年 三重県津市で開催
に伝えることで進歩させ、

自分たちのお菓子を次世代

一杯努力致します」と抱負

催地へと送れますよう、精

回全国菓子大

と決意を語った。
なお、第

積み上げて今があります。

博覧会・三重（津菓子博２

親方から弟子、親から子へ
とつながれ、約１００年前

０１７）は平成

年４月（日

に博覧会につながる歴史に

して育て上げたものです。

食品の中でも人類が意識を

だき、このバトンを次の開

トを次期に開催させていた

みのある菓子業界のイベン

なったと思います。この重

年３月完成）で開催予定。

総合スポーツ施設（平成

程は調整中）に、津市屋内

回全国菓子業者大会で決定

回全国菓子大博覧会は２０１７年に三重県津市で開催すること

また、今大会から初の試

来場者を見送った。

「 世 界 に と ど け！ 笑 顔 を

体で盛り上げていただい

経済波及効果も地元紙によ

みとなった再入場システム

件」は次期業者大会開催地

れば約１５０億円とみられ

期業者大会開催地に関する

を三重県津市にすることが

た。この経験を土台に地域

ている。今大会のシンボル

により会場周辺も賑わい、

この後、永年勤続優良従

むすぶお菓子のちから」を

展示である工芸菓子「嚴島

万７千人

業員に中嶋裕氏（株式会社
提案され、承認された。「大

に貢献して行きたい」と述

入場者は

松葉屋・石川県）をはじめ

べた。メインゲート前では

神社」は広島空港に展示す

回
全国菓子大博覧会は５月

マスコット「かしなりくん」

テーマに開催された第

では、竹内実行委員長より

日、無事に

閉会式は午後５時半か

目標入場者数を達成した。

子業界は一致して撤廃運動

ました。これに反発した菓

平等条約により菓子税とし

砂糖税とするべき税金を不

てある業者大会及び菓子博

菓子業界の志の発露とし

あふれています。

菓子業界の開拓者の気概に

の記録には、世界をめざす

業者大会旗が返還され、岡

ら、湯崎知事をはじめ約４

年、ときの政府は、

本会長より、次期開催地の

７０人が出席し、広島県立

明治

第 回全国菓子業者大会 大会宣言

ることが決まった。

会宣言文採択に関する件」

全日本菓子協会会長森永剛
宣言文案が朗読され（別項）

日間の幕を閉

太氏（代読・同会奥野専務

じた。多くの方たちに感動
と夢を与えた「ひろしま菓

原案通り承認された。
続いて壇上で、竹内実行

子博２０１３」だが、会期中

理事）よりは祝辞が述べら

委員会会長より、全菓博協

の入場者は

博覧会開催地に関する件」

三重県菓子工業組合岡理事

れた。
続いて大会議案審議に移

議会岡本会長に博覧会旗と

について、実行委員会事務

長に引き継がれた。

とすることが提案され、満

続いて三重県菓子工組岡

業組合理事長）は「広島全

竹内実行委員長（県菓子工

総合体育館で挙行された。

このとき生まれたつなが

子税廃止を勝ち取りました。

に取り組み、明治

年、菓

きました。われわれは、こ

の発展に大きな貢献をして

は、百年にわたり菓子業界

れを将来にわたって継続、

理事長より、決意表明があ

りを大切にするため、明治

回菓子業者大会が開催さ

回全国菓子業者大会

全国菓子大博覧会は、先達

ました。それから今日まで

飴大品評會開催が決議され

一、安全・安心に徹するお

子文化を発展させます。

一、先達が築いたわが国菓

します。

において、われわれは宣言

第

の営々とした努力により１

菓子づくりに邁進します。

第４回全國菓子飴大品評會

列所、現在の原爆ドームで

年、当時の広島県立商品陳

貢献します。

和で心豊かな社会づくりに

一、お菓子をとおして、平

の発展に貢献します。

との連携を深め、地域社会

一、農業、観光など他分野

が開催され、今回で２回目

広島においては大正

世紀にわたり受け継がれ、

れ、翌年の第１回帝國菓子

でいかなければなりません。

発展させ、未来に引き継い

った。岡理事長は「菓子は

覧会の開催地は三重県津市

局より第

回全国菓子大博

万７千人で、

り、先ず「次期全国菓子大

や「スイーツ姫」が並び、

１６４名の方が表彰され、

た。

が決定した。また、三重県開催は初で、中部では平成６年の金沢以来となる。
会議は国歌斉唱により開
会、岡本大会長が挨拶を述
べたあと、竹内実行委員会
会長は「業者大会は全国の
菓子業者の結束を確認し、
示す伝統ある行事です。今
回、博覧会会長を仰せつか
り、菓子業界の結束力、実
行力の素晴らしさを実感し
ました。このような堅い結
束力のおかげでひろしま菓
子博は大成功のうちに閉幕

