都道府県１２４名

皆様に負担のかからないよ

震災被災地への愛の菓子は

子の記録を展示する。また、

北・北海道ブースで愛の菓

の他、ひろしま菓子博の東

念講演がなされた。会場で

マガリ）が講師となり、記

マに津曲孝氏（有限会社ツ

りには物語がいる」をテー

照 ）、 終 了 後 に は「 菓 子 作

な わ れ（ 別 項 及 び ３ 面 参

第二部では褒賞制度が行

いを販売する。以上が報告

うにし、６月下旬ぐらいに

は恒例の銘菓交換会も実施

氏（近畿ブロック）が部長

行う予定。続いて、退任さ

された。

青年部交流会（愛の菓子）

れた小国副部長、槌谷会計

を務めることとなった。そ

の実施、各ブロックでのブ

された。

全菓連青年部全国大会を開催

菓子工業組合連合会青年部第７回全国大会を開催、全国から

全菓連青年部（中島慎介部長）では３月５日にインテックス大阪において全国

第７回

ロック大会実施などが報告

幹事、吉田監事、田上監事

都道府県一二四名の若人が参加

された。

全国の皆様と協力しあい昨

中止せざるをえない中で、

た。一時はブロック大会も

は、大変な被害がありまし

北海道ブロックの皆様に

始まり、青年部でも東北・

長より「第７期は震災から

綱領を唱和し、中島青年部

げたあと、愛の菓子と大会

会議は物故者に黙祷を捧

れた。次に日本製パン製菓

加お願いします」と挨拶さ

もしますので、是非、ご参

を担ぎ、お菓子の配布活動

ます。会場では菓子の神輿

も開会前夜に交流会を開き

の広島菓子博で、青年部で

ができました。今年は４月

セージカードを届けること

全国の皆様のお菓子とメッ

た、被災３県の子供達には

で、皆様は中身のあるコミ

つながる開発も難しいの

お互い密にしないと改革に

睦と融和で、分野を越えて

色々ある中、今の時代は親

ャ ン ス だ と 思 い ま し た。

共通の課題として、いいチ

なかなか出てこなく、業界

シンポジウムの中でしか、

をできるかでした。これは

力を入れないで安全に製品

た。次に中島部長から第８

４８万８、６６１円になっ

費 な ど ）。 当 期 余 剰 金 は １

費、広告費、印刷費、通信

ック長支援金、支援袋購入

交通費、活動補助費、ブロ

円（ブロック会議費、旅費

支出は３４９万４、８８５

援金、斡旋手数料など）で

菓連からの支援金、大会支

万３、５４６円（会費、全

会計報告は収入が４９８

ぐり館では今回、菓子の販

子を販売する。全国菓子め

た広島レモンを使ったお菓

覧会に向け新たに開発され

世界のお菓子バザールで博

ボル展示する。次に広島と

厳島神社の工芸菓子をシン

ころとして先ず世界遺産の

のＰＲが行なわれた。見ど

青年部からひろしま菓子博

の後、広島県菓子工業組合

に感謝状が授与された。こ

ク・新任）

○田中耕太郎（九州ブロッ

ック）

○高橋宏暢（中・四国ブロ

○中島慎介（近畿ブロック）

・新任）

○那谷忠之（中部ブロック

ブロック・新任）

○滝沢博臣（関東・甲信越

ロック・新任）

○小沢仁（東北・北海道ブ

た。パンや洋

会報告なされた。事業報告

議事では以下の今期の総

第８期は引き続き中島慎介

通り）が発表された。また、

と第８期ブロック長（別項

全 菓 連 青 年 部
全菓連理事長賞
褒賞制度審査発表会

事業名を「九州はひとつ

鹿児島まで特産品に合わせ

を使用。生地は、福岡から

こうジャンボロールケーキ

たっては、各県の菓青会の

た色で表現した。制作にあ
長さ

て行った。場所は降灰の影

鹿児島大会のイベントとし

回菓業青年会九州ブロック

んでいた。当日は小学生３

たことを表現できると、喜

段の自分たちの勉強してき

援してもらった。学生も普

のパティシエ科の学生に応

日、ちょうど第

響を受けないように、鹿児

年６月

島市の天文館アーケードを

百名が集まり、ギャラリー
にちなみ、また、九州はひ

㎝カットのケーキ１、１６

も５百名以上集まった。５

ｍは

とつを実現するため７県で

０名分が５分でなくなる盛

関連記事３面。

７種、７色のロールケーキ

品を練り込んだ生クリーム

況振りだった。

使用した。

回大会

メンバーと県内の製菓学校

ｍに挑戦」とし、昨

お菓子の輪

みんなで巻

鹿児島県菓業青年会

「九州はひとつ、お菓子の輪

」

•••••••••••••••••••

（ブロック長）

第８期役員

年２月、無事盛会裡に開催

売を行う。また、中四国ブ

ブ上での会員名簿の作成、

ロックではクリームぜんざ

青年部オリジナル斡旋品の

期事業計画（ひろしま菓子

続いて、農林水産省近畿農

強化、日本製パン製菓機械

博での交流会の実施、ウェ

「当会は昨年、

政局上野経営事業支援部

ュニケーションを行って欲

周年の

長、全菓連岡本理事長が祝

しいと思います」と述べた。

記念行事で、

工業会青年部との交流等）

機械工業会田中理事長が

シンポジウム

辞を述べた。

菓子、和菓子

では震災被災地での第４回

創立

を行いまし

することができました。ま

大会では褒賞制度審査発表会や銘菓交換会、記念講演会が行なわれた。

協力を得て、同会が実施する国際製パン製菓関連産業展と提携して行われた。今

の若人が参加した。今大会も㈿日本製パン製菓機械工業会（田中利幸理事長）の

37

各分野が一緒
に話をするこ
とは難しいと
思いました
が、そういう
こだわりは、
ほとんど感じ
られませんで

‼
にした。中には各県の特産

58

した。現状の

‼
58

報告を聞くと
何が問題なの
か共通点があ
りますが、そ
の中で興味深
かったのは、
いかに女性が

58

58

10

50
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青年部第７回全国大会

プレゼンテーションする鹿児島菓業青年会

信 頼 拡 げ る 全 菓 連
発行人

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

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

（１） 平成25年３月15日

の十二月二十

のが昨年の暮

再登板された

閣総理大臣が

安倍晋三内

いる︒

近づきつつあると期待して

回って日の目を見ることも

てはいないが︑やがて回り

業にまではその恩恵に浴し

うか︒現在我々中小零細企

た︒

で︑一同大喜びでお迎えし

が最初の最後であったの

首相がお越しいただいたの

周年の記念式典に時の大平

いた例は当連合会創立十五

ます︒さらにそれぞれの地

を勝ち得られたそうであり

結果豊橋では多くの党員票

たようでありました︒その

候補者の中で一番うけられ

の拍手をうけられ︑五人の

姿になってほしいと思いま

も進出していく︑こういう

や全国で売れる或は世界に

す︒こういうお菓子が東京

とっての資産だと思われま

あります︒これらは日本に

っていないものがたくさん

いただいたこともお話にな

全菓連を東京会館に訪れて

き︑一月の新年会の時にも

株式会社にもご訪問いただ

藤俊明さんのさいとう製菓

手県菓子工業組合理事長齊

工業組合連合会副会長の岩

し強い日本・強い外交力・

ことを主眼に︑円高を是正

デフレ経済から脱却させる

ることと経済を活性化させ

安倍政権は景気をよくす

誉なことでありました︒

菓連の面目この上なく︑名

六日でした︒まだ二ヶ月も

黒字転換となり︑過去の赤

業の大手企業などは大幅な

数名のＳＰに囲まれて出席

に五台の自動車をつらね十

子工業組合連合会の新年会

この首相が︑わが全国菓

ていたので︑これは私の大

レートを演説の前に貰われ

有楽製菓株式会社のチョコ

裁選挙の時︑豊橋で有名な

その中に︑昨年の自民党総

早速ご挨拶をいただいた

分でないため実力を出しき

れど営業力や宣伝力等が充

ありますが︑技術はいいけ

地方の素晴らしいお菓子が

ます︒このように地方には

自慢になっていると思われ

域では有名なお菓子がお国

かれた際に︑わが全国菓子

震災の被災地をご視察に行

手県の大船渡市に東日本大

又︑今度は二月九日に岩

をしました︒

もお話をいただき一同感激

業界の将来像についてまで

ていきたいと︑私達の菓子

いけるようにお手伝いをし

ら︑全国や世界に展開して

れたお菓子を発掘しなが

す︒これらたくさんの埋も

静欄に記載されており︑全

は︑日刊各新聞の首相の動

た︒これらの二件について

ご就任早々からありまし

場視察等前代未聞のことが

菓連の新年会と副会長の工

日本の首相がこのように全

のと大変喜んでおります︒

全菓連のご認識があったも

ていただいた関係で︑よく

前まで当連合会の顧問をし

り︑総理にご就任いただく

全菓連理事長・岡本楢雄

ていきたい気持であります︒

もち︑今後も末永く応援し

政策・その実行力に期待を

私達も大いに安倍政権の

ろであります︒

第一歩をふみ出されたとこ

の非難をうけることなく︑

とりながら︑世界から円安

国をはじめ各方面に連携を

うと︑日銀・米国・近隣諸

強い安全保障を推進させよ

経つか経たないうちに︑日

字を抹消する勢で景気回復

していただいた︒想い起せ

好物ですと言われたら万雷

本経済は大きく変換してい

の先導役を務めていただい

ば現役の総理大臣が全菓連

安倍首相の第一歩

ています︒首相が変ればこ

の会合にご出席していただ

連日市場を賑わしく輸出産

任早々から︑円安・株高と

知のはずであります︒ご就

ったことは皆様もよくご存

うも早く変るものかと驚か

お菓子を思う心にうたれて

れているのではないでしょ

などを餅生地で包んだ和の

ツの物語も紹介している︒

実施︒ＦМ愛媛ではスイー

▽㈲はつせ・五十嵐順氏

性化などを展開する組合な

効率化︑環境対策︑地域活

ゴ・マーク︵小福ちゃん︶

イメージキャラクターのロ

セントレアへの出展を機に

使用︒また︑中部国際空港

天日で干した国産の餅粉を

店︒メルチーズやかぼちゃ

金森赤レンガ倉庫内に開

市︶

ユ・遠藤薫氏︵北海道函館

▽㈲プティ・メルヴィー

▽和菓子埼玉屋南雲・南

安秀和氏︵埼玉県行田市︶

▽シャロン洋菓子店・岡

︵茨城県古河市︶

デザートとして好評︒原材

◎日本経済新聞社社長賞

▽㈱小松屋本店・豊田建
氏︵埼玉県秩父郡︶

▽㈲リュミエール・藁科
雅喜氏︵静岡県静岡市︶
▽菓匠庵白穂・新澤秀子
氏︵大阪府東大阪市︶
▽御菓子司津村屋・角村

▽ママン洋菓子店・東野

茂氏︵大阪府吹田市︶

和菓子科・市岡愛咲美︑大

谷沙紀︑浜田芽唯︑福間未

紗︑洋菓子科・青山あかね︑

阿部はる奈︑石井亮︑岩片

有深伽︑永島千鈴︑岡田宗

士︑小林麻利菜︑坂本育実︑

沈暁蓉︑柴田実音︑志和美

保︑鈴木優美︑須田野々実︑

長嶋駿︑尹美香︑製パン科

子科・楜澤美悠︑杉岡美知︑



明里香︑小林豊︑全唯景︑

パン科・門脇智奈津︑鴨下

羅知亜由美︑渡辺美紀︑製

ずさ︑安本圭佑︑楊暁芬︑

奈央︑藤田あかね︑古川あ

関本真弓︑滝沢花梨︑谷口

・田邑綾菜

高森美里︑谷沢早紀︑玉手

源一氏︵奈良県桜井市︶

◎精励賞

百香︑中村萌︑橋本真理菜︑

▽㈲田子作本舗・長島敬

氏︵千葉県千葉市︶



優良経営食料品小売店等表彰
料にもこだわり︑皮生地は

㈶食品流通構造改善促進

どを発掘し表彰する︒菓子

農林水産大臣賞に﹁㈲養老軒﹂
回優

関係の受賞者は次の通り︒

雲茂氏︵埼玉県三郷市︶

良経営食料品小売店等全国

のプリン等︑地元産の食材

機構主催による﹁第

コンクール﹂の入賞店がこ

を作成し︑統一イメージを

和菓子科・浅野愛美︑土屋

宮田紗季︑延守珍︑片岡諒

を活かした商品作りをして

愛実︑増島和︑洋菓子科・

◎日本菓子教育センター理

いる︒

海老澤幸︑下山海斗︑蕭忠

事長賞

演出している︒

日本菓子専門学校︵校長

儒︑鈴木隆太郎︑陳芊蓉︑

洋菓子科・原島史江︑製パ

雅之氏︵広島県広島市︶
経営方針を手帳型にして
常に社員等の携帯するよう
にしている︒店内は毎年レ
イアウトを改装している︒

▽㈱嶋屋・佐々木敏彦氏
︵大阪府大阪市︶
▽㈱丹波の里本舗・吉田
亜子氏︵兵庫県篠山市︶
▽㈲お菓子の山内・山内

技術学科・第

名︑

回製パン技

遠藤徳貞氏︶の第

日本菓子専門学校

名

回製菓

韓ボラム︑松永彩︑製パン

ン科・杉岡美知
１６８名で和菓子科

洋菓子科１０４名︑製パン

和菓子科・原島史江︑洋菓

◎優等賞

︵順不同︑敬称略︶

者は次の通り︒

名であった︒褒章関係

・松苗博行氏︵北海道旭川

▽㈲チュチュ・飯野憲一

科

▽㈲エチュード洋菓子店

今期卒業生は

術学科卒業式は３月５日︑

科・古舘純奈︑雷芳

◎日本政策金融公庫総裁賞

隆義氏︵宮崎県宮崎市︶

東京・世田谷区民会館で挙

◎努力賞

▽㈱モンテドール・杉田

子供のバースディケーキを

◎㈶食品流通構造改善促進

行された︒今期の卒業生は︑

◎農林省食料産業局長賞

◎農林水産大臣賞

︵岐阜県加茂郡︶

▽㈲養老軒・渡邉良治氏

のほど決定した︒同コンク
ールは独創的な経営技術を

ふるーつ大福はイチゴ︑

駆使し︑優れた業績を上げ
ている全国の中小の食料品
バナナ︑ホイップクリーム

優良経営食料品小売店等表彰

小売店︑また︑食品流通の

受け取りに来た母親には花

機構会長賞
▽ラ・ブランシュ・宮﨑

52

27

15
市︶

氏︵山形県山形市︶
▽㈱萬菊屋・後藤利美氏
︵山形県南陽市︶

全国菓子工業組合連合会

食品表示ルールの遵守と衛生管理の徹
底により︑
消費者の信頼を高めましょう

ひろしま菓子博を成功させましょう


















































をプレゼントしている︒

俊一郎氏︵愛媛県松山市︶
社員は自分のマニュアル
を作成し︑今日覚えたお客
様の顔と名前やお客様の声
などを書いている︒ハロウ
ィンには仮装コンテストを

37

22
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（毎月 15 日発行）
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第888号

ろうとして、２００７年ス

以前、函館スイーツを作

がリンゴ餡と刻んだがごめ

ったカステラの生地に、中

作った。少し洋風で餡を使

ごめ昆布を使ってお菓子を

級食材で函館の名産品のが

そのリンゴと健康によく高

最古のリンゴの栽培地で、

函館の隣の永江町は、日本

で、銘菓にしたいと思った。

た。

き、その場で作って販売し

のフルーツを生で持って行

年はフルーツ大福で８種類

実施することになった。去

スイーツフェスタも毎年、

でよかったと思う。また、

と賞状という形になったの

銅賞をいただいた。メダル

した。結果、ベルギーより

業青年会

を！プロジェクト」石川菓

・「 お 菓 子 で 東 北 に 笑 顔

○特別賞

菓子工業組合青年部

コラボレーション」京都府

・「 京 都 文 化 事 業 と 菓 子 の

大垣菓子業同盟会青年部

・「 大 垣 菓 子 博 ２ ０ １ ２」

減とコスト削

環境の負荷軽

しない事で、

に、紙を使用

来ます。さら

行うことが出

正確な申込を

することで、

の情報を表示

北海道菓子工業組合函館支部青年部
○全菓連青年部部長賞

事や、前年度

イーツなごみを作った。し

昆布入れたフルーティーな

○優秀賞

・「 函 館 ス イ ー ツ な ご み の

かし、作っただけではその

全 菓 連 青 年 部
全菓連青年部部長賞
褒賞制度審査発表会

プロモーション活動」北海

場限りで終わってしまうの

「函館スイーツなごみのプロモーション活動」

道菓子工業組合函館支部青

減に繋がりま

オンライン

す。

申込画面は当
協会ホームペ

ットを利用したオンライン

は、紙の申込とインターネ

手続き」のバナーをクリッ

７０）手続き、オンライン

可能です。実際のお申込に

（公財）日本容器包装リサイクル協会

に関わる委託申込について

容器包装の再商品化（リサイクル）

•••••••••••••••••••

年部
和菓子にした。長く続けた
いので銘菓するためＰＲし
ていくことになった。２０
１１年にスイーツフェスタ
では青年部でブースを設
け、皆も自店のお菓子を作
月初

