のための制度整備、具体的

品目の選定、区分経理など

①品物及び荷姿＝北海道
伊達「トヨミ大納言小豆」

㎏（篩目＝約１・

を厳選したもの。ホクレン
紙袋／
分、５・９㎜）
◎しゅまり小豆
①品物及び荷姿＝北海道
産「しゅまり小豆」を厳選
したもの。ホクレン紙袋／

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
清里産「サホロ小豆」を厳

㎏（篩目＝約２分上、

選したもの。ホクレン紙袋
／
６・

㎜）

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年内配送は締切。

①品物及び荷姿＝北海道

◎北ろまん小豆

芽室産「北ろまん小豆」を

㎏（篩目＝約１・５

厳選したもの。芽室農協紙
袋／

側の消費者は軽減税率の導

入を求めており、特に食料
品など生活必需品への適用
は不可欠と言われている。

分、４・５㎜）

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

年３月より配

合の申込期日＝第１便は
月

◎大手亡（
送）

し、食料品の軽減措置（０％

を含む）をお願いしたい。食
料品の範囲は菓子を含む食
品を一括して適用対象にす

①品物及び荷姿＝北海道

芽室産「大手亡」を厳選し

たもの。ホクレン紙袋／
㎏

申し込み方法は北ろまん
小豆と同じ。

各小豆の料金については

各都道府県菓子工業組合に
問い合わせる。

るようお願いしたい」とし

ており、今後も関連団体と

も協力しながら、実現に向

け、引き続き要望して行く。

論を加速するよう指示して

安倍首相も、軽減税率の議
特に経済団体は、軽減税率

おり、動向が注視される。

更せず、請求書などに税率

し「消費税引き上げに関す

国中小企業団体中央会に対

全菓連では本年３月に全

つくづく事前の話し合が必

せて頑張ることだ。一番よ

くないのは、いざ実行する

段階になって「私は、もと

もと反対であった」などと

また、人間というのは自

分が実際に行ってみて「よ

と、ほかにたくさんの方法

かった」という体験がある
議しても意見が一致しない

から、よく話し合う必要が

と思い込みがちになる。だ

があっても「それしかない」
どれかに決定しなければな

場合もあるだろう。しかし、

何かを決める時、皆で協

要だと感じている。

は、快く受け入れ、心を合
に対応するには商品と価

また、今後は軽減税率の実

言い出すこと。それは皆の

•••••••••••••••••••

格、税率、税額を記入する

施時期が焦点となるが「

最近、仕事を進めていく

団結を内側から破壊する。

ごとの取引額を分けて記入

る要望書」を提出。その中で

桜梅
桃李
インボイス（送り状）の導入

％への引き上げと同時」か

途中で「そう思わない」や
との解釈があり、時期は見

し、保存する案を提案。イ

軽減税率の導入に対しては

らないことが多い。その時

全菓連総務・渡辺嘉一郎

あるのだ。

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。

価格・昨年より約千円安く
年産北海道小豆を斡旋するため、各県組合に見本品および

自民・公明の与党税制協

な安定財源の手当て、国民

が必須であり、事務的に多

「聞いてない」などがあり、

これに対し、公明党は現

大な負担になるとしていた。 「

ンボイスが必要ないので、

送られた。

現行の制度に比べ、大きな

「今後、軽減税率を導入され

行の帳簿方式を基本的に変

負担増にはならないと主張

は多少、不本意であっても
話し合って決まったこと

加賀で育って75年

全菓連 北海道小豆５種と大手亡を斡旋
全菓連では本年も

議会は、生活必需品の消費

の理解を得るためのプロセ

業者の事務負担の増大や税

及び欧州の先例等を考慮

る場合には、消費者の負担
現在、消費税を負担する

している。

30

通知文書を送達、購入希望者を募っている。取り扱う小豆は伊達農協の「エリモ
小豆」、「トヨミ大納言小豆」、「しゅまり小豆」と清里農協の「サホロ小豆」、芽
室農協の「北ろまん小豆」と「大手亡」を斡旋する。現在、既に斡旋を開始して

㎏（篩目＝約１・５分、

厳選したもの。全菓連紙袋

伊達周辺「エリモ小豆」を

①品物及び荷姿＝北海道

◎エリモ小豆

いるが、予想以上に売れ行きがよいので購入希望者は早めに申し込まれたい。
本年の作柄は小粒だが、
品質は良く、価格も昨年よ
り約千円安くなっている。
また、小豆は煮ムラが起き
／
４・５㎜）
②送料＝実費を着払い。

年

㎏（篩目＝約１・４分、

トヨミ大納言小豆、しゅ

４・２㎜）

軽減税率導入を明記

税率を低く抑える消費税の

収が減少することなどを理

サホロ小豆

％の引き上げ後いつか」

％時」 来年度税制改正大綱に

軽減税率制度導入につい

スなど、軽減税率制度の導

る」ことで合意。導入に向

由に、反対する意見もある。

（Ｘ・Oたっぷり）

まんまろん

あんてぃらみす

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

（型焼き）

やすいため、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

③販売期間＝平成
月（１年間）

輸送方法は個別配送

年

ていること）を明確にして

月〜平成

いる。購入を希望する方は
各都道府県菓子工業組合に
④年内配送は締切。
◎トヨミ大納言小豆

25

25
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詳細は次の通り。

申し込んで頂く。

11

12
10

「税率

て、来年度税制改正大綱に

に結論を得る」とし、結果

月まで

については「与党税制改正

年

入にかかる詳細な内容につ

「社会保障と税の一体改革

大綱として決定する」と明

いて検討し、

％時」と明記した。

の原点に立って、必要な財

自公協議では、自民党か

源を確保しつつ、関係事業

らは、納税義務者である事

記された。

％時に導入す

けては「社会保障を含む財

上で「税率

うえで」との条件を付した

者を含む国民の理解を得た

軽減税率制度については

「税率

11

12
12

26

26

26

30

30

10

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。

12

チーズカステラ

本格的カステラ

18

25

95

30

第897号
（平成25年12月）
● http://www.zenkaren.net/

25

10

政上の課題と合わせ、対象

10

（スライスしてあります）

あなたの笑顔に
会いたくて…

26

12

30

06
30

11

14

10

信頼に応える全菓連
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 組合員：   600円（購読料は賦課金に含む）
（送料共） 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897号
聞 （平成元年２月９日
第三種郵便物認可）
新
業
工
子
菓
（毎月 15 日発行）