28

の開催となりました。当時

10

を迎えられそうです。今回

27

年、名古屋において第１

29

今日に至っています。

32

43

の経験を今後の菓子博にい

29

場 一 致 で 承 認 さ れ た。「 次

博覧会旗を引き継ぐ岡理事長

かしていただき、全菓博が

12

27

益々、充実・発展すること

32

18

24

80

第
回全国菓子業者大会」（大

日リーガロイヤルホテル広島で開催され

次期全菓博開催地の決定などを議題とした「第

32

会長岡本楢雄全菓連理事長）は５月

32

2017

た。席上、第

11
27
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80
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最終日には来場者を見送った
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（１） 平成25年６月15日

菓子の展示即売会に行った

で開催される

デパートなど

た。これまで

子博を見学し

ひろしま菓

上がりにまたまた圧倒され

社の存在感とその精巧な仕

工芸菓子の世界遺産厳島神

のテーマ館では、シンボル

驚かされた。また、お菓子

出されていることに率直に

創意と工夫を活かして生み

止まっているクモに至るま

一葉、柿の葉にひっそりと

筋、眼光鋭い鷹の目、葉の

枚一枚、鳥の羽毛の一筋一

美しいだけでなく花弁の一

ているものが多いが、単に

わゆる花鳥風月が表現され

これは、元モー娘。の矢口

ことにお気づきだろうか。

茶髪で、異彩を放っていた

右の列の先頭の巫女さんが

ろに続く巫女さん達の一番

は、清盛の乗った山車の後

神社の清盛入道の行列で

した歌、人々の心に訴える

あると思える。世相を反映

であるが、菓子も似た面が

連れとはよく言われること

歌は世に連れ、世は歌に

い匠達に拍手喝采である。

する中にも遊び心を忘れな

てはヨーロッパ人によりい

期から江戸時代初期にかけ

が宋・元・明から、室町末

慣と共に点心に用いる菓子

・南北朝時代には喫茶の習

がもたらされ、さらに鎌倉

遣唐使により多くの唐菓子

に愛され次の世にまで伝わ

を取り入れ、多くの人たち

洋の彩を、洋の匠が和の彩

まさに百菓繚乱！和の匠が

数多の菓子を見ていると、

菓子博に展示されている

し、更にその中から時代を

ものを持った歌がヒット

それらの菓子は、先人たち

れたという。しかしながら

わゆる南蛮菓子がもたらさ

い人達の競演に、多くの来

奮闘している。そんな夢追

る夢の菓子を作り出そうと

んでいるのであろう。

ことはあったが、全国菓子
大博覧会については、お菓

乗り越え歌い継がれてきた

夢追い人達の競演

子屋さんの店頭等で全国菓

であった。全国菓子めぐり

あり、非常に興味深いもの

を見るのは初めての経験で

いただけで、実際に菓子博

上もの工芸菓子が一堂に展

して製作された１５０点以

伝統と創意工夫の技を駆使

菓子の匠（パティシエ）が

は、全国の和菓子の匠や洋

た。さらにお菓子美術館で

念を禁じ得ないものであっ

り人の日頃の修練に畏敬の

せられるとともに、菓子作

匠の技、超絶技巧に驚嘆さ

ないものであった。まさに

ればとうてい菓子とは思え

でまるで本物、説明がなけ

ットリ君をモデルにしたと

れはアニメの主人公忍者ハ

が気づかれたと思うが、こ

いる忍者の姿には多くの方

の夜桜で石垣に取り付いて

ことである。また、姫路城

真理嬢をモデルにしたとの

らず、奈良・平安時代には

ち帰ったという故事のみな

が常世の国から橘の実を持

を辿ると、菓祖神田道間守

るが、わが国の菓子の歴史

子、洋菓子と区分されてい

国の菓子は、便宜上、和菓

同じであろう。現在のわが

れるものになる。お菓子も

ものが、永遠の名曲といわ

