ノロウイルスによる食中毒に注意
年の同時期で第２位

入れた水の中で静かにもみ

・洗濯するときは、洗剤を

◎ノロウイルスによる感染

手を洗う。

について
○感染経路

℃

で１分間以上の熱水洗濯

・食品からの感染

洗いし、十分すすぐ。

や、塩素液による消毒が有

上）で１分間以上加熱する。

染を防止する。ノロウイル

すみやかに処理し、二次感

などは、次のような方法で、

・患者のおう吐物やおむつ

○おう吐物などの処理

る感染。

設内などでの飛沫などによ

からの二次感染。家庭や施

患者のふん便やおう吐物

・人からの感染

分な二枚貝など。

ルスの蓄積した、加熱不十

感染した人が調理などを

◎ノロウイルスの感染を広

スは、乾燥すると空中に漂

○症状

して汚染された食品。ウイ

げないために

い、口に入って感染するこ

・潜伏時間

効。高温乾燥機などを使用

○食器・環境・リネン類な

とがある。

すると殺菌効果は高まる。

きに、すぐに責任者に報告

どの消毒

・使い捨てのマスクやガウ

時間

患者数 過去

する仕組みをつくる。

・感染者が使ったり、おう

ン、手袋などを着用する。

・主な症状

果がない。

○作業前などの手洗い

吐物が付いたものは、他の

・ペーパータオル等で静か

月

洗うタイミングはトイレ

ものと分けて洗浄・消毒す

に拭き取り、塩素消毒後、

～

に行ったあと、調理施設に

る。

現在、ノロウイルスなどによる感染性胃腸炎の患者が増加しており、

％）で冬期に多い。

〜２月が２２７件（全

入る前、料理の盛付けの前、

・食器等は食後すぐ、厨房

は

％）で第一位。

・年間の発生時期別の件数

の

数は１２、７０７人（全体

労働省ではノロウイルスによる食中毒や感染の防止対策について、文書により、
注意を喚起している。
年間の食中毒の患者数の
約半分は、ノロウイルスに
よるもので、うち約７割は
月～２月に発生する。特

