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く、中・四国ブロックの各

広島県の担当者だけでな

呈されました。

年に一度

年部から広島県の銘酒が贈

外にも多くのファンがお

翌４日には、

の大遷宮を迎えた「出雲大

県から応援に駆け付けても
らい、一丸となり、多くの

きな宣伝効果となり、菓子
博では予想を大きく上回る

た。菓子博を盛り上げるた
めでありますが、継続的な

社」に出掛け、正式参拝と

り、名物だった同店の「廣
島クリームぜんざい」を復
方に提供することができ

菓子奉納を行い、菓子業界

７万食以上を提供すること

のさらなる発展を祈念しま

ものにして広島の伝統食文

て、無事終えました。感謝

刻させようと「たむら」の

しています、と謝辞を述べ

菓子博の本番前にマツダ

ができました。

した。

合連合会青年部
られました。

りました。今後、各県青年

スタジアムや市で開催され

部の活動を通じて、より地

四国ブロック大会島根大

・四国各県青年部からはス

域社会に貢献できるものと

２日間の日程の中で、参

タッフが派遣されました。

加者同士の親睦が一層深ま

氷機ですりおろし、空気を

会期終了後、収益金の一部

「廣島クリームぜんざい」

全菓連より岡本理事長ほ

含ませてデイッシャーです

の運営を補助するために中

か役員の方々にもご臨席を

くう方法を編み出しまし

た。式典の後、２０１３年

で会場は熱気に包まれまし

た。作業効率も上がり、ふ

緒に広島県菓子工業組合青

て分配され、その目録と一

が各県の派遣人員数に応じ

思います。

る。このように、円安によ

フレーターの下落要因にな

入物価の上昇は、ＧＤＰデ

の考え方は、いろいろ違い

が、現状の分析や景気回復

の認識になっていると思う

回復が必要なことは、共通

部会会長・山口周平

では、逆の結果になって表

い？」この見出しの記事が、 の影響が、前記２つの指標

学名誉教授は、金融緩和の

がある。浜田宏一エール大
年９月８日付の日本

働きは理論以上の効果が出

税収の弾性値（ＧＤＰの伸

・５％

ったとみて良いから増税し

関心があるので読んでみ

どうしてか。脱デフレには

出るのであれば、これをど

上昇のデータで逆の結果が

している指標が、同じ物価

▼脱デフレ判断の参考に

ては、否定はされないが、

る。財政出動の効果につい

寄与していると評価してい

融緩和が景気回復に大きく

ていると言われており、金

目成長率が３％なら税収は

に弾性値を３にすると、名

・０くらいあるとする。仮

で計算すれば、２・５〜４

の名目成長率と税収伸び率

こまで増えるか）が、最近

れる。消費税率を上げたが

ばなければならないと言わ

引き上げの失敗に謙虚に学

平成９年の日本の消費税率

んだとした。浜田教授も、

成長率がゼロ％台に落ち込

報道では、首相は決断して

記事が出た後、９月

済対策５兆円規模検討との

が「環境整う」と判断。経

来 年 ４ 月 ８ ％」。 安 倍 首 相

てもいいと言われる。９月

年選ばれている。また、多

た。記事は、消費者物価指

それほど高い信頼は持って

％に引き上げ、実質

が付加価値税率を

くの組合員に利用して頂く

のように判断すれば良いか

いないようだ。おそらく、

から

く根ざしている。内容は１

ため、値段も一般売りより

迷うのも無理はない。「？」

び率１％に対して税収がど

月「妙見信仰―北極星と北

数（ＣＰＩ）が７月まで２

マークを付けたことは理解

「？」マークを付けたのは

経 済 新 聞 に 掲 載 さ れ た。

平成

れるとしていた。

▼「 脱 デ フ レ 本 当 に 近

全菓連だより

•••••••••••••••••••••••••••••

る原油・ガソリン価格上昇

島根県菓子工業組合青年

んわりとした食感が好評を

日～５月

得られました。

賜り、総勢

名近い参加者

たイベントで試験販売を行

出雲大社に正式参拝し菓子を奉納

い、冷凍で届く原料をかき

島根大会

会」が開催されました。

中・四国ブロック大会

日、広島

４月
市内で開催された「ひろし
ま菓子博２０１３」で好評
を博した「廣島クリームぜ
んざい」の開発秘話や次回
開催時の課題などについて
広島県菓子工業組合青年部
会・竹内恒彦会長より報告
して頂きました。
昨年暮れに、戦後六十年

斗 七 星 」、 ２ 月「 国 生 み の

半額に近い、１冊４９０円

ヶ月連続で前年同月比プラ

日の

日の毎日新聞に「消費税

神話の伊弉諾神社・多賀神

スになった。一方、経済の

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

「日本人のきまりごと

心のふるさと、古来の神々・神社篇
」

（税別）としている。

篇」を斡旋する。

るさと、古来の神々・神社

５月「伊勢神宮・天の岩戸

４月「熊野大社の八咫烏」、

いなる神様・大山祇神社」、

可能。

店名等を名入れすることも

また、百冊以上であれば

される「ＧＤＰデフレータ

総合的な物価動向を示すと

とＧＤＰデフレーターがと

た解説は、消費者物価指数

した。そして記事に関連し

はないかと推察する。これ

ないものが沢山あるからで

投資と言いながら、そうで

年間なら

兆円と試算して

兆円の自然増収になる。３

９％増となり、年間で約４

達成したことにはならない。

が減りましたでは、目的を

景気が落ち込んで、税収入

慮したとあった。消費税増

調整や今後の国会運営を考

対策を指示した。だが党内

ー」は、４〜６月期まで

伝 説 」、 ６ 月「 火 逎 要 慎 の

冊以上は

冊以上より

のし袋付）４９０円（税別）

指数は、家計の実感に近い

意味するのか。消費者物価

いている。この違いは何を

四半期連続でマイナスが続

▽注文単位・

冊・ＰＰ袋入り、
命 と 因 幡 の 白 ウ サ ギ 」、 ８

受付（運賃別・

▽価格・
（

斡旋要項は次の通り。

癒、延命長寿、

豊作豊漁、厄除、疫病平

18

12

愛 宕 神 社 」、 ７ 月「 大 国 主

の斡旋品ご案内

社 」、 ３ 月「 大 地 を 司 る 大

15

安産祈願、立
身出世、商売

月「 武 道・ 剣 術 の 神 様 」、

大陸伝来の

穀豊穣と商売繁盛の稲荷神

八俣の大蛇退治」、 月「五

り 神 」、

▽注文締切日・

２㎝

▽サイズ・

日

・５㎝×

月

18
29

て出すので、原油高など輸

ら、輸入物価の指数を引い

と輸出物価の指数の合計か

デフレーターは、国内物価

て高くなる。一方、ＧＤＰ

安によるコスト上昇が効い

リン価格や電気代など、円

感に近いこの指数は、ガソ

物価動向を示している。実

９ 月「 太 陽 と 月 の 伝 説 」、

込）

繁盛…。八百

武士の守

神々との習合

社」となっている。また、

11

全菓連では、２０１４年

心のふ

17

25

万（やおよろ

月「八幡神社

を経て神々を

最終面に来年のカレンダー

▽購入を希望する方は各県

ず）の神々と

祀ってきた神

も載せている。同カレンダ

組合へ。

▽構成・表紙１枚、本文

社は、お正月

ーは大手文房具店のカレン

枚（表裏共４色刷り）

の初詣から厄

ダーフェアの販売品にも毎

・

払いまで日本

月「 氷 川 神 社

30

10
14

12

出の競争力強化など、国内

過剰な生産設備の解消や輸

実現には、景気回復に加え、

け、大きく前進する。その

るデフレからの脱却に向

持続的な物価下落を意味す

もに上がれば、日本経済は、

理解下さい。

敗したものは含まないとご

もので、生まないもの、失

投資した以上の価値を生む

すい。ここでいう投資は、

投資は、広義に解釈されや

ら、評価されるのだと思う。

らが投資になっているな

えることは、７月３日、財

績が改善し、法人税収が増

る。景気が回復して企業業

収を図ることも大切にな

内総生産を増やして自然増

すには、景気を回復させ国

いる。ならば、税収を増や

収できる。それだけ現在の

消費税率を上げても十分吸

示した。最近の経済指標は、

比３・８％増と高い伸びを

産改正値が年率換算で前期

４〜６月期の実質国内総生

▼９月９日に発表された

間違った指示はしないと思

に明かりを灯した総理が、

失われた

がある。前回の失敗以後、

し、景気を持続させる必要

それゆえこの影響を緩和

税は景気に影響を与える。

年と言われた世

で物価上昇の力が働くよう

回復等が必要であるとして

んで、その実現には、景気

ないとしていた。解説を読

な経済の構造改革が欠かせ

新聞特別記者）は、実際の

について田村秀男氏（産経

税収も増える。この増え方

生産（ＧＤＰ）が増えれば

▼景気が回復し、国内総

も、景気は回復基調だった

失敗とし、当時のイギリス

費税率引き上げを明らかな

平成９年の橋本内閣時の消

れている。更に田村氏は、

務省発表の税収増で実証さ

きは、景気回復が軌道に乗

続くようであれば、そのと

くの実質成長率が３四半期

いる。浜田教授は、４％近

ものがあると認識する人も

実質成長率の伸びは力強い

頂きたい。

し、所期の目的を達成して

を機能させて景気を回復

うので、皆で努力し、指示

全菓連理事・千田仁司
いたので、得心した。景気

20

1

人の生活に深

12

12

版、卓上用カレンダー「日
本人のきまりごと

20

90

２０１４年版卓上カレンダー

11

10

12

13

60

根
島
19

２０１４年版
卓上カレンダー
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新
業
工
子
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（毎月 15 日発行）

