか
ったので、伸びないのだ。

％

なったとき、初めて「あそ

実現に向けたこれからの取り組み・
商品作り

にすること。そして２０１

まれる。右側はお客様のこ

その時は、その商品の製造

５年モデルは最終的に図③
このアレ」と言っていただ

先ず売り上げ構成比を

のようになる。左側は超効

ないので、その店が作って

％伸

て話にはな

スになっている。今、一般

万円のワイ

らない。「今

ろ、今までと変わらず売れ

的には、１００円のものを

、

の状態は本

ている。１０５０円では１

90
５０円くらいの利益が残っ

7

とを徹底的に考え「あそこ

くれることを認識したら、

でしか絶対に手に入らない

能性がある。その商品が店

お客様が買いに来る。「あな

今ある商品で構わないか

の売上の７％を超えるよう

ただけのために」という商

1

1

7

当にいい、

15

ける商品になるのだ。

商品は生まれるのか。実は

になったら、お客様から存

品を作る。安売りをする必

26

1

3

生産性は高

10

率的商品、収益化の商品で

一般的商品と超効率的な商

在を認めてもらったことに

要はない。余所では作って

ケーキ」、「この饅頭を作っ

品の違いには、「常識の壁」

なる。皆さんの店に来店し

くれないのだから、自分た

ら、ちょっと発想を変えて

がある。常識に捉われてし

ているお客様が、その商品

ちが付けたい価格にする。

んだったら、あそこのあれ

まった商品は、他店も同じ

を知っている状態だ。ここ

効率は悪そうに見えるが、

てくれるのはあそこだけ」

ようなことをしてくるの

まで行けば、あそこにアレ

お客様が決まっている商品

という商品だ。他店にでき

で、差別化ができない。名

があり、おいしいと分かっ

だからロスはないし、手間

みて欲しい。これができる

前・形状・味・入り数・賞

ているから、また買いに来

がかかった分、価格を上げ

7

売 れ る ほ ど 儲 か る。「 買 う

5
11
30

26

7

と左側の商品が生まれる可

味期限・パッケージ形態な

てくれる。残念ながら、７

ることができるから、結果

10

では、どうしたらそんな

どなど、これまでの常識に

％は行ったがその後、売り

常識の壁

がいい」といわれる商品だ。

捉われずに商品を作ってい

上げが伸びない商品は、お

5

7

鈴木 徹郎 氏 （株式会社船井総合研究所）

く必要があり、それをお客

7
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東京都菓子工業組合では武田哲男氏（㈱武田マ

ネジメントシステムス）を講師に迎え、「顧客満

足（ＣＳ）を高める実践的クレーム対応講座」に

ついて講演会を実施しました。

その①
はない」というお墨付きが

ンダのＮ３６０は欠陥車で

次々に浮上しているからで

人達が求めている課題が

りません。ともあれ多くの

手法を活用し、ディーラー

た「顧客『不満足』度調査」

す。その際に私共が開発し

したと私は取らえていま

けに「真に勿体ないことを

とができるのです。それだ

らのファンレターというこ

送ってくれている、顧客か

し た 」「 と ん で も な い こ と

もあります。
・最終消費者・生活者を対

を し で か し た 」「 実 に 対 応

得られたのです。あまり性

クレームや事件・事故は

が悪い」ものだとの思いを

能の良い車を作ったために
乗り手が無茶をして起こし

象にした調査を実施しまし

強く抱いた次第です。何よ

た。ここで分かったことは、

りも問題に感じたことは

その課題であり、裏腹の現

雪印は永い年月をかけて宅

「同社の創業期からのディ

象面なのです。

配などを通じて顧客とコミ

た事故だったというわけで

さて、その後２０００年

ュニケーションを図ってき

す。その後、Ｎ３６０問題
で知り合った警察から「免
年）に雪印乳業が

に現在のＣＳ（Ｃｕｓｔｏ

ーマはサービスであり、後

みましたが、私の元々のテ

身近に起こる課題に取り組

その後さまざまな問題や

者マークが完成したのです。