ブなども塩素液などで消毒

塩素液に浸す。しぶきなど

ール袋の中で１０００

の

る。その際、できればビニ

齢者は、おう吐物を吸い込

のこともある。乳幼児や高

や、軽い風邪のような症状

染力が強く、大規模な食中

する。次亜塩素酸ナトリウ

熱湯消毒・熱湯（

体の

次の調理作業に入る前。指

年間で第２位の水準となっている。このため、厚生

・１件あたりの患者数は

先、指の間、爪の間、親指

吐き気、おう吐、下痢、

件と、同時期では過去

に冬の時期、感染性胃腸炎

人で大規模な食中毒になり

水ぶきをする。拭き取った

腹痛、微熱が１～２日続く。

で

の集団発生例が多く、主と

やすい。

に戻す前に塩素液に十分浸

感染しても症状のない場合

〜

して、調理者を通じた食品

の周り、手首など汚れの残

おう吐物や手袋などは、ビ

塩素消毒・洗剤などで十

ムは金属腐食性がある。金

○調理器具の消毒

普段から感染しないよう

の次亜塩素酸ナトリウム

分に洗浄し塩素濃度２００

むことによる肺炎や窒息に

毒防止のポイント

に食べ物や家族の健康状態

を吸い込まないようにす

も要注意。

○調理する人の健康管理

に注意する。症状があると

属部（ドアノブなど）消毒

る。終わったらていねいに

毒など集団発生を起こしや

次の通り。

で浸しながら拭く。エタノ

後は十分に薬剤を拭き取る。

すいため、注意が必要。同

◎ノロウイルスによる食中
きは、食品を直接取扱う作

ールや逆性石鹸はあまり効

省が作成した文書の要旨は

毒の特徴
業をしない。症状があると

48

10
48
11
70

11
・年間の原因別食中毒患者

24

37

（篩目＝約１・５分、４・

＝約１・４分、４・２㎜）

を厳選したもの。紙袋／

書を送達、購入希望者を募

年 産 ）、 芽 室 農 協 の「 き た

農 協 の「 サ ホ ロ 小 豆 」（

輸送方法は個別配送
③販売期間＝平成

12
月（１年間）

年

②送料＝実費を着払い。

５㎜）

ヨミ大納言小豆」、「しゅま

全菓連では本年も北海道

っている。取り扱う小豆は

ろ ま ん 小 豆 」。 大 手 亡（ 芽

年産）と清里

小豆を斡旋するため、各県

伊達産「エリモ小豆」、「ト

年

④年内配送を希望する場

月〜平成

日

合の申込期日＝第１便は
月

◎トヨミ大納言小豆

㎏（篩目＝約１・５分、４

年

年

月（１年間）

年３月まで

問い合わせる。

㎏（篩目

各都道府県菓子工業組合に

各小豆の料金については

は２～３月頃より開始予定。

ん小豆と同じ。但し、販売

申し込み方法はきたろま

＝約２分、６・１㎜）

たもの。紙袋／

芽室産「大手亡」を厳選し

①品物及び荷姿＝北海道

◎大手亡

です。

申込みは平成

月〜平成

③販売期間＝平成

②送料＝実費を着払。

・５㎜）

トヨミ大納言小豆、アカ
ネ大納言小豆、しゅまり小
豆の申し込み方法はエリモ
小豆と同じ。
◎サホロ小豆
①品物及び荷姿＝北海道

㎜）

㎏（篩

清里産「サホロ小豆」を厳
選したもの。紙袋／
目＝約２分上、６・

24

り 小 豆 」（

組合に見本品および通知文

室農協）も斡旋する。本年
の作柄は小粒だが、品質は
良い。また、エリモ小豆は
「 産 地 銘 柄 」（ 同 地 区、 同
品種の小豆が同じ袋に入っ

月（１年間）

年

②送料＝実費を着払。

年

③販売期間＝平成
月〜平成

④年内配送を希望する場

日

合の申込期日＝第１便は
月

◎きたろまん小豆
①品物及び荷姿＝北海道
芽室産「きたろまん小豆」

24 11

30

①品物及び荷姿＝北海道
伊達「トヨミ大納言小豆」

分、５

を厳選したもの。紙袋／
㎏（篩目＝約１・
・９㎜）
◎しゅまり小豆
①品物及び荷姿＝北海道

㎏（篩目

「しゅまり小豆」を厳選し
たもの。紙袋／

25

北海道小豆５種と 大 手 亡 を 斡 旋

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

ppm
06 30

24

ていること）を明確にして
いる。購入を希望する方は
各都道府県菓子工業組合に
申込んで頂く。
詳細は次の通り。
◎エリモ小豆
①品物及び荷姿＝北海道

㎏

11

30

感染から発症まで

の汚染により発生する。感
◎ノロウイルスによる食中

ニール袋に密閉して廃棄す

℃以

85

し、消毒する。

85

・カーテン、衣類、ドアノ

11

りやすいところは丁寧に。

10

伊達周辺「エリモ小豆」を

12
12

25

25

24
95

12
30

11

30

14

14

24

厳選したもの。紙袋／

30

12

ppm

24
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サホロ小豆

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

第885号
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新
業
工
子
菓
（毎月 15 日発行）

（１） 平成24年12月15日

偲びしたいと思う。

聞えてくる今、御事蹟をお

成二十五年の足音が後から

年祭を執行されたので、平

たり、明治神宮では崩御百

れて百年にあ

十日に崩御さ

十五年七月三

天皇が明治四

今年は明治

って会見、合意ができ西郷

代表の勝海舟が二回にわた

れ、同日西郷隆盛と幕府軍

条の御誓文を神々に誓わ

宮殿で新生日本の指針五箇

年三月十四日京都御所の紫

掲げた官軍が勝ち、明治元

鳥羽伏見の戦で錦の御旗を

慶応四年明治元年一月三日

復古の大号令が発せられ、

慶応三年十二月九日王政

・大久保利通・伊藤博文等

使岩倉具視・副使木戸孝允

政府のリーダー特命全権大

明治四年十一月二日、新

定まった。

れ、東の京都、東京に都が

以上都であった京都を離

三日江戸城にご到着、千年

総数一万一千人余、十月十

た者に金品を与えられその

の者を褒章し、災害にあっ

沿道各地の高令者や親孝行

をご視察、明治八年四月地

ともに群馬県の富岡製糸場

后（明治天皇の御母君）と

四日昭憲皇太后は英照皇太

ご臨席、明治六年六月二十

東京横浜間の鉄道開業式に

置県、明治五年九月十二日

明治四年七月十四日廃藩

めてであった。

御歴代の中で明治天皇が初

各地をご覧になられたのは

わたり延二百九十四日全国

ク等枚挙に暇がない。

イリアム・スミス・クラー

岡倉天心、与謝野晶子、ウ

英世、森鴎外、北里柴三郎、

乃木希典、福沢諭吉、野口

れた先人達は、東郷平八郎、

治時代気概をもって生きら

ったそうだ。内憂外患の明

とが出来ようかとおっしゃ

神々に詫び国民に対するこ

なれば何をもって祖先の

やむを得ぬ、これが失敗と

了、二時に青山仮停車場か

日午前十一時前に式典終

柩が葬場殿に到着、翌十四

かった。午前十一時前ご霊

送の人々で立錐の余地もな

が葬列を照らし、道端は奉

奏する中沿道のガス灯など

（かなしみのきわみ）を吹

頭に軍楽隊が弔曲「哀の極」

鳴り響き、近衛騎兵隊を先

東京市内外の寺院の弔鐘が

浮かぶ軍艦の弔砲が響き、

が轟音を響かせ、東京湾に

うけ大正二年十月神社奉祀

い、神宮創建の国民の声を

られていた。

者を出した時も責任を感じ

め、日露戦争で多くの戦死

を奪われて以来死所を求

は明治十年西南戦争で軍旗

の辞世を残された乃木大将

て

し

明治天皇のご聖徳を慕

我はゆくなり

大君の

遂げた。

明治天皇は嘉永五年孝明
は翌日の総攻撃を中止させ

新の人々によって世界を驚

・有栖川宮熾仁親王等の維

利通・西郷隆盛・岩倉具視

本竜馬・木戸孝允・大久保

伊藤博文・三条実美・坂

めるため、明治天皇は東京

命を落した人々の御霊を慰

明治二年幕末以降の戦争で

を最後に戊辰戦争は終り、

広げられたが函館の五稜郭

後も東北各地で戦闘が繰り

江戸城は戦禍を免れ、その

国を目指して使節団ととも

じめ五名の女子留学生が米

た。津田梅子当時八歳をは

一年九ヶ月後に帰国され

をうけ、米欧十二ヶ国に、

改正の準備と海外視察の命

一行六十余名は不平等条約

争直前まで平和を願われ話

日教育勅語の下賜、日露戦

式、明治二十三年十月三十

した皇居正殿で憲法発布

二年二月十一日新しく竣工

博覧会に行幸啓、明治二十

に五回開催された内国勧業

方官会議の設置、明治年間

れて皇居を出発、大正天皇

せた轜車は五頭の牛に引か

時号砲一発天皇の霊柩を乗

の儀が行われ、当日午後八

青山現在の神宮外苑で大葬

大正元年九月十三日東京

あそばれた。

え六十一歳）をもって崩御

月三十日御年五十九歳（数

れ、国民の祈りも空しく七

内省からご病気が発表さ

明治四十五年七月二十日宮

年を召されたと伝えられ、

日露戦争後、めっきりお

たということである。

ったのは翌十五日午前だっ

が始まりすべての奉葬が終

柩が陵所に到着、埋柩の儀

列が陵所へ、七時半過ぎ霊

れん）に移し、霧雨の中葬

着、霊柩を惣華輦（そうか

ぎ京都桃山の仮停車場に到

お別れを申上げ午後五時過

場では大勢の人々が最後の

ら霊柩列車が発車、各停車

日鎮座祭が行われた。

社として大正九年十一月一

太后を御祭神とする官幣大

始まり、明治天皇と昭憲皇

奉賛会が発足、造営事業が

り、大正四年六月明治神宮

全国民追慕の声更に高ま

月十一日昭憲皇太后崩御、

調査会が発足、大正三年四

天皇となられた。

十六歳）で第百二十二代の

治天皇は御歳十四歳（数え

明天皇が崩御、慶応三年明

体制を望む声高まる中、孝

倒させた明治維新の大業が

に乗船した。

みあとしたひ

神さりまし

天皇の皇子として御誕生、

うつし世を

封建制度が破綻をきたし新

明治天皇崩御一〇〇年

成し遂げられ、徳川十五代
招魂社現在の靖国神社を創

鹿児島から十八年の山口・

明治五年の下関・長崎・

後ご自身の意思とは違うが

が宣戦が決った御前会議の

合いでの解決を念願された

重橋を過ぎると陸軍の弔砲

橋近くでお別れ、轜車が二

と皇后、昭憲皇太后は二重

治天皇の後を追って殉死を

将は妻静子夫人とともに明

学習院長の乃木希典陸軍大

轜車が皇居を出発した時、

十三日午後八時、まさに

て今日に至っている。

森に明治大帝がご鎮座され

よって明治神宮の代々木の

総額一千万円に及ぶ淨財に

の全国青年団の勤労奉仕、

明治元年九月二十日明治

広島・岡山巡幸まで六度に

全菓連理事長・岡本楢雄

天皇は京都をご出発、途中

御事蹟を偲んで

将軍慶喜は慶応三年十月十
建された。

十万本の献木と十一万人

四日政権を天皇に奉還、家
康以来二百六十五年続いた
徳川幕府は幕を閉じた。

彰の菓子関係受賞者は次の

天野又一（浜松調理菓子
専門学校）

○小売・卸売事業者（商
品を販売する際に容器や包
装を利用する事業者）
○輸入事業者（容器の輸
入、容器や包装が付いた商
品の輸入、輸入後に容器や

○テイクアウトができる

包装を付ける場合など）

㈶日本容器包装リサイク

当するとリサイクル（再商

者を除く）のこと。次に該

用する事業者（小規模事業

○製造業等・売上２億４

▽事業規模

容器包装リサイクルで

再商品化委託申込み受付

•••••••••••••••••••

・教育功労賞

山崎豊

藤森二郎（㈱ビゴ東京）、

の通り。

年度の再商品化

○申込み期間・平成

年２月４
年度の申込書

月３日～平成

セスして申込む。

また、小規模事業者など、

特定事業者に該当しない方

でも、非申込み手続きが必

要となる。オンラインが利

用できない場合「非申込Ｆ

ＡＸ返信票」を協会オペレ

ーションセンターに送る

○申込み方法

で非申込をする場合は、前

― ６ ２ ６ ６）。 オ ン ラ イ ン

（ＦＡＸ・０３―５６１０

オンラインが利用できな

述の申込み方法と同様。

類が送付される）

日（事前に

年

委託申込み受付の案内は次

また、

ル、紙、プラスチック

ガラスびん、ペットボト

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

食生活文化賞の授賞
㈶日本食生活文化財団で

通り。順不同、敬称略。

㈶日本食生活文化財団
月９日、東京・上野精

は

銀賞（同一業種、経験
年以上）

年度食生活文

ル協会では、全菓連に対し

飲食店など

容器包装のリサイクル制度

い場合は申込み用紙に記入

・商工会に送る。オンライ

類が届かない等は、協会オ

人

品化）の義務を負う。

千万円超または従業員

での特定事業者に向けた平

年度の申込書
○商業、サービス業・売

その他、
○容器・包装を利用する

の上、最寄りの商工会議所
み告知について協力を依頼

６１）に問い合わせる。

話・０３―５６１０―６２

ペレーションセンター（電
会 ホ ー ム ペ ー ジ（ http://
）にアク
www.jcpra.or.jp

ン手続きで行う場合は、協

▽容器包装の素材

上７千万円超または従業員

○容器の製造事業者

中身製造事業者（食品、清

製造する事業者や包装を利

された。特定事業者とは事

以上

24
６人以上

▽関わっている事業

25
涼飲料など）

年度再商品化委託申込

12
業において、容器を利用・

成

25

25

養軒で平成
化賞授賞式を挙行した。

・和菓子の部
庄 田 進（ ㈲ 喜 風 堂 ）、 谷

同顕彰は広く食に関わる

地 田 晃 夫（ ㈱ や ま も と ）、

・洋菓子の部

分野において食生活文化の

河田勝彦（オーボンヴュ

向上発展に貢献している

たたえ社会的地位向上を希

森山正彦（菓心富美堂）

って設けられた。選定にあ

ー タ ン ）、 大 森 弘 之（ 三 原

方々を発掘し、その功績を

たっては、被顕彰者の人格

堂製菓㈱）

25

20

と識見が優れかつ高潔であ

・製パンの部

21

24

ることが要求される。同顕

25

11

平成24年12月15日 （２）
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分かりやすさと安心を向上させる表示制度を