（３） 平成25年10月15日

特産野菜使用で、
地域活性化に
一役買ったお菓子の開発

の利用法再発見と差別化菓
子の開発を同時に達成しよ

わいました。
いちじくを使った饅頭、

子店、農家、行政機関、Ｊ
Ａ、商工会議所（商工会）

ベジおやつ実行委員会」を

及び消費者からなる「旬

子、かぼちゃプリン、食用

かぐら南蛮を使った餅菓

初年度の昨年は地元菓子
立ち上げ、又、菓子店の参

うとしています。

菊を使った和菓子、レンコ

店が参加し、

品目の

店
加者数も

わせセット、野菜詰め合わ

ベジおやつ・夏

せセット等の１８０点が当
たる「旬
のスタンプラリー」を７月
日から９月１日までの

平成

年度第二弾は

月

・ 日の２日間を予定し、

会場を新潟県長岡地域振興

局の駐車場広場に移し、「秋

のマルシェ２０１３」と銘

ベントを計画し、沢山のお

昨年度以上の喜ばれるイ

打って開催致します。

客様の来場を期待していま

地元夏野菜のトマトゼリ

日間、実施しました。

ー、枝豆の水饅頭・枝豆プ

す。

ＰＲのため、参加した３店

た。

注目スイーツの勢揃いでし

スイカのケーキ等々今回も

として、「旬

舗で対象商品を購入すると

支部長・小出正和

新潟県菓子工業組合長岡

リン、かぐら南蛮使用のチ

関心ムードは高まっていま

店舗と増加し、

ン使用の餅菓子、枝豆のケ

10

ーズケーキ、茄子の饅頭、

ーキ、さつまいも饅頭、里

野菜を使用、１１５点のお

25

ベジおやつ」

菓子を開発しました。昨年

26
27

年度の第一弾事業

す。

た。

平成

芋のケーキ等初めて見るお

ティーホール「アオーレ長

菓子が人気を呼んでいまし

日の２日間、シ

岡」でＰＲ販売会を行い、

・

イーツ」の開発と販売を目

月

的としたもので、特産野菜

子店がコラボした「野菜ス

この事業は地元農家と菓

注目されています。

新潟県長岡地域振興局と二人三脚

年６月より長

新潟県菓子工業組合長岡
支部は平成

ベジおやつ」

岡農業指導普及センターと
連携して「旬

年度は菓

39

いばらきスイートフェア２０１３

催

開

時のオープンと同時に会

場は甘味を求める大勢の人

で埋め尽くされました。特

茨城県内のスイーツが一

受け、昨年から実施してお

を組織し、茨城県の支援を

体が中心となり実行委員会

ら、それぞれ自分の好きな

ナブルな価格でありなが

（５００円）というリーズ

のコラボ商品は、１コイン

に、笠間焼の器とスイーツ

堂に集まる「いばらきスイ

ります。第２回目となる今

いばらきの「スイーツ」大集合

日
（日）までの３日間、水戸

洋菓子、パン、料理等の試

産食材を使用した和菓子、

年は、昨年に引き続き、県

売ブースにはお目当ての商

で試食できるとあって、販

ものが選べ、しかもその場

日（金）から

ートフェア２０１３」が去

市の茨城県庁舎県民ホール

る５月

において盛大に開催されま

をはじめ関係者による反省

品を求める来場者が押し寄

焼のケーキ皿とお菓子をセ

会を開き、今年の実施結果

食販売とＰＲを行うと共

ットにしたコラボ商品など

した。このイベントは、東

等を受けた「いばらきの食」

の販売を行いました。県内

せ、あっという間に完売し

産業の復興と食の安全・安

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

昨年の５月頃、岐阜商工

心・魅力を県内外に発信す

ました。

会議所のはからいで、ネー

るため、県洋菓子協会や県

から

店舗が出展し、各店

と来年に向けた取り組みに

長良川うかいミュージアム

います。

ホームページにて紹介して

詳しくは岐阜商工会議所

局・深谷益美

茨城県菓子工業組合事務

いくことになりました。

フェアのあり方を検討して

の食」をＰＲするスイート

み に つ い て は、「 い ば ら き

ます。来年に向けた取り組

が功を奏したものと思われ

た広報・ＰＲの強化・展開

Ｂなどのメディアを活用し

を達成できたことは、ＷＥ

年を上回る来場者と売上げ

た。今年のイベントが、昨

ついて話し合いをしまし

トが動き始めました。今年

イベント終了後、出展者

箱を販売した。このため、こ

ミングからこのプロジェク

日 ま で。（ 鈴 （美殿町）、金蝶堂（神田町）、

参加店は甘泉堂総本店

に、新たに地元の笠間焼協

６社で仲良く 鮎めぐり

売れ行き好調 ！
月

れる。販売期間は鵜飼開催
期間の

と鵜飼観覧船待合所でも販

〈問い合わせ先〉御菓子香

ＦＡＸ〇五
八―二七一―六三〇九
岐阜県菓子工業組合理事
長・小森文夫

40

岐阜市の銘菓７種入り、
日発売

き」から売り出しました。

舗自慢の商品が並び、午前

香梅（加納栄町通）、玉井屋

菓子工業組合、料理関係団
本舗（湊町）、奈良屋本店（折

日の「鵜飼びら

木隆宏）

は、５月

長良川鵜飼開幕に合わせ

８月６日から岐阜駅のキヨ

詰め合わせは、和菓子店

立）。それぞれの鮎菓子１、

わ せ た「 ぎ ふ 長 良 川 銘 菓

６店を岐阜商工会議所が支

なりました。好調な売れ行

売する。同会議所の担当者

梅㈲

きです。

は「鵜飼が始まったら、鮎

一―六二三一

鮎めぐり」

ＴＥＬ〇五八―二七
めぐりの季節と思われるく

ふ長良川銘菓

鮎菓子の詰め合わせの「ぎ

ていた。

らい浸透させたい」と話し

岐阜高島屋で販売。今年は

昨年同様に１２６０円で

スクの要請で発売する事に

鮎めぐり」が、長良川の鵜
飼開きの５月

鮎めぐり

援し、昨年初めて発売。当初

２種を詰め合わせる。

15

日に発売さ

６店の鮎菓子７種を詰め合

岐阜市内の老舗和菓子店

5

ぎふ長良川銘菓

いばらきスイートフェア 2013

10

としも販売することにした。

同組合の協力により、笠間

二回目の平成

Na

日本大震災及び福島原子力

26
発電所事故による風評被害

24

＝岐阜市神田町、岐阜商工

５，０００人の来場者で賑

25

Na

温泉宿泊券、お菓子詰め合

Na

25

•••••••••••••••••••••••••••••
城
茨

11

26

会議所

5,000 人の来場者で賑わった
アオーレ長岡のスイーツ売り場

28

２千箱限定で発売する予定

25

27

だったが、好評で２７４０

プロジェクトを立ち上げて

44

31

10

24
Na
11

11

月

昨年度と同様、今年度も喜ば
れる企画をと協議しています

潟
新
阜
岐
11

平成25年10月15日 （４）
（毎月 15 日発行）
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城市にあり、霧島盆地に囲

際作られている場所まで足

培された原料にこだわり実

霧島盆地でとれる有機栽

（島津荘園）にちなんで名

にある国内最大規模の荘園

られるようになった都城市

大河ドラマ「篤姫」でも知

島津荘園」です。ＮＨＫの

当社の代表銘菓は「都城

菓子をお店に揃えています。

入れ、四季を感じられるお

す。旬の物を積極的に取り

作りを常に心がけていま

熟成させた最高級の焼酎

ています。又、霧島酒造で

ても南香の主力商品になっ

ら人気があり、贈答品とし

男女問わず、幅広い世代か

で優しい甘さが特徴です。

生かしたシンプルかつ上品

感、素材その物の味わいを

です。モチモチッとした食

粉でかるかんを巻いたもの

り

こしたり、形を作って

個手作業で栗の皮をむいた

ます。熟練の職人が一個一

が特にお客様に喜ばれてい

栗を使用した「栗きんとん」

定商品では、地元産の厳選

様が多い商品です。季節限

知新（昔ながらの手間ひま

の健康と幸せを願い、温故

の素材にこだわり、お客様

味の豊かさが特徴です。

わえない口溶けのよさと風

いますので、当店でしか味

弘蔵

限会社お菓子の南香・遠武

宮崎県菓子工業組合・有

る）の精神で菓子作りに励

つ、新しい技術も取り入れ

かけたやり方を大切にしつ

「地産地消」と「温故知新」

まれた大変自然豊かな所で

を運び、生産者の方と直接

お菓子の南香は宮崎県都

きたからです。

真っ白な雪がわらが仕上が

て、砂糖を掛け乾燥、砂糖

れをガス火で香ばしく焼い

•••••••••••••••••••••••••••••

創業の精神を守り抜く

雪｢がわら

ります。

くの私の前に、見習いの方

ないお茶宅に通され、汗だ

た。今日庵ではクーラーの

抹茶がこれほど涼感を感じ

い茶室で供されるお菓子と

る京都では、クーラーのな

すが、文化、伝統の中にあ

菓子は全く売れなくなりま

年（１９６０年）

余年、甘い

なりましたが北陸福井は豪

地球温暖化のせいか少なく

北陸地方の雪は今でこそ

います。１等品では身が厚

された２等品にこだわって

路厚岸産、昆布森産の厳選

す。そして産地も北海道釧

と味を守り続けてきまし

ることなく発売当時の製法

したが別に気にせず、変わ

とご忠告を頂き続けてきま

が、現在残っているのは原

雪地帯として有名でした。

点 の 商 品 だ け で す。「 変 わ

た。過去には試行錯誤して

作り方としては昆布を酢

らない事」の大切さを先代

特殊品も開発いたしました
え、昆布を雪国北陸の黒光

昆布の原束は浜辺で天日

につけて柔らかくします。

くてお菓子として固くなっ

りする瓦にたとえ、うっす

は教えてくれました。新商

てしまうからです。

らと砂糖を掛けて雪が積も

干しているせいか、砂や小

品を開発するのも大切です

先代社長は何とか福井独自

ったところを表し「雪がわ

が、今ある商品に磨きをか

け、用途を開発したり付加

石を巻きこんでいる場合が
かねてより越前福井は江

除きしわを伸ばして定規格

あり、これらの異物を取り
戸時代から北前船での海運

価値を与えることでお菓子
はまた生き返ります。

にカットしていきます。こ

ら」と命名しました。

のお菓子を作りたいと考

福
で、北海道から昆布が大量

時代は変わり、温故知新

ではありませんが古き物に

も新しさを見出すことがで

き、古き物の中にこそ、本

来のお菓子の姿があるのか

写真は先代から授かった

もしれません。

年以上前の「雪がわら」

この瓶を見るたびに、先

のガラス瓶です。

オリジナルの菓名を付けて、 ・１個づつ酸素を除いて包装しました。
１ヶ月間、出来たての風味を保ちます。
詰合わせのアイテムにどうぞ。・１ケース合わせて（240個）から発送致します。