旬から２月初旬まで、翌年

当協会では、毎年

度の再商品化委託申し込み

り、なごみと一緒に売り込
んだ。なごみだけでは、Ｐ

ー（０３―５２５１―４８

Ｒできないので、なごみぜ

画面操作については協会オ

これはどういうことだろう

クして下さい。

年齢層が上がるに従い更に

か。子供（

の申込がございます。オン

少なくなる。これをグラフ

の受付を行っております。

がら売り、その売上金で何

の年度を申込して頂く事が

いが、ひとつの理由として、

にすると凸型になる。

その美味しさが脳裏に残っ

んざいを作った。実演しな

かＰＲできないかとなり、

るが、現在は、失われた

和菓子の美味しさの感じ方

ていて、購買力のある大人

ペレーションセンター（０

モンドセレクションに出品

年と言われる経済の低迷

と、洋菓子の美味しさの感

購入している。その理由は、

３―５６１０―６２６１）

ており、且つ「食費」も減

で、デフレ経済が続いてお

じ方に違いがあり、洋菓子

家族の人数が多いからだと

委託申込で不明な点があ

少している。併せて「菓子」

り、企業は、売り上げが低

の方が、美味しいと感じら

りましたら、法律の概要に

合について比較すると、昭

の消費も減少している状況

下し、利益の確保が難しく

れ易いのでないかと言う人

ラインの申込は、画面に申

年頃からずっと「６％」

に あ る。 だ が、「 菓 子 」 の

なっている。そして菓子業

込量を入力することによ

台で推移し、ほぼ一定の数

減 少 幅 は、「 食 費 」 の 減 少

界も、例外ではない状況に

見られている。

なお、この申込期間を過ぎ

値を示している。このこと

幅 よ り 少 な い よ う だ。「 菓

がいる。子供に、まんじゅ

ラフを、平成

ても過年度分を含めた全て

は、「 菓 子 」 は 景 気 の 好 不

子」はその分だけ、健闘し

うとケーキを並べて好きな

までお問い合わせ下さい。

▼「 家 計 調 査 年 報 」（ 平

況にかかわらず、一定の役

ある。こうした状況の中で

方をとらせると、一般的に、

比較すると、

のときにお菓子の美味しさ

関しては協会コールセンタ

月に発

割を持って消費されている

ていることになると思う。

数年単位で比較すると、増

「菓子」の種類別購入額を、

ケーキをとる子供の方が多

だけが、 ％増加している。

を教えておく「先行投資」

り、金額が自動計算される

行された。例年は５月発行

▼この裏付けになるかも

加傾向或いは、減少傾向に

いと見られているのではな

これが特徴的だ。この特徴

全菓連だより

と。年報のデータの比較は

評 さ れ て い る。「 生 活 が 苦

う。そして、次のようにも

こんだ美しい習慣と言わ

くから日本人の生活にとけ

見えてくる。

和

消費動向の参考になると思

しいからといって、お菓子

れ、この贈答品で「菓子」

年

い紹介することにした。

を減らして他の食費に回す

が３分の１強を占めてい

年）が、

「消費全体」の中に占め

とか、飽食の中で和洋生菓

成

る「食費」の割合を比較す

子やケーキを、よりたくさ

増加傾向にあるものとし

％だっ

％に減少

年は

年は

ると、昭和
た。平成

年の数字で、世

見るかは、一概には言えな

▼平成

帯主の年齢別購入パターン

％。酒類は９％で４番

〜

歳頃）のとき

のお菓子教室で、お菓子の

美味しさを教えてもらい、

たのだろうか。もしそうな

菓子を購入するようになっ

歳の層が一番多く菓子を

年の数字と

この「菓子類」全体のグ

ら、期待を持って、将来の

になったとき、美味しいお

歳までの層

顧客創出のためにも、子供

が必要ということになると
て「他の洋生菓子」（ケーキ、

うになっているかを見る
る。ちなみに菓子の次は、

思う。それと、景気の回復

ん食べるようになるわけで

は、売上増に直結すると考

した。この数字はエンゲル

と、「ようかん」「他の和生
ゼリー、プリンに分類され

菓子」「ゼリー」「他の洋生

％。次いで魚介類

歳が多く、グラフで

果物で

購入は少なく、

り、年齢が

〜

はないようです。また、お

を見ると「菓子類」全体は、
菓子は生活に潤いを与える

反対に減少傾向にあるも

ないような洋生菓子）、「チ

係数と言われ、同係数が高

の

いほど、生活水準は低いと

ョ コ レ ー ト 」「 チ ョ コ レ ー

えられるので、デフレ経済
目となっている。このデー

菓子」「せんべい」「ビスケ
と言われるが、菓子の消費

は凸型になっている。つま

される。言わずもがなだが、

を脱却する景気回復はぜひ
ト菓子」など。

実 現 し た い。（ 資 料・ 全 菓

タから見ても菓子は、一定

全菓連理事・千田仁司

連ホームページ掲載）

ット」「スナック菓子」「チ
の役割を持った商品である

〜

など、多くの菓子で、増加

・シャーベット」「他の菓子」

層は、それより多い。

〜

の頂きになる。そして

歳の層が一番多くて凸型

ト 菓 子 」「 ア イ ス ク リ ー ム

ョ コ レ ー ト 」「 チ ョ コ レ ー

のこういう状況をいうので

のとして、「ようかん」「ま

59
歳の

は な い で し ょ う か 」。 菓 子

ということができる。

ん じ ゅ う 」「 カ ス テ ラ 」 な
どがある。この傾向をどう

〜

年に比べて生活水準は

％に減少したことは、昭

は一定の役割をもって消費

和

上がったということになる。

準は、確かに良くなってい

年に比べて生活水

されているが、最近の傾向

50

昭和
は、「 消 費 全 体 」 が 減 少 し

10

20
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だが、原稿が遅れたとのこ
ということができると思

知 れ な い が、「 贈 答 」 は 古

あるのはどのような菓子か

が、個々の菓子ではどのよ

幅は違うが増加している。

ージ（ http://
www.jcpra.or
）右上の「オンライン
.jp/

日本容器包装リサイクル協会のホームページ
歳の層から少なくなり、

12

いだろうか。

函館和スイーツなごみ
▼ 次 に、「 食 費 」 に 占 め

40

40

る「菓子」の消費支出の割

39

40

30

29

49

12

35

40

49

11

29 12

11
41

27

24
23

35

23

49
歳までの層の

23

23

23
35
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（３） 平成25年３月15日

『春の宇治茶フェスタ』にて
年２月２日（土）

して「お茶にはお菓子がつ

青年部は研究事業の一環と
お菓子を眺めては喜び、万

言いながらも出来上がった
に見ている和菓子も、この

受講後には「普段、何気
目と舌を楽しませてくれる

和菓子づくりの楽しさは

へ和菓子を身近に感じてい

ベントを通して地域の方々

イベントを実施していきた

ただき、関心を深めること

が家に持ち帰り家族と共に

い。

ができればと積極的に和菓

作り方を話しながら食べ、

だけでなく会話を円滑にし

心 す る 」「 昨 年 よ り 上 手 に

ひと時のコミュニケーショ

笑顔を咲かせる。それぞれ

また２年目ということも

で き ま し た 」「 来 年 も ま た

様にひとつひとつ作られて

あり、昨年受講した参加者

是非、参加したい」などの

いるのかと、あらためて感

も多数おられ、講師陣も終

面な笑顔を見せていた。

子を作り味わう体験として

始リラックスムードで取り

きもの」のテーマのもと、

企画され、昨年に続き強い

「食文化」を切り口に和菓
業会議所が主催する宇治茶

ご要望をいただき開催する

和菓子体験教室を開催

平成
のＰＲを目的とした「宇治

京都府生菓子協同組合青

茶の産地めぐり、味めぐり」

年部庶務広報担当理事・石

京都府生菓子協同組合青年

ンを楽しんでいただけたの

部 は“ わ く わ く！ ド キ ド
声が聞かれ、大変好評で円

教師

【基礎編】
益山 洋三

砂糖……………………８％

食塩……………………１％

コーンスターチ………６ｇ

卵黄……………………８％

ビターチョコ……３００ｇ

トレモリン……………

…………３００ｇ

バター…………………８％

ｇ

歳時バージョンに！いつも

ジの菓子たちも、何かしら、

その菓子のルーツである

のご主人はよくご存知です。

物という話、お菓子屋さん

え！

■ 博 多 カ ス テ ラ、 お 目 見

レーン生地

ｇ
ベンチタイム…

を良く混ぜふるうトレモリ
ンと少量の生クリームで良

成形…星形ケースの底にア

ーモンドアッシェを５ｇ入
れる。

ココア生地を直径８㎝の

ばし＠のガナシュ ｇ包む。
とし、形も丸く、山笠のか

ぜ、シリコンカップに１つ

③アーモンドアッシェを混

にのばしココア生地に乗せ

プレーン生地を直径５㎝

を入れ混ぜる。

刻んだビターチョコレート

℃ぐらいまで温めと合わせ

②生クリームを鍋に入れ

く混ぜる。

分

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

パン講習
日本菓子専門学校

スイート ガナシュ （１㎏＝ 個製造）

子さんからお年寄りの方ま

脱脂粉乳………………４％

な指使いを参考に指や竹べ

アーモンドアッシェ…

①コーンスターチ、薄力粉、

ます。

のままでは、お客さまをと

果物に恩返しプランはどう

き棒のようにまん丸。こち

長崎カステラとは趣を異

■四月十四日、コミュニケ

きめかせることはできませ

でしょうか？地域の果物農

母の日、父の日の前に、

ーションデー

当青年部は今後も文化イ

組むことができ、参加者と

をはじめ、宇治茶スイーツ
体験教室は古谷繁幸部長

に至った。

キ！第８回春の宇治茶フェ

による挨拶で始まり、一級

塚幸司

や地元特産品の販売など、

ではないだろうか。

昨年のコンセプトを踏襲し

滑、有意義な体験教室を閉

ス タ ”（ 会 場、 宇 治 茶 会 館

技能士で明日の名工受賞者

会した。

・茶業センター）に於いて
た宇治茶の魅力を実感、消
でもある上田悟史副部長が

の距離感が近くに感じる事

京の伝統和菓子体験教室を
費拡大を図ることを目的と

ができた。

開催した。
講師となり、課題の練り切

ストレーション。職人の巧

り桜と菊の２種類をデモン

した参加型イベントで、当

これは社団法人京都府茶

ひと雨ごとに暖かくなる
弥生の空です。
梅の蕾もふくらんで、香
りとともに春の到来を告げ

ん。こちらから声をかける

各地で開催されるスポーツ

低速３分、中低速５分
バター、ショートニング

ホイロ…
焼成

℃、

分

％、

上火‥２００℃

ズベリーを飾る。

糖を薄く振りかけドライラ

仕上げ…余熱が取れたら粉

から外す。

かぶせひっくり返しケース

焼成後、すぐに取り板を

下火‥２２０℃、

分
める。

した。

低速３分、中低速５分
※をすぐに混ぜる。

80

ケースに入れる。

ら農産加工商品ではありま

はじめます。菓子店のなか

母の日、赤いカーネーシ

最 近、“ 白 菜 大 福 ” な る

何かしら、企画のヒント

分
ｇ、プ

％、

℃
℃、

捏上温度…
発酵…

城戸翔寉（きどしょうかく） 分割…ココア生地

32

ｇ入れ冷凍庫で冷やし固
せんが、博多山笠の「勢い

ようなケースディスプレイ

家の皆さんとタイアップし

や行楽のコミュニケーショ

は、生活の周りにたくさん

て、果物のブランド化を拡

も賑やかになってきました。

ものも登場し、これがなか

■いつもありがとう

なかの美味。さあ、どんな

【工程】

を考えてみましょう。

あるのかもしれません。

水」の様な食感と味わい。

■地域の農産物とのコラボ

味か想像できますか？野菜

ぜひ、チャレンジを。

げる菓子を共に開発。これ

ンデー、その後は七夕・サ

大福のなかでも群を抜いて

ミキシング

マーバレンタイン、土用餅

菓子という字の“くさか

おりました。

今や“ふるさと”がブラン

幸せをありがとう”の感謝

んむり”をとると、果子。

ドそのものの時代となりま

の言葉が添えられたりして

…、と、春からお盆にかけ

つまり菓子のルーツは、果

60

10

ョンに“いつもありがとう”