り組んだ結果、現在の初心

もプロジェクトチームで取

という課題を頂戴し、これ

が高いから何とかしたい」

て牛乳を子供達に提供して

と国策を基盤に給食を通じ

って参加しました。もとも

件には営業部門の立場に立

に油を注ぐ結果となった事

一言がＴＶで放映され、火

「私だって寝ていない」の

んで七転八倒している時に

は、子供達や高齢者が苦し

起こした集団食中毒事件

があるパイプ洗浄の不備で

コストダウンと関わり合い

の回収率は悪く、自由記入

関心がなければアンケート

客が企業を見捨て、企業に

らも感じました。実は、顧

想いが記されていることか

したんだ！」という顧客の

念 」「 な ん て こ と を し で か

フリーアンサーに「誠に残

ト票の回収率は良く、また

した。その証拠にアンケー

終顧客をもっていたことで

雪印想いのディーラー、最

ただけあって、ずば抜けた

国であれば国民、企業で

ければならないのです。

提供が使命である企業でな

クホールダーに対する幸せ

会、株主のいわゆるステー

者、社員、取引先、地域社

た。

ってこなかった」ことでし

子が当時の経営者から伝わ

しまったことを反省する様

フの皆様の人生を狂わせて

志を抱いて入社したスタッ

業に追い込んだり、青雲の

ーラーを倒産させたり、廃

％が問い合わせ、

掛かってくる電話の比率

が、一般的にもお客様から

れは異常です。雑ぱくです

べきことなのです。日頃か

は一種のクレームと捉える

ことからするとだからこれ

ことです。つまり本質的な

をさせてしてしまっている

人件費も同様です。それに

るほどの節約になります。

変われば家賃はびっくりす

広い部屋から小さな部屋に

コストも大幅に落ちます。

（平成

ｍｅｒＳａｔｉｓｆａｃｔ

きた自負があったために、

欄に一所懸命に記してくれ

あればステークホールダー

は、 ～

許取り立ての人達の事故率

ダほど安全に気を配る企業

ｉ ｏ ｎ ＝ 顧 客 満 足 ）・ Ｃ Ｓ

どうしても「供給してやっ

ない。顧客がしっかり記入

を不幸に陥れるリーダーは

クレーム・トラブル・事故・事件との
出逢いと関係

は な い 」、 と い う 全 社 を 挙

Ｍ（ＣＳ経営）なので、顧

た 」「 与 え て き た 」 と い う

してくれたアンケートの回

リーダーでないのは当然で

チケット・サービス向上協

ーターの質も低下します。

ます。それに伴ってオペレ

を地方に移し、海外に移し

とに

％以上の時間を要し

難だから発送を依頼するこ

話をする。資料の入手が困

お客様は分からないから電

問題なのです。というのは

ころでしょう。実はこれが

がクレーム関係といったと

由、何が問題なのかに関す

は、顧客が電話をかける理

て済むのです。そのために

客に余計な負担を強いなく

することができていれば顧

が届くべき人に届くように

済むようにすること、資料

ら問い合わせをしなくとも

して捉え、ここから新商品、

客様からのプレゼント」と

にと変化し、クレームを「お

に開示し風通しの良い企業

様からのクレームも組織内

ことです。こうなるとお客

にお客様の満足が増大する

に十分な対応ができるため

よりも一人ひとりのお客様

各種機材もそうです。なに

％が資料請求、残り

会を通じて無料の「親子教

主として人件費を下げるた

る課題を浮き彫りにして解

す。本田技研工業では日頃

乗用車が欠陥車だと言う

げての取り組み課題。だか

て後に代表取締役副社長に

客を中核とする取り組みは

上から目線、お役所意識が

収率が高く、自由記入欄に

つまりソーシャルメディア

室」に導入しています。

めに優秀なオペレーターが

ているからなのです。しか

決すれば済むことなので

から平穏無事の時でも常に

ことで世界規模で騒がれた

ら「もしそれが達成できな

ご就任の西田通弘氏が率先

一貫して現在も変わってい

ＤＮＡとなっていて、消費

たっぷりと記している場

を中核にしてコミュニケー

さて、少し大きな組織に

も多くの場合、自分の労力、

私が最初に体験した問題

ケースです。例えば後にア