が国の伝統菓子への道を歩

のたゆまぬ努力により、わ

また、多くの菓子作り人達

れている。これらの菓子も

界中からわが国にもたらさ

でも同様に多くの菓子が世

末の開国以来現代に至るま

人たちに愛されている。幕

菓子として定着し、多くの

の努力によりわが国の伝統

全菓連専務・山本領

めてエールを送りたい。

つ、多くの夢追い人達に改

ものになることを期待しつ

子が更に美味しく、多彩な

る。最後に、わが国のお菓

は本当に幸せなことであ

子が食べられるということ

いだろうか。美味しいお菓

場者が感動されたのではな

子大博覧会名誉総裁賞受賞

館では、展示されている菓

示されており、まさに美術
のことである。技巧を駆使

等の表示を見て、そういう

子の種類の多さに圧倒され

た。そのような中で、厳島

百菓繚乱・和菓洋彩・洋菓和彩

る思いであった。かくも多
館を訪れた感があった。い

１年製作してコミュニケー

テランと若い人たちがこの

手にできたこと、また、ベ

をとらえ、技術の継承を若

前田理事長より「この機会

は広島県中部菓子協同組合

▽厚生労働大臣賞・煉よう

平

リ ー（ 亀 甲 や ）、 小 谷 治 郎

▽外務大臣賞・二十世紀ゼ

拓士

（ ㈱ 宗 家 源 吉 兆 庵 ）、 岡 田

▽農林水産大臣賞・織部錦

屋生菓子工業協同組合）

の英雄

▽文部科学大臣表彰・郷土

製菓技術専門学校）

（学校法人大和学園

京都

▽農林水産大臣賞・祇園祭

に甚深なる敬意を表すると

りません。ご生前のご努力

れたといっても過言ではあ

生のすべては菓業に捧げら

謝辞を述べた。

とをご霊前に誓います」と

りし、ご意思を引き継ぐこ

ともにご冥福を心からお祈

回全国菓子大博覧会

ものばかりであり、審査に

ションを取れたことは業界

褒賞授与式を挙行

りました」と述べた。各賞

にとっても大きな財産とな

▽中小企業庁長官賞・澤鹿

恒松和也

かん（㈲つねまつ菓子舗）、

物故菓業功労者
顕彰慰霊祭を挙行

をご購読いただき、誠にあ

平素より「菓子工業新聞」

げます。

さいますようお願い申し上

ぜひ、この機会にご登録下

・クグロフ・ショコラ（洋

▽名誉総裁賞（技術部門）

神戸凮月堂）、下村治生

直樹

い サ ブ レ（ 錦 栄 堂 ）、 松 本

▽食料産業局長賞・びいび

浜口伸二

まんじゅう（浜口福月堂）、

め各菓子団体の代表者が神

子工業組合理事長）をはじ

子氏（代理・小泉愛媛県菓

狩幸道氏の御令室伊狩ヨシ

て、全菓連前副理事長故伊

同祭では御遺族代表とし

た。

ックナンバーを管理した

は、インターネット上でバ

菓子工業新聞の電子版で

ます。

料配信サービスを開始致し

として閲覧頂く電子版の無

する形態に加え、電子書籍

に限り従来の紙媒体を郵送

子工業新聞から、購読者様

が必要です。

ます。登録には購読者番号

てご登録をお願い申し上げ

子版無料配信申込みフォー

情 報 館 」の Ｈ Ｐ 内 か ら「 電

承 り ま す。
「お菓子何でも

専用の申込みフォームにて

無料配信につきましては、

菓子工業新聞の電子版の

また、お菓子が経済の発

▽職業能力開発局長賞・地

殿に玉串を捧げた。功労者

日付の菓

展をはじめ、観光産業への

菓 子 グ ラ ー ス セ ゾ ン ）、 井

伝 酒 ど ら 焼（ 一 力 堂 ）、 高

名簿は

年６月

緩めることができます。本

振興が認められたことか

▽名誉総裁賞（芸術部門）

上敦子

五種

見雅章

ましては１購読者様につき

平成

りがとうございます。

菓子工業新聞電子版
無料配信のお知らせ

•••••••••••••••••••

は大変ご苦労されたと存じ

れた皆様方におかれまして

の受賞代表者は次の通り

織田信長公（名古

回全国菓子大博覧会

ます。また、各賞を受賞さ

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