んで参ります。

す。

お会いして、原料への思い

に運ばれ、中京関西への加

がお菓子とお抹茶を出され

るとは思いませんでした。

加賀で育って75年

これからも霧の大地都城

創業明治三十四年、今年

「雪がわら」は上質の昆

昭和

ました。思いのほか生菓子

暑い夏にも、厳しい寒い冬

代の苦労がしのばれ、今あ

ら た め て「 原 点 」「 創 業 の

精神」を守り抜いていきた

まんまろん

お菓子の南香

で一〇八年、四代目になり

ターケーキと合わせた「本

発売開始以来

を食べると体が涼しく感

回繰り返し

格焼酎ケーキ霧島」は本物

工供給地として栄えまし

とか、塩辛いとかいろいろ

減少しており、この流れは

じ、きれいに点てられた抹

でも、涼しさと、暖かさの

森市も連日

を掛け乾燥と

素材の栗とバイオ茶で栗き

た。「 雪 が わ ら 」 の ル ー ツ

「霧島」を贅沢に使い、バ

んとんを作り自家製餡の小

布をカリカリに焼いて、お

は北前船に始まっていま

付けました。地元産の厳選

います。新鮮で安全そして

砂糖をまぶし乾燥させたお

や苦労を聞かせてもらって

何よりも情熱と愛情がたっ
の焼酎以上の風味と深い味

菓子です。

ます。当店のモットーは「地
産地消」です。祖父や父か

豆餡を高麗餅（これがし）
わいでやみつきになるお客

｣

ら「地元に根付き、地元の
ぷり入った原料ですので、
に、天然山芋で都城産の米

止まることがないと感じま

感じられる、心なごむ和菓

福井名産

お客様に愛される郷土銘菓
その素材を生かしたお菓子

島津荘園

を作ること」を受け継いで

お菓子の南香

９月に入り秋風が青森に

す。今迄の商いのあり方に

茶を頂くとより涼しさを感

子の製造販売を目指したい

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

も吹いてまいりました。今

じました。和菓子を商いと

いと思います。

福井県菓子工業組合専務
理事・田中義乃

（Ｘ・Oたっぷり）

（型焼き）

13

50

35

はちみつカステラ・チーズカステラ・ブランディケーキ
組み合わせて大・小2本入、3本入に出来ます。

ブランディケーキ

チーズカステラ

本格的カステラ

あんてぃらみす

花豆マフィン

サンプル･案内書送ります。
電話･FAXお待ちしています。

和菓子の持つ力

年の夏は全国的に暑く、青

見直しをする必要があると

している者として、和菓子
さて、残暑厳しい中、８

雪がわら

30

お菓子と抹茶に感じた涼しさ

℃越えの日々

強く感じております。

が続き、一番の売り上げが
取れるお盆の売り上げは前

事長・畑中和紀

青森県菓子工業組合副理

と存じます。

℃を超えると

の持つ力を感じた一日でし

青森では

た。

日、京都は裏千家

、

今日庵に利休御祖堂にお参

月

りに行く機会がございまし

年割れをした店が多く見ら
れます。特に近年お墓、お

22

寺等にお供えするお菓子が

30

21

30

（スライスしてあります）

あなたの笑顔に
会いたくて…

井

崎
宮
森
青
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日︵水︶

い日が続きますので商材は

となりました︒

熱き中部の絆を深めたもの

報の共有化︑さらなる交流︑

び越えてコラボ参加し︑情

秋のものですが口当たりは

月といえど︑まだまだ暑

いあいとした講習会になり

さっぱりなものをと考えま

生地も触りながら︑和気あ

重県が主管で︑新しい試み
ました︒

今回の担当県は︑私共三

としまして会議の前に青年

岡幸男様に出席していただ

今回の講師は︑私﹁富寿

部員による﹁お菓子講習会﹂

き︑中部の仲間と酒を交わ

会議後は︑場所を移動し

高山係長に出席していただ

し︑三重県らしい演出で楽

した︒また︑協賛業者して

きましたので︑同社の看板

家﹂早川賢と﹁夢菓子工房

商品﹁露草﹂を使用しまし

しい懇親会になりました︒

を開催しました︒今までの

ち合わせしたわけではあり

分足らず

昼からの講習会︑会議︑

ブロック会議が行われまし

ませんでしたが︑秋の味覚

た︒持ち時間が

懇親会とタイトなスケジュ

て恒例の懇親会︒ここから

で会議をしておりましたが

﹁柿﹂﹁栗﹂﹁芋﹂と揃いま

でしたが︑何とか時間内に

三重県菓子工業組合理事長

⁝せっかく中部の仲間が集

した︒秋口を見据えたお菓

収め︑全員で片付けし︑お

﹁伊那食品工業株式会社名

まる貴重な会議ですので青

子が︑偶然にも３人とも意

古屋支店﹂の大沢支店長と

年部らしいことをしようと

思疎通していたことに︑び

ールではありましたが︑中

ことよ﹂岡本伸治氏︑﹁新月﹂

考え︑比較的︑夏場の暇な

土産のお菓子を詰め合わ

川嶋伸介氏が担当︒特に打

時期に会議の前に講習会を
っ栗でした︵笑︶

中部ブロックでは︑年に２

やろうと思いました︒講師

回︵春︑秋︶各県持ち回り

開
催

会議前にお菓子講習会

年７月

10

た︒

第 回全菓連青年部中部ブロック会議だより

平成
回全菓連青年部中部

菓子作りを天職と
感じ奉仕の心で

あります︒昭和二十六年︑

いて語る時︑両親の存在が

私の菓子作りの原点につ

るため︑毎日が無我夢中の

だいたので︑その恩に報い

子道具の設備を整えていた

と同時に︑工場の新設と菓

お客様に喜ばれる菓子づくりを

物資のない時代に大福餅の
二十四歳でした︒

県米沢市の菓子舗で三年間

り︑父の勧めもあり︑山形

の私が家督を継ぐことにな

時︑家の事情により︑四男

ら育ちました︒二十一歳の

毎日働く両親の姿を見なが

品だけに拘わり生活のため

ことができました︒

に販売拡張を求め納品する

手を得て︑近所のスーパー

も良縁に恵まれ大きな担い

ができました︒多忙な中に

陰様で順調に稼働すること

レオン自動機を導入し︑お

弟の励ましと支えもあり︑

成長の兆しが見え始め︑兄

昭和四十七年頃には高度

製造に取り組み︑試行錯誤

の見習い修行に励みまし

を繰り返しながら︑この一

た︒修行が終わり家に帰る

を持参していただき参加型

雰囲気ではなく︑各自白衣

会﹂ということで堅苦しい

県から﹁青年部による講習

︵ 笑 ︶︑ 担 当 県 で あ る 三 重

政もよくありませんので⁝

な先生をお招きするほど財

に関しましては︑他の著名

明していただきました︒最

に桜葉を入れるタイプも説

く春にもアレンジできる様

ろ ﹂︒ 川 嶋 氏 も 芋 だ け で な

た︒次に川嶋氏の﹁芋うい

しく説明していただきまし

もアレンジできるように詳

栗だけでなく︑他の素材で

酒餅まんじゅう﹂を披露︒

先ず︑最初に岡本氏が﹁栗

今後の予定では参考になる

た︒また︑各県の活動報告︑

熱く説明していただきまし

等を那谷忠之ブロック長に

方針︑組織︑スケジュール

だき︑中部ブロックの今期

川嶋昭夫様に出席していた

県菓子工業組合副理事長

その後の会議では︑三重

す︒

仲間が反映させてまいりま

ロック長の言葉を︑中部の

ックここにあり！﹂那谷ブ

﹁ 中 部 に 夢 中！ 中 部 ブ ロ

た次第です︒

重県青年部員も嬉しく感じ

ついていただけたことに三

部の皆様に沢山参加してい

の講習会スタイルにしまし

後 に 私 が︑﹁ 柿 の 水 ま ん じ

部部長・早川賢

三重県菓子工業組合青年

ただき︑また喜んで帰路に

た︒普段︑つっこみにくい

ことが多く︑県の垣根を飛

せ︑終えることが出来まし

質問も青年部員同士なら大

ゅう﹂をしました︒９月︑

た︒

丈夫︒冗談も交えながら︑

気持ちで一杯です︒今に思

黙々と頑張る姿には感謝の

し た︒ 愚 痴 を 口 に 出 さ ず

存在は計り知れないもので

全体を補助してくれた妻の

自家製餡の煮炊きから作業

妻に任せてしまいました︒

が︑そのような時はいつも

とが非常に多くありました

ため︑工場を留守にするこ