（１） 平成25年12月15日

るとされてい

最終決着させ

加し、年内に

国が交渉に参

７月にわが

とのことであるが、５品目

例外とするよう求めていく

品目について、関税撤廃の

日本は、いわゆる重要５

相変らず内容は不明である。

することとされたものの、

品目程度を自由化の対象と

品目あり、そのうち２００

税分類上の細目では５８６

そも５品目といっても、関

とも報道されている。そも

象とするべく検討を始めた

の周辺品目を関税撤廃の対

国内菓子市場におけるシェ

的に不利な条件に置かれ、

界は輸入菓子に対して圧倒

菓子業界、特に中小菓子業

外となった場合には、国内

り、原料である５品目が例

子の関税が撤廃の対象にな

る。

ーカー等による逆輸入であ

本当に怖いのは、国内のメ

子は嗜好品でもあるので、

要になるのではないか。菓

免するなどの特別対策が必

金、麦のマークアップを減

２０００年度の輸入量は約

米も関税化され、６年目の

目の１９９９年度当初には

と判断されるに至り、５年

なミニマムアクセスは不利

し時の推移とともに、過重

なものであろうか。

のような気がするが、如何

ても、同じことの繰り返し

という点はおいておくとし

が、他の国々が納得するか

れているとの報道もある

アを大きく落とすことにな

ここで、ウルグアイラウ

することとなった。その後、

産調整の見直しに合わせ農

革の推進と今回のコメの生

であろうが、早急な構造改

もちろんいきなりは無理

のうち米、麦、砂糖、乳製
するとのことである。しか

現在までこの数量が維持さ

万トンと約８万トン減少

月８日インドネシア

るＴＰＰ交渉が進んでい

品の４つはいずれも菓子の

れているので、５年目に関

る。
のバリ島で開催された首脳
ンドにおける米の取扱いを

地の多面的機能に着目して

振り返ってみたい。ご承知

農地の維持の観点から創設

りかねない。そのことは、

税化しなかった場合に比べ

された日本型直接支払制度

国内農産物に対する需要の

２０１３年度までの輸入量

などを通じ、商品の価値に

し、この５８６品目とは具

の通り、ウルグアイラウン

を約１２３万トン少なくで

対する対価である消費者負

体的にどういった品目なの

ドでは、米については関税

きている。しかしながら、

担から納税者負担への転換

主要原料である。中小菓子

化原則の例外として、関税

最初から関税化が行われて

製造業は地域に立脚し、伝

化すれば１年目に国内消費

いれば、同期間に更に約５

れる形で出席できなかった

万トン、６年

か不明である。農林水産省
のが守れないということに

減退を招き、守るはずのも
増 加 ）、

万トンのミニマ

目に５％（年０・４％ずつ

３０万トン少なくできたこ

を進めるという手法も一考

着は困難な状況となってき

統的に地域の農産物を原料
に問い合わせても、公表し

ＴＰＰ交渉の行方

ているとも報道されてい
量の３％、

（関税の撤廃等）は、各国
として製造販売を行ってき

かない。これまでも色々な

されている通り、原料と製

臣に提出した要望書に記載

日に菓子業界が農林水産大

間に４％、

万トンから８

内の強い反対のため、同期

ものが、関税化に対する国

ムアクセスの設定で済んだ

ないか。それは後知恵と言

与えたことになったのでは

な輸入という実を輸出国に

阻止という名を取り、余分

とになる。わが国は関税化

ることを切に希望するもの

が共存共栄可能なものとな

国内の農業と中小菓子業界

ろうか。いずれにしても、

の余地があるのではないだ

月

貿易交渉が行われてきた

品である菓子類との国境措

なるのではないか。

農業が健全に発展し、原料

が、ここまで中身の分から

ておりませんという返答し

農産物が安定供給されるこ

ない交渉はなかったのでは

ている。したがって、国内

企業の扱いを含む競争政策

とを望んでおり、国内農業

えており、知的財産、国有

等と併せ来年に先送りされ

と運命共同体的な関係にあ

月

日閉幕した

ていた。

％（年０・４％ずつ増加）、

である。

いのであれば、国内菓子製

れざるを得なかった。しか

ムアクセスの設定を受け入

入枠を提示との案が検討さ

全菓連専務理事・山本領

われればその通りであろう。

造企業に対して砂糖の調整

今回も、米国に特別の輸

万トンへと過重なミニマ

交渉の結果を予測するこ

置のバランスが維持されな

とは困難であるが、仮に菓

かな発想で形・色・味を表

指導に尽力するなど、業界

遂行したほか、後進の育成

委員として良くその職責を

る。さらに、多年技能検定

等しく認めるところであ

は第一人者として業界人の

の制作にも秀で、その技量

啓発した。また、工芸菓子

学校では永年の知識・経験

に卓越している。また専門

菓子やデザート菓子の製造

ーキを考案するなど、工芸

用した大型ウエディングケ

門で、パステヤージュを使

訪れる一流ホテルの製菓部

以上に亘って、国賓なども

▽関わっている事業

（再商品化）の義務を負う。

次に該当するとリサイクル

模事業者を除く）のこと。

装を利用する事業者（小規

利用・製造する事業者や包

とは事業において、容器を

を依頼された。特定事業者

６人以上

上７千万円超または従業員

以上

千万円超または従業員

○製造業等・売上２億４

▽事業規模

ン手続きで行う場合は、協

・商工会に送る。オンライ

「現代の名工」表彰

現する技能に優れている。

を活かして指導に当たり、
業界の発展と菓子職人の社

涼飲料など）

中身製造事業者（食品、清

○容器・包装を利用する

年度

会的地位の向上に貢献して

厚生労働省は平成

いる。

セスして申込む。

また、小規模事業者など、

でも、非申込み手続きが必

特定事業者に該当しない方
▽容器包装の素材

年度の再商品化

年
年２月７

○申込み期間・平成
月９日～平成

類が届かない等は、協会オ

述の申込み方法と同様。

で非申込をする場合は、前

― ６ ２ ６ ６）。 オ ン ラ イ ン

（ＦＡＸ・０３―５６１０

ーションセンターに送る

ＡＸ返信票」を協会オペレ

用できない場合「非申込Ｆ

要となる。オンラインが利

また、

ル、紙、プラスチック

ガラスびん、ペットボト

○商業、サービス業・売

人

地元食材を活かした銘菓開

の発展に寄与した。

焼菓子製造工、洋生菓子製

品を販売する際に容器や包
装を利用する事業者）

会 ホ ー ム ペ ー ジ（ http://
）にアク
www.jcpra.or.jp/

「現代の名工」に対する卓

発に取り組み、高い評価を

造 工、（ 学 ） 後 藤 学 園 武 蔵

歳、パン・

地での講習会で講師を務め

平田憲巳

るなど後進の指導育成に尽

野調理師専門学校＝四〇年

受けている。また、国内各

な分野で最高の水準にある

力するほか、海外での洋菓

•••••••••••••••••••

年度の申込書

○申込み方法

類が送付される）

ペレーションセンター（電

年度の申込書

入、容器や包装が付いた商

話・０３―５６１０―６２

その他、
品の輸入、輸入後に容器や

オンラインが利用できな

６１）に問い合わせる。
飲食店など

○テイクアウトができる

包装を付ける場合など）

い場合は申込み用紙に記入

日（事前に

25
の上、最寄りの商工会議所

○輸入事業者（容器の輸

26

から最先端技術までの様々

技能者いわば「現代の名工」

子製造技術の支援にも力を

委託申込み受付の案内は次

を表彰することにより、広

注いでいる。

再商品化委託申込み受付

○容器の製造事業者

く社会に技能尊重の気運を

歳、和生菓子

の通り。

浸透させ、地位向上に資す

柘植豊

託申込み告知について協力

21
○小売・卸売事業者（商

ることを目的としている。

容器包装リサイクルで
ル制度での特定事業者に向

製造工、とらや末廣＝和菓
子製造業に六〇年余の長き

（公財）日本容器包装リ

年度表彰の菓子業

界関係者（順不同・敬称略）

にわたり従事し、美味しい

けた平成

平成

歳、洋生菓

サイクル協会では、全菓連

神保勝司

に対し容器包装のリサイク

年度再商品化委

和菓子づくりに精進し、見

26

69

るべき成果を収め、業界を

26

77

子・焼菓子製造工、モンペ

26

71

26

25

リエ勝㈲＝先見的感性と豊

25

12

菓子業界から３名受賞

同制度は現在、伝統芸能

越技能者表彰式を挙行した。

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

一方、政府は自由化率を

ないか。

るのではとの報道もなされ

53

高めるため、これら５品目

る。

43

11

は、これら報道のとおりと

シンガポールでの閣僚会合

10

11

がセンシティブな品目を抱

32

こともあり、年内の最終決

た。特に物品市場アクセス

会合に、米国のオバマ大統

77

領が議会対策に足をすくわ

10

なり、来年１月に再度開催

85

12
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と協力へのお礼、加えて、

事長より広島菓子博の報告

島県菓子工業組合竹内前理

上、各賞の交付の迅速化、

ては、運送関係の効率の向

ないか。次期菓子博に向け

けでは満足出来ないのでは

助かった。来場者も展示だ

利益が出て経費に充てられ

博の販売コーナーは、少し

いる。（北海道） 広島菓子

に悩み、講習会等を行って

組合員も減少しているし、

たい。地震、津波の影響で

のタイミングは早めて頂き

るとありがたい。褒賞発表

現実問題として、販売でき

なか難しい問題であるが、

会と販売のバランスはなか

もらいたい。（秋田） 博覧

開催計画を早めに提示して

と心配している。伊勢での

てもらう必要があると言っ

するとしてもこの点は守っ

に対しては、開催地を変更

決定的理由であり、三重県

このことが三重に決まった

くれという意見であった。

各組合とも費用を減らして

う意見はなかった。ただし、

子博を止めた方がいいとい

形式で意向を聞いたが、菓

いたことから、老若相集う

いて同時並行で開催されて

ック大会も同じホテルにお

たが、今回は青年部のブロ

と時が持たれた。

など、まさに絆を深めるひ

宝庫らしい美声も聞かれる

合同懇親会となり、民謡の

三重菓子博に向けての意見等を協議

今回初めての試みとして、

経費負担の軽減、組合主体

月９日ホテルメトロポ

食生活文化賞の授賞

る。（宮城） 震災後海沿い

ないか。ただし、博覧会と

費用の助けになったのでは

で販売を実施した組合は、

向上発展に貢献している

分野において食生活文化の

同顕彰は広く食に関わる

化賞授賞式を挙行した。

養軒で平成

リタン山形において平成

で４組合が解散するなど、

いうこの催しの性格とのバ

ので慎重に検討する必要が

方面への影響も考えられる

って設けられた。選定にあ

たたえ社会的地位向上を希

方々を発掘し、その功績を

大野龍男（専門学校二葉

大山栄蔵（マルメゾン）、

中井啓祐（浪花堂）

い。三重菓子博は、あまり

ある。との説明があった。

・和菓子の部

銀賞

渥美弘三（㈱高砂堂）

・和菓子の部

金賞

通り。順不同、敬称略。

㈶日本食生活文化財団
㈶日本食生活文化財団で

今後の組合のあり方を検討

組合員の減少が続いてい

ランスをどうするかは、各

月８日、東京・上野精

している。経費削減、協賛

る。（福島） 経済縮小の中

は

り、販売目的ではないこと、

会費もお願いしている。組

で菓子博はそうなっていな

開催さる

年度全菓連東北・北海道ブ

菓子めぐり館でのお菓子の

ている。また、広島菓子博

我々自身の博覧会というこ

合費についても検討が必

ブロック
会
議

ロック会議が開催された。

販売を実施したが、菓子博
地域の人口も減少してい

東北・北海道

会議には、全菓連岡本理事

の運営が必要では。（青森）

全菓
連

長、広島県菓子工業組合竹
はあくまでも博覧会であ

•••••••••••••••••••

内前理事長、齊藤ブロック

名の関係者が参加し、

長、ブロック各道県理事長

との再認識が必要との感想

要。組合加入のメリットを

引き続き、各道県より近

費用を掛けなくても出展で

年度食生活文

開催県である山形県菓子工
が述べられた。

どう出すか、納入業者に依

きるような菓子博にしてい

歓迎の挨拶、全菓連岡本理
況報告が行われたが、その
頼して技術講習も実施して

製菓学校）

・洋菓子の部

事長の挨拶、齊藤東北・北

いる。（岩手） 次回三重県

ＴＰＰで５品目が自由化

たっては、被顕彰者の人格

治の館」）

催者挨拶、出席者の紹介の

ブロック会の次回開催地

ることが要求される。同顕

ミクスが支えだったが、そ

ただきたい。（山形） これ