スイート ガナシュ

だって立派な地域おこしで

います。家族への感謝を伝

ケースのセンターステー

て、歳時が目白押しです。

す。

える風習、世代を越えて、

27
78

はすっかり定番、父の日に

20

みな技法を目の前に感嘆の
声や時より拍手喝采もあ
り、会場内は盛り上がりを
みせた。
牛乳……………………

％

【生地配合】

後に各テーブルに部員が

【 ＠ ガ ナ シ ュ 配 合 】（ １ 個
個）

強力粉……………１００％

ｇ×

パン酵母（生）………３％

で幅広い年代、計１００名

らをつかって表面に模様を

ショートニング………８％

ｇ

つける工程を真剣な面持ち

18
50

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

％

水………………………

水あめ…………………

35

で 取 り 組 み、「 難 し い 」 と

参加者たちは職人の繊細

を囲んでの実習となった。

％）

数名を３回、小さいお

10

補助につき熱心に指導。１

34

薄力粉…………………６ｇ

30

％

回

34

生クリーム（

20

25

は、黄色い菓子に“家族に

15
20

75

15

42

都
京
大事にしたいものだと思い

60
40
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日本唯一の柿の専門店

奈良吉野いしい
現社長

そうしてはじめた柿の加

た「柿渋ゼリー」も同時開

もう一つ機能性をプラスし

酢ゼリー」である。さらに

る。

大学の研究機関と進めてい

ろん化粧品などへの応用を

抽出され、食品添加はもち

面では、後継者の方は

減少していますが、反

者難で、組合員も年々

今、菓子組合も後継

種類以上

発。

和菓子講習会

の商品となり、全国から注

柿渋は古くから民間治療

「柿の風味を活かしたお

ようとする姿勢が見ら

べく、新しい味を求め

この難局を乗り越える

工品、現在では

文が入るようになった。
県内の土産店ではお馴染
菓子」に加え「柿の機能を

奈良県南部、豊かな自然

活かしたお菓子」へと柿の

石
( 井光洋 の) 父、
薬として脳卒中・高血圧・

石井勲がこの地域の農協の
歯周病などの予防薬として

組合長をしていたことが事

みとなった「柿けーき」や

に囲まれた山中に、地元の
「柿もなか」が奈良のお土

特産品である「柿」をもち

れ、非常に頼もしく感

産として認知され『奈良＝

可能性をお菓子を適して切

のはじめ。全国でも有数の

一般的な穀物酢や果実酢に

イチ】で取材された純柿酢。

欲しいと思っています。

る洋菓子協会の会員は２５

そこで「柿」を

比ベカリウム濃度が高くナ

は、平成

先生は、地域密着型の地

がお菓子を作られている前

部長・白石恵一

大切にしながら、現代に合

洋菓子屋さんで組織す

少しています。一方、

半数にまで組合員が減

がいましたが、現在約

５００名を越す組合員

以前は、愛媛県でも

利用されてきた。

いたお菓子やスイーツを専

支部・吉田慶司

奈良県菓子工業組合五條

だ。

じました。

石井物産では２０１０年
に柿渋工場を新設し、無臭

無臭柿渋は奈良県との共

柿』のイメージの拡大に一

最近では柿の持つ『身体

同開発による新しい技術で

役買っている。

に良い』さまざまな機能を

柿の産地である「西吉野」

地としての格が落

活かした商品作りに積極的

規格外の柿を出荷すれば産

ち、値崩れを引き

の柿渋を製造開始。

起こす。しかし、
だ。

•••••••••••••••••••

伝統文化を後世に

加工品として利用

トリウム排出の助けとな

菓子の講習会を開催しまし

の方まで出て、熱心に勉強

ＮＨＫの情報番題【あさ

できないかと始め

り、高血庄や糖尿病・メタ

た。

元で可愛がってもらえるよ

されていました。

声は、㈱きのした代表取締

０名に達しており、和菓子

たのがこの会社。

ボリックシンドローム予防

うな店として、誠実に一生

役 の 木 下 勝 氏 で す。 威 風

わせた味の商品開発に取り

今まで捨てるこ

などに効果が期待できる。

講師に東和会会長、石川

懸命に商売していることを

名月製菓㈱代表取締役山口

屋としては少しさみしい気

とでブランドを維

忠久先生をお迎えして、四

哲正氏です。瀟洒な外面に

和菓子講習会、中若心手 名参加

持してきたものが
この「純柿酢」を毎日飲

季の味を伝える朝生菓子と

少し風化してしまったこと

月１日、和

愛媛県菓子工業組合で

５種類の和菓子を教えてい

焼き菓子というテーマで、

名の組合員が参加されまし

る和菓子を、後世に伝える

日本の伝統ある文化であ

年

べく、若い方には頑張って

愛媛県菓子工業組合広報

た。ほとんどが若い後継者

40
の方や従業員の方で、先生

40

ただきました。

がします。

収益となり、産地
みやすくと思い、蜂蜜や黒

に対し強く恥じ入りました。

堂々としたご発声で、乾杯

当日は、愛媛県下から

の新たなブランド

黒川氏を慕い、参加人数も

似合わず流暢な司会ぶり

組まれておられます。

として後押しする。 砂糖などを加えたのが「柿

だんだんと増えて今回は１

次に地震の話題になりまし

のビールの味も格別なもの

い。

拾てるには忍びな

門に製造している石井物産

東

組合と協力会の連携を図りましょう

24

10

０５人の方がご参集下さい

になりました。

懇親会は、いつにも増し

がります。

て、笑い声、話し声の絶え

年以内に東

東京都菓子工業組合理事

ない楽しい会になりまし

予測では、

た。

長の三黒製菓㈱代表取締役

今回の新春講演会にお迎

ました。感謝申し上げます。

会長黒川耕次氏の挨拶で始

た。おいしい料理に舌鼓を

東京下町の０ｍ地帯での

るにあたり、全員の協力を

して初めて菓子の販売をす

る広島菓子博で、東京都と

くのは、寺本製菓材料㈱取

った頃、中締めの挨拶を頂

の顔も一足早い桜色に染ま

打ち、旨酒に酔い、皆さん

のぶ

大水害の危険についても言

求められました。続いての

の土屋信行（つちや

海、東南海、首都で大地震

地震以外では、地球規模

まりました。春に開催され

えした講師は、公益財団法

で気象の極端化が増えてい

が起きるそうです。

ゆき）氏です。現在は、東

るそうです。

人えどがわ環境財団理事長

日本の復興にも取り組まれ

「今迫りくる大災害の危

及されました。

始めに宮古市、石巻市、

く危険は近づいて来ている

我々の身近に、間違いな

長の日新化工㈱代表取締役

ご挨拶は、東菓工協力会会

す。盛会のうちに三本締め

締役社長の寺本眞一氏で

ていらっしゃいます。

機」というテーマでお話頂

ぼしの意味も含めての大役

きました。
風花が舞い散る中、上野精

となりました。今年一年が

皆様に取りまして良い年で

社長の外海大六氏です。組

あることをご祈念申し上げ

と実感した講演でした。

合と協力会で尚一層の連携

名取市の震災時の津波の映

を図り、広島菓子博の菓子

しての懇親会です。司会は、

さて、その後は階を移動

た。おまちかねの乾杯の発

の力強いお言葉を頂きまし

理事・中谷製菓㈱中谷光基

東京都菓子工業組合常務

し上げます。

この場をお借りして土屋

でしょうか。まず、東京都

製菓㈱代表取締役会長黒川

の猛威の前では人間の無力

先生には改めて厚く御礼申

養軒において開催されまし

耕次氏の挨拶で幕が開きま

さを感じるばかりです。

しかし、何度見ても自然
司会は、前年度ゴルフ大

した。軽妙洒脱でありなが

ます。

像が流されました。

会優勝の日新化工㈱釣川宏

ら、締めるべき所は締める
19

の販売への協力をしたいと

菓子工業組合理事長の三黒

業組合・東菓工協力会「新

氏です。諸先輩を差し置い

また、自分の中で災害が
ての優勝だったので、罪滅
年２月

春合同新年会・新春講演会」
が平成

25

20

た。

新春合同新年会・新春講演会

日 火
( 、)

毎春恒例の東京都菓子工

京

広島菓子博に向けて

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

柿渋ゼリー

株式会社がある。

り開く今後が楽しみな企業

60

に、一気にムードは盛り上

媛
愛

良
奈
東京都菓子工業組合・東菓工協力会
「新春合同新年会・新春講演会」開催