役員としても多忙を極めた

とともに︑食品衛生協会の

補導員︑保護司を拝命する

れぞれ会長を務め︑さらに︑

Ａ活動を行い︑その間︑そ

も妻と二人力を合わせて︑

な菓子屋ですが︑これから

です︒二代目として︑小さ

妻の姿には頭の下がる思い

笑顔で店頭に立ち接客する

射能への不安の中︑絶えず

いただきました︒余震や放

を決断し︑たいへん喜んで

お客様の後押しもあり製造

いものかと案じましたが︑

な状況の中︑店を開けてよ

でした︒しかし︑あのよう

水を使って菓子製造は可能

道が断水したものの︑井戸

東日本大震災において水

・渋谷英勝

福島県菓子工業組合監事

お客様に喜ばれる菓子作り

できたのも前述のとおりで

を続けていきたいと願って

す︒

えば︑両親の教えを守り︑

なるようにと︑地域の青年

神仏を敬い︑信念と努力を

会︑消防団︑小中高のＰＴ

おります︒
世の中の成長が続く中︑

モットーに菓子作りに精進

両親の勧めで︑人のために

渋谷英勝さんと奥さん

に第

30



お菓子講習会
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年創業で︑表面に砂糖の結

各所で羊羹作りが盛んにな

ということもあり︑小城の

て も 向 い て い た ら し い︒﹂

羊羹を練り上げる作業にと

も我慢強くて︑コツコツと

く﹁小城の人の気質はとて

間に評判となり︑勲さん曰

んをひとくちサイズにして

かという想いで︑昔ようか

食べていただけないだろう

っと日常手軽に小城羊羹を

ばれているが︑当店ではも

進物用として皆さまから喜

間違いないと言われるほど

は小城羊羹を使っておけば

か︒勲さん曰く﹁小城の人

た︒小城町通り周辺には

晶が出来る昔ながらの切り

ったのだという︒

１個ずつ飴玉のようにセロ

勲さんの八頭司

町通りを歩いて３分程の所

羊羹を優しく耳に響くよう

その後︑小城羊羹は軍隊

る八頭司

にある︒ことさら商店が立

に﹁昔ようかん﹂と名付け

付属酒保用品として国内は

った道として︑近年では﹁シ

も銘菓として作り続けられ

ち並んでいる通りというわ

たお店である︒勲さんは現

るべく日々小城羊羹の未来

ら︑将来の４代目伝吉にな

つの直営店を行き来しなが

羊羹消費量は毎年トップ争

は佐賀県民の一人当たりの

をはせることになった︒実

えていきたい黒棒や逸口香

喜ばれている︒子供達に伝

ら小さなお子様までとても

し︑ここ数年︑お年寄りか

子を集めた詰め合わせにも

など昔からある佐賀のお菓

力を入れている︒もっと商

いするほどの羊羹県であ

を支えているのが小城羊羹

品の包装や規格を見直し︑

り︑その佐賀県の羊羹消費

といえる︒歴史的に︑表面

早速︑小城羊羹について
話を聞いてみた︒小城羊羹

に砂糖の結晶が出来る切り

そして小城公園の桜をイメ

する名水で作られる羊羹︑

天山からの伏流水を水系と

ったとされ︑佐賀の秀峰・

の製造は明治初期頃に始ま

されている︒小城での羊羹

員の各店で小城羊羹が販売

よって商標登録され︑組合

成する小城羊羹協同組合に

に至ったのではないだろう

いうブランドを築き上げる

が︑今日の銘菓小城羊羹と

ーズをつかんできたこと

い技術を導入して時代のニ

入れるなど︑いち早く新し

羹も含めて小城羊羹に取り

ガゼット袋に流した流し羊

羊羹だけでなく︑近代的な

負を語ってくれた︒

た い︒﹂ と 力 強 く 笑 顔 で 抱

ド力を今後一層高めていき

んと共に小城羊羹のブラン

も開発しながら組合の皆さ

羊羹を使用した新しい商品

太郎

九州ブロック長・田中耕

ージした桜羊羹はまたたく

の名称は︑現在

数軒で構

を考え頑張っておられる︒

八頭司伝吉本舗は大正

軒以上もの小城羊羹のお店

ている︒佐賀県・小城市は

けでもないのだが︑さすが

在三代目伝吉である父の博

伝吉本舗を訪ねてみた︒八

シュガーロードのほぼ真ん

羊羹の街・小城であるその

ュガーロード﹂と呼ばれて

中に位置し︑小城羊羹がつ

道程では︑いくつもの小城

があるのだそうだ︒

とに有名である︒今回はそ

ハンで巻いた商品も開発

頭司伝吉本舗の本店はＪＲ

の小城の街で佐賀菓業青年

もとより世界各地にその名

小城駅から北へ延びる小城

長崎街道は︑舶来品であっ

社長のもと︑専務として４

いる︒沿道の地域では様々

た砂糖や砂糖をたくさん使
羊羹の看板が目立ってい

20

な名物菓子が生まれ︑現在

江戸時代︑日本で唯一海

会の県連会長をつとめてい

﹁未来につなぐ小城羊羹﹂

外との交易を許されていた
用したお菓子の文化が伝わ

店舗データ

20

八頭司伝吉本舗
長崎から福岡・小倉を結ぶ

小城羊羹

本店住所
〒845−0001 佐賀県小城市小城町152−17
電 話：0952−73−2355
ＦＡＸ：0952−73−3155
インターネット ホームページ
http://www.yatoji.co.jp

学を受け入れ︑ほぼ毎日熊

まモンのケーキなどの画像

しそうなケーキや人気のく

はそれぞれ﹁見学りょ行の

に訪れていました︒子供達

が交替で行われます︒この

の見学と︑工場内の見学と

や飾り付けに子供達からは

歓声が上がっていました︒

学年では﹁エアシャワーが

終わってからの感想は低

が上がっていました︒

ですか？﹂とか﹁生クリー

す︒高学年になると﹁自分

おもしろかった﹂とか﹁匂

も作ってみたい﹂とか︑﹁自

ムはどうやって作るんです

そして工場内の見学で

分もパティシエになりた

いが良かった﹂とか比較的

す︒まずは帽子とマスクを

体感的な感想が多いようで

着用し︑一人一人エアシャ

い﹂などの手紙が届く事も

か？﹂等々熱心に質問して

ワーでほこりを取り除いて

ところから箱詰めまでのラ

のケースが組み立てられる

も良い思い出︑勉強になっ

れました︒子供達にはとて

の入った袋がお土産に配ら

終了後は子供達にお菓子

あるそうです︒

インを担当の方の説明を交

局・野田尚美

熊本県菓子工業組合事務

た事と思います︒

か﹁すごーい﹂などの歓声

始﹁あ︑見えた見えた﹂と

えながら︑子供達からは終

場の見学をします︒陣太鼓

ガラス張りになっている工

いました︒

﹁１日何個ケーキを作るん

終了後の質問コーナーでは



八頭司伝吉本舗

㈲八頭司伝吉本舗

10
㈱お菓子の香梅西原工場を見学

クイズを交えながら子供達

はどんどん話に引き込ま
れ︑熱心にメモを取ってい

小学生の頃の見学旅行は
本県内の幼稚園児や小学生

ます︒美しい和菓子や美味

遠足と同じくとても楽しみ

熊本銘菓として有名な

子職人によるお菓子の実演

次に２組に分かれて︑菓

が上がります︒

が出てくると子供達に歓声

日には気持ちの良

が工場に訪れています︒
９月

い秋晴れの中︑菊池市の小

達の大好きなお菓子の工場
ならなおさら楽しみなもの

学２年生の児童

﹁陣太鼓﹂の㈱お菓子の香

日は洋菓子職人による︑ケ

のデコレーションケーキの

しおり﹂という冊子を手に

ナッぺ︵生クリームを周り

梅西原工場では︑子供達に

まずは︑ＤＶＤによるお

に塗る︶やクリームの絞り

ーキの仕上げの実演でし

菓子やお菓子の製造工程の

た︒初めて見るプロの職人

い︑興味を持ってもらい︑

説明です︒担当の方が時に

しています︒見学は３つの

ひいては食育につながれば

内容で行われます︒

いいとの思いから︑工場見

工場見学をしてもらってお

42

菓子を作る現場を見てもら

名が見学

でしょう︒

27

なものでした︒それが子供

小学２年生お菓子の工場見学

見学りょ行のしおり

本
熊

第895号
聞 （平成元年２月９日
第三種郵便物認可）
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業
工
子
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日本食糧新聞社︑協同組合全日本洋菓子工業会