彰の菓子関係受賞者は次の

の効果は早くも切れ始め

菓子博は、津市から伊勢に

引き続き同ホテルで会場

回復したのではなく、技術

た。「 ア ベ ノ ミ ク ス １ 年 一

全菓連だより

構造改革が成り、利益を生

良い循環を作るための政策

則で動く実体経済に対し、

％、

む企業体質が出来たこと

▼師走になって、些細な

兆

金融を含めた経常利益を一

失速」としていた。経済原

覧表にし、その合計が

算部門撤退、つまり会社の
ない企業も多くある。その

業種と

及ばず、２倍、３倍のとこ

中には赤字の企業もあるだ

ービス業種までの

見でしたとする方が正確だ

ろや、もっと倍数が多いと

一方、中間決算が報道され

こととは思いつつ、気にな

ころもあった。また、前年

差出した。Ａさんは「景気

と、街でＡさんにマイクを

の声」を聴いてみましょう

をしていて、それでは「街

テレビ番組の中で景気の話

れば景気動向がわかると考

るか、またその理由を調べ

字になった企業がどれ位あ

が掲載されていたので、黒

（２０１３年４月から９月）

見た。新聞に中間決算報告

気動向を自分なりに調べて

▼このことがあって、景

燃費の良い車が国内外で売

益を押し上げた要因だが、

部品メーカーは、円安も利

顕著だ。自動車やその関連

引上げ前の駆け込み需要が

と、建設関係では、消費税

増収の理由を業種別に見る

字になったところもある。

が赤字で、今期は大幅に黒

たいのです。

とすると誤認し易いと言い

Ａさんの意見を「街の声」

と言っているのではなく、

先のＡさんの意見を間違い

こうした実態があるので、

ていない人もいると思う。

ため、景気の回復を実感し

赤字の企業はあった。この

ろう。報道された中にも、

車が国内外で売れて増益に

技術的に優れた燃費の良い

業は円安の寄与もあるが、

目すべきは、自動車関連企

ので価値がある。そして注

数字は、税収増に直結する

探していたデータだ。この

％増は金融を除いた数字）。

％増としていた（前記の

９５８億円、前年同期比

生産（ＧＤＰ）は、物価の

表した７〜９月期の国内総

９ ％ 増 」、 内 閣 府 が

日新聞は「ＧＤＰ年率１・

▼けれど、

ると考えられる。

日発

から、景気回復は着実にな

それが出来始めている。だ

れていたが出来なかった。

だ。これらは、永年求めら

るため、的確な成長戦略の

は景気回復をより確実にす

和」の記事があった。政府

「政府ＴＰＰ見据え規制緩

えた。同月

象を持つ人がいるのだと思

考え方の違いから、別の印

私には、同じ数字を見ても

の成果を前向きに期待する

日付産経新聞

が良くなった実感はありま

え、国会図書館に行き、日

れ、増益に寄与した。スマ

日付朝

せん」と答えた後、スタジ

月１日まで

15

手法として良く使われるよ

遡って調べた。掲載企業数

気回復を確実にして、前に

月

42

で、

全菓連理事・千田仁司

手を打つのだと理解した。

が半減した。ＧＤＰの６割

進むことだと思う。

変動や季節要因を除いた年
ートフォン関連企業の増益

を占める個人消費や、輸出

貢献したこと。スマートフ
が多いので、利益が前年同

関連企業は、構造改革が進

が減速したためだ。アベノ

▼ここまで調べたところ

うなので、他の番組でも同

聞に「上場企業、経常益

んで黒字に転換したこと。

前向きな姿勢が良い循環に
額も大きい。これは、液晶

％ 増 」「 ４ 〜 ９ 月 決 算、 円

これらは補助金で一時的に

繋がる。大事なことは、景
パネルなど新しい製品の需

安 や 海 外 需 要 追 い 風 」「 製

率換算の実質成長率で１・
期よりかなり増えた会社だ

要が増えた。またサービス

造 業、 全 業 種 が 増 益 」「 非

９％増と前期と比べて伸び
けを数えた。３２５社あっ

関係では、景況感の改善で

ォン関連企業は、新技術が

様のことを見た人はいると

た。その経常利益の合計は

増加したビジネス客や観光

増益に寄与したこと。電気

思う。街の声を聴くのは良

８兆６９４６億円だった。

日付日本経済新

いが「Ａさん」の意見を聞

だが、この数字だけでは比

に「来年６月に成長戦略」

16

いて「街の声」でしたとす

14

11

42 47

ると、テレビは影響力があ

10

月

オが引き取り「街の声」で

本経済新聞を

19

したとした。これは一つの

くことにした。先月、或る

と思うが。

40

っていたので少し時間を頂

23

30

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

樋口保男（西洋料理「明
を移して懇親会が開催され

に裏打ちされた新たな製品

服 感 」「 個 人 消 費・ 輸 出 が

されると北海道は大変な影

・製パン

製造業最高益に」の記事が

が需要を作り出し、売れて

後、齊藤ブロック幹事長を

と識見が優れかつ高潔であ

都道府県組合にアンケート

出 た。 そ し て、「 上 場 企 業

増益になった。また、不採

を秋田県に決定した。

客の需要を取り込んで利益

の主要業種別連結業績動

に対し、全菓連岡本理事長

条件が変わるのではないか

が増えた。この報告を見る

向」として食品業種からサ

より、三重に決める過程で

較ができない。そこで利益

限り、景気の回復は着実に

変更になるやに聞いている

ではないか。組合員の減少

増とその理由を調べた。こ

進んでいると考えられる。

が、我々に提示されていた

るので景気は悪いのかと、

％増は言うに

の中には、経常利益が前年

響を受ける。何か対策が菓

誤認を与え易いと思うがど

対比

子業界も含め必要になるの

うでしょう。ここは「街の

まず、全菓連よりの近況
報告が行われ、次いで、広

声」でなく「Ａさん」の意

議長に選出し議事に入った。

概要は、以下のとおり。

等

業組合の松倉理事長による

25

海道ブロック会幹事長の主

25

11

10
22

11

16
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常に努力を怠らない志

本店は、おいしいお菓子を

継承されました。藤樹街道

れるボイズンベリー「アド

のが、地元安曇川で栽培さ

も豊富です。特に目を引く

から、洋生菓子まで品揃え

湖西の名物の「でっち羊羹」

を混ぜた白あんのお饅頭。

「工芸菓子」を出展され、

広島菓子博では単店で、

菓子が並びます。

果むぅす」など個性的なお

トムースのデザート「あど

詰まったゼリーとヨーグル

アントシアニンがぎっしり

るなどインターナショナル

トにて和菓子の実演をされ

年前にはご夫婦でデトロイ

と姉妹都市の関係から、４

県がアメリカ・ミシガン州

また、その一方で、滋賀

市と同じ問題を抱えている

ういう意味では他の地方都

減少しているそうです。そ

交通の不便さがあり人口が

いるが、ここ高島市だけは、

ウンとして人口が増加して

かなこの地に昭和７年創業

抹茶あんの２種類のどら焼

あん、濡れ小豆を散らした

「雲平さん」は栗入りの粒

藤野雲平氏の名を冠した

ズが濃厚な味を醸し出す、

ルターニュ産クリームチー

す。アドベリーの酸味とブ

ヶ月くらいは「工芸菓子」

く、年のうち繁忙期を除く

技術の研鑽にも怠りはな

のお菓子の良さと技術を海

るそうだ。ヘルシーな日本

はダラスで実演の予定があ

な活動もされている。来年

と思いました。

商売繁盛につながっている

ていく当主ご夫婦の思いが

ら、新しいことにも挑戦し

元のお客様を大切にしなが

が、常に努力を怠らず、地

滋賀県は近畿のベッドタ

求めるお客様でいっぱいで

ベリー」を使ったお菓子で

の「とも栄菓舗」を訪ねま

の制作にあたられているそ

外に伝えたいという思いか

が伝わってきます。

滋賀県無形文化財・名筆

す。

世筆師

背後に緑深い比良山系、

した。３代目当主で滋賀県
「あどがわチーズケーキ」

ら、現在でも、アメリカに

「雲平筆」を作る

目の前に雄大な琵琶湖を望

き。 中 江 藤 樹 の 教 え、「 致
うです。地元のお客様に満

とも栄菓舗

む、西近江・安曇川。我が
菓子工業組合青年部ＯＢの

足していただくために常に

湖西の銘店

国の陽明学の始祖、近江聖
やアドベリーの果汁を練り

「 こ れ か ら は、 従 業 員 か

こ ん だ「 ア ド ベ リ ー 餅 」、

お菓子を輸出されていると

良知」から名付けられた「良

努力を怠らな

らいろんな積極的な意見が

知まんじゅう」は、刻み栗

京都府菓子工業組合青年部

体験学習に協力
養正小学校での和菓子作り教室

当日に販売するお菓子の

が講師となって、使用する
豆などの原材料やお菓子の
成り立ち等を説明した後、
練 切 り の「 紅 葉 」「 菊 」 を

参加した生徒たちは苦労

実演・講義した。

しながらも楽しみながら制

制作が終わると、青年部

作していた。

員による季節のお菓子を楽
しむ事の大切さの話が有
り、その後、中秋の名月に

ざいマルシェ」のコーナー

又、１階フロア「おばん

では、青年部員が自分の店

まちづくりフェスタで即売会

その時には滋賀菓子工青年

のお菓子を各自持ち寄り、

日

氏 が、「 は さ み 菊 」 の 見 事

て作り、歓声が上がってい

童からのリクエストに応じ

ており、京の食文化が京を

松長で、和菓子教室を開い

バーである中京区の料理店

協賛し、和菓子教室を開い

の「京の食文化」チーム活

主催し、菓子教室はその中

まで約

なり、子どもからお年寄り

来まちづくりフェスタ」に

「新風館」で行われた「未

市未来１００人委員会」が

まちづくりを目指す「京都

同フェスタは市民主体の

青年部員７名程が講師と

にて行われた。
Cafe Salon

動 の 一 環 と し て、 ３ 階 の

市長も参加した。

んだ。訪れた門川大作京都

「菊」と「銀杏」に取り組

名が練り切りの
た。

の実演・制作が行われた。

日に京都市立

日に京都市立烏丸中学

月

部広報・大内直之

京都府菓子工業組合青年

けている。

行う等、積極的に活動を続

いてそれぞれお菓子教室を

銅駝美術工芸高等学校にお

校、又

月

そのほか、青年部では

く。

指定される中、提携してい

つなぐ無形文化遺産として

な技を披露。きねや菓舗の

部広報・大内直之

京都府菓子工業組合青年

た。

月

又、大福餅老舗の西井一樹

日（土）京都市中京区の

部（北川善英部長）は

京都府菓子工業組合青年

お菓子教室や即売会を開く

まちづくりフェスタに参加

京都府菓子工業組合青年部

•••••••••••••••••••

「鶯」などの上生菓子を児

野 琢 也 氏 も、「 紫 陽 花 」 や

上田悟史氏や、寿菓舗の狩

に京の食文化チームのメン

これに先立ち、９月

試食や販売会を催した。

部にご入部をお約束いただ

介

近畿ブロック長・中島慎

きました。拝）

い た し ま す。（ も ち ろ ん、

のご発展されることを祈念

ってこられるそうで、益々

業中の４代目のご子息が帰

数年後には現在東京で修

を向けられる。

い。」 と 従 業 員 満 足 に も 目

らえるようなお店にした

で働いて幸福だと思っても

出るような、また、とも栄

のことです。

西沢勝治さんは京都の老舗

３代目当主の西沢勝治さん

西近江湖風菓「とも栄」

い、そんな志

で５年間の修業後、家業を

藤樹街道本店の店内

人・中江藤樹の生誕の地で

とも栄

もある、この四季の彩り豊

デトロイトで行った和菓子の実演

店舗データ

10
ちなみ、人数分の月見団子

29

10

を実際に販売する体験をし

アイデアやデザイン、価格

を体験した。

10

た。

小学校にて行われ、京都府

等をすべて児童たちで考え
る。同校の杉森徳行教頭は

習するもの」と説明する。

役立てる為、上生菓子作り

和菓子教室

京菓工組青年部の部員達

－藤樹街道本店－

都

９ 月 ９ 日（ 月 ）、 和 菓 子

菓子工業組合青年部（北川

人は、総

この日、児童たちは自分

11

21

教室が京都市左京区の養正

善英部長）が協力した。
同校の５年生

る、「 バ ー チ ャ ル カ ン パ ニ

たちのお店での商品作りに

仕事の大変さや楽しさを学

「起業家精神を学ぶと共に、

ートレードフェア」に和菓

日に京都大学で行われ

合学習の一環として、

月

29

子店として出展し、お菓子

35

15

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

滋賀県高島市安曇川町西万木 211 － 1
電
話‥0740 － 32 － 0842
Ｆ Ａ Ｘ‥0740 － 32 － 0873
営業時間‥9：00 ～ 19：30（元日のみ休業）
ホームページ‥http://www.sweet-tomoe.com
10