が大きい︒また︑義務表示
には事業者の実行可能性が
不可欠である︒さらに︑欧

３．原料原産地表示の
拡大は対応不可能であ

作業を進めている︒その際︑

案を国会に提出すべく作成

示を進めており︑現在︑法

進法を一元化した新食品表

衛生法︑ＪＡＳ法︑健康増

消費者庁では現行の食品

示の拡大は対応不可能であ

すること︑③原料原産地表

り基準を定めて任意表示と

②栄養成分表示は︑従来通

かりすいものとすること︑

文字を大きくし消費者に分

は︑表示事項を絞り込んで︑

として①新たな食品表示

う﹁安心のパスポート﹂へ

やすい︑分りやすい﹂とい

はないが︑そのために﹁見

が直ちに否定されるわけで

的からして︑栄養成分表示

の質の向上という表示の目

択機会の確保がある︒生活

者の自主的かつ合理的な選

計︑工夫が求められる︒

も含めた日本独自の制度設

なく︑こうした幅広い視点

者の知りたい権利だけでは

しい食品表示には単に消費

と密接に関わっている︒新

農水産業と地域の食品産業

な自然条件の下で営まれる

とれた日本の食卓は︑多様

加工品であり︑需給や価格

材料はそのほとんどが中間

めて困難である︒菓子の原

ていることから︑対応は極

く︑多くの原材料を使用し

たい︒菓子類は加工度が高

よって︑判断していただき

通りの２つの要件ルールに

原料原産地表示は︑従来

る︒

制度検討の参考にするため

の要求が犠牲になる可能性

米などに比べてバランスの

の意見を募集︒全菓連では
ることを内容とする意見書

全菓連 消 費 者 庁 に 意 見 書 を 提 出

﹁分かりやすさと安心を向
︵別項︶を提出した︒

的事項やアレルギー表示等

内容量︑製造者などの一般

義務表示は名称︑原材料︑

スポートは製造者の責任が

の役割を果たしている︒パ

すれば﹁安心のパスポート﹂

のよりどころである︒換言

どの商品の素性を知る唯一

期限︑原材料︑製造者名な

者には︑商品の名称︑賞味

回収の情報源となり︑消費

への迅速な原因究明︑製品

性の確保がある︒事故発生

の正確性を担保することは

ことがあり︑栄養成分表示

て︑原料の配合を変更する

度や湿度の状況に合わせ

なる︒更に︑季節ごとの温

により栄養成分の数値は異

類︑産年︑品質︑使用方法

る︒使用される原材料の種

によって品質の状態が異な

とすることが多く︑収穫年

生産された農産物を主原料

菓子はそれぞれの地域で

務化には絶対反対するとと

前に明確に適用除外し︑義

い︒このため︑義務化導入

を目的とした食品ではな

好品であり栄養表示の摂取

い︒また︑菓子は本来︑嗜

ぶまれることになりかねな

となり︑経営の存続すら危

に多大な負担を強いること

の義務化は︑これら事業者

しているが︑栄養成分表示

活文化に大きな役割を果た

製造販売し︑地域経済や生

のある商品を少量多品種︑

統技術をもとに様々な特色

事業者は地域の食文化︑伝

務付けることは︑避けてい

して原産地表示を一律に義

ら︑すべての加工食品に対

まる︒以上のような理由か

スが起きる可能性も格段高

ができない︒また︑表示ミ

細企業は︑その費用の負担

ロットの製造を行う中小零

ことは無理であり︑かつ小

るが︑急な変更に対応する

も変えなくてはならなくな

な原材料の変更に伴い包材

である︒義務化により頻繁

原料産地の情報把握は困難

程を経て仕入られるので︑

とともに︑多段階の流通過

料産地が頻繁に変更される

の状況によって輸入先や原

上させる表示制度を要望﹂

健康危害に重要な影響を及

前提となっている︒だから

ただきたい︒

２．栄養成分表示は︑

ぼす事項に絞込み︑それ以

こそ︑消費者に﹁見やすい︑

もに︑努力義務規定とされ

表示事項を絞り込ん
で︑文字を大きくし消
費者に分かりすいもの
とすること︒

任意表示とすること︒

従来通り基準を定めて

外の事項は事業者の自主的

できない︒また︑全国に４

たい︒

分かりやすさと安心を向上させる
表示制度を要望

努力を助長する方向で任意
分りやすい﹂表示が優先し

万社を超える中小菓子製造

の生命を支える食品の安全

表示とすべき︒食品表示に
て求められる︒次に︑消費

１．
新たな食品表示は︑

求められることは先ず︑人

ふんわりとしたスポンジ生

工芸菓子や冷凍保存しても

導者も務める︒

る︒また︑職業訓練校の指

ど実物同様に製作されてい

芸菓子を得意とし︑花鳥な

いる︒

の生産性の向上に寄与して

なども開発し︑製造直売店

歳︑洋生

地の開発などで優れてい

河田勝彦氏
る︒また︑全国の菓子コン



﹁現代の名工﹂表彰
菓子業界から４名受賞

店は日本における最も高い

ボンヴュータン＝河田氏の

菓子・焼菓子製造工︑オー
・焼菓子製造工︑㈱ベーカ

フランス菓子店としての地

歳︑パン

リー花岡＝パン製造におい

位を築いている︒また︑河

花岡秀敏氏

て小麦粉デンプンやタンパ

田氏の製菓理論や菓子職人

テストで数々の受賞結果を

ク質の水和等︑化学的な考

哲学は業界誌や専門誌に幾

浸透させ︑地位向上に資す

製造工︑㈱もりしん＝和菓

察を繰り返し︑全量の小麦

度となく取り上げられ︑各

年度

子の伝統技術を受け継ぎ︑

粉を中種に使用する﹁１０

方面で高い評価を得ている︒

厚生労働省は平成

素材の持ち味を活かした四

０％中種法﹂を開発した︒

同制度は現在︑伝統芸能
から最先端技術までの様々

田中英雄氏

歳︑洋生

歳︑和生菓子
界関係者︵順不同︶

季折々の風物を取り入れ︑

また︑パン生地冷蔵発酵法

森浩氏

菓子製造工︑㈱菓子の樹＝

表現する技巧に優れてい

残している︒

洋菓子の製造において︑卓

る︒また︑芸術性の高い工

年度表彰の菓子業

な分野で最高の水準にある

越した技能を有しており︑

平成

技能者いわば﹁現代の名工﹂

ウエディングケーキなどの

ることを目的としている︒

を表彰することにより︑広

越技能者表彰式を挙行した︒

く社会に技能尊重の気運を

63

﹁現代の名工﹂に対する卓

68
79
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（３） 平成24年12月15日

各県青年部が状況報告
東北・北海道ブロック大会

おり。

ら発表された内容は次のと
った。来年度は青年部から

うと一昨年に会の規約を作
た。また、連携をとりなが

菓子を２日間かけて配布し
る。

会を開催したいと考えてい

長で、秋田県菓子工業組合

輝也東北・北海道ブロック

きだった。その店には昭和

小さい時からお菓子が大好

てきた。そのせいで、私も

から、きんつばをよく買っ

に入らない。世の中を平和

ないとおいしいお菓子は手

せを与える。ただ、平和で

祖父さんお婆さんまで、幸

では、高清水の本社と斉藤

翌日のエクスカーション

た。

に努力したい」と挨拶され

昭一商店のきりたんぽ工場

秋田支部による秋田ノーザ

を見学した。その後、日赤

ンハピネッツとの取り組み

にして、ゆとりもってお菓

病院跡に再開発され、完成

○秋田県・被災地支援が活

子を食べられる時代を作り

して間もないエリアなかい

動の中心になっていた。ま

年頃、既にスイート

たい。このため、これから

ちで東北・北海道の銘菓販

ら被災した組合員の支援や

ポテトあった。また、入院

も腕によりをかけて素晴ら

売会を実施、約２千個のお

サポートを引き続き行って

していた時、小国ブロック

しいお菓子を作ってもら

かなりの数が引退するが、

長さんが、よくお菓子を持

い、皆さんに喜んでたくさ

数年後にまた会員数が増え

懇親会では佐竹秋田県知

ってお見舞いに来た。お菓

○北海道・北海道はなにぶ

を使い共通の苺大福を秋田

事が来賓として参加した。

子を食べたおかげで早く治

ん広いので、全体で組織的

市内の６社で作り、販売会

佐竹知事は「角館生まれの

月

日にホテルメトロポ

リタン秋田で開催され、約
名の青年部部員が参加し

会議では、全菓連の岡本
理事長や中島青年部長から

、

○宮城県・愛の菓子運動で

を開催し、大変好評を得た。

祖母は、とにかく生菓子好

事 業 を 紹 介 が あ っ た。
（８

約５万個のお菓子を３箇所

次に秋田プロバスケット

た、３月に宮城県のイチゴ

の若い世代にバトンタッチ

で配布することができた。

ボールクラブ株式会社水野

いきたい。

するための準備をしている。

配布先の子供たちからたく

菓子を販売した。

ていくことを見越して、次

が、支部単位では色々と活

○青森県・毎年行っている

さんのお礼状や写真が届い

ん食べていただいけるよう

に活動をするのは難しい

動している。組織の結成か

愛の菓子運動で幼稚園にお

った。お菓子は子供からお

か青年部各ブロック長が参

年になるので、組織力

菓子を配っている。地元の

きで、近くのお菓子屋さん

回東北

の強化をこれから図ってい

勇気代表取締役社長と小国

全菓連青年部第

きたい。
た。今後の予定では、交流

が供給されると、物価が高

▼市場へ必要以上にお金

になるからだ。

高になるのは自明の理と思

す政策を取らなければ、円

せ、日本も通貨の量を増や

同じくらいに歩調を合わ

日銀の判断は正しかったの

に起きたこの事実は重い。

党党首の発言によって現実

と思う。権限を持たない野

を出したことにはならない

ければ評価されない。正解

った。日本政府の介入規模

騰するインフレ現象を起こ

う。

だからなおのこと、それと

は全体の８割から９割で６

す。逆に、市場に供給され

発言を信用したということ

現であるとした。この金融

９２５億円。米国当局は約

るお金が不足すると、物価

受けて協調介入を実施し

政策の範疇で、先月、興味

８００億円。イングランド

策があり、その主な目的は、

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

面参照）

「愛の菓子運動」に関して

祭りで実演販売、お菓子教

加した。

の報告と御礼があった後、
○福島県・若い人たちの活
室も開いている。もっとお

・北海道ブロック大会は、

た。全菓連からは岡本理事
各県の状況報告があった。
動しやすい環境、会にしよ

ある出来事があった。

銀行は約１２０億円。カナ

だ。

併せて株価も上昇したこと

やしている。その中で、日

要国は、通貨の供給量を増

アメリカをはじめとする主

しいと思う。というのも、

調介入を実施することは難

▼現在の円高に対し、協

景気が過熱気味のとき

の動向を監視している。

らないように、通貨供給量

なインフレやデフレが起こ

となるように調整し、極端

に出回る通貨の量を、適量

ので、日本銀行では、市中

象も経済活動を衰退させる

こすとされる。どちらの現

る。

２０１０年から実施してい

買い取る金融緩和措置を、

中の金融機関から国債など

況脱出のために銀行など市

ゆえに日銀は、長引く不

ことだ。

策判断が必要になるという

ることになる。つまり、政

くらいの量が適量か判断す

決めるということは、どの

を目的として、通貨の量を

本だけが

５倍、ドイツは

は２倍、米国、英国は１・

見ると、中国は５倍、韓国

を１００とした比較資料を

推移について、２０００年

のＧＤＰ（国内総生産）の

迷している。この間の各国

う。

▼円高対策としては、政

本は置いて行かれたように

は、世の中のお金の量（通

円台の円相場だ

▼前回に続いて恐縮です

それは、野党である自由

た。当時

が、経済政策の効果に関連

民主党総裁による金融緩

物価の安定や完全雇用の実

○山形県・広島菓子博に向

した金融政策で、先月、興

が下落するデフレ現象を起

全菓連だより

けブース展示用の工芸菓子

味あることがあったので今

ダ銀行は約１０５億円だっ

上げる基礎になるとし、効

府・日銀による口先介入も

通貨の量を増やしていな

貨の量）を減少させ、買い

テディオからの要請で、ホ

くことが経済政策の効果を

円へと円安になり、

年とも言われ、長い間低

兆円分の緩和額を増やして

とが、いかに大事であるか

においては効果を上げるこ

から

％増。日

で減少してい

手（需要量）を減らし、需

兆円とする判断をし

る。この現実は、経済政策
円台

国が協調介入に協力すると

総額

月

▼日本経済は、失われた

率の良い投資が必要とし

あるが、通常は為替介入が

い。現在の円高は、そうし

円

ームゲームでのお菓子の販

た。投資（将来的に資本を

行われる。過去の例を見て

た中で生じているゆえ、各

ている。

の準備をしている。また、

和、貨幣供給量増に関連す

た。

か検証されるのが良いと思

会員増強委員会、菓子研究

少し、ご参考までにお付き

る発言があり、この発言に

売もする予定になってい

増加させるために現在の資

日に

市場が反応し、一ドル

る。また、来年の山形での

本を投じる活動を指す）は、

も、２０１０年

前回、経済を強くして行

ブロック大会の開催に向け

財政政策の範疇だが、政府

政府・日銀は、当時

▼物価の安定を図ること

委員会といった新しい委員

合い頂ければ幸いです。

て準備している。

が行う政策のもう一つの代

る。サッカーチームのモン

○岩手県・２月に行われた

表的な手段として、金融政

にまで高騰していた円相場

要量と供給量を均衡させて

日には、更に

愛の菓子運動で受け入れ側

50

物価の安定を図る。

月
として、三陸沿岸地域にお

90

20

は思えない。また、政府・

11

ら

長、齊藤副理事長、秋田県
各県菓子工業組合青年部か

27

会を作り、活動を始めてい

人ホーム等に積極的に回っ

26

という声が聞こえてきます。

て み る と よ い で し ょ う。

られているか、思いをはせ

円規模の介入を行った。こ

に対し、

事欠かない毎日が続きます。
■お客様目線になってみ
て、お店を考えてみません
か。

その店でなくては変えな

のですが、時代おくれで…」

ず。「 昔 は よ く 売 れ て い た

い気がしています。お菓子

わずかとなりました。来年

さて、２０１２年もあと

城戸翔寉（きどしょうかく）

の好みは、大きく見れば、

逆に、歴史ある人気の銘
菓には、どれだけ手がかけ

にもとの円高にもどってし

を増やし、需要量と供給量

増加させ、買い手（需要量）

のお金の量（通貨の量）を

不景気のときは、世の中

銀は、役割に基づく政策判

も行った。このことから日

ターゲットを設定する判断

今年２月に１％のインフレ

また、デフレ解消のため、

ることはできない。効果を

施したのでは、効果を上げ

ることになる。

日本だけ経済が後退してい

成長している。その中で、

切な経済政策で効果を上げ

を示している。各国は、適

まうだろう。

断をしているということが

策決定に権限を持たない野

準にして、見分けることが

適切でない経済政策を実

を均衡させて物価の安定を

できると思う。だが、その

党、自民党総裁の発言に市

こうした状況の中で、政

図るとされている。
だが、その後相場の円高

し、円安、株価の上昇とな

場が反応した。

とになると思う。アメリカ

円台

市場は、権限を持っている

月半ばころには

入した例もある。２０１１

った。

全菓連理事・千田仁司

必要でないかと思うのだが。

をはじめとする主要国が、

経済政策は効果を上げな

通貨の量を増やしているの

日から

政府・日銀の政策ではなく、
月

て、東日本大震災の混乱を

年

権限を持たない野党党首の

年

が次第に進行し、２０１０

85
日にかけ

80

た。

ら伺います。みなさん異口

■昔から銘菓はリ・ファイ

同音におっしゃるのは、購

街 の 顔 が 見 え る 菓 子 を、

美しい彩りの木々の話を

上げることができる経済政

堂々と販売されているお店

しているうちに、小雪の舞

策は、経済原則に沿った政

も、今の円高が先の理由に

政策効果となると、あまり

策であるかどうかを判断基

れは一日の介入額として
が、若干減ってきたように

この役割をもとに、現在

なかったように思う。それ

堂々としたお菓子ほど、原

入単価が下がったこと。そ

の経済状況を考えると、今

ゆえ先の発言で市場が反応

ンされてきた。

う季節になりました。クリ

はデフレで不景気のときだ

よるものである限り、すぐ

から、通貨の量は増やすこ

は、当時過去最大と言われ
思います。ご主人に伺って

これは、かつてないこと

料も製法も手を抜かず、パ

の理由、お客様の事情まで、

で、大変興味深い出来事だ。

定番を買ってくださるお

スマス、お正月、バレンタ

また、各国が協調して介

に突入するようになった。

た。これで円相場は一時

は巳の年、生命力に満ちて

円台にまで押し下げられ

いくような、よい年にいた

ッケージにも広告にも、色

家族単位、職場単位、地域

あせないためのコストや手

も、つい言葉が詰まりがち

単位ですし、人から人へ、

客様と、ファンになって欲

キャッチしておられますで

ですが、大黒柱のお菓子以

しいお客様。どうも、ター

インと、桜の花の咲く頃ま

外にも、お店の方々が好き

いお菓子、故郷を思う菓子、

イベントが来れば、いつ

お客様の買い方が随分変わ

19

で、イベント準備の話題に

しょうか。

しましょう。

た。

■どこにでもある菓子は、

代々行き来するもの。

ってきたと、お店の方々か

18

お菓子屋さんには似合わな

もと変わらぬ歳時のお菓子

なお菓子はもっとあるは

間がかかっています。

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

エリアなかいちでの銘菓販売会

菓子に触れてもらおうと老

菓子工業組合後藤理事長ほ

14

どこでも買える。

91

26

が並びますが、ここ数年、

ゲットを絞る販売戦略は、

6

13

9
60
青年部東北・北海道ブロック大会

76

日銀が単独で為替介入して

30

79
83 15

年半ぶりに２兆

10

9

82
10

3

その 212
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新作販売 へ 熱 心 に 研 修
講習会で製作工程など学ぶ
業組合の協力そして諸先輩

催できるのも北海道菓子工

永年に亘り菓子講習会が開

え、

ぞれの店舗でアレンジを加

この日学んだ菓子はそれ

にメモをとっていました。

だいた不二製油会社のフジ

今回は講習会に協賛いた

月中旬ごろからの販

方の尽力のおかげと感謝し

舗が加盟しております。年

ております。

１回の菓子講習会は、組合

店

支部では、組合員を対象と

には１市２町の菓子店

した洋菓子講習会を開き、
員の技術向上と親睦を兼ね
る菊地穂さんに講師をお願

売を予定しております。
北海道菓子工業組合理事
・西川俊実

•••••••••••••••••••

オリーブをスイーツに！

トをふんだんに使ったとろ

講習会では、チョコレー

を通して１～２度は違いま

く、気温は仙台と比べ年間

な亘理町、冬でも雪が少な

宮城県南に位置し、温暖

そんな中、イタリアのト

ました。

色がどこかへいってしまい

良すぎます。風光明媚な景

レキの山も散在、見通しが

商品開発で震災復興を

ける食感のロールケーキ、
す。 特 産 品 は、「 い ち ご、

いしました。

チョコレートムースにラズ

たようで、近所から井戸水

をもらい煮沸して焼き菓

子、パンを原材料が無くな

るまで、毎日千個作り、避

難者に喜んで貰いました、

震災から一年九ヶ月にな

と話して下さいました。

りますが、亘理支部で被災

した組合員が関連業界の皆

様のご尽力のお陰にてマイ

ナスから営業を始めまし

店舗で使う餅つき機、冷

た。住まいは仮設住宅です。

蔵庫がほしいね、と言う要

宮城県菓子工業組合・佐

ます。

藤あや子

風味を活かした菓子の製作

参加者は、食材の特徴や

用不可状態で、近くにはガ

施設が津波の影響により使

理町運営の「鳥の海」温泉

月中旬現在、多くの

の実やオイルを使った商品

斉藤町長は、早速オリーブ

かるそうですが、亘理町の

また、児童絵画展では子ど

園から、塩漬けにされたオ

に神奈川県にあるオリーブ

二代目渡部安弘氏が、早々

そこで、㈲渡部菓子店の

長賞】小竹睦夫（二つ茶屋）

【兵庫県菓子工業組合理事

生地にオリーブ、フレッシ

を開発した。甘さを抑えた

塩 を 意 味 す る そ う で す。）

別名、塩ケーキ（サレは、

い、色々な餡を手作業で作

５月より製餡の授業を行

島根県菓子技術専門校は

子協会認定「選・和菓子職」

した。今年度より全国和菓

・こなし等を実習してきま

ながらの手法を大切にした

す。常に実践的な授業と昔

を懇切丁寧に指導していま

くにある参加店（

店舗
のスタンプ３個を集めてご

)