回デザート・スイーツ＆ドリ

新しい和テイストのお菓子﹂をテー

時代に合ったものに見直し

い︒何かヒントを得ながら︑

と言いながら実は新しくな

今日のテーマは︑新しい

がある︒要は見直しだ︒

ブレもあり︑色々な可能性

デザートです︒江戸っ米サ

生産者が江戸っ子でお米の

︵えどっこ︶ぷりん﹂は︑

その①

かったので︑パティシエに

る︒指摘する方が誰もいな

ーやケーキにはその差があ

粗いか細かいかで︑クッキ

年には私が形にしました︒

理の料理人だが︑２００７

ばならないと思い︑日本料

も︑誰かが発信をしなけれ

らった︒アイデアはあって

いる︒原価よりもおいしい

ら聞いて︑新しい形にして

得意ごとや悩みを皆さんか

れなくて困っている﹂など

﹁こういうのがある﹂︑﹁売

であるのか﹂と知らないよ

て﹁凄いね︑こんなの東京

を頂いた︒石原さんも食べ

なので︑東京都から感謝状

として東京のこだわり食材

はチーズケーキで︑今まで

ーズケーキを出した︒食感

のがあると酒粕を混ぜたチ

キ ﹂︑ 日 本 に も こ う い う も

﹁ジャパニーズチーズケー

に無いふわっと立ち上る酒

協力してもらい︑作っても

うだった︒

粕の発酵の香りがあり︑ま

ものを作ろうとすると︑皆
さんが協力してくれ︑結果

リームを出している︒ただ︑

を使ったプリン︑シューク

るコンビニでは︑東京牛乳

︵東京︶にこだわった︒あ

しい食材があるので︑地元

産地消で︑東京にも素晴ら

次は地域の見直しだ︒地

のため︑作り手と料理人と

ティシエはいなかった︒こ

東京の食材にこだわったパ

サブレも当たり前だ︒ただ︑

た︒プリンはどこでもある︒

にしてストーリー性をつけ

っ張り上げ︑アイデアを形

注目されている生産者を引

た︒このように︑日本でも

きました︒アートオブサム

いか﹂と頼まれ︑作りに行

で会席料理を作ってくれな

代表で︑日本料理の料理人

術館からアポがあり﹁日本

ヨークのメトロポリタン美

いた︒２００９年︑ニュー

しないといけないと思って

次は日本から世界に発信

対し︑メトロポリタンでは

クチーズケーキがあるのに

ューヨークではニューヨー

た︒その時︑デザートでニ

会席を披露しに行きまし

ンストレーションと本物の

きている﹂と︑包丁のデモ

展があり﹁包丁は刀からで

ライという鎧と刀と兜の個

注目をあびている食材だ︒

呼ばれているぐらい︑今は

ャパニーズヨーグルト﹂と

の甘みがあり︑外国では﹁ジ

言われている︒酒粕は自然

ムだが︑次は酒粕や甘酒と

効果がある︒今は塩麹ブー

で︑デトックス効果や美白

東京の素材

た︑食べて健康になると説

東京牛乳はホルスタインで

売り場が交流し﹁おれはこ

明すると興味を示した︒例

どこでも飼育している︒磯

ういうものが得意なんだ﹂︑

もしれないが︑形にする人

きる︒アイデアはあったか

代わりになるし︑何でもで

いなかった︒お米は小麦の

２００７年に語る人は誰も

ます︒今は当たり前だが︑

ここで発信したことがあり

以前︑お米のスイーツを

〝文化力〟のひとつとし

■五輪で和菓子をアピール

粉化に成功したと書いてい

また︑新聞には世界初の微

お米で︑ベシャメルもでき︑

タードクリームも１００％

作った︒シューと中のカス

ケーキ︑シュークリームを

にシフォンケーキやロール

がいなかったので︑その時

かかわらず︑今ある日本ら

ものが欲しいもの︒新旧に

時に違うと感じた︒粒子が

上新粉などがあるが︑作る

ただいた︒もともと米粉は

も忘れてはなりません︒

ういった目標を立てること

での７年という期間に︑そ

に加工して︑デザートにし

米・キヌヒカリの粒や米粉

使って︑八王子の高月清流

ャラメルを練り込んだ米粉

ミルクファームが作ったキ

キャラメルぷりんは︑磯沼

感の米の粒が入っている︒

と砂糖で炊いたもちもち食

江戸っ米ぷりんは︑牛乳

する食感を表現させた︒

やもちもち感︑ねちょっと

その中にお米のつぶつぶ感

く質を凝固させた食感だ︒

ん入っているので︑たんぱ

は卵と生クリームがたくさ

りんです︒江戸っ米ぷりん

ーンズも入っておらず︑本

ー牛なので濃い︒バニラビ

な食感にし︑味もジャージ

ら︑なめらかプリンのよう

もちもちが大好きだ︒だか

い︒今の人たちは柔らかく︑

江戸っ米ぷりんは柔らか

普通のプリンは堅いが︑

る︒お米が入っているので︑

食べさせたい﹂とも言われ

祖父ちゃん︑お婆ちゃんに

いただいています︒また﹁お

お土産でよく持って帰って

様がよくみえます︒皆さん

ある︒うちには高齢のお客

物の卵と牛乳の素朴な味が

の豆腐など︑みんな柔らか

流行りは水羊羹やとろとろ

なので人気だ︒また︑今の

高たんぱくで栄養素も抜群

朝︑食べると腹持ちがよく︑

な食感になる︒

らかくでき︑誰もが大好き

さえ分かれば︑幾らでも柔

んも一緒で︑液体と卵の割

い方向になっている︒ぷり

えば発酵調味料は腸内活性

沼ミルクファームという八

ニューヨークで紹介

王子の牧場では︑東京で唯

かつて体験したことがな

しい〝和〟の菓子を︑食べ

で全体がもちもち食感のぷ



厚でおいしい︒この牛乳を

る︒ジャージー牛は味が濃

一ジャージー牛を飼ってい

い暑さの夏でしたが︑彼岸
ての和菓子の魅力は︑海外

小豆︑餅米︑栗などの秋

■新しい小豆の収穫に感謝

江戸っ米ぷりん

を境に一気に涼しくなりま

ていただきたいものです︒

謝の祭りが各地で行われて

粉でできている︒サブレは

子の高月清流米で作った米

江戸っ米サブレも︑八王

するの﹂と言うが︑おはぎ

知らない人は﹁お米を甘く

ロッパのライスプリンだ︒

メージは伝わらない︒見た

のまま振ってしまうと︑イ

デザインが一緒だ︒予算は

■次世代の若者にも和菓子

います︒新しい歳を前に︑

砂という意味で︑口の中で

感じで江戸や東京の素材に

限られているので︑先ず私

の方にとって珍しいもので

来年の収穫への願いもこめ

サラサラと溶けるなか︑あ

がある︒炭水化物は︑甘い

あろうと思います︒砂糖が

られた秋祭り︒津々浦々︑

られも入っているのでカリ

こだわっているイメージに

かしょっぱいかで味付けを

した︒ところによっては寒

その土地のお菓子も根付い

カリという食感がある︒砂

が絵コンテを書く︒イメー

ています︒

糖以外はすべて東京の食材

すればおいしく感じること

その季︵とき︶︑その郷︵と

だ︒

江戸っ米サブレ

ち︶ごとに見比べてみるこ

私の料理は誰もが作って

の実り︑この季節︑豊作感

とで︑菓子の歴史や意味を

いるデザートを︑時代に合

ジを作ると︑デザイナーに

の若者に︑長い歴史のなか

知ることで︑そこに暮らす

わせている︒丸い江戸っ米

７年後の開催が決定した
オリンピック︑日本に再び
聖火が灯ります︒高度成長
の象徴としてのオリンピッ
クから︑豊かな文化に充ち

次号に続く︒

の食材なのか分かりやすい︒

絵を描いたほうが︑どの辺

のうんちくよりも東京都の

とダメで︑また︑小さい字

した︒ストーリー性がない

し︑字も漢字やひらがなに

投げる︒そこからプロが入

で育てられた和菓子の味も

人々のおもてなしぶりまで

江戸っ米ぷりんも江戸っ

昔ながらの和菓子もあれ

伝えていかなくてはと思っ

見えてくるのがまた楽しい

年前を知らない次世代

ば︑洋菓子とのコラボや新

ています︒和菓子のもつス

年︑伝統をつないできた

た国として︑どんな準備が

素材を上手に使った新しい

ピリットや場に与える力

豆の出来です︒

なされていくのでしょうか︒

和スイーツもあり︑今やテ

子︒江戸っ米ぷりんはヨー

っていいものができる︒そ

プレゼンテーションでア

イストも︑食べ方も多種に

語り合う機会をもつことが

米サブレも全部パッケージ

ピールされたように︑おも

サブレは︑スペインのポロ

必要でしょう︒五輪開催ま

江戸っ米サブレ

■楽しみです︑東京五輪

てなしのやさしさや︑思い

ところです︒
私たちが海外にいけば︑

その 222
10 月
その都市や民俗ならではの

ポーネという伝統的なお菓

を︑次世代の作り手たちと

国のみなさまをお招きした
いものです︒

城戸翔寉︵きどしょうかく︶

わたります︒

50

やりの気持ちをもって︑各

江戸っ米ぷりん

ができる︒

いくらいの気候とのこと︒

野永 喜三夫 氏（日本橋ゆかり 三代目）

のよさを伝えたい

新しい和テイストのお菓子

自由に使えるようになって

東京の素材・日本の素材

気になるのは︑北海道の小

お米のスイーツ

の素材で作った﹁江戸っ米

ているだけで︑例えば東京

マに講演を行いました︒

日本の素材

ンク展を開催しました︒同展では﹁東京の素材・

ビッグサイトで第

は２０１３年４月３日︵水︶〜５日︵金︶に東京
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第895号