11

京
19

都
京
24
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お菓子の力でみんなに笑顔を
等｣を開催

で神戸市にて２年に１度開

姫｢路菓子まつり

兵庫県菓子工業組合では

｣

月にかけて、多

月から

くの行事を開催いたしまし
た。
月１日ま

お菓子でアートウォーク

催される芸術の祭典 神｢戸
ビエンナーレ ｣の協賛事業
として、神｢戸ビエンナーレ

月１日から

を開催。参加店（

店舗）

品目のお菓子を制作実演し
た。

いへん喜んでいただきまし
⑥

いています。

｣等につい
菓子制作の指導だけではな

経験に基づいた懇切丁寧な
員による審査と来場者によ

工芸菓子については審査

パビリオン会場に工芸菓子

戸マラソン」が開催され、

迎 え し、
ていただきました。豊かな

日には「第３回神

安
｢ 全なお菓子作

て講演いただき、参加者か

類の現状と課題

の展示、マラソン参加者抽

月

りと商売繁盛の手法～菓子

工芸菓子やその店の代表的

る人気投票により、表彰を

のマップを作成し、お店に

なお菓子を展示いただき、
く、店舗経営や従業員の雇

ら

選会への賞品提供、マラソ

お菓子を購入頂くお客様に
よ｢く理解出来た 、｣ 自｢

子の制作実演、お茶席、ス

人の工芸菓子展示、上生菓

楽」を開催。県内の菓子職

した。マラソン開催日当日

のお菓子の提供をいたしま

ーフマラソンゴール地点で

ンコース内給食ブースやハ

行いました。

月１日から５日までは

月４日には「三田音菓

⑤

日には濱田浩二氏

｣

用の苦労等の幅広いお話を

社でも取り組んでみたい

月

と大変好評でした。
③
④
恒例の

夢菓房たから、

香川二六会会長）をお迎え

（香川県

習会となりました。

していただき、有意義な講

月４日には全菓連主催

は特典を設けました。
②
の

一｢般的衛生管理及びＨ

ＡＣＣＰ等の導入促進研修
会

⑦

月

日に団体会員であ

に終了しました。

は天候にも恵まれ、成功裡

｣を神戸凮月堂にて開催
０１３

フ

イ ー ツ 教 室 の ほ か、 ス
｢イ

し、神戸製菓専門学校にて

ｗｉｔｈ
ルートコンサート

ーツプラザ

姫｢路菓子まつり２
｣を開催し、匠の館

しました。講師に山﨑技術

点を

では県内の和洋菓子職人と
学生による工芸菓子

技術講習会を開催。店売７

る神戸市生菓子協会主催で

｣と銘打
ってフルート演奏を聴きな

高砂屋、神戸マイスター）

展示、また広島菓子博で全

を講師として工芸菓子の技

小竹睦夫氏（二つ茶屋、現

い、音楽とお菓子が一体と

術講習会を開催しました。

代の名工）、井上正蔵氏（本

春らんまん

｣

なった舞台はたいへん好評

がら和洋菓子を召し上がっ

姫｢路城下

も展示しました。
上生菓子の制作実演や、
菓子教室、実演販売等も行

しく、工芸菓子制作が初め

工芸菓子の講習会は大変珍

てという方も多数参加して

日まで
三田スイーツスタンプラリ

月１日～

ーを行い、参加店（９店舗）

また
また、児童絵画展では子

｣と大変好評でした。
局長・梅木哲也

兵庫県菓子工業組合事務

た

食｢べた
こんなお菓子

どもたちの描いた
いな

応募いただき、抽選でスイ
ーツをプレゼントするもの

こんなお菓子
の代表作品（３点）を実際

で、たくさんのご応募を頂

りたいな

にお菓子として制作し、た

｣

基｢本から学ぶことができ

30

のスタンプ４つを集めてご

いました。

を博しました。

ていただくという催しを行

18

士事務所の山﨑勝利氏をお

濱田浩二氏

11

菓博工芸大賞を受賞した

22

｣ 作｢

11

24

創立 周年、
そして前へ…。

震災にも負けず……」の気

しか浮かびません。心から

食べて笑顔になる、そんな

・北海道ブロック会議

ど、まだまだ厳しいのが現

感謝しております。

商品を作って、組合員のみ

菓子を作って多くの方に食

持ちで、おいしいお菓子を
大きな震災から助かった

海道会議の中で震災直後の

北
命ですし、宮沢賢治の詩（う

なさんはもちろんのこと、

私事で恐縮ですが、東北

た）ではありませんが「雨

おります。
震災における人口減少、

の方々がボランティアで石

く、外国からも、たくさん

たが、日本全国ばかりでな

最後になってしまいまし

からいただいた応援ご支援

だいております。みなさん

せん、大切に使わせていた

した。感謝してもしきれま

かかって餅つき機が届きま

式会社一久様からは四日も

致しましたところ、早速株

巻を訪れて下さいました。

に応えるためにも、組合員

一同ますますの努力をここ
お約束いたします。

の一言では言い表せません

江

理事

石巻支部長・橋美

宮城県菓子工業組合常務

が、「 あ り が と う 」 の 言 葉

ります。とてもありがとう

今の石巻はないと思ってお

みなさまのお力なくして

す。

本当にありがとうございま

います。

こともあり、使ってない菓

て、「いしのまき地域すいー

が試行錯誤の上作り上げた

子用機械のご提供をお願い

実です。

お菓子と、各店自慢のお菓

お客様も厳しくも楽しい

べて頂こうと、努力を惜し

あの震災にめげず石巻支

子を出品展示したほか試

組合員は、宮城県産のお

いしのまき地域すいーつ

日々を送っていきたいと思

つ」を開催しています。３

部では１年をかけて新作菓

食、販売も行いました。又

米をはじめ、石巻地方の農

にも負けず、風にも負けず、

まない店ばかりだと思って
月

子を開発しました。地場産

いまだ稼働できない組合員

私たちの組合では、一年

水産物を使ったおいしいお

福島原発による風評被害な

日（木）

回目の今年は

「石巻サンファン館」に於
いて組合創立

石巻支部の現状
ですが、いまだ店を開くこ

周年と〝慶

石巻の組合（支部）は創

きし、若手経営者たちとと

品の一つである海産物の

数名の方々からは並々なら

店舗

周年菓子まつり」

「ホヤ」を粉末にして使用

ぬご協力をいただき、大勢

店舗中

長遺欧使節出帆４００年〟

年目にあたる２０１１

を盛大に催しました。しか

しました。品名「保夜美人」

を祝って、

とができずに仮設で生活し

年は、あの東日本大震災の

は、地域で好評を得ており

ている方もおられます。

ために開催することが出来

のお客様にも足を運んでも

もに「

ず、菓子店のマップを制作

ます。残念ながら、作って

に一回、宮城県東部地方振

じました。

興事務所様等のご協力を得

舗ほどです。

するだけにとどめ、各お店

震災前は

りましたが、そのうち今年

店舗にな

新たに３店舗が開店の予定

巻の組合も今は

店舗あった石

らい大盛況のうちに幕を閉

前理事長遠藤八郎様をお招

立

17

24
10

10

販売している店は現在３店

24

に配布しました。

し

11
11

11

10

2013

周年を迎えた折には、

62

24

32

50

IN

10

62

①

工芸菓子の表彰

11
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日︵ 日 ︶︑ 広

小学生から
月

こ離れが言いはやされる昨

若い人の菓子離れやあん

す︒

お客様と一緒のテーブルを

今︑和菓子の魅力とその価

い道具に興味津々︒年輩の

囲んで︑上生菓子って本当

ます︒
小学生のお子さんは小さ

に全部手作りなんですね︑

名の受講者で

な手で包餡に苦心しながら

代まで︑

も︑粘土細工感覚で楽しそ

道︵上田宗箇流︶研修など︑

今回の題材は３種類の上

賑わいました︒

生菓子︒きんとん製の菊花︑

値を正しく伝える事業とし

積極的な活動を行なってき

そしてこのほど︑ひろし
と驚いた様子でした︒

ました︒

うに取り組んでいました︒

名が受講
煉切製の紅葉︑こなし製の

代まで
ま菓子博２０１３の準備や

広島県菓子工業組合青年

と思います︒

て︑今後も続けていきたい

表︒広島市︑呉市︑廿日市

代や

部会長・竹内恒彦

今では各お店で︑少しず

れました︒

つ﹁しっぺい﹂のお菓子や

し︑現在に至るまで︑東海

として多くの旅人が往来

は東海道五十三次の見付宿

いました︒又︑江戸時代に

立され七重の塔がそびえて

詔によって遠江国分寺が建

は奈良時代には聖武天皇の

なった磐田市ですが︑古く

がり︑知らない人も少なく

今では全国的に知名度が上

ジュビロ磐田のおかげで

ターとして広く全国にアピ

を磐田のイメージキャラク

た 思 い か ら︑﹁ し っ ぺ い ﹂

を取り︑磐田を救ってくれ

っています︒そこから名前

根の光前寺の現在も像が残

磐田市の見付天神社と駒ヶ

まいます︒それが基となり

に帰る途中に亡くなってし

を負った悉平太郎は光前寺

ち向かい退治しますが︑傷

悉平太郎は猛然と怪物と立

その翌年の人見御供の際︑

理事

しての販売となります︒

を行い︑皆様にお披露目を

十一月初めの土日に工場祭

独自の味で仕上げました︒

ドライを使い︑他にはない

田特産のえび芋のフリーズ

を作りました︒皮には︑磐

としても﹁しっぺい饅頭﹂

となることを期待して弊社

今後の磐田の発展の救世主

す︒磐田市の知名度を高め︑

グッズも増えつつありま

道の要所として様々な歴史

・鈴木康元

磐田市のユルキャラ﹁シッペイ﹂

磐田菓子組合組合長

静岡県菓子工業組合会計
や文化を積み重ねてまいり

ールしたいとの思いで生ま

郎を磐田に連れてきます︒

前寺の飼い犬だった悉平太

を知り︑信濃国駒ヶ根の光

が悉平太郎を恐れているの

聞いた旅の僧が︑その怪物

付の人々が困っているのを

御供として求めました︒見

怪物が現れ︑若い娘を人身

狒々︵ひひ︶ともいわれる

説の中に毎年見付の町に︑

っぺい﹂君です︒磐田の伝

作られたユルキャラが﹁し

作って全国に発信するべく

のイメージキャラクターを

そんな磐田市で最近磐田

町ではシラス漁が盛んです︒

に適し遠州灘に面した福田

とから︑メロン・お茶の栽培

ました︒気候も大変よいこ

発展の救世主として期待！

磐田市のユルキャラ
﹁シッペイ﹂



初めて︑という

受講を終えた皆さんほぼ

栗です︒

合青年部の設立よりも

全員が︑上生菓子の美しさ

プレイベントに協力するた

くりの手間や大変さがよく

つのメンバーがサブ講師と

ケーキ教室には参加したこ

め休止していた菓子教室事

わかったと口々に言われま

以前は毎年２回実施して

して張りつき︑包餡や成形

とがあるけど和菓子教室は

市の若手経営者が運営する

のお客様は︑三角ヘラやき

いた事業ですので︑楽しみ

のコツを手取り足取り教え

メイン講師は菓子の意匠

団体で︑広島県菓子工業組
も担当した若手︑明神宣之

んとん通しなどの見慣れな

菓子教室を再開しました

去る
島菓子青年会主催の菓子教

君︵旬月神楽店主︶が務め︑

にされていたリピーターの

やおいしさと共に︑菓子づ

業を︑３年ぶりに再開しま

各作業テーブルには２名ず

以上古い歴史を持っていま

支部的な位置付けですが︑

お客様も多く︑小学生から

す︒今では県青年部の広島

これまで広島市内繁華街の

代

年
した︒

45

活性化事業への参画や︑茶

30

室が︑広島酔心調理製菓専
門学校︵広島市西区︶のキ
ッチンをお借りして開催さ
れました︒
広島菓子青年会は︑広島
県青年部副会長も務める田
邊英樹氏︵旭堂社長︶が代

50



選・和菓子職を最高点で

名

認定された大政講師の手際
よい手さばきに参加者

感嘆の声が絶えず起りまし
た︒また助手の梶谷英行氏
も本年度の選・和菓子職に
認定され息のあった講習に
時間を忘れるくらい見ほれ
ました︒
和歌山県菓子工業組合事
務局長・高橋義明