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連隊とのつながりがあ

子煎餅があります︒戦時中

童子﹂をはじめ数多くの玉

いをし︑代表銘菓の﹁冨貴

いこともあったそうですが

り方について意見が合わな

レンジしました︒父上とや

見せ方を変えることにチャ

菓子を創ることにこだわり

今後はさらにおいしい生

ました︒

考えている﹂と力説してい

たとのこと︒戦後は卸販売

りますが続けることができ

り菓子製造を細々とではあ

４︑５年かかりました︒今

と試行錯誤し浸透するまで

ばお客さんに伝わらない﹂

ってもかわり映えしなけれ

﹁せっかくいいお菓子を作

という甘味茶店もあり︑本

ル内のトピコ店と﹁茶わ﹂

現在店舗は秋田駅の駅ビ

抱負を語ってくれました︒

開発し販売していきたいと

進物やお土産になるものを

も

を強化し和菓子の他ケーキ

の時期はさくらもち︵２１

売り方・見せ方を試行錯誤

の販売に取り組んだ時期も

三松堂
さんで会長の一︵はじめ︶

あったそうですが︑誠一さ

秋田市
今回は秋田市の三松堂の
さんは秋田県菓子工業組合

店とともに県内外のお客様

菓子組合青年部について

０ 円 ︶︑ わ ら び も ち︵ ３ １

は会員拡大を図るとともに

んが修行先から帰秋してか

とん︵２９４円︶や栗蒸し

同世代の仲間と秋田の菓子

の菓子業界の活性化に取り

羊羹︵２９４円︶が人気で

への販売に力を注いでいま

彼は日体大のレスリング

す︒定番の自信作は手詰め

業界を元気にしていきたい

す︒

部で活躍し︑卒業後東京文

最中の﹁千秋最中﹂と栗だ

﹁誠一社長

と熱い想いを抱いています︒

５円︶が人気商品です︒秋

京区の一幸庵さんと青森県

らけまんじゅうです︒固定

は素材にこだわった栗きん

し︑それ以来同じ場所で菓

弘前市の寿々炉︵すずろ︶

のファンはついています

Ｇｏ

らは和菓子と煎餅に絞り込

子作りに取り組んでいま

さんで約４年半和菓子作り

が︑秋田の経済状況は決し

全国菓子工業組合連合会

んだ営業をしています︒

す︒はじめは煎餅一本で商

の修行をしました︒原材料

てよくなく菓子小売業も厳

組んでいます︒創業間もな

理事長を務め︑親子で秋田

周年を迎えます︒

三松堂の創業は大正
年︑来年
初代一次郎さんから始ま
り︑誠一社長は４代目にな
ります︒彼は秋田県菓子工
業組合青年部副部長として
も活躍していますが︑親父

にこだわり︑おいしい生菓

しい状態に置かれているの

青年部東北・北海道ブロッ

三松堂

で﹁需要の掘り起こしと販

ク長・小国輝也

Ｇｏ

ばっていこう！﹂

一緒にがん

年に帰秋し

てからはまずあんこの自家

路を見つけることを一番に

うです︒平成

子を作ることを体得したよ

い頃現在の池永小路に移転

後藤誠一さんを訪ねました︒

17

どりに取り組み︑売り方・

12

13

支部ではこのたび︑初めて
の統一菓子﹁葛わらび餅﹂
を開発︑商品化しました︒
統一菓子の開発は︑佐野
支部にとって長年の念願で
した︒栃木県内では鹿沼支

いえば﹁いちご﹂と﹁かき
菜﹂です︒かき菜とは佐野
市などで栽培されるアブラ
ナ科の伝統野菜です︒この
佐野産の﹁いちご︵とちお
と め ︶﹂ と﹁ か き 菜 ﹂ を 使

繰り返しました︒最終的に

って︑支部員と試行錯誤を

で︑鹿沼産はと麦粉を使用

ではありますが︑徹底的に
佐野にこだわり︑菓子業界
と地元・佐野を盛り上げよ
うと真心を込めて作り上げ

また︑三月五日から八日

ました︒

まで幕張メッセで開催され
た国内最大級の食品展﹁フ
ーデックスジャパン﹂でも
佐野市の出展ブースで統一
菓子をＰＲしました︒
菓子の名称は﹁いちごの
想 い ﹂ と﹁ か き 菜 の 里 ﹂︒
一個一〇〇円︒佐野市観光
物産会館︑道の駅どまんな
かたぬま︑東北自動車道佐

体中︶に輝いた佐野市のご

鹿沼支部をはじめ佐野市︑

あたりましては︑菓子組合

理事・佐野支部長／藤波一

野サービスエリア等で販売

当地ゆるキャラ﹁さのまる﹂

佐野市観光協会︑ＪＡ佐野

栃木県菓子工業組合常務

中です︒

をデザインし︑可愛らしさ

博

らび餅が完成しました︒
パッケージには︑ゆるキ

などのご協力をいただきま
した︒私どもは小さな支部

もアピールしています︒
おいて全国第四位︵八六五

なお︑今回の菓子開発に

ャラグランプリ２０１２に

豊かな風味が楽しめる葛わ

彩りと︑いちごとかき菜の

定︑透明感のある赤と緑の

地に練り込みレシピを決

いちごは餡に︑かき菜は生

ウを懇切丁寧に教示してい

訪問し︑統一銘菓のノウハ

鹿沼支部を視察研修のため

す︒昨年七月︑佐野支部が

弾まで商品化されていま

﹁芭蕉のそば餅﹂など第三

鹿沼産そば粉を使用した

した﹁美たまるかすてら﹂︑

部の統一銘菓作りが盛ん

さて︑佐野市の特産品と

佐野支部が統一菓子を開発

﹁いちご﹂
と
﹁かき菜﹂で地域に元気を

木
栃木県菓子工業組合佐野

栃
ただきました︒

いちごの想い・かき菜の里
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羽島名物
﹁みそぎ団子﹂
れをまた焼いたシンプルな
のができないか？﹂と考え︑

を発展させて︑おいしいも
け︑６月

日にみそぎ神事

︿みそぎ団子﹀と名前を付
子として取り上げられ︑市

又︑マスコミには珍しい団
に﹁ ６ 月

い﹂と︑言われているよう

日 に︑︽ み そ ぎ

ものでございます︒見た目
工夫をしました︒そして︑
ると１年の前半のみそぎを

をうけて︑この団子を食べ
に来るお客様が多くなり︑

外︑県外からも団子を買い

しない﹂と︑言い伝えられ

団子︾を食べると︑夏バテ

はあまり良くありません
みたらし団子の中に餡をい

が︑味噌を焦がした香ばし

︶廣瀬八久
ごせる﹂ということを書い

羽島市
竹鼻町

れて味噌をぬり︑焼いたと

た掛紙を作り︑長年６月

兎月園︵
ころ︑意外と味噌と餡との

るように︑この団子を大事

さがなんともいえないこの

相性が良く︑これはいける

私どもでは︑６月に入ると

小学校では︿みそぎ団子﹀
団子の味は︑一度好きにな

払い︑残り半年は元気で過

私の店は︑竹鼻商店街︵羽

った人は︑やみつきになる

にしていくことが大切であ

の由来について宿題が出

ると︑今更ながらのこの想

て︑私どもに聞きに来る子

つからあるのかという話

ところで︑この団子がい

子様八剣神社の神主に︑み

代目栄一︶は︑竹鼻町の氏

時が経ち︑私の先代︵二

う名で商いをしていました︒
近年︑市の観光協会は︑

に限り販売していました︒

の由来を聞き︑それと味噌

﹁ 土 用 の 丑 の 日 に︑ う な
ぎを食べると︑夏バテしな

催

開

ら湯﹂もあり︑山鹿ではた

これはお菓子のみならず

妻・美奈子

更なる技術と意識向上につ

ら︑菓子博を前に組合員の

０１３が開催されることか

いか︑真剣に耳を傾けてい

社の製品への応用が出来な

熱心にメモを取りながら各

同組合は︑岩手希望ファ

積極的に取り組んでおり︑

ンドより助成を受け︑岩手

ひろしま菓子博２０１３を

本菓子専門学校講師の鎌田

同氏は︑ひろしま菓子博

契機として︑今後も継続し

克幸先生が講話と新作菓子

２０１３のシンボルである

て各種講習会を開催したい

県の新作スイーツの開発に

﹁お菓子の厳島神社﹂の制

考えである︒

・小沢仁

岩手県菓子工業組合理事

作責任者を務めており同作

講習では︑お菓子に欠か

しく説明された︒

品の進行状況についても詳

を実演︒

た︒

アドバイスした︒受講者は

方法などについても丁寧に

説明しながら︑穀粉の保存

せない砂糖や小豆を中心に



菓子博前に技術講習会

した銘菓となっています︒

くさんの観光客が街をそぞ

﹁山鹿ブランド﹂に認定さ

田尚美

なげようと開催された︒日

更なる技術と意識向上を！

山鹿のみならず︑熊本の

また︑山鹿では２０１２
月より山鹿市内で生産
された特産品や加工された

年

初代豊吉ファミリー

この団子を販売するように

島市︶の本通りを少し横に

日︑７月１日︑７月

この︿みそぎ団子﹀なる

は︑はっきりとは分かりま

そぎ神事︵現在６月

ます︒昭和初期の頃︑初代
をつけた団子をくっつけて

岩手県菓子工業組合︵齊
藤俊明理事長︶主催の菓子
技術講習会は去る二月二十
日︑盛岡市の㈱マイスター
日の本講習会場で開かれ
︵ 同 社 協 賛 ︶︑ 参 加 者 二 十
五名が︑講師から最新の菓
子製造技術と匠の技を学ん
だ︒
本年はひろしま菓子博２