（菊）も授業に組み込まれ

ており、特に練切に関して

ってきました。さらにその

や島根県の優秀技能者賞等

夫をしています。実技指導

授業の両方を取り入れる工

は、三角べらの使い方など

ご応募をいただいておりま

「里土産」

だけではなく、和菓子に関

す。

の受賞者が新しく講師とし

実践から和菓子の歴史まで学ぶ

麦粉饅頭・どら焼き・練切

工程を見学し、今後の菓子

で、

•••••••••••••••••••••••••••••

んの工場は被害が少なかっ

大震災の直後は、渡部さ

望が届いております。使っ

スカーナ地方が原産のオリ

の実を使った「ケーク・サ

てない機具がございました

ーブの木２００本が震災復

リーブを取寄せて日夜研鑽

ます。その時には、オリー

りんご、アセロラ等」の菓

興支援としてイタリアから

開発で「町おこし」をした

ブの実をふんだんに使える

子の原料に最適な果物類と

亘理町に届きました。塩害

レ」がお目見えすると思い

ュチーズ、ドライトマトを

ベリーやイチゴのジュレを

広大な田園地帯が広がり、

を受けた田んぼに昨年植え

努力の結果バウンドケーキ

使った絶妙なハーモニーを

合わせたアクア・ショコラ

海に近く、荒浜漁港で取れ

い旨のお話を商業関係者に

を応用した、「ケーク・サレ」

らご一報をお願い申し上げ

のほか、和三盆と黒豆の甘

る鮭で秋期限定の「はらこ

付けしました処、今年の春

伝えたそうです。

のが楽しみですとおっしゃ

露煮で上品な甘さを演出し

飯 」（ さ け と イ ク ラ を 使 っ

実がなるまで２～３年か

には花が咲いたそうです。

奏でる逸品が誕生。二、三

たダックワーズなど、８種

た丼物）が名物である。東

っておりました。

類の洋菓子の製作工程を学

日本大震災で５階建ての亘

年後には亘理産のオリーブ

びました。

づくりに役立てようと熱心

史跡を巡りながら、その近

日から

もたちの描いた お｢菓子と
私 ｣の優秀作品を実際にお

て加わり、レベルの高い授

いました。主な賞は次の通

人気投票により、表彰を行

とどら焼きの提供をいたし

品提供、給食ブースに羊羹

マラソン参加者抽選会に賞

神戸マラソン」が開催され、

島佐枝子

島根県菓子工業組合・高

います。

か、講師共々楽しみにして

ばらしい作品ができあがる

腕を披露します。どんなす

を展示して、授業で磨いた

修了式には生徒全員の作品

いるようです。来年２月の

られた時間を有効に使って

たりと楽しみながら、決め

個人的に指導をしてもらっ

に耳を傾け、質問をしたり、

す。生徒も講師の話に熱心

する歴史的な背景なども織

餡を使って和菓子を作る、

り。（匠の部のみ）

ました。また、マラソンゴ

業を行っています。技能検

実技コースが始まりまし

類のお菓子を制作実演して

【近畿農政局長賞】岩佐康

ール地点で開催された「神

た。これまでに上用饅頭・

【私の選んだ工芸菓子】安

いただきました。普段の組

雄（ケーキハウスツマガリ）

戸マラソンＥＸＰＯ２０１

り交ぜて授業を進めていま

達文輝（芦屋柳月堂玉川）

合員の菓子製作を幅広い経

「Ｍｙ Ｌｏｖｅ Ｊａｐａ

２」というイベント内のグ
例の

局・奥山優子

定２級の課題でもある、小

菓子として制作し、たいへ

「彩」

験や知識の中から理論的に

ｎ」

ルメブースへの出店も行い
１２

姫｢路菓子まつり２０
｣を開催し、県内の菓

理事長賞】安達文輝（芦屋

利休饅頭・黄身時雨・葛桜

ん喜んでいただきました。
工芸菓子については審査員

月

東
( 京製菓学校）をお迎

お話をしていただき、有意

【兵庫県知事賞】西村欣祐

ました。マラソン開催日当

日には「第２回

日には梶山浩司

②
店のお菓子詰め合わせセッ

えし、神戸製菓専門学校に

④

氏
トをプレゼントするもの

による審査と来場者による

義な講習会となりました。

（西村清月堂）「季寄せ」

日は天候にも恵まれ、無事

日から５日は恒

【姫路市長賞】宮田洋（加

月

古川春光堂）「生きる」

③

子職人および地元菓子学校

柳月堂玉川）「彩」

点の展示、上生
菓子の制作実演、菓子教室、

工芸菓子

実演販売等を行いました。

兵庫県菓子工業組合事務

みかしほ学園の学生による

月
て技術講習会を開催。５種

応募いただき、抽選で参加

島根県菓子技術専門校

清盛」という

ＯＢＥ

月

観光キャンペーンの協賛事

日まで

業として、
月
源平めぐり

・阪神地区の源平ゆかりの

根

島

北海道菓子工業組合士別

冬に売り出す新作の菓子づ
て、 年以上続いています。

サニープラザ専任講師であ

くりを学びました。当支部

12

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

①今年のＮＨＫ大河ドラ

de 11
和
｢ 菓子
｣を開催。神戸

14

30

de
7

地域に広げたい、お菓子の輪

兵庫県菓子工業組合では
マ「平清盛」に合わせて神

「姫路菓子まつり２０１２」開催

夏から秋にかけて、多くの

ケーク・サレ
に終了しました。

11
【全国菓子工業組合連合会

25

10

1

28

戸市で開催されている「Ｋ

工芸菓子の表彰者

25

11

10

11

行事を開催いたしました。

技術講習会

㈲渡部菓子店の二代目渡部安弘氏

授業風景

30

城

10
洋菓子講習会

宮

北海道
庫
兵
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前橋市の市制施行

周年の記念事業
和菓子作りの実演を行いま

示と合わせて、有志による
る中、和装で訪れた市長み

た。多数のお客さまが集ま

る練り切りはさみ菊の製

の製造、高度な技術を要す

から始まるぼかし上用饅頭

講習内容は４品、種造り

た。

けての強い意気込みを語っ

練習あるのみ」と試験に向

後は成形に力を入れるべく

と、各種講習会やイベント

技能検定はもちろんのこ

伝統的技術の継承の為にも

個々の卓越した技術習得や

年部庶務広報担当理事・石

京都府生菓子協同組合青

繋げていきたいと思う。

れ菓子業界全体の活性化に

にご来場いただき、職人の

齢を問わず多数のお客さま

当日は、開始時間から年

でした。今後も機会を見つ

る盛り上がりを見せた一日

するなど、実店舗とは異な

品、羊羹の紋様埋め込み加

材料の選定、生地の調整、

みんなでチャレンジ！

ルーツを入れる子、クリー

トッピングも思い思いのフ

•••••••••••••••••••••••••••••

塚幸司

ずから質問に立ち、実演を

能楽などが一同に会するイ

手さばきを見ながら様々質

などの研究企画にも力を入

しつつ組合長が受け答えを

ベントが行われました。前

成形加工、デザイン力、積

ムだけの子、餡を一緒に巻

く、技能士としてふさわし

単なる資格取得活動ではな

の夢を育み、青少年健全育

し、笑顔にします。子供達

お菓子は人の心を豊かに

名程で開催しま

大竹社長の協賛で小学生と

屋物産鈴木部長とリス食品

菓子工業組合の共催、大津

んぐりクラブと静岡県沼津

た。皆、満面の笑顔！やっ

達には共通点がありまし

ーキとなりましたが、子供

菓？が誕生しバラバラのケ

枠がないので予想外の迷

き込む子、子供達の思考は

い気質を体得させたいとい

成に寄与する「ものづくり」

スタッフ

ロールケーキづくり

う意義を掲げて活動してい

の楽しさ、大切さをお菓子

講師・指導員は講習会が

算力など事細かく指導。

同組合青年部は、今後も

した。

前橋市の市制施行１２０

橋菓子組合（吉沢孝夫組合

和菓子作 り の 実 演 行 う

周年の記念事業として、「ま

けて和菓子の楽しさをアピ

工、扇形羊羹包丁仕上げ。

えばし和の文化の集い」と
問が飛び交いました。途中

局・柳澤ちえみ

群馬県菓子工業組合事務

す。

ールしていければと思いま

長）でも、各店舗の銘菓展
からは作るほうが追いつか
ず、整理券を発行し、それ
もお昼過ぎにはなくなって
しまうという盛況ぶりでし

•••••••••••••••••••

和菓子技能士１級検定練習会開催

作りを通して伝えていきた

今期の指導者となるといっ

を受講し合格をしたものが

が、熱心な指導により、何

に行う事に大変苦労した

など、高度な作業を時間内

「はさみ菊や羊かんの加工

受講者の西井一樹氏は

ブを会場に、第五小学校ど

津市立第五小学校児童クラ

平成

枚で菓

招福」を願う行事として、

年８月８日静岡県沼

ケーキづくり」と題して、

んなでチャレンジ！ロール

い。そんな願いを込め「み

め用意したスポンジ生地を

てこ舞いでした。あらかじ

ので、裏方の下準備はてん

にしてもらうのがねらいな

お菓子に親しんで身近な物

実演でスタートしました。

和生氏、後藤亨氏の説明と

合長挨拶の後、青年部杉山

沼津菓子工業組合山本組

感謝の声に、菓子業及び菓

父兄の皆様からよせられた

の子供達の声、後日多くの

ー キ 屋 さ ん に な り た い。」

りたい。」「楽しかった。」「ケ

「 ま た や っ て。」「 ま た や

多い時間でした。

合い、分かち合い‥‥学び

別世界でした。協力、助け

供の世界でも、菓子作りは

一寸した事で諍いのある子

ぱりお菓子は凄い！普段は

る為、受講者は真剣な面持

たスタイルが継承されてき

とか作成する事ができた。

この日に嘉定通宝

ラップの上に敷き、子供達

子関連業の歓びを感じま

した。

ちで取り組んでいた。

恒例の技術練習会だが、

たのも、レベル向上を支え

を祈念し元号を嘉祥に改め

と一緒にクリームを立てて

前期開催に続き全員合格目指す

前期の受講者全員実技合格

る一つと言えるだろう。

たことが起源で、この「嘉

子を求め無言で食べる風習

いよいよ製作作業です。ク

練習会は親会より宮本輝

という高いレベルの講習会

月

が庶民の間にも広まったも

級合格

夫氏、青年部より研究担当

となっている。前期練習会

中心に「笑わず餅」を大阪

祥の祝」は後醍醐天皇の御

のだ。その「嘉祥の祝」を

月５日㈮

者の北川孝大氏、西山基文

画制作に挑戦してもらうこ

代から室町時代へと受け継

年

氏を指導員に招き始められ

とで、若年層への和菓子へ

難波神社へ奉納している。

がれ江戸時代には「健康と

去る平成

主催の和菓子技能士１級検

る大阪府生菓子青年クラブ

これは、仁明天皇が西暦８

会場㈱図司穀粉に於いて京

定練習会を開催した。

で は ３ 年 前 か ら「 和 菓 子

の興味の堀おこしを行って

４８年蔓延する疫病の退散

上田悟史氏、前期

が、太郎氏はロスの分も原

甲子園」というイベントを

いる。

都府生菓子協同組合青年部

価に入れてくれてよいから

企画し、高校生や専門学校

の頃よく他のお菓子屋巡り

に建てられた木綿問屋の茅

のお店は、３００年以上前

注の種で包んであります。

の小豆を丁寧に炊き上げ特

けられたそうです。備中産

成 す。」 に あ や か っ て 名 付

さをもっと伝えていかなけ

て健康食である和菓子の良

だからこそ、和菓子屋とし

われますが、こういう時代

いしくなってきたとよく言

また、毎年和菓子の日（６

たのが和菓子の日で

現代によみがえらせ

服につける子、強く巻きす

る子、生地でなく手や顔や

リームをベチャベチャにす

とうございました。

す。スタッフの皆様ありが

事長・若月正章

静岡県菓子工業組合副理

あり、この日に和菓

ぎてはみ出してしまう子、

中島慎介

近畿ブロック長・

いたい。

化に繋がることを願

ニスイーツとの差別

とに繋がり、コンビ

く、コトを売る」こ

売ることだけでな

活動が「単にモノを

このような様々な

の需要喚起を狙う。

くことにより和菓子

康を祈願していただ

ただき大切な人の健

子を召し上がってい

16

日）には青年クラブを

と言われたそうです。晋平

生にあたらしい和菓子の企

表商品が「桃季」と名付け

に行ったことが今の自分の

葺きの御屋敷をそのまま利

この最中種は吉本興業のシ

ればと考えています。より

與兵衛 桃林堂

店舗データ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
〒 581-0004 大阪府八尾市東本町 2-5-1
•
•
電話：072-929-3663 ／ FAX：072-929-3665 •
営業時間：午前 9:00 ～午後 6:00 ／定休日：月曜日 •
•
••••••••••••••••••••••••••••••