ければホンダは要らないと

してそのチームリーダーの

ません。またライフワーク

者・生活者の立場に立った

につながるケースです。だ

ションの在り方がどんどん

なるとコールセンターやお

集まらない、そればかりで

自分の時間、自分が負担す

は、クレームというよりむ

メリカの大統領選にも出馬

いう天から与えられた使

任務に従事したそのチーム

としての取り組みですか

意識が大幅に欠落していた

からといって、上司にバト

道具携帯電話やパソコンを

はなくどんどんサービス品

ハードルを高くして乗り越

した弁護士で社会運動家で

命」とトップである本田宗

に関わらせていただいたケ

ら、今後も一貫してこの課

ンタッチしたり、社長に電

挟んで行うように変化して

客様相談質というような名

質が落ち、却ってお客様を

しろ事件・事故と言った方

あるラルフネイダー氏が先

一郎社長を始め、全役員、

ースです。それこそ朝から

題に取り組みますのでその

後は『人』で始まり『ヒト』

話を回すようではスタッフ

称で大勢の顧客の問い合わ

える企業体質を持っていた

頭を切って攻撃をしてきた

全社員が捉えたのでした。

晩まで家に帰ることも惜し

特に問題は電話で始まる

として失格。これではまる

いるのです。幼児、子供達同

せや不満と接します。しか

ためこの度のことは「ホン

軽自動車の問題でした。国

この取り組みは、ホンダ安

んで夢中になって誠心誠意

ケ ー ス が 多 く、「 私 は 担 当

士はおろか、周辺の人達と

が良いほど世間を騒がせた

内でも弁護士をはじめ主婦

全運転普及本部というプロ

者ではありませんので担当

で子供の使いとしか言えま

コンタクトをとることは少

大きなテーマでした。

連などからも問題視され、

ジェクトチームが中心にな

すると、それまでの事は全

の者に代わります」式のた

せん。

す。

企業であれば最終消費

日々マスコミでも採り上げ

組織体質だったことが災い

て帳消しになってしまう。

らい回しはことをこじらせ

なってしまう。またホテル

ても、それは殆ど帳消しに

素晴らしい出来事に出会っ

合、後でホテル内で色々と

何か嫌なことに遭遇した場

トでチェックインする時に

例えば、ホテルのフロン

あり、そこから負の連鎖が

電話から始まった出来事で

印の場合も、最初は１本の

いうのが実態なのです。雪

もなし」に至れば良い方と

「満足でもなし、不満足で

イナスゼロの位置すなわち

を体験した場合、プラスマ

「社長を出せ」などの問題

ゃダメだ」「上司に代われ」

客は往々にして「あんたじ

の対応がよくない場合、顧

を押してしまいます。電話

計に腹立しいレベルに背中

った」などは顧客をして余

る内に「電話が切れてしま

電話をたらい回しにしてい

ったことが挙げられます。

ールを通じて行うようにな

すら減少し、ほとんどがメ

し、電話で会話をすること

実際に出会う場面を減ら

トのコミュニケーションが

に挙げられるのは、人とヒ

えている。その要因の一つ

をするのが苦手な人達が増

ところで近年は人と会話

ウハウ』を一般社団法人エ

興演劇の手法を活用したノ

入した『インプロゲーム（即

めに気の実アカデミーで導

ミュニケーションを図るた

私は２歳以上の子供達のコ

なくなることから、人との

ダウン、コストカットが目

拡大します。するとコスト

なります。次第にコストも

備投資を行うというように

し、広い部屋に拡大し、設

なってしまっているのです。 ペ レ ー タ ー の 人 数 を 増 や

関わりあいがままならなく

的になり、コールセンター

話本数が増えるために、オ

し、次第にお客様からの電

いたケースがあります。こ

万件以上の電話がかかって

センターの中には１日に３

でに仕事で体験したコール

ません。私事ですが、今ま

ールセンターなのか分かり

す。これでは何のためのコ

うにすらなってしまうので

怒らせ、離脱を促進するよ

い合わせを促すようなこと

お客様に日頃から電話で問

然です。ここで問題なのは、

対応では顧客が怒るのは当

無感情、事務的、機械的な