20

45

㈶日本豆類基金協会助成金の

日︵火︶に︵公

品を講習

季節の生菓子を講習

岡

50

和菓子技術講習会

月

和歌山県菓子工業組合

と季節の生菓子

し菓子１品︑上生菓子１品

菓子２品︑流し物１品︑む

政 正一氏を講師に迎え餅

田市の西村清月堂工場長大

を実施しました︒兵庫県三

による和菓子の技術講習会

財︶日本豆類協会の助成金

は︑

広島菓子青年会主催の菓子教室

10

して頂きました︒

14

31

29

静

10

きんとん製の菊花、煉切製の紅葉、こなし製の栗

11

島
広
和歌山
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の団体バス客で大変な賑わ

温泉は農協や社員旅行など

していた当社にとっても危

まで旅館にどっぷりと依存

の経済環境の変化は、それ

めていった。小さな温泉地

ったバスの団体客が減り始

態が変わり、売上の源泉だ

バブルが弾けて旅行の形

ばだった。

ずに出てしまう事もしばし

えが少ないことで何も買わ

様も温泉饅頭が無い、品揃

種類のみ。せっかくのお客

人形焼風カステラ饅頭の２

いるサブレー風の瓦煎餅と

つぶやきを耳にしたことが

が。それは観光客のこんな

私を奮い立たせる出来事

そんなある日、へこんだ

いた。

思いながら日々を過ごして

盛とヒット商品を羨ましく

良を重ねることで得られた

開発に成功。それに毎年改

の「よもぎまんじゅう」の

香りと食感の良い季節商品

いられなくなっていた。

「 配 達 の と き、 バ イ ク で

いだった。古い帳票を見る

店舗前の道路拡張工事に伴

れ、順調に売上と利益を伸

饅頭と商品を増やすにつ

んじゅう、温泉饅頭、田舎

などの設備を導入し、酒ま

数年後、包餡機や蒸し器

ともいえない気持ちを覚え

流するほど怒りとも悲しさ

哀れとは！全身の血が逆

を哀れに思うよ」

き温泉饅頭を土産に買う奴

き っ か け だ っ た。「 い ま ど

倉万太郎」を製品化し多く

なる黒糖まんじゅう「仙ノ

知識と経験から看板商品と

の方々のサポートを経て、

何年かの試行錯誤と多く

さえ押して歩かなければな

機的な事だった。

より美味しい蒸し饅頭を目指して

らないほど温泉街はお客さ
と旅館等の取引先への配達

い顧客用の駐車場も備えた

ばすことができ、店売り中

年を迎え

父から受け継いだこの店

る店になった。

もまもなく創業

お土産のトレンドには波が

しかし観光地といえども

いしい蒸し饅頭の可能性は

杯になったが、それ以来お

は本当に悔しい気持ちで一

るような気がした。この時

たいと思う。

者になれるよう努めていき

展にも貢献できる店と経営

繁盛だけでなく、地域の発

るだろうが、今後は自店の

にはさまざまな転機が訪れ

ようとしている。これから

あり、土産の代表格は徐々

もっとある、お客様にもっ

もこの小さな町と小さな店

店頭販売に力を入れ、目の

に温泉饅頭から洋風の新し

と喜んで頂けるという信念

を御ひいきにして下さった

前のお客様に満足して頂く

い和菓子へと移り変わって

を持つことができ、開発と

お客様方を馬鹿にされてい

事に意識を集中させようと

いった。試作を重ね作り上

試作に明け暮れる毎日を送

トをしばらくの間は感じて

しかし移転当初は、建築

げてきた饅頭たちがお客様

った。もうへこんでなんか

いた。

費などの移転費用を捻出す

の気を引かなくなってきた

と考え、旅館に依存した経

ることが精いっぱいで新し

ことに意気消沈。他店の繁

決意した。

い設備も無く、自社製品と

支部長・沼尻好彦

群馬県菓子工業組合水上

言えば創業から作り続けて

営から店売り商品の開発と

50

丸須製菓

んで賑わっていたぞ」と、
そんな折、平成

ことが良くわかる。

国道沿いに移転ができるこ

た。これまで私たちの饅頭

のお客様にご利用いただけ

とになった。これで日帰り
心に経営を転換したメリッ

11

のお客様向けの商売も可能

年ころ

量は現在とは桁違いだった

年ころの水上

丸須製菓創業者である父の
昔話。昭和

仙ノ倉万太郎

第二十六回全国菓子大博覧会
徳島県褒賞状伝達式の開催と、

二十四日間の思い出話に花

思い出を残してくれた」と

もあったが、今回も色々な

島県のお菓子屋さんにはぜ

あるお菓子の祭典です。徳

菓子博は百年余の歴史の

もちろん、徳島県の色々な

すが、受賞されたお菓子は

そして、個人的ではありま

けて頂きたいと思います。

島県のお菓子屋有志によ

また、去る十一月七日徳

たいと再認識する日々です。

お菓子をたくさん食べてみ

事、熊谷幸三様、徳島県中

力頂きました徳島県副知

面へと奔走し、開催にご協

を始め、関係組合員が各方

間ではありましたが、役員

重なったりと、短い準備期

行事やイベント等繁忙期と

を開催致しました。地域の

博覧会徳島県褒賞状伝達式

て、第二十六回全国菓子大

グランヴィリオホテルに

去る、十一月十三日徳島

来賓祝辞、受賞者代表山丸

た。褒賞状を伝達した後、

等懐かしく思い出されまし

労話、会期中のハプニング

るまで県内を駆け回った苦

方々が受賞され、開会に至

感 謝 状 な ど、 三 十 一 名 の

特別功労賞、審査功労賞、

る事ができました。また、

お菓子を全国にアピールす

地域性などに優れた県内の

会賞受賞され、色彩や表現、

関賞受賞、二十六店舗が大

一般菓子部門で十店舗が機

る事ができました。

伝達式ができたなと振り返

期間の事を思い出し、良い

が、終わってみると、準備

余裕はございませんでした

し、伝達式を満喫する心の

進行できるのかとドキドキ

す。伝達式当日は、うまく

思案中であったと思いま

ば、伝達式当日まで、色々

見直し、参考にし、今思え

つつ、過去の資料を何度も

めていきました。とは言い

った伝達式を」と準備を進

「型にはまらず、時代に沿

事務局と致しましては、

しました。このボランティ

子供達に和菓子作りを指導

り、障害児入所施設を訪れ、

ひおいしいお菓子を作り続

小企業団体中央会会長、山

副理事長の謝辞の後、祝賀

した。

本紘一様をお招きし、小さ

昼 食 会 に 入 り、「 大 変 な 事

局・浦西美智子

徳島県菓子工業組合事務

られた一日でした。

顔は印象的で、元気を与え

お菓子を頬張る子供達の笑

開させました。出来たての

て何か感じてもらおうと再

りの楽しさや物作りを通じ

もう一度子供達にお菓子作

しておりました。しかし、

後継者不足等の理由で中断

頂いておりましたが、不況、

アは、以前にも訪問させて

いながらも、厳かな伝達式

障害者施設訪問について

を咲かせ、お開きとなりま

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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となりました。徳島県では

全国菓子大博覧会徳島県褒賞状伝達式

新型 自動餅つき機

馬
群
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学生と共 に ギ ネ ス に チ ャ レ ン ジ
たのですが、今回は五十周

５メートルというものだっ
は無鉄砲な安請け合いをし

てみようと、見様によって
メートルの羊羹作

しかして予想以上に難題
だった

メートルの

学園祭の中での記念行事と

たいという思いのもと、こ

の感謝を込め地域に貢献し

記念の年を迎え、これまで

月に遡ります。五十周年の

者と様々でした。しかし近

観視する者、難点を挙げる

た際、メンバーの反応は楽

賀菓青会メンバーに説明し

大串佐賀菓青会副会長が佐

を作りたいと相談を受けた

料（ 配 合 ）、 製 法 で な く て

のが「実際の商品と同じ材

のですが、その条件という

本部から書類を取り寄せた

確認する為ドイツのギネス

るとその審査方法や条件を

ギネスに申請する事が決ま

甘くはありませんでした。

しかし現実は羊羹の様に

笑顔でギネス登録を祝いま

味しい羊羹に舌鼓を打ち、

も皆、自分たちで作った美

された審査員のカルロス氏

ん、そしてギネスより派遣

学生さんと教職員の皆さ

して羊羹をひっくり返した

は多くの地元の方々、協力

に何とか成功させ、最後に

司前佐賀菓青会会長を中心

りでしたが技術指導の八頭

巨大羊羹製作が見事に成功

のギネス羊羹製作を発案さ
年大きく若がえった佐賀菓

はならない」、「実際の商品

たのです。

し、製作した羊羹がこの度

青会メンバーは深町会長の

落ち着いた十月、連日迫り

メートルの羊羹

くる台風の猛威を跳ね返す

ギネスワールドレコーズに
れた西九州短期大学よりご

下チャレンジをモットーに

年ということで記録を大幅

様な大きなチャレンジをこ

相談を受けたのが発端でし

に上回る

こ佐賀県佐賀市の西九州短
世界一長い羊羹として登録

た。それまでにギネスに登

計画のスタートは今年五

して行われた

期大学の学生達が成功させ
されたのです。

は羊羹を流し込む型の問題

たのです。特に苦労したの

等、かなり厳しいものだっ

など）でなくてはならない」

ん、様々なご協力を頂いた

った食物栄養学科の学生さ

生方と、一緒に製作を頑張

さった西九州短期大学の先

ャレンジの機会を与えて下

私共佐賀菓青会に良いチ

した。

でした。当初４メートル程

佐賀県菓子工業組合、材料

と同等の品質（味、見た目

度の長さの物を複数用意し

の手配等でお世話になった

しており、今回も是非やっ

現場で溶接して作る想定を

録されていた羊羹の長さは

していましたが、試しに作

でプレスして成型するとい

50
砂糖控えめ、でもしっか
りと小豆の味わいが口のな
か に 広 が り、 美 味 し い！

月

〝あんこは苦手〟と敬遠が

■街中がクリスマスは

ギネス挑戦メンバー

佐賀菓青会会長・深町賢
一郎

世 界 そ の も の が、〝 旬 を 先

タイン、ひな祭り、ホワイ

年越し後は、節分、バレン

く年、くる年」の節目目前、

この原稿が届く頃は、「ゆ

ンタイン…、とストーリー

ゴールは七夕のサマーバレ

に話し続けています。その

トルでスタッフのみなさん

そんなことから、節分か

取り〟しているような役回

真撮りの予約は、お盆過ぎ

そういえば、七五三。写

を体感する瞬間にこそ、和

なってきたな…〟と、季節

たな〟、〝日差しが夏っぽく

〝風がほわんと温まってき

ょっと空気が雪っぽいな〟、

だ か ら こ そ、〝 今 日 は ち

いると思います。

に、ストーリーが生まれて

アとなって、お客さん個々

その折々のお菓子がメディ

っては繁忙期が続きます。

トデーとお菓子屋さんにと

城戸翔寉（きどしょうかく）

迎えください。

れさまでした。よい年をお

す。

は自在につながっていきま

りかもしれません。

から広告するように、年中

今年も一年間本当にお疲

えていたウィンドウディス

11

プレイが、今や文化の日前、

その 224
12 月

11

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

う力技で解決しました。

込んでおります。

㈱オガワ佐賀他関係者の皆

メートルの金属板を現場

ってみると流した羊羹に型

菓子とのリンクも起こって

ら始まるストーリーのある

様に感謝しつつ、次の私達

行事にかかわる準備は、ひ

くるのでしょう。

菓 子 づ く り を、「 Ｆ Ｕ Ｔ Ａ

の大きな目標である来年二

と季節前から予約を募りま

■お菓子づくりにストーリ

ＲＩ」といったテーマタイ

のつなぎ目の跡がついてし

月のはじめから切り替わ

す。雪が深いところほど、

ー性を

まう為、品質がギネスに認

るところも出てきました。

「春告菓」のコマーシャル

月より開催される「佐賀城

霜月も終盤、街中、クリ

「先取り」や「早割」など、

も多いのですが、和菓子の

められない事が分かったの

スマスのイルミネーション

告知の速さにも、驚くばか

下ひなまつり」に向け、ま

が競うように輝いていま

りです。

た何か新しい事にチャレン

小豆の香りが広がりま

月末、

です。試行錯誤の末、実際

す。久しぶりに「小豆羹」

す。アメリカでも

に羊羹を流す中庭に前日に

をいただきました。羊羹ほ

ＮＹの巨大ツリーが風物詩

ジしたいと一同大いに意気

ど硬くなく、きんつばの皮

■この時期、和菓子は旬

金属プレス機を持ち込み、

を無くしたような棹もので

です。日本もかつては感謝

す。

ちの方々も、これには〝参

祭や勤労感謝の日を境に変

50メートルのギネス羊羹

記録的な猛暑がようやく

ました。平成二十五年十月

佐賀伝統の羊羹づくりを楽しむ

50

った！〟みたいです。

二十七日、創立五十周年の

50

50

賀
佐
初めから
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︵一社︶菓子・食品新素材技術センターでは︑
西尾久美子氏︵京都女子大学現代社会学部教授︶
を講師に迎え﹁伝統産業から学ぶプロフェッショ
ナル人材マネジメント〜京都花街の自律的人材育
成方法〜﹂をテーマに講演会を行いました︒