として負債ごと背負うこと
になり、病倒した父に代わ
り「望まない」社長になっ
てしまった。残ったアルバ

もあるので、会社の概要と

ケーキとは何？ということ
従業員がほぼ全員株主なの

業をはかった。株主構成は

年には、糸島市に

産業・科学技術振興財団主

を建てた。その後、福岡県

年度大賞を頂いた。昨年は

モデルを発表し、２０１１

の人で１日に１回以上の人

ない。要は洋菓子とアイス

キだから正式なジャンルが

のコンセプトは凍ったケー

える市場はまだある。当社

ている。ただ、１兆円を超

人口の動きが大きく作用し

る。これは少子化もあり、

つ右肩下がりの傾向にあ

いるので結構あると思う

これだけネットが普及して

トしている。通販の購入は

からコンビニにかなりシフ

入場所はデパ地下、専門店

いかなければいけない。購

カロリーや機能性を考えて

る。やはりスイーツ自体も

いる人が結構出てきてい

イーツを食事がわりにして

その①

ルの技術や配合で作ったも

フローズンスイーツは、

のを急速凍結し、お客様の

む。このようなメリットを

中食産業にこのコンセプ

もとにお届けする。解凍す

くよくよしないをモットー

トで出していて、全国の生

れば普通のケーキだが、凍

できるだけ多くの人たちに

協に商品供給し、一般消費

ったまま食べてもよい。ア

する等、ハード面でＨＡＣ

解凍した時においしくなる

者に届けている。一方、外

イスクリームと同じよう

ＣＰに対応した環境にして

スイーツと融合し、新しい

食産業には飲食店と言われ

に、食べるタイミングを自

している。よく、安心安全

いる。ＩＳＯ２２０００の

にしている。何回踏まれて

るホテルやレストラン、カ

分で決めることができるの

と口にするが、見ないと分

取得も考えている。特に海

知ってもらいたい。冷凍と

たら冷凍するなど、その辺

フェがある。冷蔵品のケー

で、お客様の選択にお任せ

か ら な い 面 が あ る。「 工 場

外企業と話をする時「ＩＳ

配合の方法が、商品設計の

に要素があるようだ。

キをたくさん持っていて

することが可能になる。

を見に来て下さい。こうい

Ｏ２２０００を持っている

ポイントだ。当社オリジナ

冷凍は、本当はたくさん

も、お客様はいつどのよう

ビジネスフローは開発か

う管理をしています」と、

か 」 と 聞 か れ る。「 対 応 は

価値としてお客様に届けて

メリットがある。「利便性」

に来るか分からない。来な

ら入り、テストして、生産

見てもらうことで安心安全

いる。

らせて出荷し、お客様の手

はいつでも必要な分だけ、

ければ捨てなければならな

し、冷凍化する。工場はＨ

をお伝えしている。工場の

も起き上がる挑戦の精神を

元に届いて、解凍して食べ

短時間で復元することが可

い。しかし、冷凍であれば、

ＡＣＣＰ対応で、高品質を

養う人材を育てたい。そう

られる状態に持っていく。

能 な こ と。「 高 品 質 」 は 工

今日のお客様を予測し、必

実現している。また、すべ

いう手段を通じ、幸せで満

作った時ではなく、食べる

場で作って急速凍結すれば

要な分だけ解凍しておけば

しているけれど」と言うと

たそうということだ。そし

時が最高になるように冷凍

衛生的で、菌の繁殖する暇

いい。増えた場合は少し出

中は清潔エリア、準清潔エ

いうビジョンを持って頑張

を使って実現するコンセプ

を 与 え な い。「 ス リ ッ プ 」

てコールドチェーンで冷凍

て、企業再生の経験から、

トで商品設計している。冷

は目的の時間と場所までタ

分くらいで解

っている。

蔵品では「冷蔵ケーキ」と

しておけば

あきらめない、逃げない、

はいわないが、冷凍品は「冷

イムスリップということ

お皿に載せると手のひらサ

スイーツはほぼ冷蔵品の数

晴らしい食べ物だ。これを

て、人の心を豊かにする素

日本国内、また国境を越え

イズだが、人を幸せにする。

その中で商売していること

かれてしまう。これは余っ

下のランクのイメージで抱

て、残念ながら冷凍食品は、

接頭語になる。これによっ

だ。実際にスイーツ市場は

使うので、少ない廃棄で済

トック」は、必要な分だけ

て い く こ と が で き る。「 ス

だ。場所を関係なく、越え

ａｄを見ながらパフェを食

○フローズンスイーツ

けている。

を生かして、外食産業に届

凍ができる。こういう利点

関心事でスイーツは世界共

場は、安心安全を見える化

３年前に竣工した本社工

○生産拠点の概要

便を使い出荷を行う。

車を購入していることは、

のほこりの数は一定以下に

も高くし、単位体積当たり

に分け、中の気圧を外より

リア、一般（汚染）エリア

い状況が生まれた。そうし

ある。

格なので取っていく必要が

残念な顔をされる。国際規

に特化している。作って凍

事業内容は冷凍スイーツ

事業内容

凍ケーキ」のように冷凍が

当然で見た目、ボリューム、

のだ。ただ、海外からの日

て私自身、色々なポカをし

本に対する目はそれだけ大

てきたが、リスクは付きも

日本で作って輸出をするわ

きい。

発展していることの表れ

けだが、同時に中国で言わ

だ。メイドインジャパンは

スイーツに対する情熱は凄

れたのだが、メイドバイジ

通のネタである。先日、タ

い。海外に行くと若者の必

イに行ってきたが、彼らの

対する敷居は低くなってい

須アイテムだとわかる。

べている男子を見る。男子

る。皆さん堂々とパフェを

○食品ゴミの実情と冷凍食

がスイーツを食べることに
るが、それ以外は対前年割

食べる、当社にとってはい

ャパニーズ、特にテクノロ

縮小している。唯一、コン

れだ。要はスイーツ市場が

○世界におけるジャパンブ

ビニが対前年を上回ってい

小さくなる一方、新しい価

い環境が揃っている。

品の貢献

になる。逆のとらえ方をす

値の創造が必要と言える。

ジーだ。要は自国で造りた

てケーキを食べあう会も開

ーツが好きな男子が集まっ

イーツ男子というが、スイ

るシーンが増えている。ス

最近は男がスイーツを食べ

う記事が出ていた。また、

ーツを食事にしているとい

している。世界的に見ると

層はほとんどアジアに集中

外では若者といわれる年代

で若者が減っているが、海

ある。また、日本は少子化

ーションを仕掛ける必要が

代に向けて実用的なプロモ

ラフを見ると、男女

性と男性、既婚率などのグ

トを当てていくかだが、女

日本車で、ほとんど新車だ

走っている車の

％以上が

はないくらい高い。タイは

関心である。これは尋常で

ン、日本製のものに対する

ことは、メイドインジャパ

ってきた。そこで言われる

アとアメリカ等数ヵ国に行

ーがあった。それで、アジ

世界様々な国からのオファ

と、知名度の向上とともに

国に行った。株式上場する

私はこの１年間に色々な

日本の常識では考えられな

たから取り扱えない」など、

な い 」「 輸 入 許 可 が な か っ

て「そんなことは言ってい

い、向こうの方針が変わっ

れてしまった。お金だけ払

展に絡み、結果的には騙さ

年前、中国上海万博への出

にトラブルが発生する。３

ニーズテクノロジーを中心

い。このメイドバイジャパ

で作りたいという思いが強

に関心があり、それを自社

い。どうしたら作れるのか

できる。

ば、環境に配慮することが

段として冷凍を活用すれ

ないか。社会に貢献する手

えば捨てなくて済むのでは

だが、冷凍という手段を使

るそうだ。これは正直強引

たら、驚く割合で捨ててい

かったらどうなる」と聞い

に並んだケーキを「売れな

トン捨てている。コンビニ

量の国である。年間２千万

日本は世界一のゴミ排出

ランド

かれている。今まで駅やカ

若者といわれる人たちは、

った。これだけの人たちが、

どこの年代層にターゲッ

○スイーツ消費の潜在人口

フェで「男がいちごパフェ

２０３５年まで増えるとい

代の７人に１人がスイ

を食えるか」だったが、今

われている。当然、若者の

～

の若い人たちに周りは関係

次号に続く。
ない。イヤホンをしてｉｐ

の変化

○近年のスイーツの在り方

れば、まだ広げられる市場

ただ、統計上に出ている

手軽さで買っている。

五洋本社工場

柚子と豆乳のレアチーズ

値であり、冷凍品は全体の

舛田 圭良 氏（五洋食品産業株式会社代表取締役）

１％程度しかなく、当社は

国 内市場創設 と
海 外展開 について

西日本食品産業創造展では、舛田圭良氏（五洋食
品産業株式会社代表取締役）を講師に迎え「国内市
場創設と海外展開について」をテーマに講演会を行

当社のテーマだが、国内

で、みんなで創業したこと

イトとパートと共に第２創

市場を先ず創設し、それか
どんな商品を作っているか
になる。それから今年で

いました。

ら海外でどう取り組んでい
を紹介する。

平成

年になる。

るかを話したい。そもそも
五洋食品は何の会社？冷凍

会社概要
総工費７億５千万円を投

当社の沿革だが、父が始

催の「フクオカベンチャー

じ、ＨＡＣＣＰ対応の工場

本社工場を建てた。売り上
めた会社で、ナチュラルチ

年かけ

ーズの加工やピザの製造を

し、

収事故をきっかけに事実上

マーケット」にてビジネス

破綻した。私は当時勤めて

年の回

はケーキ、スイーツだ。一

東証（旧ＴＯＫＹＯ

ところだ。作っている商品

般的には冷蔵品かドライ品
いた自動車会社を退職し帰

ケートで１２００人にスイ

が結構いて、１週間のうち

クリームを合わせたコンセ

が、意外と買っている人は

ＡＩ

だが、当社は冷凍（フロー
Ｍ）に株式上場した。

ーツをどこで購入するのか

ケーキは小さなもので、

経営理念・ビジョン

郷した直後で、連帯保証人

していたが、平成

億を超えた

をしてもらっている。

12

げは年々１億ずつ上積み

当社は３年前、糸島市に

22

ズン）にし、その特性を生
かしたビジネスを展開して
いる。ありそうで無いので、
ベンチャー企業という扱い

お菓子の市場は菓子市場

聞いたらコンビニが多かっ

当社を取り巻く環境

とアイスクリーム市場の２

た。購買頻度は

きな市場で、アイスクリー