鼻を括ったような無機質、

た状況にも拘わらず、木で

惑をかけています。そうし

る電話代などとお客様に迷

数に減るはずです。これで

もうすぐ１日に数百件の本

異常です。この企業の場合、

したが、これでもまだまだ

今は１日に６千本に減りま

申し上げた３万件の電話も

もどんどん落ちます。先に

足も高まり、企業のコスト

す。そうすればお客様の満

のです。

ル』に変化するプロセスな

イクルから『女神のサイク

これが今までの悪魔のサ

す。

様の満足創造にと昇華しま

ようになり、ますますお客

新サービス開発に活用する

そもそもクレームは最初

内でとてもよい体験をした

始まったのです。最初と最

で終わるのです。

と最後が肝心です。ほとん

逆に館内で神経に障る出来

るだけです。ひどい場合は、

としても、チェックアウト

次号に続く。

時に何か嫌な出来事に遭遇

90

クレームはお客様からのプレゼント

どの場合、『人』と『ヒト』

事を体験し、チェックアウ

～

られた本田技研工業のＮ３

点はいささかの揺るぎもあ

30 60
70

トの際によい印象の出来事

合、顧客が企業にエールを

取り組んだ結果、無事に「ホ

武田 哲男 氏（㈱武田マネジメントシステムス）

ったが、そのリーダーとし

顧客満足（CS）を高める
実践的クレーム対応講座

６０軽自動車問題がそれで
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の関係だからです。
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笹野 浩之
氏

②水飴を加え練り上げる︒
︿作業上のポイント﹀
・皮を剥いた大和芋は空気
に触れていると黒ずんでし
まうので︑必ず水に漬けて
おいた方が良いです︒

①大和芋を良く水洗いして

︿製法﹀

にし︑擦るように揉みまと
めてビニール等に包み熱を
抜かない様にします︒餡と
混ぜ合わせる時にダマやフ
シを防止する為です︒また
裏ごす篩ですが︑毛篩など
目の細かい篩の方が滑らか
な薯蕷練切が出来ます︒
・生地配合の倍割求肥です

加える事もあります

をみて︑最終的に判断して

が︑餡の粘りや大和芋の腰

⑤目を付け︑取り分けてお

で︑特に仕上げ工程におい

度丸棒で押す

いた尻尾を付ける︒

④丸輪で足の線を入れる

︵尻尾用に少量取っておく︶

︿中餡製法﹀

︿仕上げ工程﹀

②卵型に成形し丸棒で耳の

①薯蕷練切で中餡を包む

ュー糖を入れ火取る

部分を２本より出す

しをする

⑤裏ごした大和芋を加え練

て風に当てない様に注意し

④サワリに白並餡︑グラニ

る

①小豆並餡をサワリに入れ

てください︒

︿生地配合﹀
り上げる

ここでは薯蕷練切製の雪
うさぎを紹介したいと思い

③より出したところにピン

水を加え︑火にかけ練戻す︒

白並餡⁝⁝⁝⁝１０００ｇ

購読をご希望の方は全国菓子工業組合連合会
宛て電話か FAX 若しくはメールでお申し込
みくださいますようお願い致します。
電

話 ０３−３４００−８９０１

ＦＡＸ ０３−３４０７−５４８６



・薯蕷練切は乾きやすいの

ます︒
⑥上がり際に水飴を加え練
ク練きりをのせて︑もう一

値の高い上生菓子といえま

すいので風に当てないよう

・裏ごした大和芋は乾きや

小豆並餡⁝⁝⁝１０００ｇ

︿中餡﹀

︵倍割求肥⁝⁝⁝⁝適量︶

グラニュー糖⁝⁝３００ｇ

雪うさぎ

大和芋裏ごし⁝⁝６００ｇ

東京製菓学校 和菓子課

雪うさぎ
︵薯蕷練切製︶
雪景色の中を走り回るう
さぎを薯蕷練切で表現して
ｇ

ぎに芋を使用しています︒

水飴⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

薯蕷練切は普通の練切より
皮を剥き水に漬ける︒

みました︒薯蕷練切はつな

白いので︑より白い色を出

分蒸す

②１㎝厚にスライスして

す︒また︑芋の香りも上品
③

メッシュ位の篩で裏ご

で普通の練切よりも付加価

したい図案に適していま

50
20

す︒
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