その①

場所などを決め︑もてなし

でおもてなしをするのかの

妓さんや料理︑それにどこ

わせ︑必要な芸妓さん・舞

ターです︒顧客の要望に合

バンケットのコーディネー

もてなしの場で仕事をする

り︑登録した人でないとお

域に芸妓さんの組合があ

呼びますが︑日本全国各地

では芸妓︵げいこ︶さんと

者︵げいしゃ︶さん︑関西

舞妓さんです︒東京では芸

です︒着物と帯で

後ろまである︑だらりの帯

袖で︑帯はたれ先がひざの

短い︒舞妓さんの着物は振

す︒芸妓さんの着物は袂が

いただくとわかりやすいで

違いは︑衣装や髪型をみて

キロく

を組み立てていきます︒で
すから︑おもてなしの場所

という意味でおおむね

歳

んは日本舞踊ができる女性

ことができません︒舞妓さ

ています︒一般的なお茶屋

さんは地毛で日本髪を結っ

らいあります︒また︑舞妓

ことができるように︑お客

ベントなどです︒こういう

ば︑海外支店のオープンイ

張しているのです︒たとえ

舞妓さんたちは海外にも出

することができます︒だい

ると認められるとデビュー

をして︑一定のレベルがあ

ュー前に日本舞踊のお稽古

のお師匠さんが違い︑デビ

の花街はそれぞれ日本舞踊

以下です︒京都にある５つ

所なので︑顧客のプライバ

重要な商談をするような場

をおもてなしする︑時には

す︒お茶屋さんはお客さん

できるようになっていま

顧客を２階のお座敷に案内

付くところに階段があり︑

子戸を開けると︑すぐ目に

さんは小規模な町屋で︑格

そのために︑どういう教育

は︑お茶屋さんの中と限定

さんの情報に応じ︑必要な

たい５年くらい舞妓さんを

本日は京都花街のおもて

されていません︒芸妓さん︑

人たちを組み立て︑顧客満

すると︑芸妓さんに変わり

システムになっているのか

足度を考慮した現場設計を

びます︒装束に変化がある

をまずご説明します︒また︑

する仕組みになっていま

ます︒

だけでなく︑お座敷でより

なしを担う若手人材︑舞妓

す︒お座敷でおもてなしの

んに変わります︒芸妓さん

レベルの高いスキルの発揮

さんの育成についてご紹介

場が組み立てられていきま

責任を担うのが芸妓さん︑

や帯に多くの投資が必要に

になると︑地毛の日本髪か

を求められ︑複数のメンバ

業界全体の危機

してもらえるところです︒

ッショナルの専門家に育成

に付け︑サービスプロフェ

教育を受け︑伝統技芸を身

子やふすまの開け閉めから

上げ下ろしはもちろん︑障

芸妓さんの人数に大きな変

リーマンショックのあとも

街では︑１９９５年以降︑

を見てきた志望者も受け入

きますから︑最近︑ネット

やる気のある人は伸びてい

がると顔映りが良くなるよ

は赤い色が多く︑年齢が上

刺繍の色が︑若い舞妓さん

するものもあるそうです︒

あり︑中堅の舞妓さんは片

舞妓さんは両方の肩に柄が

付きは︑経験年数の少ない

いがあります︒例えば黒紋

着物も経験年数によって違

るからです︒また︑振袖の

の成り立ち

お座敷
︵仕事の現場︶

が持つ合理性についてもご

ず︑お茶屋さんを通じてお

す︒お茶屋さんは︑いわば

る日本舞踊の選択などがす

なります︒

らかつらになり︑着物の袂

紹介します︒取引の仕組み

座敷というおもてなしの現

ぐできるようになっていま

は短くなり帯もお太鼓に結

おもてなし産業の集積地

と芸妓さんや舞妓さんと直

ましょう︒まず︑舞妓さん

す︒

舞妓さんとしての経験を

である京都の花街︒現在︑

接の取引はできません︒必

は自分の髪で日本髪を結っ

舞妓さんの衣装は︑注文

４〜５年重ねると︑芸妓さ

を通じて︑人を育てるため

れるようなことでした︒京

ていますが︑経験３年目く

生産の特注品ですから非常

舞妓さんはほとんど京都以

京都花街では︑お客さん

都で生まれ育っていなくて

らいになると髪型が変わり

に高価です︒これが保たれ

に色々な立場の事業者が︑

オケ︑接待も日本料理屋さ

も︑お師匠さんの紹介があ

ます︒髷替えといって中堅

どう連携するのかも見てい

んだけでなく︑高級なフラ

る人なら受け入れる︒受け

以上になった印です︒

ているのは伝統文化という

外の出身者であり︑インタ

ンス料理も提供されるよう

入れた若い人たちは︑舞妓

だけでなく︑現場での仕事

ーネットを見て来ることが

になりました︒いわゆる和

さんにあこがれてやってき

２点目は着物の衿︒舞妓

に役に立つという理由があ

ただきたいと思います︒

今︑舞妓さんになりたい

風の宴会に芸妓さんを入れ

万円以上

さんの襟は︑日本刺繍がさ

増えています︒住み込みで

人たちは︑日本舞踊をした

ることが少なくなり︑その

たわけですから︑嫌々して

れた付け襟で︑

伝統的な作法を教えること

れようと変化しています︒

うに白っぽく変わっていき

方の肩だけに︑そして数年

ムのチームリーダーになる

す︒このプロジェクトチー

人なのか見当が付き︑お座

リーダー格なのか︑誰が新

と経験年数がわかり︑誰が

のヘアスタイルや衿を見る

さんを育てるために︑着物

変わりますので︑一人舞妓

節に応じて月替わりで柄が

ります︒衣装そのものは季

装が３パターンくらい変わ

してすごす約５年の間に衣
がいなくなってしまうので

舞妓さん
︵
の特徴

芸妓さんの特徴

です︒

シーに十分配慮するところ

こともないし︑家に畳も無

いる自分の娘より︑はるか

が必要になります︒素直で
化はありません︒こうした

伝統産業が伝統にあぐらを

ます︒このように舞妓さん

舞妓さんと芸妓さんとの

いようなごく普通の現代っ
結果︑全国の花街で芸妓さ

に一生懸命お稽古します︒

やる気と体力があれば︑き

ことから︑京都花街では︑

のヘアスタイルや襟を見る

みで

ちんと教育される仕組みが

かいているわけではありま

の経験がある舞妓さんは肩

せん︒外部からやってくる

と︑経験何年目かが分かる

に柄がほとんどありませ

売り上げが一定規模あるこ

意欲のある人材を育ててい

仕組みになっています︒

とがわかります︒

るので︑舞妓から芸妓に代

あるので︑現代っ子も舞妓

しかも︑舞妓さんの人数

わる中堅の人たちも育って

さんになれます︒京都五花
街にはお茶屋さんが１５０

は︑１９７５年に１９６５

分かるようにしているので

のは︑メンバーの中で経験

敷で一緒になった芸妓さん

ん︒このように舞妓さんと
年の半数以下になりまし

しょうか？それは︑芸妓さ

年数が１日でも長い芸妓さ

や舞妓さんの配置や披露す

なぜひと目で経験年数が

〜

んや舞妓さんはプロジェク

んや舞妓さんです︒ですか

人程度︑芸妓さんは２０

軒くらい︑舞妓さんは

トチームで︑毎回︑お茶屋

ら︑一緒になった舞妓さん

きています︒

さんが組み立てた選抜メン

た︒このままでは舞妓さん

バーでお座敷に行くからで

０人程度でこの数年は推移

は︑という危機を迎えまし

さて︑ここで少し詳しく

歳以下︶

高度経済成長期に京都の

た︒そのときに行われたの

舞妓さんの装束の説明をし

しています︒

舞妓さん︑芸妓さんの人数

が︑京都以外の出身者の受

日︑和菓子作り

日︑新年講演会︑

ッスルプラザ

連 専 務 ︶︑ 名 古 屋 市・ キ ャ

講師・山本領氏︵全菓

１月

・オーシャンビュー大洗

体験フェア︑東茨城郡

月

行事予定

次号に続く︒

で誂えるようになります︒

ら独立すると︑衣装も自分

芸妓さんになって置屋か

要になります︒

する︑マネジメント力も必

ーをまとめておもてなしを

子です︒ですから︑住み込
んの人数は右肩下がりにな

一見さんお断りの取引制度

15

りました︒しかし︑京都花

20

時間３６５日︑箸の

伝統産業から学ぶ
プロフェッショナル人材マネジメント

け入れ︑規制緩和に例えら

15

20

70

が減りました︒おもてなし

12

24

が多様化し︑ゴルフやカラ

茨城

愛知

20

をします︒

西尾 久美子 氏（京都女子大学現代社会学部教授）

京都花街の自律的人材育成方法
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西日本食品産業創造展では︑大井啓伊氏︵㈱ミ
リオネット︶を講師に迎え︑﹁お店のこれからの
戦略を教えます﹂をテーマに講演会を行いました︒

病気もすると思うし︑何か

先日︑ある居酒屋に行っ
れ な く な る︒﹁ あ そ こ は 閉

い︒休むと︑お客様は来ら

起これば休まないといけな

たらお客様が全くいなかっ
まっている﹂と思えば行か

プロローグ

たので︑売上を尋ねてみた
なくなる︒

マーケティングという言

お客様は突然や
ってくる

話をしていきたい︒

ということを復習しながら

心理学と統計学が大事だ

ら﹁月商２００万﹂と言っ
た︒
﹁ や っ て い け ま す か？﹂
と聞くと﹁僕１人と必要な
時にアルバイト１人雇って
いる︒原価率や色々考えて
も成り立ちます﹂と話され