コンビニスイーツとの差別化図る

いたそうです。その祖父の

今回は、河内音頭で有名
られた最中です。史記の有

菓子屋としての原点であり

與兵衛 桃林堂
な大阪府八尾市の銘店「與
名な言葉「桃季言わざれど

太郎氏に連れられて、子供

桃林堂」にお邪魔し

用したとても雰囲気のある

ルクさんのご実家の粕谷さ

一層季節感にあふれた商品

も下自ずから蹊

佇まいです。現店主の板倉

んに特別に作ってもらうそ

づくりをしてゆきたいと思

年創業のこ

晋平さんは創業者板倉益太

うで、晋平さんのお祖父さ

います。また、地域密着を

晋平さんが幹事長を務め

「コンビニスイーツがお

郎さんから数えて４代目で

んの太郎氏が特にこだわっ

感性の源であると。

本年度大阪府生菓子青年ク

たよく焼きの入ったこがし

を
)

ラブの幹事長をお務めで

心がけ和菓子教室などもや

み
(ち

す。栗菓子で有名な長野県

種です。大変香ばしく食感

くロスも多くなるのです

小布施の竹風堂で修業され

桃林堂」の代

っていきたいですね。」

ました。大正

兵衛

1

16
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和菓子作りの実演
もよいのですが、割れやす

「與兵衛

50

さんは、赤ちゃんのころは

10

岡

120

称して、茶の湯、いけばな、

た。

講習で作った和菓子

この最中種をおやつにして

24

都
京

静

24

馬
群
ました。

ロールケーキづくり

14

平成24年12月15日 （６）
（毎月 15 日発行）
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第885号

秋のお菓子講習会

月

者のため本日の講習は材料

て頂きました。
和歌山県菓子工業組合事

お菓子のイベント始まる！

務局長・高橋義明

を作り上げていく様子を披

露しました。当組合からは

和菓子職人代表として御菓

子処美福（金沢市旭町）の

村上義明さんが登場し、パ

北陸新幹線金沢開業に向けて

新し
い

•••••••••••••••••••••••••••••

かりやすく指導して頂いた。

やすく日頃の作業のヒント

並あんで風味のある焼き芋

を沢山教えて頂いたと好評

費のみで講習料は無料にし

講師の一番売れ筋で洋菓

参加者には、非常に解り

子の技術を生かした創作菓
であった。

「ポテト」に仕上げた。

子「高野の里」を披露して

にメモを取り真剣に講習会

試食を兼ね、質問や熱心

中で、風味を損なわず、作

頂いた。生地を作る作業の

で、紅葉の作り方の講習会

憲石川県知事らによるロー

協力して、

使！練り切りとロールケー

石川県と石川県菓子工業

なお、中井講師は和歌山

キで徐々に大きなお菓子を

に取り組んでいた。

県菓子工業組合の副理事長

が出店したスイーツカフ

作り上げていきました。観

り立てのやわらかさを保つ
冷凍の仕方を教えて頂い

ェ、辻口博啓氏らによるト

ティシエと共に軽妙なトー

た。和歌山県内で和菓子工
の２日間にわたり「～和洋

ークショー、全国から集ま

クを交えながら妙技を駆

食感を重視した栗蒸し羊

お菓子の祭典～いしかわス

の有名店

羹。金時芋をオーブンで焼
でもあり、これからの和歌

イーツ博２０１２」が金沢

ルケーキカットでのオープ

長の御坊市南海堂工場をお

芸菓子の第一人者でもある
山県を担っていく若い技術

ツコンテスト（知事大賞は

った若手職人によるスイー

津々の声が上がる中、和洋

出 来 上 が る の？」 と 興 味

客も益々増えていき「何が

ニング、県内外

借りして菓友会相談役の中
き中身をペースト状に裏ご
得意の工芸菓子の基本を分

市の石川県立音楽堂をメー

岩手県盛岡市の北日本ハイ

運び詳細かつ綿密な準備を

初開催のために現場に足を

者と意識を共有しながら、

する方々が１年前から関係

事、中村辰男理事を初めと

合からも髙木慎司常務理

ていくことを目的に、当組

子処いしかわを広く発信し

幹線金沢開業を見据えて菓

会場は大勢の人波で溢れお

らもと）、スイーツ茶会等、

工芸菓子展示（御菓子司む

菓 業 青 年 会 が 連 携 協 力 ）、

ーナー（金沢菓友会と石川

ｗ！）、 和 菓 子 作 り 体 験 コ

ａｎ ｄｏ ｉｔ ｎｏ

ッ ジ、 チ ー ム 名： Ｗ ｅ ｃ

テクニカルクッキングカレ

た。

幹線に思いを馳せていまし

沢を２時間半で結ぶ北陸新

菓子を口にしながら東京金

来場者は振舞われた合作お

に会場は大いに沸き返り、

さんの楽しい完成後トーク

北陸新幹線」を完成！村上

の二人は見事な「お菓子の

これらのイベントを通し
菓子の甘い香りに包まれた

ーンフェスタ」が閉幕しま

級の熱気球大会「佐賀バル

賀の伝統的な工芸菓子「寿

なまつり会場において、佐

より開催される佐賀城下ひ

中の一つとして、来年２月

え、日々議論しておりその

じて頂けるような企画を考

球の様に「ワクワク」を感

え、皆で佐賀の人々に熱気

古伊万里の技術の影響を受

り伝来した飴細工の技巧と

よれば、古くポルトガルよ

く」

佐
( 賀新聞社出版

に
)

ュガーロード長崎街道を行

長の著書「肥前の菓子～シ

る村岡総本舗の村岡安廣社

を代表する老舗の一つであ

やかな工芸菓子です。佐賀

り付けた非常に繊細かつ華

演などの催しを行ってお

ても、まるぼうろの製作実

るお菓子のコーナーにおい

れます。展示を予定してい

トが来場者を楽しませてく

して様々な雛人形やイベン

る絢爛な雛段飾りを始めと

毎年、鍋島旧大名家に伝わ

佐賀城下ひなまつりでは

びを同時に感じています。

エの二人が和洋の合作菓子

中の和菓子職人とパティシ

演 ス テ ー ジ 」。 県 内 で 活 躍

ったのは「いしかわ和洋共

中でもひときわ盛り上が

石川県菓子工業組合事業

認することができました。

ていくことの大切さを再確

菓子文化を強く発信し続け

て、菓子処いしかわとして

した。期間中は

賀 台（ す が だ い ）」 を 菓 青

り、毎年賑わいを見せてい

２日間となりました。

毎年多くの方が

会のメンバーで制作・展示

ます。御来場頂いた方々に

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

県外からもお越

けた繊細な焼き物の型の２

お菓子の魅力を少しでも伝

佐賀菓青会が「寿賀台」制作

佐賀菓青会に

業青年会のメン

鮮やかな飴細工で出来た松

り、鯛や人型の金華糖を色

クさせられます。 役 割 を し た 工 芸 菓 子 で あ

バー達もワクワ

や吹き流し等と共に台に飾

ウエディングケーキの様な

西部で婚儀の際に、現在の

寿賀台とはかつて佐賀県

らしい技術を学ぶ事への喜

伝統への責任の重さと素晴

回技術を学び制作する事に

・技術だと考えており、今

来に残したい誇るべき文化

り、佐賀菓青会としても未

にしたいと思います。

しか」お菓子のひなまつり

一 同 で 努 力 し、「 が ば い 楽

えられるように佐賀菓青会

に、私達佐賀菓

はここ数年若い

一郎

佐賀菓業青年会・福井健
メンバーが増

お菓子の北陸新幹線

伝統工芸菓子の再現に意欲

先日、佐賀の秋の風物詩

しになり、佐賀

する為、若手主体となって

つの出会いがこの芸術的な

寿賀台

企画委員会・深沢大

の一つである、アジア最大

平野の空に舞う

お菓子を生み出したとあ

イベント内容は、谷本正

日々進めてまいりました。

した。平成

年春の北陸新

63

ン会場に盛大に開催されま

11
27

準備を進めています。

作品４品と工芸菓子「紅葉」

熱気球の雄大さ

講師：中井啓祐氏

月３日・４日

井啓祐氏（浪花堂）をお迎
し生クリーム、バター、白

組合、石川県洋菓子協会が

えして、秋をテーマに同店

を開催した。

と工芸菓子の基本との事

で良く売れている商品４点

売れ筋４店と工芸菓子の「紅葉」学ぶ

和歌山県菓子工業組合若

年

い経営者のグループ「菓友
会」は、去る平成
11

６日、菓友会山本敦弘副会

24

川
石
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賀
佐
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（７） 平成24年12月15日