山鹿の銘菓と言えば︑そ

夏の風物詩として知られる

ろ歩いています︒
﹁山鹿灯籠まつり﹂は毎年︑
日・ 日に開催され︑

の金燈籠を模った﹁燈籠も

８月

なか﹂が有名です︒
阿部永和堂︑早瀬錦堂︑

日は千

トとして人気を集めている

れた商品には﹁おいしか︑

加工品を応援するために

日は花火大会︑

のが﹁山鹿灯籠浪漫・百華

たのしか︑うつくしか﹂と

人灯籠踊りが繰り広げられ

年に設立された

西益屋︑築山大福堂の４社
で昭和

す︒

なりました︒今では︑夏の

入った所にあります︒
と︿みそつけだんご﹀とい

物︑少しご紹介させていた

せんが︑人によっては︑戦

と砂糖で作ったたれを︑焼
︵豊吉︶が﹁みたらし団子

山鹿銘菓
﹁燈籠もなか﹂

の女性が﹁よへほ節﹂に合

幽玄な﹁千人灯籠踊り﹂と銘菓

山鹿は熊本県の北部に位
わせて舞う﹁千人灯籠踊り﹂
はとても幽玄で美しく︑数

標登録し︑山鹿燈籠型の最

百彩﹂です︒国指定重要文

いう文字の入った鹿のイラ

﹁山鹿ブランド﹂が生まれ

中を﹁燈籠もなか﹂として

化財の芝居小屋八千代座前

て多くの観光客が訪れます

意匠登録しました︒品質等

や豊前街道沿いのなど市中

ストのシールが貼られ︑県

﹁山鹿燈籠製菓事業協同組

の均一化を図り質を落とさ

内外に山鹿をアピールして

年前にＣＭにも起用され︑

ず﹁燈籠もなか﹂の味を守

心部の各所に︑灯りのオブ

います︒

できた金灯籠に灯りを灯し

ってきたため︑県下でも有

ジェが並び︑情緒あふれる

に昔の面影そのままに蘇っ

熊本県菓子工業組合・野

街並みを幻想的に浮かび上

た︒

て再生オープンした﹁さく

月
れで作られ︑高い品質を保

がらせます︒また昨年

ちつつ各店の持ち味を生か

餡や最中種は各店それぞ

30

いで︑文を書いてみました︒

そうです︒

ると︿みそぎ団子﹀という

だきます︒まずは米粉の団

前からあるとも言われてい

日︑

供たちもいます︒

素朴な団子があること︑ご

子生地でこし餡を包み︑そ

竹鼻町を中心に︑夏にな

存じでしょうか？夏の風物

れを２個串にさし︑赤味噌

いた団子の両面に田楽風に

羽島の夏の風物詩として︑

詩として︑近年多くの人に

でも︑十数年前からこの時

塗り︑ゴマをふりかけ︑そ

昭和初期の頃

期になると給食のメニュー

みそぎ団子

の中に入るほどです︒又︑

日︶

親しまれ︑市内の小中学校

15

ました︒

日夜︑和紙で

11
が︑山鹿の冬を彩るイベン

毎年８月

置する温泉の町です︒

16

合﹂では﹁山鹿燈籠﹂を商

16

15

力な観光物産品となりまし

45

15

全国的にも有名になりまし

燈籠もなか

て頭に載せ︑浴衣姿の千人

16

30

大事な看板商品でございま

30


た︒

手
岩

30

11

菓子技術講習会

阜
岐
本
熊
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（７） 平成25年３月15日

東京都菓子工業組合では飯島宗裕氏︵ビーイット
コンサルティング代表︶を講師に迎え﹁現状を打開

㎏

その③

仕事はチーム戦なので︑

到達できるレベルで︑目標

このように少し頑張れば︑

よりできそうな気がする︒

る︒大変だが︑これをしな

るべきだ︒チームはそうい

い﹂と自慢できる会社にす

ちのお父さんの会社は凄

しで人間は上達していく︒
チームの中でも目的・目標

じ思いで働いている︒社員

い店だからぜひ来てよ﹂と

ルバイトが全員︑友達に﹁い

つの目標を持っていた︒ア

を先ず明確にする︒そして

はみんなミッキーマウスや

意識して︑繰り返すことに

が身についている︒これを

をしているから︑勝つこと

まで何千何万のじゃんけん

ている︒子供の頃から︑今

んけんは勝つことを意識し

るほうが難しいのか︒じゃ

と負けるのでは︑なぜ負け

じゃんけんして︑勝つの

繰り返す︒これが人材育成

る︒しかも︑何回も何回も

んだことを実際にやってみ

か︒上手になるためには学

に学んでも︑上手になるの

ば料理教室で一流のシェフ

うして身につくのか︒例え

を現場でしなかったら︑ど

で人は育たない︒その技術

とが必要になる︒研修だけ

何回も繰り返ししていくこ

術を身につけるには何回も

イントだ︒つまり︑何か技

これが人材育成で大切なポ

回失敗しても大丈夫だ︒目

回繰り返すので︑１

ど う か︑﹁ こ こ は う ま く や

い︒ちゃんとできているか

放し︑やらせっ放しはしな

後は任せる﹂など︑やりっ

と︒﹁ や り 方 を 教 え た か ら

教えるではなく︑育てるこ

人を育てるポイントは︑

ければ︑自然と上手になる︒

り続けるしかない︒やり続

できるようになるには︑や

も︑やり続けるのが大切だ︒

く︒挨拶も目標を作ること

いう中で繰り返ししてい

事がするのではない︒こう

りの人が人材育成する︒人

するのは会社だ︒先輩や周

成の期間を短くし︑ハード

くいかない︒そこで目標達

言った︒他人ごとになって

だから言わないですよ﹂と

ね﹂と聞いたら﹁同じ社員

から言われているんですよ

んいいですよ︒ただ︑普段

い ﹂ と 言 わ れ た︒﹁ も ち ろ

すよ︒注意してやって下さ

ちの社員は遅刻が多いんで

ようにする︒ある企業に﹁う

２番目は﹁自分ごと﹂の

してあげる︒

こが伸びる場所なのか︑示

こがどうなっているか︑ど

教えるだけではダメだ︒ど

っ放しでは︑人は動かない︒

じ﹂と言っている︒やらせ

ほめてやらねば人は動か

てみて︑やらせてみせて︑

る意識を全員が持ってい

のために︑お客様を喜ばせ

かり言っても︑なかなかよ

ころがある︒マイナス点ば

ことは︑人には必ずいいと

育たない︒この時の大切な

えず︑評価しなければ人は

して人は伸びる︒目標を与

また︑目標を与え︑評価

が大切だ︒

い﹂など︒そういう気持ち

いつの成功は自分も嬉し

大丈夫かな﹂と考えたり﹁あ

あ る︒﹁ 顔 色 が 悪 い け れ ど

めなければいけないことも

ばいけない時もあるし︑ほ

ごとのように︑叱らなけれ

がいるなら︑その人を自分

たない︒成長させたい部下

意識を持たないと︑人は育

先ずするべきだ︒そういう

いた︒会社なら子供が﹁う

誇れる店にしたいと思って

交わると思う︒研修は必要

るければ︑いい意味で朱に

だろうか︒上司の挨拶が明

そういう現場になってない

先輩がだれも反応しない︒

ございます﹂と言ったら︑

た︒ドアを開け﹁おはよう

い︑現場でやろうと思って︑

新人が研修で挨拶を習

ようになってくる︒

ついて︑他のこともできる

ばしていく︒すると自信が

ジで︑人のいいところを伸

と全体が持ち上がるイメー

くならない︒真ん中を持つ

てしまうこと︒今︑一番多

だんだん︑やる気が下がっ

人罪は︑仕事を覚えると

４つのジンザイ

より無意識で︑しかもかな

だ︒ところが研修を受けた

った︑ここはこうしたほう

いる︒自分たちの会社が︑

のは挫折だ︒成功させるた

人を育てる

緊張して初めて職場に行っ

現在の人材育成は仕事に対する技術や知識だけ
〜

行事予定

境内

日︑中島神社春

季大祭︑大宰府天満宮

３月

ツインメッセ静岡南館

３世界の菓子まつり︑

３月

日︑２０１

発想が芽生えてくる︒

変えるなど︑色々な挑戦や

商品を生み出す︑やり方を

業務を効率化する︑新しい

なると︑考えて行動する︒

ういうことができるように

それを迎える仕組みだ︒こ

だが︑それより大切なのは︑

とを教えていく︒

育成という形で︑色々なこ

そのために︑普段から人材

新しいものに挑戦するか︒

ンややる気を与えながら︑

財だ︒いかにモチベーショ

いう中では︑人材育成が人

足してしまっている︒そう

余りせず︑今のやり方で満

効率化など︑新しい挑戦を

はできるが︑例えば業務の

いのは右下の人在だ︒仕事

これから成長が期待できる「人材」、仕事はで

ルを少し落として成功体験
を積ませる︒成功すると自
信が付く︒失敗すると自信
が無くなる︒高いところを
飛べといわれ﹁そんなの無
理だよ﹂というと︑練習し
なくなる︒徐々に上げてい
くのが目標だ︒最終的には