葉をよく耳にすると思う

た︒
これがどうかなあと思う
が︑何をしなければいけな

その①

色々なやり方がある︒

捨 て 看 板 を 置 い た り と︑

た時にチラシを配ったり︑

するには︑店をオープンし

わからない︒その中で集客

ら﹂である︒２度来るかは

が︑出て行ったら﹁さよな

ました﹂と出ていくわけだ

ませ﹂︑﹁ありがとうござい

ってきたら﹁いらっしゃい

思い準備する︒お客様が入

と﹁入ってきて下さい﹂と

るのか︒店をオープンする

様が入らないといけない︒

限このくらいまでは︑お客

集客は期待できない︒最低

のアプローチをしなければ

チラシやポスティングなど

Ａラインになるまでには︑

たらＡラインがとれるか︒

ループ数で︑どれくらい来

例えば飲食店であればグ

お客様がどれくらいなのか︒

か︒３ヶ月で再来店される

様はどのくらいいるだろう

中で︑再来店しているお客

平日に毎日５グループ来る

月内の再来店率が

だ︒﹁ う ち は︑ お 客 様 の 当

ってくれば︑次は再来店率

お客様をＡラインまで持

らない︒

％﹂と

本人でやれば人件費がかか

ポスティングをする︒大将

か︒Ａラインになるまでは

客様が来たらＡラインなの

最低限︑どれくらいのお

インになるかもしれない︒

もう１グループ来たらＡラ

と上がる︒それによって︑

０００円︑２０︐０００円

チラシなどのアプローチツ

か︒ポスティングも含めた

があれば次にどの手を使う

ことはできるだろう︒情報

析した情報があれば攻める

こういう声を聞くと︑分

と言っていた︒

のの︑今は下がり傾向だ﹂

がっていった︒波はあるも

上が上がったが︑次第に下

﹁最初の立ち上げの時︑売

秋田では肉屋の社長が

の繰り返しだ︒

るかな﹂と思って出す︒こ

たくさん入っている︒

客様に対して色んな所から

い︒また︑チラシはいちお

トは上がるし︑離反率も低

よっては評価次第でリピー

少ない︒しかし︑見せ方に

置くが︑捨て看板は集客が

法︒看板は色々なところに

そこで捨て看板という方

っていくはずだ︒

状態なら︑そのまま無くな

中でいいイメージではない

能性がある︒しかし︑その

知らない人だったら来る可

あ る︒﹁ あ そ こ の 店 員 が 悪

たかが分かるのは︑一部で

何でその店に行かなくなっ

らお客様には自由がある︒

を掴まえていない︒なぜな

価格訴求は︑実はお客様

に行ってしまう︒

が良ければ︑ずっとその店

う︒そして︑その店の対応

客様は違う店に行ってしま

中になり︑よく来ているお

すると︑たくさん貸し出し

カル店が１００円セールを

ある店はいいけれど︑ロー

を作っているだろうか︒

いるだろうか︒行く必然性

来店させる動機付けをして

出てくる︒皆さんの店は再

キャンするとクーポン券が

イトーヨーカドーもレジス

で使って﹂という工夫だ︒

を引き出したら私のところ

ポ ン 券 が 出 て く る︒﹁ お 金

とマックスバリューのクー

イオン銀行はお金をおろす

えないようにすることだ︒

ィングといって︑相手に見

将が﹁年内で終わるかな﹂

私がよく行く居酒屋の大

人口は毎年減っている︒

客様はどれくらいいるのか︒

では︑平均以上来店するお

月に１度のペースが多い︒

聞くが︑居酒屋は大体３ヶ

あり︑お客様が来なくなっ

に落ちてきた﹂という噂が

年しているの

ただ︑自店の近郊は﹁あ

ールを見つける事ができる︒

る︒自分のところのいいお

価格で来ると価格で逃げ

割引﹂などがある︒ただ︑

に来てくれたら﹁５００円

例えば価格訴求︒この日

き留める材料がない︒だか

る︒しかし︑ほとんどは引

っとしたタイミングで戻

った理由が分かれば︑ちょ

かった﹂など︑行かなくな

ているだろうか︒来て﹁さ

その中にあなたの店は入っ

を選ぶ権利を持っている︒

足を運ぶ︒が︑お客様は店

要性があるからお菓子屋に

菓子折りを持って行く必

居酒屋のお客様で︑テー

と言っていたのだが︑そこ

０円のところがある︒来店

行くので︑客単価は１５︐

グループだけ︒４︑５人で

て遅くまでいても︑私たち

行く可能性もあるため︑飽

と人間は飽きる︒別の店に

店も増えている︒皆﹁儲か

出続けているし︑チェーン

いなくなっているが︑店は

年間で１万人

した﹂と見送る事が普通だ︒

です︑ありがとうございま

いても︑レジでは﹁いくら

客様はわざわざ買いに来て

ングは︑成功するだろう︒

イメージだったらポスティ

見ても来るだろうか︒いい

ている状態の中でチラシを

大手チェーンは皆さんが見

宅配をする﹂と言われた︒

﹁うちは野菜を置く︒次は

社長と話す機会があった︒

ールがいい例だ︒知名度の

タルビデオ屋の１００円セ

客様が離れてしまう︒レン

客様︑定価で買っているお

企業が運営できる体制を作

は︑情報をきちっと残し︑

なくてもいいようにするの

らない︒だから︑自分がい

これはステルスマーケテ

と動いている︒

取って個別に攻めていこう

ら︑大手は今︑個人情報を

い︒

作っていかなければいけな

続するためには︑仕掛けを

い限り︑永続性はない︒永

き継いでもらえる方がいな

ているだろうか︒

店していただける動きをし

よなら﹂ではなくて︑再来

それが集客だ︒

したのは約２００グルー

はいつ行っても私のグルー

ブル単価の平均が９︐００

プ︒ひと月２００万の売上

準もあるだろう︒ただ︑店

きないように他も行っても

ることだ︒そのためには先

の店は５︑

が２００グループで構成さ

プしかいない︒早くに行っ

側は来ているお客様しか分

らいながら自分の店も来て

えないところで︑どんどん

自分がいなくてもいいよう

なければいけない︒また︑

だ︒やはり勝つ商品を作ら

商売をすると︑その他の

④メインで囲い込む

トワークを築くことだ︒

もらえないか﹂というネッ

自分の店に来るようにして

最初にどうお客様を集客す

年間

客様のデータを分析した︒

⑤自分の店をどれくらい使

ない︒

んでしまう︒会話をされる

すよ﹂と言われたら︑つい頼

の子に﹁これはおいしいで

帰る︒しかし︑かわいい女

いて︑料理が来たら食べて

しなければならないし︑総

呼ばれた︒産直所も宅配を

いから話を聞いてくれ﹂と

総菜屋からも﹁宅配をした

先手を打っている︒松江の

る︒﹁年収アップさせます﹂

収アップと色々言われてい

れない︒アベノミクスで年

する︒そうしないと生き残

がどうなっていくかを想像

てしまうから︑ホームセン

し手数料を取られても置い

んなところにでも置く︒少

れればいい﹂と思えば︑ど

売っている︒農家の方は﹁売

コンビニも今では野菜を

先日ドラッグストアのお

回以上︑月２回来て

つの店が選ばれる︒

時に頭をよぎるのは大体３

れないので行こうと思った

大きなところはどんどん

て︑つなぐ

③中小企業同士で交流し

商品を作る事が鍵となる︒

げていく︒総務省のデータ

ほうがいい︒次に単価を上

来ていただける動きをした

て来たお客様なので︑次に

の店がメインだ︒

いる︒この

上位ではないお客様は

％

されているか︒全国的には

われ︑現地に行った︒まず

たら売上が上がるか﹂とい

は色々な業界が総合になっ

競合が多くなった分︑今

⑦総合になってきている

歳の

親近感がブランドの距離

長野県の東御市に

を変える︒

する人になる︒私の知人で

レジのやり方を変え︑せっ

月額１万円だと外食ばかり

も︑よく外食する方がおり︑

かくお客様が来ているのだ

％の方は︑他

絶対この１店だけでしか

月３︑４万円だろうという

⑧

︑

る︒だから自分の店から見
を検索すると２人以上の世

人がいる︒するとこの１万

すいことだけれど︑きつい

私はお客様同士をつなげ

購入しない︒と︑決めてい

る︒

︵３ヶ月以上経つと離反と

る人は少ないのではない

てきている︒スーパーでも

００だった︒どんどん変わ

②他にない商品を

た競合はどこなのか考えて
帯の中に︑品目別に月額消

産地直売をしているし︑店

足もとを見た時に﹁チャン

ほしい︒忙しい︑忙しいと
費金額の平均値が出てい

から会話をする︒子連れ親

の前にも八百屋が出てき

自分たちの体は老化してい

次号に続く︒

ス﹂となる︒

のはＦＣ店で︑年収は夫婦
たほうがいいと思う︒自分

子や︑風邪をひいている方

︑

ていく︒その中で会社を引

年で体が衰え

で５００万だそうだ︒何で
の店に来たお客様を違う業

円は参考値で︑自分のとこ

など︑その時の雰囲気で話

っている︒時代は５︑

年の幅で見る

なる︒３ヶ月以内に再来店

ろに来るステージの中にあ

た︒今はドラッグストアも

年の幅で見ておかない

20

と︑今は健康でも先は分か

く︒５年︑

私はソフトの開発屋だ︒

させる事を考えるとよい︶

か︒ちょっと寄って買うと

れば︑この知人のようなお

す︒これだけでも売上が変

できている︒

目の前の数字を上げるしか
る︒今︑来ているお客様は

ころもあるだろう︒特に女

わる︒なぜかといえば︑再

そんなに給料が安いのにす
種の店につなげていく︒中

性はポイントカードを持っ

客様が︑自分の店をどれく

来店率が上がるからだ︒お

年前はＭＳ︱ＤＯＳで︑

こういう数字を覚えるとよ

これ以上の金額を払ってく

ている店を優先に購入され

ずっと自分の店かという

らい使っているのだろうか︒

ないと言っているだけでな
れているか︒払っていない

ている︒スーパーなら︑肉

く︑１回落ち着いて考え︑

小企業同士で交流し︑つな

場合は︑他に行っている可

と魚はこの店で︒という基

るのかというと︑他にする
ぐことが出来る時代だと思

能性がある︒自分の店がメ

ことがないらしい︒しかし︑
う︒競合店に紹介しても仕

インになっているか︒メイ

年前はウィンドウズ２０

方ないが︑全然関係のない

10

10

10

10 20

20

い︒

皆さんが１店舗のみで商

業界から﹁御社のお客様を

先日︑ドラッグストアの

売している場合は︑どれだ

ちなみに３という数字は
凄いキーワードである︒３

買収をしている︒自分の店

①３という数字

のメッセージ

な︑会社作りをしなければ

やってくる中で︑まずＡラ

平均的な数値で１万円前後

と最初に出てきたのがロー

ターなど色々な場所で見か

っているか

私はお昼を食べに行こう
ならない︒どこでもある商

インの客数を見つけてほし

いるお客様で︑売上上位

といわれている︒福岡は中

合的な部分もやらなければ

ソンだ︒ローソンはＦＣ本

ける事が多い︒直産所から

山口市では

日稼働すると

グループ入れば大体２０

平日は５グループ︑週末は

からない︒ならば︑購買商

飲食でもメニューを見て聞

れている︒

０万の売上になる︒従って︑

品や何を食べているか︑何

もらうように育てていく事

品で行くと︑これから生き

％に入っていない人は１人

と︑それだけで意識が違う︒

ならない︒今まで通りのこ

見ると競合はたくさんあ

は１社のみで大丈夫か︒

自分の店にお客様が突然

と思うと︑会社付近で︑大

残れない可能性は十分あ

い︒見つけたら︑再来店し

だけだった︒つまり︑医薬

組合長がおり︑産直で年間

それで再来店率が上がっ

部で社員が千人くらいだ︒

回︵同じ店に３度行くと必

⑥親近感

体３つの店に決めている︒

てもらう仕組みが必要だ︒

都市だから２人以上の世帯

１億円くらい売っている︒

給料をアップするのはたや

然的に常連となる︶３ヶ月

70

例えば外食をどれくらい

実際︑人はそんなに覚えら
る︒独自の開発で︑自店の

せっかくドアを開けて入っ

品などを購入される方で︑

数だと月額１万円だ︒ただ︑

とをして︑生き残れるのか

私も身に覚えがあるが︑

ことはしないと思う︒

ンで囲い込まなくてはなら

を飲んでいるかを調べてい

が大切である︒

10

分からない時代になってい

10

て︑売上が上がる︒お客様

いか︒

年たっ

ところは︑５年︑

大井 啓伊 氏（㈱ミリオネット）

は店員でも選んでいるのだ︒

た時︑本当に１人でずっと

10

くといい︒

25
70

80

やっていけるのだろうか︒

お店のこれからの
戦 略 を教えます

坪の小さな店で﹁どうし

15

10

け他にない商品を作るか

10

30

25