全菓連青年部東北・北海道ブロック大会より

地域活性化への事業紹介

北王者に輝きました。
水野勇気（秋田プロバスケ
ットボールクラブ株式会社
社長） 私は東京で生まれ
育ちました。秋田には８年

全菓連青年部東北・北海道ブロック大会では秋

が広がりました。秋田は人

クアップ体制もできて、輪

経営者の方が応援し、バッ

ますが、商工会議所や地元

でした。そんな中、秋田に

人、親戚はだれもいません

田には縁もゆかりもなく知

で来ました。それまで、秋

プロバスケットボールチームをお菓子屋さんが支援

田プロバスケットボールクラブ株式会社と秋田県

前、国際教養大学の１期生

菓子工業組合秋田支部で推進している地域活性化

していただきました。１個

るにバスケットボール王国

終わりましたが、経営も採

上がりました。２シーズン

年掛かかりでチームが立ち

さんのアイデアでロゴの部

しまうと思いますが、小国

ルは普通、食べたら捨てて

売していただきます。シー

店の店でシールを貼って販

た。２００７年、まだ大学

秋田と言っても、他県から

算がとれています。チーム

ームが天皇杯やオールジャ

文句を言われません。

は色々な方の支援で、成り

分をはがせるようし、何か

ます。私が立ち上げを考え

円で買ってもらい、加盟

しかプロスポーツチームは

２００５年当時、ｂｊリ

に貼れるようにしたので、

に在学していた頃から、３

ありませんでした。

ーグというプロバスケット

立っていますが、その１つ

子供が喜んでいます。永続

パンで優勝しました。要す

ーストラリアに留学しまし

ボールリーグが全国６チー

名のボ

が菓子工業組合秋田支部さ

始めた頃、東北はこの２県

た。あの大きな土地に２千

ムでスタートしていまし

プロスポーツチームが必要

いう光景を見て、秋田には

し、楽しんでいます。そう

ームを地域みんなで応援

と同じように地元のプロチ

つも存在します。アメリカ

ー、野球とプロリーグが５

ームを考えました。Ｊリー

最初は当然サッカーのチ

ます。

ケットボールチームができ

東北６県中４県にプロバス

森ワッツが誕生するので、

手ビックブルズ、来年は青

ムでした。昨シーズンは岩

秋田が参入した時は

ボランティアの分を毎試

子工業組合に相談したら、

食べてもらおうと思い、菓

フには休憩時間にお菓子を

ます。ボランティアスタッ

方々に手伝ってもらってい

された方まで幅広い世代の

り、高校生から、リタイア

ランティアスタッフがお

してもらう。日々の生活に

うにし、商品を通じて認知

日々の生活の中で見えるよ

ッツのチーム名やロゴが

事です。このため、ハピネ

ネッツが根づかせるのが大

で、日々の生活の中にハピ

いスパンで考えているの

できるチームを目指し、長

アメリカ留学後には、オ

万人しか住んでいないです

た。今

ツチームが１つもありませ

だと思いました。思い付い

んです。試合には

がクリケット、ラグビー、

チームあります。

ＯＺフットボール、サッカ

んでした。仙台は大都市で

たのはバスケットボールで

小国輝也（全菓連青年部東

す。１９８３年生まれの

数社から内定が来たのに、

チームができて盛り上がっ

また、メディアに露出す

思います。

い楽しみが生まれたのだと

ップルと色々な方々の新し

時、週末に家族や友達、カ

方は冬に休みます。そんな

た。うちの場合はハピネッ

貼ってもらうことにしまし

のお菓子屋さんのお菓子に

すいシールにし、それぞれ

が難しいので、誰でもしや

でする場合、共通すること

っていたのですが、何社か

のオリジナルスイーツと思

ッツの抱負と株式会社秋田

ン目を迎えノーザンハピネ

思います。では、３シーズ

ういうスタンスが大事だと

子屋が一緒に応援する。こ

ロスポーツチームを我々菓

を図る時、頑張っているプ

つながります。地域活性化

ツを応援している雰囲気に

いる。街を挙げてハピネッ

当時、秋田はプロスポー

ンベイバッカーズです。ラ

トボール、ＮＦＬのグリー

ブチームはアメリカンフッ

自身が理想としているクラ

えできればと思います。私

たちに、元気と希望をお与

作りたい。そして秋田の人

秋田から日本一のチームを

ことは、優勝することです。

直近１、２年で達成したい

るチームを作ることです。

は長いビジョンでは永続す

す。会社として、目指すの

うＪリーグのチームがあり

小国

ます。

うな日本一を目指していき

で、全国でも盛り上がるよ

に成功例があるので、秋田

くさんあります。アメリカ

ームはやれることがまだた

のプロバスケットボールチ

０６万人台です。自分たち

人口が減っています。今１

秋田は毎年、１万人以上

アムは常に満員です。

すが、７万人収容のスタジ

う街で規模は人口

本拠地はグリーンベイとい

すゞ自動車という実業団チ

す。古くは

小国

秋田県民全員がバス

思いますので、我々もハピ

チーム

ネッツに負けないよう頑張

秋田県民に誇りや希

代々引き継がれ、だれも手

っていきます。

クに染まっています。

放さない。それだけ人気が

チー

ーソニックスというチーム

はないのですが、プロスポ

入り込んでいるお菓子のお

住んでみて、どんどん好き

がありました。ある程度、

ーツチームが３つも存在し

店でこうした試みをしても

口も減少しているので、プ

ルに留学をしていました。

大きな街には地元のプロチ

合、提供していただきまし

らえることはありがたいと

への事業を紹介しました。

アメリカはプロスポーツ大

ームがあり、それを地域の

た。また、ハピネッツの稲

になりました。ただ、街は

立ち上げ、２０１０年にチ

国です。シアトルはイチロ

グです。しかし、秋田で一

穂をモチーフにしたロゴを

何か元気がないと思ってい

ーム名ノーザンハピネッツ

ー選手がいたシアトルマリ

番根付いているのはバスケ

ロチームを作っても採算は

それを全部蹴飛ばして、疲

がスタートしました。２シ

した。能代工業高校は全国

ットボールと思い、チーム

とれないと言われたものを

弊している秋田を元気づけ

ーズン終わりましたが、昨

ています。野球、サッカー、

年前に秋田い

回の実績がありま

ました。私は秋田に来る前、

北・ 北 海 道 ブ ロ ッ ク 長 ）

られないかと、秋田ノーザ

皆で応援をする。それを純

優勝

覆し、３年前、秋田プロバ

今日は、スポーツで地域を

ンハピネッツというプロバ
ナーズがあり、アメリカン

バスケットボールです。山

秋田ノーザンハピネッツ誕生

元気にしようと活躍されて

年の東部地区イースタンカ

形もモンテディオ山形とい

１年ほどアメリカのシアト

いる水野さんを紹介しま
スケットチーム作りに取り

粋に楽しむ光景を見ること

ていました。仙台も同じだ

るため、色々な仕掛けをし

ツどら焼きに貼っていま

プロバスケットボールチー

ンボー・フィールドという

望、子供に夢と目標を与え、

ヘッドコーチが来て、東地

あるチームです。チームの

思います。

ができました。

ケットファンではないので

と思います。要するに秋田

ています。テレビやラジオ、

す。はがしたら筆箱や携帯

ムクラブ社長としてのビジ

７万人以上収容するスタジ

明るい活力に満ちた地域社

区の３位まで来ました。今

シールにして、１万個製作

フットボールのシアトルシ

、

すが「おらほの球団、おら

の人たちは、そういうチー

新聞では大きく報道してく

電話に貼れるようにして、

ョンを教えて下さい。

アムは、席が余っていませ

お菓子屋さんに行ってもハ

シーズンは優勝を狙いま
います。本当はハピネッツ

50

の立ち上げ活動を始めまし

ーフォクス、プロバスケッ

スケットボール株式会社を

10

ンファレンスで３位に入り

40

ました。また、プレシーズ

組みました。

ほのハピネッツ」というこ

ムが羨ましかったと思いま

れます。こうしたこともあ

二重に使えるようにしまし

水野

ん。年間全部の試合を見ら

会の形成は、お菓子屋でも

秋田に縁の無い彼が話して

歳で、東京出身ですが、秋

とで、せっかく秋田にでき

す。おらほのチームを応援

り、ｂｊリーグの中で観客

た。シールは約１万枚販売

は２年目シーズンから新し

人待

できます。スポーツとお菓

田の国際教養大学に入りま

たプロスポーツチーム１号

する。それがついに生まれ

動員は３番目です。

し、ハピネッツに

く中村監督になりました。

れるシーズンパスは

子は相通ずるものがあると

トボールのシアトルスーパ

だから、何とか根付かせて

た。よく秋田の県民性はシ

小国

秋田県の男鹿出身で、バス

ちです。要するにおじいち

ンズリーグは見事、初代東

盛り上げていきたい。これ

ャイといいますが、会場に

ッツのチームカラーのピン

１つのお菓子屋でできる

ケットボール界では有名な

ゃ ん の 代 か ら 息 子、 孫 と

万人で

は当事者だけではできない

来る人たちは違います。物

ことは、限られていますが、

コーチです。色々なチーム

街を挙げての応援

ことで、秋田県民１人１人

凄い声援で、全国

お菓子の話に戻ると、去

組合や青年部でスクラムを

を日本一にしました。その

年代前半に

に応援する気持ちが広がっ

ある中でもトップ３に入る

年はとりあえず菓子工業組

組めば、こういう協力をす

ピネッツのシールを貼った

お隣の山形も

て行かなければ盛り上がら

熱い応援をしています。そ

合の秋田支部で取り組みま

ることができます。どこの
しており、ホームゲームに

お菓子がある。幟も立って

ノーザンハピネッツ

ないでしょう。この点、県

うしたものを待ち望んでい

した。お菓子はボランティ

個くらい届けて

万円寄

立体育館や市立体育館はい

たのではないでしょうか。

アスタッフに少しずつ提供

試合会場ではハピネ

つも満杯で２５００人入っ

また、バスケットボール

きます。今まで冬は秋田の

は毎試合

か。
水野

人たちは、どうしてもこも

プロスポーツチーム

10

30

りがちでした。特に農家の

付できました。

ていますが、観客動員に結

は室内競技なので冬でもで

58

が１つもなかったことが強

10

みです。全国はサッカーで、

38

19

90

16

21

歳で、

ノーザンハピネッツのロゴシールを貼ったお菓子

びつけている秘訣は何です

も、半信半疑だったと思い

24

した。卒業する時、東京の

23

29
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全菓連青年部第６回中部ブロック大会では、加藤
孝明氏（白扇酒造株式会社社長）を講師に迎え「日