組織を生かすための方法が

を設定する︒すると︑具体

１人１人が目標を達成する

いといけない︒経営者の思

う目標を持つ︒全員がその

往々にして高すぎたり︑具

会社のことが大好きだ︒そ

り正確に反応できる︒とこ

らそれで終わり︒本当は現

がいい﹂など︑評価してあ

でなく、意識の付与も必要です。

するための人材育成術〜売れる仕組みづくりは人づ
くりから〜﹂について講演会を実施しました︒

先月号より続く︒
めには目標を立てる︒
ここを目指すけど︑先ずは
低めにすれば﹁これくらい

必要だ︒一番大切なのはチ

的に何をするのかが分か

いが全員に伝わっており︑

㎏

ならマイナス１㎏だ︒１ヵ

ームの目的・目標が明確に

る︒１ヵ月間︑夜９時以降
ための意識を持つ︒オリエ

その上で全員が団結し︑皆

月に１㎏なら︑１年で

なっているかだ︒この時︑

ンタルランドで１人１人が

べる﹂となる︒この繰り返

目的と目標の違いを認識す
は御飯を食べない︒飲んだ

あれだけのサービスレベル

体的な行動を考えにくい目

意識を持っているかだ︒

仕事に対する意欲

る︒目的は最終到達地点︒
後のラーメンは食べない︒

の体重は

うまくいかなかったら︑な

標を設定してしまい︑うま

私が居酒屋をした時︑１

ぜなのかを考える︒すると

㎏やせなければ

ならない︒目的・目標は期

極端な話だが︑これを１年

㎏だと

発点︒目指すべきゴールが

㎏やせる

ろが︑負けるほうになると︑

場で教えた内容について︑

げる︒山本五十六は﹁やっ

間に

途端に難しくなる︒時間が

できたかどうかサポートし

ことは大変で︑待っている

掛かったり︑いつもはしな

てあげるのがいい︒これを

終わりに

いミスをしてしまう︒初め

する︒１年間で

限が必要なので︑１年間と

いったら

軽い運動をする等︑３つく

大丈夫︒少し練習したら飛

高
低

目標はそれまでに通らなけ

低

ればいけない通過点だ︒私

在
目標に向かい一致団結する

人

が会社のことを好きと思う

罪

が保てるのはこういう組織

人

標は難しい目的を達成する

財

らいでいいだろう︒１ヵ月

人

㎏で︑これが出

材

かだ︒

人

だからだ︒背景は︑みんな

高

同じ目的・目標を持ち︑同

４つのジンザイ

ため︑細かく分けて１つ１

飯島 宗裕 氏（ビーイットコンサルティング代表）

つしていく手段だ︒しかし︑

〜売れる仕組みづくりは人づくりから〜

の目標に行く︒

現状を打開するための人材育成術

後︑体重計に乗り︑うまく

目的と目標

79
10

て経験する方がこうなる︒

12

も無い「人罪」、仕事もでき意欲も高い「人財」
31

10

きるが意欲の無い「人在」、仕事もできず意欲
23
27

78

80
10

仕事に対する技術
静岡

福岡

70

平成25年３月15日 （８）
（毎月 15 日発行）
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第888号

え「販売戦略セミナー」をテーマに講演を行いま

した。

品イメージでセーリングポ

皆様方の店で一番売りたい

がセーリングポイントだ。

すよ」を乗せていく。これ

作っている梅干しはこうで

イントだ。そこに「うちが

商品のセーリングポイント

神奈川県菓子工業組合では小池浩二氏（マイス

を、お客様が来店される時
や案内を出す時に伝えなけ
ればならない。そうしない

接客のトークを磨いて欲
だ、顕在的に、商品そのも

買う。これは顕在客だ。た

という行為だ。ＤＭを出す

その商品の良さを伝えるか

れが接客トークで、いかに

接客トークの重要性

しい。焼き芋の場合、例え
のが欲しいという人は少な

と付加価値はとれない。こ

ば「あと５分で焼き芋が焼

その②
ある。

わるのか。答えはお客様に

ヵ月以上熟成により風味

食感、口の中でとろけます。

けているので、やわらかな

型もしないでスライスをか

にはストーリーを伝えてい

性に響くので、訴えるため

ものはある。付加価値は感

でもいい。ポイントになる

常連客には理屈抜きに皆

客様にこのお菓子のどこが

い浮かぶお客様だ。そのお

ら、最初に皆様方の店が思

菓子を買いたいと思った

ヤルカスタマーがいる。お

スカードに書いて伝えてい

られない。だから、プライ

から一人一人に口頭で伝え

だ、お客様はたくさんいる

これがセールストーク。た

が最高です」と書いてある。

だ。よくテレビで色々な店

るのか。それがストーリー

か。どう手間暇をかけてい

材料にこだわっているの

のお菓子を作る時に、この

くことが大事だ。なぜ、こ

さん方の店のファン、ロイ

いいか聞いたらいい。どん

れてストーリーになってい

が出る。映像的にまとめら

るが、もとは現場でしてい

る。
自分の作っている商品を

な味がする？どういう食べ

どう説明していくのか。原

ることと一緒だ。

方をしている？どういう時
に、だれと食べたい？など

材料にこだわっているから

セーリングポイントをつくること

を聞けばいい。その答えを
お持ちだからまとめればセ
ールストークは自然に出来

滑り止めがついているの

とか、チラシを打つのは販

で、床を傷つけず、美観が

促行為かもしれないが、お

例えば、今、皆様方が座

保てる。何々になっており

い。潜在的にお菓子を買い

っているスチール椅子を特

ますので、こういうことな

たいと思っている人はい

徴、メリット、お客様の利

んです。何々ということは、

き上がります。焼き上がる

がある。ここの成功要因は

益と３つに分けるとわかり

こういうことになります。

前にこの焼き芋について説

食卓の提案だ。値札に商品

やすい。特徴は骨格がスチ

何々でできていますので、

上がっていく。

の説明をしている。商品名

ールで、メリットは丈夫、

こういう使い方ができま

客様を集めても買ってくれ

やグラム数、単価だけでな

利益は長持ちで経済的。ま

る。ただ、思っているだけ

体的な販売が始まる。価格

売れるものをより多くが原

い。例えば直輸入した生ハ

た、座る部分は布張りで、

明させて頂きます」という。

だけなら、価格でしか選び

ムなら、プライスカードに

成城石井というスーパー

かに販売の技術がある。そ

ようがない。皆さん方が一

則だ。なので、一番多く売

プロシュット・ディ・パル

る保証はない。お客様に店

の１つが接客、セールスト

っていきたい商品のセール

に来てもらい、そこから具

か。「今までしたことない」

ークで自分の店のエース商
生懸命作っているお菓子の

ストークを考えて欲しい。

で買うとは限らない。この

と言われている店ほど効果

品、もしくは売っていきた

自分の店で色々な商品が

良さは伝わっているのか。

潜在的な客をどう買わせる

が出る。商品説明をしない

い商品をどうお客様にアピ

特徴や食べ方、保存の仕方

と、お客様は何を見て判断

ールするかだ。

小池 浩二 氏（マイスター・コンサルタンツ㈱代表取締役）

をするか。価格や味見をさ

販売戦略セミナー

せるところは、味で分かっ

などの説明はできている
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先月号より続く。
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名称と、食材の中身だ。

ブランドとは、例えば○

らブランドとは限らない。

ていただけるか。有名だか

に、自分の店が思い浮かべ

饅頭が食べたいと思った時

い浮かぶのがブランドだ。

いたいと思った時、顔が思

ランドではない。何々が買

有名な洋服やバックがブ

き、水が欲しいという人は

てしまう。また、のどが渇

菓子」、「こういう材料を使

の場合「この人が作ったお

買いたい、がある。皆さん

この人が作ったものだから

この人から買える。また、

る。○製造関係のことだが、

性質以上の特徴を持ってい

る。○材料、原料が通常の

○デザインが魅力的であ

ービス・情報が得られる。

有することにより特別なサ

ステムの製品。○製品を所

品から構成された精巧なシ

唾液が出てくる。これが商

梅干しをイメージすると

お客様が多く、周りには会

る。築地だから会社関係の

築地青木という会社があ

いうものでいい。

三河屋。ブランドとはそう

のブランドだ。醤油や酒は

屋がある。あれはあの地域

サザエさんに出てくる三河

ンドを作ればいい。例えば

エリアの中でお菓子のブラ

であり、皆さんは何丁目の

ただ、あくまでも大きな話

ク、これもブランドだろう。

えて欲しいが、やはり一番

ある。できれば、みんな考

なく買うと、俳句を見るだ

お茶には俳句がある。何気

れている。伊藤園のおーい

た、メッセージカードを入

一人一人違う内容が書かれ

う材料を使っている。また、

疲労を回復させる。こうい

中力を高めたり、精神的な

げ、精神の安定を保ち、集

ウリンが豊富で、血圧を下

もの。例えば、あさりはタ

あっさりして栄養価の高い

で、中身は野菜系や魚系で

いいものは眠くなる。なの

て会議をするから腹持ちが

弁当を作った。弁当を食べ

どう説明をすれば良さが伝

この商品は何がいいのか。

その前にどの層、どういう

がマーケティングだ。ただ、

もらうためにどうするか」

ト で、「 年 に ２ 回 多 く 来 て

点を当てることがコンセプ

を入れる。この常連客に焦

に２回来てもらうことに力

自分の店は、常連客を年

ていこう」と話題もできる。

らしいよ、じゃあ活性化し

べながら「会議活性化弁当

つし頼みやすい。弁当を食

活性化弁当とあるから目立

これに「冷凍をかけず、成

マ、

グラム、８９０円。

おれは要らない」となって

逆。「 あ の 人 が 買 っ た な ら

い」となる。成熟化社会は

ているものは私も買いた

ている時は「あの人が持っ

経済が右に上がっていっ

ない。

すいかを考えてないといけ

果が上がるか、一番戦いや

客様に焦点を当てれば、効

増えない。だから、どのお

方法が全部違うから絶対に

いと思うだろう。しかし、

も新規客も全部、増やした

常連客も不定期客も休眠客

に力を入れて行きたいか。

じ姿勢でも大丈夫。さらに

座り心地がよく、長時間同

先」は、会議で弁当を発注

また「具体的なターゲット

議の参加者に喜ばれる、だ。

２番目は、話題性があり会

ながる食材を使っている。

１番目は会議の活性化につ

するメリット」があった。

ーゲットがその商品を活用

なかったところに「そのタ

いた。この３つでしか選べ

格で選ぶしかなく、困って

か、種類やボリューム、価

が多くの選択肢があるな

徴」は、弁当を発注する人

ーゲットになる顧客の特

築地青木さんの場合「タ

す。このようにつなぐ。

ろうと思う、その発想自体

来てくれるお客様全員にや

ら付加価値が取れる。店に

込んだサービスができるか

しても物は売れない。手の

いから、一般的なやり方を

最低必要なものしか買わな

から、お客様がついて来る。

め細かい対応ができる。だ

明確にすることにより、き

は、働いているのかなどを、

徴を持っているのか。年齢

か。女性ならばどういう特

えば女性なのか男性なの

期客などで分けていく。例

くりがある。常連客、不定

皆様方が一番売っていき

限定生産して特定の地域の

っている」がブランドにな

議をする時、弁当を持って
また、ブランドは何とい

てもらおうと、会議活性化

る。その中で差別化を図っ

くる同業他社がたくさんあ

さんあるが、その中で会議

弁当を頼む人は業者がたく

ろう。それと同じ効果だ。

は、どういう特性のお客様

って考える。皆様方の店で

人たちに力を入れるか、絞

ていく。

がる。だから、焦点を絞っ

しまう。人と違いを出した

が、会議活性化弁当という

人で、それで作り上げたの

する総務の担当者と食べる

が無理だ。

のかだ。色々なお客様のく

たいお客様はどういう人な

みに販売する。○多くの種

る。ブランドは分かりやす

えば何だ。牛丼といえば吉

ブランドとは

類の商品を企画販売する。

さだ。

品を製造する。○高度な加

野屋、ハンバーガーはマッ

コンセプトマー
ケティング

○高品質（または他社にな

工技術が活用されて製造し

次号に続く。

ていく。○多くの優れた部

会議活性化弁当

い）材料を使用した高級製
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東京都菓子工業組合では武田哲男氏（㈱武田マ
ネジメントシステムス）を講師に迎え、「顧客満
足（ＣＳ）を高める実践的クレーム対応講座」に
ついて講演会を実施しました。

先月号より続く。

いのです。クレーマー撃退
法です。
ところがペアレンツモン
スターの場合は少し様子が
違 い ま す。「 自 分 は 正 し い
ことを言っているのだ」と
信じているからです。例え
ば「家の子に給食の時に、
いただきます、ごちそうさ