に何回もスイーツを購入し

代

つでとらえている。菓子市

ムは４千億の市場だ。合計

代～

場は１兆４千億円という大

すると１兆８千億の市場が

プトを持っているハイブリ

少ない。購買動機は、味は

代の女性にはス

ている。
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１３年４月３日㈬～５日㈮に東京ビッグサイトで

日本食糧新聞社と㈿全日本洋菓子工業会は２０

をご覧になってどのように

のでした。この時のお菓子

の頃にしては特徴のあるも

菓子を作られましたが、そ

回デザート・スイーツ＆ドリンク展』を開

催しました。同展では鎌田明彦氏（㈲シェルボン
思われましたか。

『第

代表取締役・同会副理事長）を講師に迎え「協同

新でした。エルメの良いと

たね。同時に味も非常に斬

斬新なデザインでし

鎌田

周年記念講演～Ｐ

ＣＧに見る日本と世界の菓子の進化～」をテーマ

組合全日本洋菓子工業会創立

に講演を行いました。ナビゲーターは上村究氏（Ｃ
ころは道具にしても材料に

めたところが良いですね。

ツ系のものをうまく使い始

ルザスの出身で、特にドイ

るところです。エルメはア

て、新しい菓子作りを始め

を、何でも自分のものにし

シエが使っていないもの

しても、フランスのパティ

の後、

年にもう１回来日

ＳМジャパン㈱・同会出版局編集委員）が担当し
ました。

先月号より続く。

年代に入るとエル

１９９０年代
フランス菓子の国際化
上村

その②

しに外国に随分行っていま

たものですから、食材を探

ました。これがバルセロナ

がない料理とお菓子を作り

ンを作り、今まで見たこと

入江に素晴らしいレストラ

セロナの少し郊外に行くと

した。とにかく、色々なも

そういうレストランが多

のを見つけるエルメは立派

上村

く、値段もそれほど高くな

の特徴です。だから、バル

トルさんから薫陶を受けて

いです。エルブジはもうな

です。

いるわけですが、もともと

くなりましたが、車で

いレストランがたくさんあ

くらい遠出すると素晴らし

エルメさんはルノー

フランスの方はそういう素

分

養があるのでしょうか。

ります。スペインの中にあ

そうですね。フラン

鎌田

年時点で、またち

ス人はそういう才能があり

っていました。アルザス的

子は、さらにがらっと変わ

までの菓子作りの枠を外れ

いました。デザインもそれ

ツなどを使うようになって

パイスやトロピカルフルー

り、今度は世界中の味、ス

して来るところです。当時、

は世界から色々な素材を探

鎌田

ています。

を比べると、大きく変わっ

ペインで宅配をしていた会

す。エルブジはもともとス

ストランの「エルブジ」で

とフランスの国境にあるレ

きました。これはスペイン

ょっと変わったものが出て

新たな食が生まれる土壌が

とか、そういうところでは、

ペインのフランス寄りの町

ドイツの国境近くとか、ス

抜けています。フランスと

ってもフランス風の街で垢

ます。

いお菓子を作っていまし

感覚でドイツのものを入れ

あるのかもしれません。

エルメの良いところ
年にラデュ

社ですが、それが何もない

た。しかし、

レの新店舗を出した直後、

私も商社の手伝いをしてい

オセアニアやアメリカ、東

年

れたのが特徴ですね。

年

食文化を考える上で非常に

南アジアでも、時には食べ

アルザスに寄ってい

たものになり、

のものをいかに世界に通用

大切なことです。

上村
るので、それまでの方以上

ていたお菓子がさらに変わ

子をフランス風にアレンジ

する味に変えるかという努

年は、

改めて日本に来た時のお菓

というと洗練された雰囲気

したりして、新たなパティ

力をしていたことも深いこ

し、その時は「ラデュレ」

にはすでに周りと違う新し

れたのがこの２人です。伝

があります。フランス料理

とである気がします。

のシェフでした。
に色々なものをミックスさ

思いましたが、味は今風に

統的なお菓子を紹介してく

スリーを作り出しました。

年に講習を行い

呼びました。お互いの国で

なっていたのでしょうか。

彼はそのコンセプトを「自

上村

エルメさんに代表さ
年代、フラ

この後、工業会では

のがエルメです。エルメは

鎌田

くミックスできないかと思

ありました。その辺をうま

な仕事だけをする雰囲気が

で勉強された方は、伝統的

ます。逆にスイスやドイツ

ンというＭＯＦがいまし

上村

はその表れでしょう。

ブームが起こったりするの

境近くの村で新たな美食の

り、スペインのフランス国

アルザス菓子が流行った

の差ではないでしょうか。

大陸だから刺激が多い。そ

いという事です。向こうは

ていたことをしている」と

１世に仕えていた頃にやっ

カレームがアレクサンドル

彼は「私は、アントナン・

感銘を受けました。さらに、

に進化を求めていることに

ら、フランスのシェフが常

という言葉を使ったことか

ンス的」ではなく、「国際的」

ル を 持 つ シ ェ フ が、「 フ ラ

を代表するＭＯＦのタイト

感じられました。フランス

う一度掘り下げて考えるべ

してくれていることを、も

ちのずっと前から試行錯誤

について、先人たちが私た

文化の根幹にある加工技術

のなら、そうではなく、食

術が上がったと考えている

科学技術のおかげで保存技

しています。今、私たちが

り、ということを昔から試

り、水の中に漬けておいた

あぶったり、塩漬けにした

蔵では、瓶詰めにしたり、

しいものを食べるのでも首

ります。材料探しでも、新

る。これが一番の勉強にな

２軒、あとは違うことを見

言うんです。１軒か多くて

屋さんばかりを見るな」と

には「パリに行ってお菓子

鎌田

私はよくパティシエ

してもらいたいでしょうか。

ると思います。どこを重視

エが学ぶことはたくさんあ

なる時代、日本のパティシ

ます。今後さらに国際的に

誇りに持って、頑張っても

技術があります。その点を

パティシエたちにも歴史と

歴史を持つように、日本の

ちろん、ＰＣＧが

ていく必要があります。も

解した上で、彼らと勝負し

はならない。そのことを理

は常に彼らから学ばなくて

付けているものを、私たち

のシェフたちが自然と身に

では負けます。ヨーロッパ

ます。しかし、菓子の歴史

ーロッパに十分対抗してい

年と

は誰もが認めるトップシェ

・菓子はまぜこぜというの

鎌田

れるように、

られないものもあるかもし
は１００年くらい前から言

ある本に、ここ

日本のパティシエたちはどのよう
に学ぶべきか？

れました。それらは昔のま

分はロシアで見たロシアの

食文化で一番発展したのは

れないけれど、手を加えれ
まなのに、今でも非常に洗

お菓子を国際的にした」と

そういう点が上手でした。

て、彼はフランスからロシ

も言いました。世界中のＶ

都より地方都市の方が良い

らいたいと思います。

私がパリに行くと毎
この当時、シューマ

われていて、まぜこぜのな

紹介していました。つまり、

上村

鎌田

かでさらに国境を越えて進

回新しいお菓子が見つかり

ッハさんやマッサーリさん

練されていて、彼らの技術

化してきたように思われま

年にザ

ッハトルテ、２００１年は

力に驚きました。

す。

フだと思います。

どうだったのでしょうか。

が来たときは感激しまし

上村

また、日本のパティシエ

ば色々なものができると思
た。この方たちはもの凄く

も、常にフランス人パティ

は技術的に優秀ですのでヨ

ます。でも、使っている材

ティラミスとパネトーネと

優秀で、腕も確かです。〝今

「食をどうやって〝保存〟

シエの後ろを追いかけてい

イギリス人の書いた

年に
２人とも伝統的なお菓子で

彼の発言の裏には「フラン

る感が否めない部分はあり

います。もっと様々なもの

勝負してきました。私が素

す。

するか」という問題である

を見てもらいたいと思いま

はオーストリアからカール

ムもありますが、フランス

と書かれています。食の貯

料はいつも同じです。日本

・シューマッハさん、２０

までのお菓子にもこんな凄

ス菓子＝国際的にまぜこぜ

のパティシエはどうして

ンスではパティスリーがか

人として見ると、そんなに

の菓子文化」という理解が

世紀の間、

なりスタイリッシュにな
０１年にはイタリアからイ

鎌田

フランス人ですが、ドイツ

アに行き、モスクワに「カ

ものがたくさん出てきま

最近は伝統菓子ブー

り、新たな素材も使ってき

日本は島国なので刺激が薄

国境近くの出身なので、ド

フェプーシキン」という店

きだと思います。昔の技術、

す。ヨーロッパだけでなく、

それをミックスした

います。

イツのお菓子とフランスの

ＩＰを相手にする皇帝付の

特に保存のための加工法を

数年の

お菓子をミックスして作っ

を開いて、その後同じ店を

知ることは、今のすべての

エマニュエル・リヨ

たのがエルメと言われてい

フランス人シェフが、１０

一つ言えることは、
ではずっと新しいものを追

メさんが

30

いかけてきた雰囲気があり

ました。この時は「フォシ

ピエール・エルメ（98年）
・マホガニー

０年以上前からすでに現地

98
パリとニューヨークにも開
未だにフランス料理

ます。
上村

40

99

91
きました。ロシアの伝統菓

15

フォションで作っているお

ピエール・エルメ（91年）
・アルモニー

いものがある〟と教えてく

PCGに見る日本と
世界の菓子の進化

昔と変わってないのではと

イジニオ・マッサーリ
（イタリア 2001年）
・ティラミス

90

99

ョン」のシェフでした。そ

98

50

ジニオ・マッサーリさんを

98

98

ました。では、他の国では
カール・シューマッハ
（オーストリア 99年）
・ザッハートルテ

91

講師：鎌田 明彦 氏（㈲シェルボン代表取締役）
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「お菓子のこれから」
⑴お菓子の嗜好性：老若男
女、大いに語る
一家団欒では、おじいち
ゃん、おばあちゃんやお孫