ルーツだ。

るように果物で、ドライフ

とはお菓子の字が表してい

り込むと味が一変する。あ

本の食文化～未来に伝える食を考える」をテーマに
講演を行いました。

甘いもの
食べ物のメインは塩が多
い。甘いものは生きていく
ための食べ物にはならな

その①

文化が積み重なっている。

なったことがない。従って

は古代からずっと他の国に

言われたのであろう。日本

ラはフランスでクリスタ

とも脱出して逃げた。バカ

強くなってきたので、両方

大戦を経て、共産主義化が

にあった。第１次、第２次

と同じでチェコスロバキア

社長が「リーデルはバカラ

る。工場見学に行った時、

いう動機付けになった。

を調べなければならないと

事だと感じ、みりんも基礎

た。人に見えない部分が大

ばならないと教えてもらっ

り始めたのか、話せなけれ

自分の店の歴史や、何で作

という。リーデルの社長に

アで飲むことに集約した」

臣になった時のお祝いの膳

いるが、これは頼長が右大

ある。今、平清盛をやって

「大饗の膳」という絵が

った。このように見ている。

したら調理じゃない」とい

変えてしまう。そのまま出

ザイナーおられ、半分ぐら

大阪に喜多さんというデ

った。僕らは、出てくるも

は調理をしていない」とい

け て あ る 」 と 言 う。「 こ れ

ら「米を丸めて魚を張り付

だ。最後に寿司が出てきた

みると切って並べただけ

っているのだが、言われて

頃は果物系統が菓子として

お菓子）などがある。この

ると梨や桂心（シナモンの

真ん中にあるお菓子だ。見

る。皆様に関係あるのは、

卓に出されている証拠にな

といい、もち米が貴族の食

もち米がある。盛り切り飯

には大きなお椀に盛られた

を切って口に入れるという

て手で食べる。殺した動物

だと言われている。絵の中

グラスを置いて、同じ酒を

いはミラノに住んでいる。

のは、何でもかんでも料理

消す作業をする。調理され

快感も味の中にあるといわ

う。西洋菓子では蜂蜜を練

とのスタートは蜂蜜だろ

のが余りなかった。もとも

いく。ところが昔は甘いも

うしても甘いものを求めて

という説がある。人間はど

という糖が脳に沁みついた

を飲んでいる間、中の乳糖

スが違う。お母さんのお乳

べ物の中では少しニュアン

言い方がされるように、食

は今のタイなどの米だ。ジ

の太ったもの。インディカ

る。ジャバニカ米は短粒米

・グラベリマの４種類があ

アメリカはどこにいっても

ぺん、そういう頭が働く。

行くとそば、静岡でははん

物、風習が違う。長野県に

日本は県単位で文化や食べ

いい国ですね」と言われた。

時、教授に「日本は広くて

にアメリカに留学された

小山社長は牧場経営のため

は、飯山で牧場をしていた。

信州味噌の小山邦武社長

い。今、アフリカ種を使っ

つけないので市場にはな

アフリカ種だが、実を多く

のオリザ・グラべリマは、

バニカ種になる。もう一つ

ういうことで日本は広いと

があり画一的だ。多分、こ

帯にしかもちはない。従っ

本にと来た。このベルト地

国の沿岸に上がり韓国、日

半島の国々をかすめて、中

れてきたのはインドネシア

がもちの産地だ。日本に流

しまう。北の山岳に近い方

を入れたお菓子っぽいもの

郎のようで、砂糖や木の実

の粉を蒸した粉もちだ。外

きたのではないか。

から、韓国を通じて入って

月の

いるもちは、鏡もちだ。正

日本で象徴的に扱われて

種なのに、でん粉の性質が

うるちともちは同じ米の

芋のためではないか。ねち

は米文化の前の芋文化の里

きだといわれている。これ

本人は一番ねちねち感が好

ちを余り好きではない。日

らない。また、外国人はも

が、非常に少ない。

もちみたいなものがある

じようなもちは、ひき切り

でトックという。日本と同

ケーキのようにきれいな形

が多い。日本のバースデイ

ら、蛇の目に見える。二重

段にミカンが乗っているか

ちになる。上から見ると２

を巻いた図で、それが鏡も

乗せる。これは蛇がとぐろ

し、その上にみかんや橙を

置く。裏白を敷いて２段に

の半被も、袖口が三角形だ。

ら守るのが由来だ。新撰組

味しており、女の子を災か

の色だ。菱形は蛇の鱗を意

同じで白、緑、赤と魔除け

２つあり、色は三色団子と

飾りがある。前におもちが

３月３日はひな祭りで雛

横に置いてあることだ。横

番びっくりしたのは、箸が

戸や明治の時、外国人が一

の国ではほとんどない。江

箸を横に置いている。ほか

ている。平安時代以降は、

今の日本では消えてしまっ

ークが３分の１と言われて

は３分の１、ナイフ・フォ

いるところは３分の１、箸

今、地球上で手で食べて

わってきた民族だ。

昔から場所の区切りにこだ

事をしている。日本人は、

寿司、お菓子も手で食べる。

残している。おにぎり、お

文化にも手で食べる部分は

箸の文化にもフォークの

ブルクロスはいらない。

は手を使わないから、テー

らひざの上に置いた。日本

日間、床の間などに

違う。調べてみるともちと

ねち感と口にぽったり入る

るペーパーに、６脚の違う

お菓子では、もち米は結

ャバニカはインドネシアか

て品種改良をしている。今

て、他の国の人はもちを知

鏡もち

構使うだろう。では、米の

まで見たことがない米が出

付くのは米、きび、あわ、

韓国は日本と違いうるち

学名をご存じだろうか。オ
らインド、ヨーロッパで作

現するかもしれない。

米の種類

大饗の膳

オーストリアにリーデル
ル、リーデルはオーストリ

入れて飲む。２つずつ外し

私にその方がイタリア人と

されていると頭に入ってい

出されたことが多かったの

た食物と食べる私を、箸で

れている。勝利者の食事と

人くらい集ま

自分の店の歴史
を話せるように

というグラスの会社があ

ていくと、最後に４個残る。

一緒に温泉に行った。食事

る。「 で は ど う い う も の を

がわかる。

るとみんな同じように立て

線を引いて分けている。従

る。そこに

ある時、オーストリアの大

に刺し身が出てイタリア人

調理というんだ」と聞いた

昔から蛇の皮は大事にされ

て、いただく。箸置きの代

って、箸のこちら側に物が

って大吟醸のグラスを作っ

使館から招待状が来て「最

が「切っただけなのに、き

ら「イタリアでは形と味を

た。財布に入れたり、額に

わりは御飯がしてくれる。

も言う。テーブルクロスは

リザという。オリザ・サテ
られた米だ。リゾットやパ

日本は広い

後の１個を一緒に決めまし

れいに並んでいる」という

もちという言葉はいいかも

飾った。正月に置くのは、

今はしない風習だが、ごは

手をふくためにあった。あ

エリアは、もともとはジャ

コーリャン、トウモロコシ、

からだろう。

帯の場所だ。今でももち米

ス、中国の雲南の南がもち

の上をかすめてタイ、ラオ

のアッサムからミャンマー

ない。分布を見るとインド

がある。古代の日本に伝わ

以前はもち米だけという説

ってから出てくる。従って、

という漢字がない。随にな

がある。前漢の時までは粳

ちは出てこないが、ちまき

中国では食の中に余りも

にもある。下を支えるのに、

く。何とかもちはどこの県

寿もち、全部もちが下に付

も同じだ。羽二重もち、長

ヒヨクモチ。お菓子の名前

メノモチ、はくちょうもち、

につく。タカヤマモチ、ヒ

うだが、大体もちが必ず下

ちより位が高い。品種もそ

日本では、もち米がうる

蛇で、皮だけ転がっている。

れている。蛇は脱皮しても

脱皮を重ね合わせたと言わ

は汚れを落とす禊で、蛇の

なぜ飾っているのか。これ

ぐろを巻かない。その姿を

で、緊張感の高い時しかと

防御を一緒にしている姿

丸を蛇の目という。攻撃と

飯に箸とさじを立てる。す

では、一番主賓が大きな御

安時代、先ほどの大饗の膳

して食べたかというと、平

日本人は昔、料理をどう

が守るという図柄だ。

戦いに行く人が着るが、蛇

話になる。こういう混沌を

る私はどこにいるのという

は行政府が違う。渡ってい

ば川だと両方の橋詰で普通

で川の端や上下の階、例え

箸はもともと端という意味

近い。場所を区切ること。

時、扇子を前に出すことに

に置く理由はお辞儀をする

フ１本しかない。肉を切っ

っておらず、食卓にはナイ

ルイ王朝までフォークを使

だ。フランスでは

世紀の

入れる狩猟民族の食べ方

・フォークで切って、口に

出てこない。自分でナイフ

カではほとんど肉を切って

いる。ヨーロッパやアメリ

われている。

め、わざと残していると言

手の感触を覚えておくた

が食べる時に最初に使った

は手で食べる。これは人類

ークを使うのに、パンだけ

サラダなどもナイフ・フォ

洋食はパンだ。食べにくい

はしとさじ

を常食としている地域があ

ってきた時ももち米らし

次号へ続く。

る。これがタイのバンコク

うるちともち

大麦、はと麦の７種類しか

13

に行くとうるち米になって

18

い。お菓子は別腹のような

ょう」と書いてあった。決

言い方をした。我々も分か

しれない。その代表が力も

今年は違う人間になる、と

来ると、知らないうちに向

まりに汚くなってしまうか

イタリア人の言
う調理とは？

同じで、ポテトチップが積

めたものは世界中で大吟醸

い。黒米や赤米はもちだろ

いう誓いを立てるためだ。

んに箸を立てておくのが通

こうへ押し出す。箸は通常

ィバ・ジャポニカ、インデ

てもらった。６個の桝があ

まれ、大きなハンバーガー

のグラスとして売られてい

う。粳は弥生時代になって

ちだ。

食べるためだったら作らな

の秩序ある世界に変える仕

20

常の食べ方だ。韓国や中国

加藤 孝明氏 （白扇酒造株式会社社長）

に行くとスプーンがある。

～ 未来に伝える食を考える～

くてもいい。

日本の食文化

ィカ、ジャバニカとオリザ

加藤孝明氏
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（９） 平成24年12月15日

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
大会での製作技術をパティシェはどう活かすのか

その③

す。

らわれたレシピだと思いま

チームは、これが顕著にあ

た。２０１１年のスペイン

使うようになってきまし

か。

新しく出てくるのでしょう

があると思いますが、まだ

ンスを取っていくので限界

セルクルの中で、味のバラ

自由さがありません。必ず

ドはＷＰＴＣのように型の

ーンと感じ、それでまた調

す。特徴的に何かの味をパ

ンと出てくるものが多いで

すが、最近はその中にパー

くないを評価していたので

の味覚でおいしい、おいし

朝田

にアドバイスがありますか。

上村

朝田さんから皆さん

上村

朝田

和が取れている傾向です。

スペインチームは凄く顕著

朝田

というのもそんなになかっ

かの種類で、何パーセント

になかったんですね。幾つ

ョコレートの種類がそんな

だけれども、始めた頃はチ

します。チョコレートムー

ョコラを何種類か使ったり

は勝てないので、そこにシ

はいい。ただ、そのままで

組合せるのが一番バランス

れに対し、もう一つくらい

で、こうなるんだけど、そ

ん。それが大前提にあるの

を使わなければいけませ

付いているので、ショコラ

のメーカーがスポンサーに

ュ・モンドはチョコレート

トと何かです。クープ・デ

き着くところはチョコレー

ところですね。最終的に行

朝田

なことをしてもなかなか勝

ンクールなので、当たり前

められるけれど、やはりコ

朝田

んでしょう。

ないと、シンプルでは弱い

辺の複雑さを追求していか

系の中身ですよね。そこら

エキゾチックなど、組合せ

ピスタチオなどではなく、

前のようにチョコレートと

ともう１種類なんですが、

上村

るか想像がつかないですね。

味が入るので、次はどうな

した。そこに新しい風味や

て、新しい傾向が出てきま

らできたクリームの違いま

ンドしたクリームと最初か

の感じ方が違うので、ブレ

により、口に入れた時の味

違います。脂肪球の大きさ

は、脂肪分で味の感じ方が

出ていますね。生クリーム

パーセンテージがたくさん

朝田

何が来てと言っています。

にチョコが来て、真ん中で

す。今は皆さん普通に最初

じではなかったと思いま

て、後に何が来てという感

上村

あります。

ういう使い方をすることが

ペパンやエキゾチックもそ

昔は食べた時の全体

も２０１１年も味的に見る

初にシンプルなものから始

それでも２００９年

と、チョコレートともう１

まり、その中に食感が入っ

で、見ていて頭が痛くなる

たし、極端にいえばスイー

スという１つのもので、ど

てないですね。そこにどう

この辺がおもしろい

組合せなんです。

トとミルクとホワイトみた

れだけ個性を出すかという

難しいですよね。最

種類だけですよね。

上村

いな感覚で仕事をしていま

方向に行っていると思いま

～」をテーマに講演を行いました。

数が増えていることと、チ

ョコレートが入っていて、

した。２０００年を越えて

した味にします。

のですか。
す。飲んだ時、１つの飲み

カクテルブックを使いま

味の組合せでは、お酒の

朝田晋平（パティスリーア
物として完成されていま

すか。
そうですね。前回の

ーレひとつにしても、ゆっ

とつでこれだけ味が変わ

つの味に対し「溶かし方ひ

ールをすることにより、１

せんでした。でも、コンク

前はそこまでは考えていま

が、私もコンクールをする

にしています。コンクール

ッフに多く情報を出すよう

きました。でも、私はスタ

べて、という世界で生きて

の仕事を見て、こっそり食

す。ですから、私も先輩達

いう時代だったと思いま

て覚えなさい」など、そう

すが、チョコレートの組合

時間内できちっとしたもの

す。コンクールは限られた

るようになったと思いま

朝田

験で何でしょうか。

響となったコンクールの経

上村

なかったでしょう。

の仕

ールをしなかったら、感じ

す。こうしたことはコンク

シピに書くようにしていま

のでは七十何パーセントを

コンクールをしている人が

るかというと、スタッフも

す。何でそんなことができ

飯を食べに行ったくらいで

んなで決起大会と言って御

９時に終わり、スタッフみ

って帰りました。前々日は

は前日９時半に仕事が終わ

夜になりますが、うちの店

は大体２日くらい前から徹

また、個人店のオープン

的か、常に考えています。

います。どのやり方が効率

上村

時代に同じ目標を持った仲

だと思います。あとは同じ

ンクールはそのための手法

識を得たのかが大事で、コ

な練習をしたか、どんな知

どんな勉強をしたか、どん

ます。出場するのに自分が

果より過程が大事だと思い

余り意識していません。結

朝田

と思うことは何でしょうか。

上村

コンクールの結果は

御自分が一番大事だ

な仕事ができるからです。

に入っているので、効率的

しょう。

だ、やっていなくても素晴

てよかったと思います。た

朝田

意義はあると思います。

を拝見して、コンクールの

ます。ただ、私は朝田さん

かになることもあると思い

クールばかりして仕事が疎

れない方もいますし、コン

上村

です。

得ることができて良かった