という話が実際に担任の先

まと言わせないで欲しい」

ター（怪物）という表現で

クレーマーはクレーム全体の１％
少しでも自社の都合に合

その⑤

この方、常識を身につけて
いない人達が増えたからこ
のように言うより仕方ない
のです。
ついでですが、私は企業
に入社した社員で手こずっ
ている例を挙げてこうした
現象について「無常識社員
を即戦力化する」という記
事を半年間ほど日経産業新
聞に連載しました。実はこ
うした例があまりにも身近

すようお願いいたします

生に持ちかけられました。

だいています。このＥＳＡ

先生は不思議に思い「えっ、

に増えているために同様に

もう一つは悪質クレーマ

（電話：０４４―９５４―

代表されるクレームです。

３ ３ ８ ８）。 世 界 に 誇 れ る

わない、自社にとって不都

は企業や皆様個人の会費に

のは日本人のエチケット・

合と感じるとお客に問題が

こうしたことを憂う人達の

よってまかなっています

なぜですか？」と質問した

が、会員が増えずに活動に

ーとしての「金品要求」や

ご協力を得て『一般社団法

ある「クレーマー」という

人エチケット・サービス向

マナー・おもてなし・サー

と こ ろ、「 だ っ て そ う で し

ビスなどですが、自分たち

ょ。家はちゃんと給食費を

苦戦しているところです。

大人が崩れつつある状況を

「古い商品を新しい商品に

一部は「エチケット・サー

何とかする役割を担ってい

交換しろ」というようなケ

上協会（通称ＥＳＡ・イー

ビス・マナー検定試験」「理

て、今まで育てていただい

烙印を押してしまうのが常

サ）』を設立し、現在、〝気の

美 容 検 定 試 験 」「 Ｃ Ｓ 検 定

たことに対する恩返しでも

です。ところが、私共の調

実アカデミー〟というプロ

試験」などの収入を充てて

払 っ て い る ん だ か ら 」。 先

グラムで事務局を置く川崎

いますが、どうぞ皆様もぜ

ー ス で す。 こ の 場 合、「 金

市で無料の親子教室を開催

査では本当のクレーマーは

し、川崎市教育委員会や神

生 は「 …」。 全 く 主 旨 の 違

造語です。つまり常識があ

ったことを言っているので
すが、本人は真面目にそう

れば非常識という表現が成

をよこせ」というと恐喝罪

思っている、こうした例を

あると思っています。

で捕まることを知っている
ために「誠意を見せろ」と

私は『無常識』と表現して

ひお力をお貸しくださいま

クレーム全体の１％程度に

か「誠意を示せ」と表現し

奈川ＴＶなどの後援をいた

しか過ぎません。つまりク

ますが、この場合は先にお

り立つのですが、生まれて

ってそのまま放置しておく

を意味します。だからとい

図表でいうとゼロから下

ん。

ｒ Ｒｅｌａｔｉｏｎｓｈ

ＣＲＭ（Ｃｕｓｔｏｍｅ

を担うヒントになるのです。

満はそのために大きな役割

果主義に注力していては企

キルばかりを身につけ、成

い 」「 最 新 テ ク ニ ッ ク・ ス

や経済環境が安定していな

禁句です。具体的には、「ど

だ」といった否定語は一切

ません」「ムリです」「困難

ところでＣＳでは「出来

あるのは「顧客に支持され

で成長し続けている企業が

い」というが、同じ条件下

ない」、「当業界は振るわな

％は自社に問題

があるのです。確かに問題

います。これは私が作った

後手対応となり、どのよう

ｔ＝顧客との良質な関係を

とも言えます。

す。業績低迷ないしは下降

ジ姿勢がＣＳ活動なので

戦する

著「最高のサービス」を実

の鉄則」がＰＨＰ

20

せ感の提供がその主旨とな

行う。感動・感激・しあわ

来れば画期的な満足提供を

満足提供を行う、しかも出

はなく、ことが起こる前に

通するのは圧倒的に中小企

が挙げられます。老舗に共

「 誠 心 誠 意 」「 継 続 」 ほ か

キーワードは「お客様第一」

する要素でもありますが、

１００年以上の企業に共通

老舗と言われている通常

しかし、実際にはＣＳには

ａｇｅｍｅｎｔ）なのです。

と が Ｃ Ｓ Ｍ（ Ｃ Ｓ Ｍ ａ ｎ

げてＣＳ活動を推進するこ

顧客満足）であり、全社挙

ａｔｉｓｆａｃｔｉｏｎ＝

Ｓ（ Ｃ ｕ ｓ ｔ ｏ ｍ ｅ ｒ Ｓ

ルに置き換える諸活動がＣ

キャッチしそれを革新レベ

足度調査」に従い、事前に

脱、離反する要因です。「業

ん。何れの場合も顧客が離

ければ顧客は購入しませ

場合は大幅な値引きをしな

がない（コモディティ化）」

スがどこと比べても余り差

いことです。商品とサービ

業界の不振などとは関係な

れないからで、経済環境や

線の業績は顧客から支持さ

活躍をお祈り申し上げます。

ご関係各位皆様の更なるご

様の今後の益々のご繁栄と

ださい。

非ともご参考になさってく

を沢山掲げていますので是

率」を達成している企業例

す が、「 業 績 ＝ 顧 客 の 支 持

ビジネス新書で発売されま

でアメリカや中国には殆ど

いうこと、日本がダントツ

ノウハウが存在します。

ＳＭには更にマネジメント

それなりの手法があり、Ｃ

な の は、「 経 済 環 境 が よ く

することが基盤として重要

績＝顧客の支持率」を達成

りがとうございました。

を傾けてくださいましてあ

本日は私の話に熱心に耳

全国菓子工業組合連合会
ります。ゼロから上であり、

業が多く大企業が少ないと
ころです。革新・改革とい

老舗がないのは「社会環境

点以上のと

しかも点数で言うと

点以

80

「業績＝顧客の支持率」を達成する！

に努力してもたいていの場

構築し、永いご縁を創造す

のグチ、困っている事、ク

献している」ことを示して

ブルに至ってしまいます。

るためのデータ活用）がそ

レーム、不満を「顧客不満

います。

多くの企業が表現している

のために役立ちますが、「顧

「どうやったら上手く行く

『改善』は皆、ことが生じ

客情報管理システム」の構

か」、「どのように乗り越え

てから手を打つ後手対応で

築と活用はその基盤となり

こうした顧客満足を創造

す。それに修復・穴埋めで

日に拙

あり革新ではありません。

ます。

２０１２年８月

そこで後追いの事後対応で

るか」の前向き、チャレン

クレームが発生してしま

穴埋めエリア
修復エリア
改善エリア

する活動、そのための顧客

ったことに対する後追い活

‑

ている企業だから業績に貢

レームの

ある顧客は存在しますが、
伝えしたとおりにすればい

武田 哲男 氏（㈱武田マネジメントシステムス）

その中で顕著なのはモンス

顧客満足（CS）を高める
実践的クレーム対応講座

う範疇です。先に挙げた顧

上、出来れば

80

客のグチ・困っている事・不

90

後追い型・後手対応・対処療法

の よ う に し た ら い い か 」、

② 60点台：深刻な事態・消滅型企業

業 は 続 か な い 」、 と い う こ

③ 70点台：問題多発・衰退化型企業

ｉｐ Ｍａｎａｇｅｍｅｎ

④ 80点：現状維持企業

と大きな事件・事故・トラ

⑤ 81〜90点台：発展エリア 成長路線・他社差別型企業

合、顧客満足は得られませ

99

⑥ 91〜100点：革新的・発展型企業

動は、修復、穴埋めなどの

① 50点以下：危機的・壊滅型企業
0

顧客満足の多段階と点数の示す実態
+

平成25年３月15日 （10）
（毎月 15 日発行）

聞
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業
工
子
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第888号