より甘いほどいいという価

情、かつ、嗜好の多様化に

し、最近では、豊富な食事

イエット志向がある。しか

背景には、肥満恐怖症やダ

を褒めるポイントである。

味）は、お菓子の美味しさ

でいうコク味・苦味の切れ

と甘さが残る質感（ビール

お菓子の「甘さ」の強さ

カタクリの地下茎に蓄えら

ぜおやつとした。片栗粉は

に熱湯を加え、強くかき混

えば、片栗粉と少量の砂糖

関係を考えてみよう。たと

「 甘 さ 」 と「 お や つ 」 の

ばれる傾向にある。

く、逆に、甘さ控えめが喜

味しいというものではな

会では、従来の甘ければ美

特に、これからの高齢社

人にとってほどよい甘さで

「太る」のはそれを食べる

力」になる。おそらく一番

いわば、強い甘さが「抑止

食欲がすぐ落ちてしまう。

ぎると、たいていの場合は

ないが、一方、砂糖が多す

したがって「太る」心配は

らまずくて食べられない。

の場合は糊と同じであるか

置き換えた場合、砂糖なし

粉と同じカロリーの砂糖に

この場合と、同様に、片栗

時は結構楽しみであった。

なる。昔、お菓子が少ない

重ねバターをのせて焼いた

一度、精査して理解が必要

２に示すとおりである。今

砂糖に変わる甘味料は表

に注目してみる。

る。そこで、『甘味料の素材』

たお菓子作りが重要にな

からも「甘味」にこだわっ

ていただくためには、これ

りの方にも、食後に味わっ

意味である。また、お年寄

でも食べられますよ。との

いる。いつでも、どんな量

んな時でもＯＫといわれて

キ類は食後も「別腹」でど

る。若い女性層では、ケー

の開発に注目が集まってい

にあるが、国内生産額２兆

億円であり、やや増加傾向

０億円、輸入量では４０９

本人はフランス人に比較し

表の吉田氏は、感覚的に日

えば、㈱ブールミッシュ代

重視することである。たと

で、食品素材からの甘味を

このような甘味材との併用

である。ただし、お勧めは、

さんたちも喜ばれるお菓子

値観は、その後、果物や野
れたでん粉そのものであ
あると考えられている。

ものに、濃い糖蜜をたっぷ

山﨑勝利氏（山﨑技術士事務所）

菜などの甘味につながって
り、熱湯を加えれば糊状に

ラーブージャームン」の名

り吸わせたもの」でパイ菓

れる。世界で一番甘いお菓

り豊富で甘さが強いと思わ

世界のお菓子は、日本よ

世界で一番甘いお菓子は、

て い る（ 図 ５）。 因 み に、

り方までくわしく紹介され

には「バラクウア」の名で

漁村文化協会）の２４５頁

の 食 文 化 ９ ト ル コ 」（ 農 山

の 」 と あ る。 ま た、「 世 界

は、ケーキ類にとどまらず、

海外からのお菓子の輸入

されている。

子の王様というべき菓子と

れ予測は難しいが、製造技

の対応で経済動向が懸念さ

％にすぎない。ＴＰＰなど

３６００億円の僅か１・７

て加え、生地がなめらか

②牛乳を２～３回に分け

での目安は、１枚あたり

焼きます（焼き上がりま

はがして裏返し、サッと

この上ない至福の時間をた

党には、特に、女性陣には

め世界のお菓子類を好む甘

フライパンを火からおろ

し、油を薄く引きます。

③フライパンをよく熱

⑥お皿の上で⑤の桃と生

立てます。

リームに砂糖を入れ、泡

角にカットします。生ク

⑤桃は皮を剥いて約１㎝

海外展開

⑷お菓子のグローバル化と

に行かれている。

ンスに腕を磨くための修行

はじめシェフの方々がフラ

て、国内の若いパティシエ

プミックス

㏄

と感じるそうである。フラ

⑵お菓子のコンテストにて

たしているという。

る面でも、大きな役割を果

的にも他の素材を引き立て

上げたときの保形性や味覚

菓子作りの素材として焼き

砂糖は滋養効果も高く、お

いと証している。さらに、

ら考えれば当然かもしれな

多く、このような食習慣か

煮物、天丼など甘いものが

い。それに対し日本料理は、

料理には通常砂糖を使わな

る。その理由は、フランス

は甘すぎると云われてい

で、本場フランスの洋菓子

洋菓子といえばフランス

関係」をもっと世の中に広

子で「愛情いっぱいの人間

るまで継続することである。

べられて、必ず、上達でき

④作ることを楽しむ

ス

これからは、手作りお菓

②常識にとらわれないセン

間も修行回数も大事である

事なことは、①修行には期

その時、お菓子の上達で大

めパリに飛んで修行した。

め、憧れのシェフに会うた

一流のプロの技を学ぶた

手になりたい！との一心で

た。とにかく、ケーキが上

じられない」とまで言われ

フからは「ハーモニーが感

ろは、全くの素人で、シェ

％甘味減がちょうど良い

と述

③適切なやり方を知る

ンスの年間１人あたりの砂

歳

最近のパティシエからの
㎏であり、日本人は

糖消費量は約
は約

めたいと意欲満々である。

ート類が多くみられる。チ

ルギーなどからのチョコレ

③栄養と機能性

向

り組みとしては、①健康志

これからの菓子産業の取

にてお菓子の作り方を学ん

ョコレートは、職場の花で

子高齢社会にむけ、海外へ

もう少し砂糖を摂ってもよ

に、食の安心・安全をもっ

ある女子力の高まりで、一

の進出などを想定した中で

だＢさんは、通い始めたこ

た商品開発が今後のお菓子

昨年には５８０億円の市場

の商品開発が考えられる。

いのかもしれないという。

本年の広島菓子博覧会で

海外市場のお菓子の嗜好

業界の発展の原動力となる。

を形成。また、バレンタイ

特に、東日本大震災以降、

どの健康志向、品質志向の

紹介されたように３０００

性や市場動向、マーケティ

ンデーには、さらに、女性

健康で安心・安全の社会に

大と品質の広がりを消費者

種からのお菓子の大行列で

ングを行い、より良い商品

陣から意中の男性陣へのプ

向けた食品づくりが大事で

からのお菓子の海外展開も

全日本菓子輸出工業協同

あった。また、創作菓子に

開発に力を入れ、新市場の

レゼントにより職場にとど

傾向が高まっている。さら

組合連合会では１９８０年

おいては、正真正銘の天然

開拓にも努力を怠らないこ

まらず、学校や家庭などに

に合わせた嗜好を広げてい

頃より、海外でも日本のお

のお花や世界の建築物など

とである。

くべき時である。

菓子の美味しさ、そして品

も見間違えるほどの素晴ら

⑸これからのお菓子のあり

大いに想定される。まさに、

質の良さを展開してきた。

しい出来栄えであった。絢

く時にきている。

１９８２年にシンガポー

爛豪華の一語と評価でき

これからは、和菓子、洋

１１万トン、生産金額は２

では平成４年の生産量は２

方

先にも紹介したが、国内

れた。

０億円以上の市場に拡大さ

１２０億円、総額では７０

も広がり、その波及効果で

る。

安全性、新鮮さの確保にあ

きな要素である、おいしさ、

ある。中でも、食べ物の大

なども小

②ブランド力の強化

回の展示会

菓子をはじめ、地方の名産

港など、延べ

および２００８年には、上

品、特産品を利用したお菓

が開催された。２００７年

社が参加した。今後も中

海での中国展に組合員企業

く、国内の菓子開発の技術

子のおいしさを創出すべ

会においても、海外のお菓

る。全国菓子協同組合連合

ャンスも大きいと考えられ

むと考えられ、ビジネスチ

しさへの追求は、さらに進

国、アジアの消費者のおい

カロリーオフや糖質低減な

においてもお菓子の嗜好も

生産に努力していく。海外

ら、新製品の企画、創作、

歴史と伝統を継承しなが

るものである。その中で、

育成、会社の発展を期待す

世代にも大いに進め、人材

子の製造、開発技術を若い

でもフランス、ドイツ、ベ

お菓子を輸入している。中

トン、３８０億円を超える

平成

年には６万９０００

どは、外国からの輸入量は、

向にある。チョコレートな

れをピークにその後減少傾

は３兆５２００億円で、こ

兆６０００億円、小売金額

円であった。

２％増の１３２億５９７万

は、数量ベースで対前年比

計によると、２００８年で

００８年の財務省の貿易統

にあり、２００４年から２

とともに、年々増加の傾向

量は、グローバル化の進展

一方、お菓子全体の輸出

る。

通、なども重要な要件であ

でもすぐにお届けできる流

に食べられる簡便性、遠方

存性、被災地などでもすぐ

か、少しでも長持ちする保

しい食品などをどう届ける

高齢者に向けた体にやさ

次号に続く。
を海外に展開し、市場の拡

る。

ル、台湾、中国、米国、香

食のグローバル化が花を開

コンテスト情報では、

㎏、日本人

アスパルテーム
ステビア
サッカリン
非糖質甘味料

先月号より続く。

いるようである。

イツからはじまり、フラン
で「丸くて小さなドーナツ

子を調べると、お菓子百科
「 イ ン ド を 知 る 事 典 」（ 東

術の向上、企業努力などに

になるまでよく混ぜ合わ

１ 分 で す ）。 同 様 に 生 地

【基本データ】

し、②をお玉で軽く１杯

クリームを生地で包み、

サラダ油……………

ら５月に開催した広島菓子
博覧会を記述したが、これ

糖質甘味料

．お菓子のおいしさのポイント

⑶海外からの甘いお菓子の

を甘いシロップに浸けたも

事典には「世界のケーキ＆

２００９年に輸出量が１４

より、一定の競争力が維持

焼き菓子の項に「パイ皮を

されると考えられる。

せます。最後にサラダ油

っぷりと楽しめるところと

まさに、フランスをはじ

生クリーム……２００㏄

を全部で８枚焼き、冷ま

器でよく混ぜ合わせます。 いてきたら竹串で周りを

京堂出版社）１４４頁「グ

お菓子百科事典：配合と作り方

デザート事典」の中に、ド

図５

分

㏄）を加えて、とろ

季節………………春～夏

流し入れ、フライパンを

りとした生地を作ります。 しておきます。

分量………………８個分

傾けながら手早く回して

云われる所以である。そし

（

ミント（お好みで）

砂糖……………大さじ２

桃とクリームたっぷりクレープ
調理時間‥
カロリー‥２３６キロカ
ロリー（１個）

３時のおやつ、食後のデ

お好みでミントを飾り付

……………適量

…１袋 （１００ｇ）

ザート向け

全体に広げます（薄焼卵

【材料】

卵………２個（１００ｇ）

の要領です）。

15

日清お菓子百科「クレー

牛乳……………２００㏄

【工程】

④中火にかけて表面が乾

本稿のはじめに、４月か
①ボールにクレープミッ

けて出来上がりです。
クス、卵を入れ、泡立て

38

11

ス、スペイン、など各国の

イソマルトオリゴ糖
フラクオリゴ糖
キシロオリゴ糖
大豆オリゴ糖

お菓子がレシピーから、作

オリゴ糖類

情報

一般的糖類

木糖（キシロース）
ブドウ糖（グルコース）
果糖（フラクトース）
麦芽糖（マルトース）
乳糖（ラクトース）
砂糖（シュクロース）
異性化糖
水飴

10

その②

サラダ油……………適量

30

キシリトール
ソルビトール
マンニトール
糖アルコール類
マルチトール
ラクチトール
オリゴ糖アルコール

18

甘味料の分類
表２

3
桃……………………２個

15

17

15

40
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日本菓子専門学校

福本 圭祐
教師
ベースに栗餡と卵黄を混ぜ

く使用されるこなし生地を

ません︒ここでは関西でよ

製品を挙げればきりがあり

した地方銘菓︑栗を使った

水⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝２８０

小豆生餡⁝⁝⁝⁝５００ｇ

︿中餡﹀

む

※卵黄は裏ごしして練り込

茹で卵黄⁝⁝⁝⁝⁝⁝５個

んで乾かないようにする︒

って冷却し︑ビニールで包

④布巾もみをして小口に切

にすると練り混ぜやすい︒

なるべく熱が抜けないよう

グラニュー糖⁝⁝３００ｇ

り返しなるべく早く冷ます︒

※もんで小口に切ってを繰

込み栗風味の生地を使い︑
秋の風情を表現してみまし

シーです︒また︑ミネラル
も豊富な食べ物です︒今日

秋彩々 ︵仮称︶
︻仕上げ工程︼

水飴⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

ｇ

た︒
①表面の一部に１〜２ｇの

では和菓子の材料として欠

オレンジ色生地をはりぼか

昔から︑栗は果物として
ｇ

しして中餡を包む︒

中餡⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

※練り上がった生地の約

ｇ

︻配合︼約

︻生地仕込み工程︼

ｇをオレンジ色に着色する︒

︿生地﹀

生地⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

かすことの出来ないもので

①黄味火取餡に餅粉︑薄力

あります︒栗羊羹︑栗鹿の

粉︑上白糖を混ぜ合わせ︑

た︒栗のもつ主成分はでん

⁝⁝⁝⁝３７５ｇ

栗ペースト︵無糖︶

グラニュー糖⁝⁝１５５ｇ

②布巾で絞り︑表面をバー

ハローデックス⁝⁝⁝

ナーで焼いて仕上げる︒
﹇皮むきの生栗を使用する

みをして再度

・水洗いしてセイロに入れ

※竹串などを刺して蒸れを

分蒸す︒

☆ 栗 ペ ー ス ト︵ 無 糖 ︶ 純
ラニュー糖︑ハローデック

分蒸す︒

※露がたれないように露取

て約

分蒸し︑布巾も

ｇ

りをする︒

場合﹈

ｇ

②サワリに栗ペースト︑グ

黄味火取餡⁝⁝⁝２１８ｇ
餅粉⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝
薄力粉⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝
ｇ

栗 ペ ー ス ト︵ 無 糖 ︶︻ 山 眞

めに練り混ぜる︒

・熱のあるうちにフルイで

話 ０３−３４００−８９０１
電

ＦＡＸ ０３−３４０７−５４８６

50

※冷めると裏ごし難くなる︒

︿黄味火取餡﹀

※蒸し上げた黄味火取餡は

練り混ぜる︒

手早く裏ごす︒

40

③蒸した黄味火取餡を加え

水⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝２５０
グラニュー糖⁝⁝３００ｇ

㎖

白生餡⁝⁝⁝⁝⁝５００ｇ

産業㈱︼

確認する︒

上白糖⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

あけて約

濡れ布巾を敷いたセイロに

子︑栗饅頭︑また栗を使用

個分

日本人に愛されてきまし

㎖

13 27 25

スを入れ火にかけてやや硬

10

30
30 20 10

15

ｇ

粉で脂質は少ないためヘル

30



秋彩々

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。

平成25年10月15日 （12）
（毎月 15 日発行）
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