くれたり、そういう仲間を

ープンの時に手伝いに来て

あると連絡しあったり、オ

でも仲がいいですね。何か

と思います。

っている時の気持ちがお菓

う」が根本にあります。作

「仕事は楽しくやりましょ

ましょう」と言っています。

フに「お菓子を好きになり

ません。私はお店のスタッ

自分の中での価値観はあり

し、結果で何位というのは

ンクールがすべてではない

知識のある方はいます。コ

んいるし、私よりも技術や

らしいパティシェはたくさ

ます。

けることが、大事だと思い

す。仕事は楽しみ方を見つ

い結果に結び付いたりしま

も楽しみ方を見つけるとい

す。コンクールの辛い練習

も、それをどう楽しむかで

や嫌なことがあります。で

ルもそうですが、辛いこと

ないと思います。コンクー

作ったものはおいしく見え

子に現れるので、いやいや

この仕事をして

くり冷蔵庫で解凍したも

る」など深く考える習慣が

は常に同じもの、安定した

まで

間を得られたことです。一

今、乳業メーカーも

上村

の、鍋の中に入れ直火で熱

付きました。

ものを作らなければならな

を作るので、例えば

多いから「ここまでに何を

緒に戦ってきた仲間は、今

普通のおいしさは求

コンクールを通じて、今の

を加えたもの、沸騰したも

上村

いので、情報が必要です。

事をするのに１から

しなければいけない」とい

上から下まで全部チ

御自分の店にどういうこと

の、全然風味が違います。

のは同じでも、日本のお菓

例えば生クリームとチョコ

うのが共通の認識で頭の中

２００９年はフラン

プラノス） 私も味の試作

か、教科書的なものはある

味の組み合わせは方程式と

上 村 究（ Ｃ Ｓ М ジ ャ パ ン ） レンジし、新しい味、進化

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

先月号より続く。

す。いいバランスで相性の

ョコレートを合わせている

合計５種類のチョコレート

から、スイートでも六十何、

昔は最初に何が来

いいものを使っているの

ものが増えています。

をブレンドしています。中

確かにチョコレート

に悩みます。その時、参考

で、ヒントにして組合せる

朝田

間に入っているのはエキゾ

で、考えなければならない

せが凄いですね。

にするのは昔の先生・先輩

こともあります。

ら同じアントルメの中に２

個性を出すかがポイントで

そこまでしないと味

方の書いた本や昔からある

上村

種類のチョコレートを使う

す。

上村

資料・レシピを参考にしま

スチームが優勝しました。

五十何パーセント、多いも

が活かされていますか。

それぞれの素材にあった解

子は技術的な精度に大きな

レートを合わせる時、何度

と途中飛び飛びでやるの

年

す。昔から残っているのは、

この時もチョコレートとエ

チックのコンポートだけで

朝田

たくさんの人に受け入れら

など、ショコラのブレンド

のバランスが取れないので

れ、おいしいからです。そ
キゾチックの組合せです

朝田

凍の仕方や扱いをしないと

変化があったのではないで

は、終わりの時間が全然違

２００９年あたりか

れをヒントに、自分の今の

つ一つのお菓子に、こだわ

ならないですね。

しょうか。

度のチョコレートが一番い

朝田シェフ御自身が

技術的な面では、一

朝田さんのみならず

日々の仕事の中でコンクールに影
響を受けていることは

りを持つようになったこと

上村

朝田

い状態になるか、などをレ

あったと思います。

するのと

効率的な仕事ができ

店の仕事で大きな影

です。コンクールは１つの

コンクールを経験した方

私がまだ小僧だった頃は

から１にするの

私はコンクールをし

コンクールを経験さ

お菓子を半年、１年かけて

は、そうしたことを感じて

「感じて覚えなさい」、「見

感じると思います

10 10

昔から作っているも

作るので、こだわりや集中

いるのでしょうか。

のホイップクリームと、何

力を入れなければならない

朝田

30

と感じました。あとは素材

クープ・デュ・モン

が顕著です。

後藤順一氏、朝田晋平氏、武藤修司氏

が、ここでもさらにパーツ

～大会での製作技術をパティシェはどう活かすのか～

テクニックや今の材料でア

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

の扱い方です。例えばピュ

10
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第885号

をお示ししているつもりで

足（ＣＳ）を高める実践的クレーム対応講座」に

ネジメントシステムス）を講師に迎え、「顧客満

東京都菓子工業組合では武田哲男氏（㈱武田マ

分かりませんので、具体的

っしゃる誠意という意味が

す。従いましてお客様のお

ょうか？」と対応するので

にお教えいただけますでし

す。プロのクレーマーなら
「…」となり、これで退散
です。いずれにせよクレー
マーはクレーム全体の１％
程度です。ついでに言うと、

その②

かありません。だからクレ
ームはお客様からのエール
となるのです。本来はあり
がたい「神の声」と捉えら
れます。日本では「クレー
ム」＝「苦情」と一言で済
ませてしまいますが、実際
には「苦情」＝「コンプレ
イン」と「クレーム」に分
かれます。ＩＳＯ１０００
２では「コンプレインとは

い ま す。 こ れ は ま さ し く

と迫られたことがあると思

ろ！」とか「誠意を示せ！」

まりそれが分かっているか

ているというわけです。つ

らこうした表現に置き換え

恐喝になり罪に問われるか

いうことを直接的に言えば

置き換えているだけなので

うに勝手に悪質クレームと

客はわがままだ」というよ

難題を押しつけている」「顧

ことに対して「顧客は無理

ない」「当社では出来ない」

しかし「自社の都合に合わ

深刻な苦情」であり「クレ

＂悪質クレーマー＂の共通

らクレーマーの特徴と言え

と知っておいた方が良いと

いましたが、お客様からの

らのプレゼントであると言

先にクレームはお客様か

えていません。

いるので新聞配達業とは考

提供サービスを仕事として

域の皆様のお役立ち、幸せ

レゼントして筆談方式のコ

来ない。そこでノートをプ

をしていると新聞配達が出

かる。とは言いながら会話

たまらないためらしいと分

ので誰かと会話がしたくて

会話をするチャンスがない

に閉じこもっているために

理由を検討したところ、家

も良い」という特別の契約

は「何かの時に家に入って

④一人住まいのお年寄りと

ています。

いる。これも大変評価され

ミ捨てや買い物代行をして

ップして担当者を決め、ゴ

そうした高齢者をリストア

ている」という一言に対し、

れています。

っているお宅からも評価さ

るだけではなく、新聞を取

樹園からとても喜ばれてい

います。もちろん農家や果

た通信販売にも取り組んで

に配達付で注文を受け、ま

など新聞を取っているお宅

樹園の果物、特性ジュース

す。「 ど う せ 新 聞 を と る な

ることができると思いま

上のような活動から汲み取

店ではないということが以

業ともなり単なる新聞販売

コミュニケーター、情報産

かし、柳原新聞店は地域の

っている事、不満、クレー

の何気ない一言、グチ、困

す。柳原新聞店は、お客様

は当然と言えば当然なので

ながら業績を上げているの

が激減している中で、微増

全国的に新聞の売り上げ

ります。日本国内の捉え方

レームは深刻な苦情」とな

その捉え方は全く逆で「ク

共通要素ですが、日本では

なります。これが国際的な

い苦情」といった捉え方に

ームはそれほど深刻ではな

語です。というのもこの表

るのです。それではこの場
ではクレーム全体の約４

％は企業側の問題です。

現の持つ意味は「金をよこ

す。もともと企業に届く顧

実際に「金をよこせ！」と

せ！」、「古い商品を新しい
合、どうしたらいいかは「私

思います。

と こ ろ で、「 誠 意 を 見 せ

商品と交換しろ！」といっ

％、日本では１～３％でし

問い合わせ、資料請求、グ

万軒に新聞を配達している

松に柳原新聞店という約２

こんな例があります。浜

かに伝えてくれるお客様が

％、日本

が企業にそれを伝えない比

②例えば新聞配達時の早朝

っています。

取り組むといった活動を行

図り、そこから課題解決に

かりいただけると思います。 員がその主旨の理解促進を

ありがたい存在かが、お分

に玄関の前に立って待って

活 動 ）、 こ れ を 定 期 的 に 社

とをメモに記し（情報メモ

受けた際に気になるひとこ

かの用事で顧客から電話を

①新聞配達時や集金時や何

ミを捨てに行くのも大変、

「最近、身体がきつくてゴ

③一人住まいのお年寄りが

いえましょう。

ているのは当然のことだと

の評価は高く、大変喜ばれ

う方法に切り替えた。顧客

に十分な会話を交わすとい

具の位置を調節し、その時

お伺いし蛍光灯を変え、家

などと記されている時に即

家具の位置を変えたい…」

光灯がチカチカしている、

とにした。そのノートに「蛍

ミュニケーションを図るこ

⑤地元農家の有機野菜や果

る活動となっているのです。

ことでとても評価されてい

ということはない。という

何日も放置したままになる

らっしゃったが、それでも

がら亡くなっている方もい

い命を助けている。残念な

に入り、本来なら助からな

大家さんや警察官と共に家

子がないと思えたときには

してそれでいて外出した様

い、ベルを鳴らし、ノック

ってもまだ取られていな

前日入れた新聞が翌朝にな

をしています。その結果、

じコモディティ商品だ。し

除き、日本全国どこでも同

⑦そもそも新聞は地域版を

ーションがとてもよい。

供そして親とのコミュニケ

の地域では学校の先生、子

る」といった記事が連載さ

の部活が成果を上げてい

い る 」 と い っ た 話、「 生 徒

がこんな素敵な活動をして

す。現在まで「学校の先生

い、新聞読者に届けていま

的な情報誌を作成してもら

主婦に自社発行の＂瓦版＂

⑥取材、編集に興味を持つ

定。開催概要は次の通り。

４２７小間が出展する予

同展は現在、２３２社、１

来地図をテーマに行われる

行った。パンとお菓子の未

モバックショウ記者会見を

ているのです。

中で生活する際の核になっ

柳原新聞店は、地域社会の

…」となるのは当然です。

ら柳原さんのところから

４３３３

事務局、０３（６６７３）

○入場券などの問合せ先・

―１０２

大阪市住之江区港北１―５

○会場・インテックス大阪、

るのです。

にと変え業績に繁栄してい

ムをこうしてお客様の満足

チ、困っていること、不満

会社があります。この会社

いる一人住まいの高齢の方

買い物するのも厄介になっ

～

％ですから、い

率はアメリカで
では

•••••••••••••••••••

日、２０１３

㈬～９日㈯

○会期・平成

年３月６日

２０１３モバックショウ開催

月

日本製パン製菓機械工業
会では

25

は全てクレームと捉えられ

の社長である柳原一貴氏は

がいらっしゃる。それもあ

15

96

ます。しかしクレーム顧客

お客様を大切にすることに

ちこちで散見される。皆で

11

99

次号に続く。

関しては些かのブレもない

れているが、そのお陰でこ

経営者の鏡です。同氏は地

１、実活 動 の 一
部をご紹介

お 客 様 の『 グ チ 』『 困 っ て い る こ と 』
『不満』は宝の山 ～事例と対応心得～

客のクレームは、アメリカ

武田 哲男 氏（㈱武田マネジメントシステムス）

共はお客様に精一杯の誠意

顧客満足（CS）を高める
実践的クレーム対応講座

た意味に繋がるからです。

99

ク レ ー ム・ コ ン プ レ イ ン・ ク レ ー
マーの特性

ついて講演会を実施しました。

先月号より続く。

••••••••••
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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洋菓子講習
阿部 悟

︻基礎編︼

日本菓子専門学校

直径

氏

㎝２台分

ＳＹＭＰＯＮＩＥ ︵サンフォニー︶

ノ
･ワ
卵白⁝⁝⁝⁝⁝⁝１５０ｇ

ｇ
梨と黄桃︑ブルーベリー
︻仕込み工程︼

グラニュー糖⁝⁝⁝⁝
粉末アーモンド⁝１２０ｇ

①卵白とグラニュー糖でメ

⑴Ａを仕込む︒

ｇ

粉糖⁝⁝⁝⁝⁝⁝１２０ｇ
クルミ⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

②粉末アーモンド︑粉糖︑

レンゲを作る︒

細かく刻んだクルミを一緒

Ｂ．クレーム

に合わせたものを①に混ぜ

パ
･ ティシェ

牛乳⁝⁝⁝⁝⁝⁝２００ｇ

ール

ｇ
合わせる︒

グラニュー糖⁝⁝⁝⁝

③紙を敷いた鉄板に直径

②泡立てたクリームと①を

かしたゼラチンを合わせる︒

①⑵の半量にふやかして溶

⑶Ｃを仕込む︒

振りかけ︑１８０℃のオー

り︑粉糖を茶こしで表面に

に丸口金で底と側面に絞

て︑フルーツを飾り仕上げ

⑹⑸の表面をカラメリゼし

凍する︒

ストを表面にナッペして冷

⑸冷凍した⑶に⑷のシブー

作り︑合わせる︒

ュー糖でホッとメレンゲを

⑵の半量に︑卵白とグラニ

⑷Ｄを仕込む︒

凍する︒

部分にドーム状に載せて冷

スマスケーキとしても活用

ます︒飾りを変えればクリ

く感じる売れ筋商品になり

いることで誰もが食べやす

良く更にフルーツも入って

ダコワーズととても相性が

ストもクルミの食感が良い

ょう︒中のムースやシブー

で︑この季節には良いでし

とても暖かみを感じるの

㎝のセルクルを載せ︑内側

卵黄⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝２個分

ｇ

バニラスティック⁝⁝１本
小麦粉⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

混ぜ合わせる︒

カラメリゼした製品は︑

③大きめにカットしたガル

出来きます︒

の１／２量

％︶⁝２００ｇ

板ゼラチン⁝⁝⁝⁝⁝３ｇ
クリーム︵
Ｄ．クレーム シ
･ ブースト
クレーム パ
･ ティシェール
の１／２量
卵白⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝
グラニュー糖⁝⁝⁝⁝

⑵Ｂを通常に仕込む︒

20

Ｃ．ムース ヴ
･ ァニーユ
クレーム パ
･ ティシェール

ｇ

る︒

分焼成する︒

ｇ

ニチュールのフルーツを②

ブンで約

Ｅ．ガルニチュール

︽コメント︾

キルッシュ⁝⁝⁝⁝⁝６ｇ

15

に合わせ︑冷めた⑴の中央

30 50

︻配合︼
Ａ．ダコワーズ

ア
･ マンド

30
30
50
20

フランボワーズ︑缶詰の洋

40

15

電

話 ０３−３４００−８９０１

ＦＡＸ ０３−３４０７−５４８６



サンフォニー

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。
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