いただいたり、どこのエリ

ですが、新作は試食をして

ている感じです。販売方法

同じくらいの土地でした

ました。これはすべて手作

んとう」を伝授して下さい

き置き土産として「板かり

り、弊社に５年程お勤め頂

話が材料屋さんを通してあ

言う楽しさの方が大きい訳

商売をしていて良かったと

形） この年になりますと

長谷川正芳（㈱長榮堂・山

と考えています。

たものだけを作っていこう

得して、自分でいいと思っ

もうやめようと。自分で納

ともありましたが、最近は

られるがまま作ってみたこ

商品開発もメーカーに勧め

ないとダメだと思います。

をするには、自分が納得し

っています。やはり、商売

ので、その辺は何とか頑張

た。どうにか払っています

しいですよ」といわれまし

代が安くなっているので厳

がってきて、銀行に「土地

ったら、だんだん値段が下

です。この３本柱で８割の

ターを隠し味に使った商品

ら焼きの皮の内側に塩味バ

ら」は青えんどうの餡にど

した。３番目の「バターど

とう」から学ばせて頂きま

ないことをこの「板かりん

としますと、その中の

人

００万円の売上げが有った

お客様がいらっしゃって１

たのかな。仮に１００人の

が、過ぎたることが多かっ

張ることは良いのでしょう

逃げてしまう。一生懸命頑

ようと思えば思うほど水は

ますよね。全部自分に集め

だらいの水と一緒だと言い

す。お客様の気持ちは、金

かなと言う自負がありま

出来るようになって来たの

充分では」と言う勧め方が

んなに必要ですか、３個で

どには「自家用でしたらそ

して特にご高齢のお客様な

います。それが今は会社と

と言う気持の塊だったと思

二才の時代は売ってやろう

武器があればこそ、残りの

なるのだと思います。この

る。その結果がブランドに

が生まれ更に磨きをかけ

って全体に力が付き、余裕

います。３本柱の商品があ

明確にする事が大事だと思

ら、売りたい商品は何かを

の単位で回ります。ですか

ーするには、不良の原材料

ところが、減った分をカバ

新製品を出していました。

％にできる、と年に何回か

を作って足せばまた１００

としたら、１割売れる商品

があって、１割売上が減る

必ず売上は減っていくこと

同じ商品を売り続ければ、

ね。その頃、同じ売り場で

状態ではなかったんです

継いだ時、会社は余りいい

京） 親父から商売を引き

黒川耕次（三黒製菓㈱・東

付いた事でしょうか。

る様に、この年になって気

行く、こんな事が感じられ

の波及効果が更に広がって

のお客様を大切にする、そ

して下さる。ですから２割

の代で最低１品はヒット商

とだと思います。それぞれ

商品の開発は大変大事なこ

黒川

が大事です。

格決定権を持つこと、これ

な事業範囲を守ること、価

切なことは自社独自の明確

相当数あります。しかし大

して、これがきっかけで会

集中して製造販売する形に

が、それからは従業員１人

売上を重く見ていたのです

ました。それまでは全体の

ることはできないかと考え

員も減らして、売上を上げ

度変え、商品を絞り、従業

それで、今までとは１８０

なれないと分かりました。

ら集めても、強い会社には

が、商品力の無いものを幾

し続けられるならいいです

き、強い商品をたくさん出

売上は増えてないと気づ

した。労働時間は長いのに

る製造など問題が出てきま

機械、１日何回も切りかえ

や不良の包材、使ってない

えられればと思っていま

るもので、商品を新しく変

からあり、誰もが知ってい

ラがあります。なるべく昔

た。最近では豆乳鈴カステ

と流通に取り上げられまし

により「今までに無かった」

と鈴カステラが重なること

関も長期借り入れをさせて

の節目でしたので、金融機

きを置くようになり、また、 始しました。ちょうど

１人の生産量や売上額に重

す。特に私どもが作ってい

歳

２年前に新工場の稼働を開

れました。このような中で

用したら、１週間で辞めら

やいいんじゃないか」と採

メだ」と言っても、私は「い

て他の幹部は「この子はダ

たり、新卒の採用面接をし

ていたら、支払いが無かっ

余り身元を確認せずに送っ

らどんどん発注があって、

売れた時は、全国の問屋か

みじまんじゅうがたくさん

しまうことがあります。も

思うのですが、繰り返して

うな失敗をしないようにと

広島） できるだけ同じよ

中村靖富満（㈱やまだ屋・

社の内容も良くなりました。

ったり、地元のクリエイタ

味のもみじまんじゅうを作

き、レモン風味とみかん風

果実連からお話をいただ

もたくさんあるのでＪＡの

レモンが日本一で、みかん

ています。また、広島県は

と、そういう取り組みをし

お菓子作りの幅を広げたい

ました。一昨年、昨年は大

ら、年間で凄い金額になり

ようにと全部リースにした

様から見られても大丈夫な

きれいなものを着て、お客

的な意味も含めて、いつも

うになったのを機に、衛生

張りにして外から見えるよ

いましたが、工場をガラス

渡して、自分で洗濯させて

た、これまで白衣は個人に

が大変高くなりました。ま

たんですが、１個のコスト

計算して変更すればよかっ

ようにしました。きちんと

脱酸素剤を１つ１つ入れる

ー包装の密封包装にして、

折りの簡易包装から、ピロ

まんじゅうの包装形態を角

りました。その折、もみじ

くれて、頑張って工場を作

す。それを含め原材料と副

せないコストになっていま

ち帰り用の袋なども見過ご

包装紙やパッケージ、お持

さることながら、副資材の

の決め方は、今、原材料も

るようにしています。価格

る人が納得できたら販売す

も取り入れて、作る人と売

改めて知らされました。

商売をすることの大事さを

けですが、地に足を付けて

きな夢を描いて実現したわ

か黒字になりそうです。大

様にお越しいただき、何と

ので、全国から多くのお客

神社が背景になっています

という大河ドラマで、厳島

くれました。本年は平清盛

色々な知恵や工夫を出して

う」と声を掛け、従業員も

ならないので頑張りましょ

コストダウンをしなければ

た。会社の中では「何とか

ないですか」と言われまし

く「これじゃまずいのでは

て、銀行からもかなり厳し

ランニングコストが重なっ

開始のイニシャルコストに

きな赤字になり、工場稼働

テーマにパネルディスカッションを行いました。
先月号より続く。

仕事の上で、一番失敗したこと

願いします。

で、一番失敗したことをお

れます。これまで仕事の上

たことを聞きなさいと言わ

たことより、むしろ失敗し

００万円超えた時期もあ

成に入り土地の値段が坪１

に乗ってしまいました。平

色々勧めてきて、私もそれ

また、バブルの頃、銀行が

と捨てたこともあります。

粉と上新粉を間違え、丸ご

行ってこの辺にあるだろう

畑中和紀（㈲松栄堂・青森）

り、その頃に「隣を買いま

渡辺嘉一郎（全菓連総務・

よく失敗しています。特に

せんか」とついつい勧めら

と思い、作り上げてみて、

物を作る時は職人としてち

おかしいなと思ったら薯藷

ょくちょく失敗していま
れるがまま買ったことがあ

が尊敬できる人には成功し

す。例えばカステラの比重
ります。うちの売上とほぼ

コ ー デ ィ ネ ー タ ー） 自 分

を間違えたり、暗い倉庫に

新商品の開発、価格の決め方、販売方法
仕事柄よくセミナー

お菓子は遊んでいても良い

品を出すことが、会社の安

る流通菓子は、自分中心に

イターからアイデアをいた

ーやデザイナー、コピーラ

います。販売方法は広島に

う考え方で、上代を決めて

資材を合わせての原価とい

万円のお買い物を

アに置くか考えた時、一等

りの板状の小判型のかりん

売上げを作ります。ですか

含め売れなくとも良しとい

だき、竹炭を入れた黒もみ

の方が

込んだ店です。先代につい

地の売り場に置いてお客様

とうですが、油にこだわり

ら残りの商品は季節商品を

歳代の頃の青

て修行しましたが、思い出

に提案しています。うちは

黒糖にこだわり（沖縄県波

３日間かけて作る商品で

開発しても、なかなか売り

ですけど、

渡辺

すと、さゝまの売り方が一

３店舗ありますが、ほぼ売

照間産）手間隙かけながら
商品開発は大事で

場に並ばないことがありま

が、何とかなるだろうと思

に出ますが、お菓子屋さん

番理想だと思います。そこ

上が近いので、３店を活用

その②

からの質問は新商品の開

に原点がありながら、どう

すると見えてくる状況です。

全菓連では全国組合研修会で「お菓子の需要活性

発、価格の決め方、販売方

してこんなに増えてしまっ

化に向けて～業界・組合・個々の企業の立場で」を

法の３点に集約されます

たのかなと。器用貧乏なの
長谷川

定につながると思います。

商品開発では、どう

畑中
で、あれもこれも作ってみ

基本的な考え方は、全く新

私も新製品やヒット

が、いかがですか。

しても多品種になってしま

訳です。弊社に対する商品

４社ほど民放があり、地元

の引き合いは流通・中卸他

の新聞社もあります。そう

個とそこそこ

、

じや唐辛子を入れた赤もみ

した記者や番組を作る方は

う位、気楽に並べています

じなど色々、新商品の開発

ローカル番組や紙面の話題

と１日

す。今はほとんどバイヤー

をしています。唐辛子の赤

を探していますので、新商

す。和菓子屋が駄菓子をと

と相談し、ある程度、売り

もみじは３年やりましたが

品ができたら情報を提供

いう抵抗感は正直ありまし

しいものを作るより、今あ

先を決めて新商品を作りま

嗜好性が強いので廃盤にし

し、取り上げていただいた

すし、きちっと原価計算を

る中でどのように掘り下げ

すので、原材料や包材のロ

て、広島県の北の方で採れ

りすると、無料で商品のＰ

することは当然ですが今あ

られるかです。基本的にベ

スは極力減らせます。

る、いちごを使ったいちご

Ｒができるで、マスコミと

たい。これを作れば喜んで

ーシックなものとベーシッ

中村

風味にかえました。社内で

良好な関係を作ることを心

もらえるかという気持ちが

クなものを組み合わせた開

なので、自社にある技術の

はどうしても限られた発想

います。あれもこれもと作

発が、結果として息の長い

中での製品開発しかできな

しか出てこないし、現場と

っていくとなかなか削れな

商品になると思います。私

いのですが、７年前フラン

た。皆で食して、色々な形

どもは鈴カステラという砂

スで修行した洋のパティシ

がけています。

る商品をブラッシュアップ

のは、最高の小麦粉、紅花

糖のかかった丸いカステラ

やりとりをしていると、で

もみじまんじゅう屋

を作っています。私の代で

ェをアドバイザーにし、新

あり、ついつい増やしてい

油、波照間の黒糖です。こ

牛乳鈴カステラを作りまし

い。気付くと、青森市内で

ですが、次の稼ぎ頭に「板

れだけは頑なに今でも守っ

分程度はストックをしてお

次号に続く。

状・堅さ・大きさ等変えた

かりんとう」という瓢箪か

ています。黒糖で波照間と

ります。それ位徹底しない

きない理由が積み重なって

することだけで目一杯とい

と思います。価格の決め方

ら駒の様な商品がありま

いえば３割４割高価です

場長さんの子供さん達が山

とそれなりの商品は生まれ

いくので、外部の方の意見

ます。商品開発は常に考え

す。今後、削ろうと決意し

はもともと若干高くして売

す。それは県内の地方都市

し、常に品薄ですので２年

形市に就職して、ご自分も

ブランドを立ち上げまし

はうちの店の商品が一番多

ていますが、従業員は「社

っています。市内の平均価

年程前にそこの工

に名物かりんとうがありま

持ちはあり、当然その分の

山形市に移住したいとのお

た。私の代で会社の技術、

部分も有りますが、絶対に

長、これも売れているんで

格より１割高い値をつけよ

して、

価格も高くなりますが、お

た。牛乳を入れただけです

変えてはならないと思った

すよ」と言います。でも、

うと思っています。原材料

和菓子屋で修行しました。

客様には納得していただい

が、誰もが知っている牛乳

うのが現状です。弊社の売

今は数字を集めて、絞り込

はいいものを使うという気

くなり、

みに入っています。私は若

上生菓子と干菓子、羊羹、

15

最中しか売っていない絞り

牛乳入り鈴カステラ

上げの３割弱が「富貴豆」

80

ていますが、今後は絞り込

50
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みをしながら、投入したい

業界・組合・個々の企業の立場で

点くらいありま
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お菓子の需要活性化に向けて

い頃、神田のさゝまという
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東京製菓学校 和菓子科

羊羹とカステラのサンド

和三盆糖蜜⁝⁝⁝１３０ｇ

上白糖⁝⁝⁝⁝⁝１００ｇ

液卵⁝⁝⁝⁝⁝⁝３３０ｇ

氏

物︒このスタイル自体は古

羽鳥 誠

くから見られる古典的な仕
薄力粉⁝⁝⁝⁝⁝１６０ｇ

胡麻サンド ︵仮称︶

上げですが︑使用する素材
ｇ

アーモンド粉末⁝⁝⁝
◆８取り鉄板２枚分

を吟味し︑味の組み合わせ
を工夫する事で飽きの来な
◆オーブン温度

水⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝９００ｇ

黒すり胡麻⁝⁝⁝⁝⁝

ｇ

２００℃

い製品に仕上げる事ができ
︿胡麻羊羹の配合﹀

白双糖⁝⁝⁝⁝⁝７２９ｇ

糸寒天⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

の生地と国産黒胡麻を使用

トレハ⁝⁝⁝⁝⁝１８０ｇ

ここでは︑和三盆糖使用

ます︒

した羊羹の組み合わせで紹

◆小豆並餡は︑配糖率

水飴⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

介をいたします︒
小豆並餡⁝⁝⁝１８００ｇ

糖度

の物を使用︒

︻製法︼

ｇ

ｇ

胡麻サンド
１．カステラ生地を仕込む︒

50

％

60 54 85

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

①液卵をほぐし︑上白糖
と和三盆糖蜜を入れる︒
②比重０・２８まで泡立
てる︒

を流し合わせる︒
③残り１枚のカステラ生

④残り半分の羊羹を流し

地を張り合わせる︒

４．羊羹が固まったら枠を

合わせ︑固める︒

外し︑３㎝×４・５㎝に切

③薄力粉とアーモンド粉
末を一緒にして加え混ぜ︑

﹁作業上のポイント﹂

仕上げる︒

り︑表面に白胡麻を飾って

生地を作る︒
④二等分して紙を敷いた

⑤焼成︒︵約８〜９分︶

鉄板に流す︒

羊羹は︑通常手法で練る︒

す︒卵の泡立てには﹁共立

加減がポイントになりま

◎カステラ生地は泡立て

黒すり胡麻は練り上げ際

て 法 ﹂﹁ 別 立 て 法 ﹂ の 二 つ

２．羊羹を練り上げる︒

±１で練り

に加え︑糖度

ががあり︑その使い分けを

すが︑今回の製品では︑キ

一言で言う事は難しいので

メの細かいカステラに仕上

上げる︒

①焼き上げたカステラ生

げ る た め︑﹁ 共 立 て 法 ﹂ を

３．仕上げ製法︒

地１枚を取り板の上の乗

選択しました︒

せ︑同寸法の枠をはめる︒
②練り上げた羊羹の半分
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