15
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回研修会を開

日本菓子教育センター（理事長髙井和明氏）で

は衛生と安全・安心をテーマに第

催しました。同研修会では廣瀬俊之氏（東京都食

事故発生確率の
増加
事故は起きてはいけない
ものだが、様々な要因が重

る。例えば、夫婦２人で始

品衛生協会食品安全推進室）を講師に迎え「事故

を事件にしないために」を演題に講演会を行いま
めたお菓子屋さん。地元で

なると発生確率は高くな

した。講演の要旨は次の通りです。
商売をしていたが、徐々に

してみた。今まで地元で使

評判がよくなり少し大きく

回は起きる計算になる。従

のものを使ってみた。する

っていた原材料では間に合

と、まずそこで原材料の衛

わなくなったので、外国産

今まで色々な事故を見た

生管理の問題が出る。販売

って、事故は起こると想定

が、事故で潰れた会社はま

しなければならない。
事故は起きる。ある意味

ず無い。社会的にも事故は
量、製造量が多くなると、

その①

を使う、あるいは私たちと

ことも起きてくる。作業内

ちも使わなければならない

て く れ な い。「 帰 っ て こ な

要素を持つ。

匿名で「こういうこともあ

てきた後、色々な従業員が

結構ある。１つの問題が出

一番危ないパターンは、

事である。

報を発信していくことが大

誰 が 対 応 す る の か。「 社 長

ってこられない。その間、

く、例えば１、２名でも患

い。全国的にはもっと厳し

発表をしなければならな

えた場合は自動的にプレス

甲斐がある。某菓子屋さん

ない。

拡大のもと。

帰ってくるのに数日かか
り、どうしても明日には帰

販売量

作業内容

人、４人と分業化する。１

人１人の作業は単純化する

が、トータルすると複雑な

作業工程になり作業時間も

延びる。また、今まで町内

で売っていたものが市内に

なり、県外、全国に売れて

いくと流通時間が増える。

ここでも衛生上の問題が出

て く る。「 あ そ こ の 店 の も

のはおいしい」とマスコミ

やインターネットで評判に

なると、注目度が高まる。

順調に発展ということもあ

るが、反面、これらは全て

危害要因となり、問題発生

の要素を含んでいる。今ま

で２人だけでしていたもの

が、拡大によって、色々な

要素を抱え込み、事故の発

なければいいのだが、起き

本当はこのようなことは

苦情担当の方が２人おり、

化も大事なことだ。例えば

けない。そういう情報共有

れば、早く結論を出してし

かく早く取りかかる。でき

程度、わかっていないとい

る可能性への準備が大切だ。

まうことが大事である。

問題が起きて会社に問い合

身近な例をあげると、何か

情報の共有化について、

くても組織が動くようにし

が大事である。社長がいな

かなど、分権しておくこと

か、この問題は誰がするの

くれない。

い。そんなことは理解して

け忙しいのかも分からな

るかは分からない。どれだ

的には苦情担当者が何人い

な仕事でも同じだが、対外

れはよくあることで、どん

すことができなかった。こ

るので、お互いに情報を流

欲しい。そうなると、お金

欲しい。今度は１万５千円

２千円になれば１万４千円

１万２千円になった。１万

なる。例えば１万円の人が

こまでいっても不満の種に

個々により違う。お金はど

何をすればいいのかは

の音沙汰がない。苦情を言

たのに２、３日たっても何

後でお答えします」と言っ

んな段階でもスムーズにで

のかという情報提供は、ど

会社がどう対応している

限 界 が あ る。「 あ い つ が 出

ストもやたら作れないので

での解決は難しくなる。ポ

だめなのか」という不満が

世したけれど、何でおれは

④対応策・解決策は早急

きるようにしておく。

ん」では怒るだろう。要は

いう問題は聞いておりませ

が出ないことはいい。調べ

わなければならない。結論

・解決は当然だが、早く行

問題が起きたときの対応

向けるように育てていく。

が、会社として同じ方向を

んだ上で従業員の方たち

出てくる。これらを全部含

担当者ではなくて、会社に

ることもいい。だが、とに

に。

話をしたわけだ。会社とし

次号に続く。
てどう対応するのかをある

いのでわかりません。そう

る。すると「担当が今いな

った方はもう一度電話す

ておく。

わせしたら「調べてから、

⑤従業員対策を怠らない。

それぞれの仕事を抱えてい

ない。

容も複雑化する。今まで１

商圏拡大

生確率も高くなる。

（売上増）

人でやっていたものは３

原材料

事故は起こる

％

人も増やさなければならな

・

当たり前である。毎日繰り

ある意味仕方がないという

い。２人でしていた作業が

返し衛生管理し、
の確率で事故は起きないと
ところがどこかにある。で

いうことは、０・

衛生感覚の違う外国の方た

ることが違うこともある。

故が起きるということであ

いく。増えることはパート

準備ができていないことが

人と増えて

い込まれて潰れてしまう。

徴だ。逆に地元で小規模に

５人、７人、

年の間に必ず１

ぜそうなっているかという

ら準備されてなければなら

ま遠方にいて、１週間たた

だ。社長と専務の言ってい

マスコミに対してどういう

第五は、従業員にトラブ

対策をするのか。日ごろか

ルのタネがある。頑張って

ある。例えばみんなが勝手

毒が発生するが、１割の１

いるパートの人はろくに働

なことを言ってしまうなど

５０件くらいは東京で発生

しているような店は比較的

事故が起きて、それが事

する。これは人口割合から

ないと帰って来られないと

い社長は何しているのだ」

かない正社員を見ると不満

①不都合な問題ほど積極

と叩かれる。会社の常識イ

当然だが、それほど食中毒

的に外に出し、公表する。

コール社会の非常識みたい

第一は、健康被害が発生

例えば新聞広告や回収報

事故を事件にし
ない５条件

が ３ 倍 あ る の か 」。 と い う

告制度、あるいはプレスリ

なものだから、社内事情を

いっても、マスコミは待っ

感情を持つ。このように、

リースなどだ。大きな会社

整理していくことが大事だ

を 持 つ。「 あ い つ の ほ う が

内部告発はほとんど待遇上

は「説明責任を果たせ」と

ろう。

仕事してないのに何で給料

第二は、人を悪いほうへ

の問題や人間関係から出て

いわれるので、こうした制

が多いので、その様な線引

る。ただし、規模の問題が

第三は、身近な商品ほど

働きかける故意が存在する。

くる。最初から何か問題が

度も使い、積極的に即時情

きがある。

ある。例えば東京都の場合

事件化しやすい傾向にあ

あり「たれ込みます」とい

する。食中毒は健康被害が

「食中毒が起きた」と発表

る。人が身につけている衣

うケースもあるが、便乗も

人を超

類や食べ物の事故は分かり

するのは、患者が
した場合。福祉施設や学校

やすいので事件化しやすい

③社内での分権と情報の

人あるいは死者が出

者が

第四は、ネームバリュー

った」と、次から次に連鎖

例えば社長が創業者かつワ

がいなければそこでフリー

共有化が必要。

の有無がある。マスコミ的

反応で出てくる。従業員管

ズしてしまう」では、解決
が叩かれたのは、全国ブラ

遠方に出張中の社長は、

に見て無名のところをいく

理がきちんとできていれ

ンマンで、その人がいない

できない。次に誰が動くの
ンドだったことが大きな特

②社内事情の優先は事態

人を超

スなどが新聞に取り上げら

ら叩いても話題にはならな

と何も決められないこと。

者が出れば一般的にプレス

第六は、マスコミ対策の

発表が行われる。東京はな

れる基準である。

いが、有名なところは叩き

ば、こういう問題は起こら

事故が起きたときはたまた

たケース、他に特殊なケー

30
30

作業時間
従事者

流通時間
注目度

事件化しにくい。

か。事故が事件になり、追

～

増加する
危害要因

と食中毒が多いからだ。全

事故発生確率の増加

国では年間１５００件食中

る。日にちで考えれば１万
日、

廣瀬 俊之 氏（東京都食品衛生協会食品安全推進室）

事 故を事 件に
しないために

給食などで起きた場合は患

発生しているので事件であ

の要素がある。

件化する。そこには幾つか

10

はどうして会社が潰れるの

99

％で事

99
01

事件化しやすい
要素

28
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洋菓子講習
美香
教師

︻基礎編︼

日本菓子専門学校 高倉

シュヴァルツヴェルダー キルシュトルテ

㎝

高さ４・５㎝

︵ Schwarzwaelder Kirschtorte
︶
直径
グラニュー糖⁝⁝⁝⁝

ココア⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

︻配合︼

バター⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

薄力粉⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝
ｇ

Ｂ．サブレ

ｇ

Ａ．ビスキュイ
卵黄⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝
グラニュー糖⁝⁝⁝⁝
卵白⁝⁝⁝⁝⁝⁝１００ｇ

バター⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

％⁝⁝⁝⁝

グラニュー糖⁝⁝⁝⁝
クリーム
薄力粉⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

ｇ

ｇ

ｇ

︻仕込工程︼

飾り用チェリー

チョコレートコポー

スイートチョコレート
シナモンを適量加える︒

②サワーチェリーを加え︑

①ふやかして溶かしたゼラ

Ｄ

ｇ

ったりするまで立てる︒

①卵黄とグラニュー糖をも

わせる︒

②①を立てたクリームに合

の一部を加える︒

シュヴァッサー︑クリーム

チンにグラニュー糖︑キル

②卵白とグラニュー糖でメ

︻組み立て︼

Ａ

Ｃ．チェリーのフィリング

レンゲを作る︒

食塩

サワーチェリー︵缶詰︶

③①と②を合わせ︑あわせ

⁝⁝⁝⁝１５０ｇ
ｇ

焼成後︑冷ましたＢにス

ｇ

浮き粉⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

グラニュー糖⁝⁝⁝⁝

ｇ
てふるった薄力粉とココア
イートチョコレートを薄く

チェリー缶のシロップ

塗り︑１㎝厚のビスキュイ

ｇ
をあわせる︒

ｇ
④溶かしバターを加え︑ト

⁝⁝⁝⁝⁝⁝
シナモン

を重ねる︒サイド１㎝ほど

ｇ

ｇ
ルテ型に流し焼成する︒１

残しＣを平らに絞る︒サイ
ドにＤを絞り︑１㎝厚のビ
スキュイを重ねる︒残りの

分

Ｄを流し︑１㎝厚のビスキ

〜

①バター︑グラニュー糖︑

ュイを重ね冷凍する︒

Ｂ

８０℃

クリームを練り合わせ︑ふ

％⁝⁝２００ｇ

Ｄ．キルシュヴァッサーク
リーム

板ゼラチン⁝⁝⁝⁝⁝２ｇ

るった薄力粉をあわせ冷蔵

クリーム

ｇ

分

センチに抜き︑焼成する︒
１８０℃

︻仕上げ︼
クリームにグラニュー糖

をナッペする︒残りのクリ

を加え︑立てたもので全体

①グラニュー糖︑浮き粉︑

ートコポーで飾る︒

ーム︑チェリー︑チョコレ
で炊き上げる︒

シロップをとろみがつくま

Ｃ

をうつ︒

ｇ

ｇ

ｇ

ｇ

18

グラニュー糖⁝⁝⁝⁝
キルシュヴァッサー⁝

Ｅ．仕上げ︑その他
シロップ
水⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝
グラニュー糖⁝⁝⁝⁝

ｇ

％⁝⁝２００ｇ

キルシュヴァッサー⁝
クリーム

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



グラニュー糖⁝⁝⁝⁝

②２㎜厚にのばし︑直径

※ビスキュイにはシロップ

30

庫でやすませる︒

25
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