博覧会があるのかと思って

くの菓子が、その作り人の

第

第
日、

リーガロイヤルホテル広島

は、心から御祝い申し上げ

の褒賞授与式は５月

で挙行された。栄誉に輝い

ます。皆様のたゆまぬ創意

の物故菓業功労者顕彰慰霊

た、受賞の代表者一人一人

祭は５月

に賞状と牌が授与された。

▽観光庁長官賞・献上栗（㈲

ヤルホテル広島で挙行され

回全国菓子大博覧会

陣屋）、土居裕明

第

◎一般菓子

▽観光庁長官特別賞・野根

（澤鹿文明堂）、近藤竜也

▽名誉総裁賞（文化部門）

（敬称略）。

各作品に顕著に表現されて

・プティゴーフル

工夫と自己研鑽の結果が、

おり、お菓子に対する皆様

授与式には農林水産省食料
産業局針原局長が出席され

の強い情熱を深く感じた次

当に大きなパワーを持つも

ら、今大会より観光庁長官

・もみじまんじゅう

◎工芸菓子

１アカウントとさせて頂き

日、リーガロイ

「お菓子は人の心を豊かに

のと改めて実感しました。

賞、観光庁長官特別賞が新

詰 合 せ（ ㈱ 藤 い 屋 ）、 藤 井

トの仕組みを生かした電子

ます。予めご了承下さい。

Ｓ（㈱

し、人を集めることができ

今回の審査会における出品

設された。また、お菓子が

嘉人

版ならではのサービスへの

第です」と述べた。

数は３千点、地域団体での

文化面においても優れてい

小泉理事長は「伊狩様は

展開を検討しております。

ます。もう一つ人の財布を

出品数を含めれば１万点以

るため、工芸菓子では文部

▽名誉総裁賞・国宝浄土寺

我が国の菓子業界の発展に

92

※今回の無料配信につき

ム」のＵＲＬへアクセスし

上になると伺っています。

▽内閣総理大臣表彰・月化

多大な貢献をされ、その人

り、将来的にインターネッ

会場でお菓子を拝見したと

科学大臣名でも賞が授与さ

多宝塔（広島県中部菓子協
受章者代表のお礼の言葉

名であった。

ころ、全国の菓子職人の皆

同組合）

術をいかんなく発揮された

啓一

粧（ ㈱ 青 木 松 風 庵 ）、 青 木

11

れた。

15

11

様が、それぞれの持てる技

15
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26
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理事長・社長に岡本楢雄氏

期定時

務理事・常務取締役を選出

一郎氏（宮城県菓子工組理

人

事長）が再任された。また、

り各ブロックから残り

し た。（ 別 項 参 照 ） 理 事 長

前専務理事・専務取締役の

専務取締役の山本領氏（新

・社長には岡本楢雄氏を再

年度事業計画（４
任）と理事・取締役の千田
新理事は別室で理事・取

矢部正行氏は全菓連の顧問

「平成
面参照）および予算案承認
仁司氏（事務局長）が承認

任し、会計を担当する常務

語れるほど勉強した訳では

▼文学を、自信を持って

ちはなぜ小説を読むのか、

られた。そして、わたした

物語性が重要であると教え

も本来備わっていると言っ

らゆる組織、制度について

▼以前、機能は社会のあ

で、このことを考えてみる。

た。今もそう思っているの

必要なのかという問いで議

なぜ小説などというものが
話をさせて頂くことにす

この本の生産と消費という

面から考えると、１００万

論をした。一般的な答えの

一つは、それによって人生

から十分機能している。ま

文学とは言葉による美的表

られるからとしていた。だ

た読まれてどうだったかを

部を超える販売をしたのだ
語が美的に使用されている

がこれに対しては、反論も

や社会についての知識が得

こと、物語性を具えている

現である。更にいえば、言

る。或る教科書によれば、

ないので、恐縮しつつも、

全菓連だより

•••••••••••••••••••••••••••••

の新理事が選出された。

年度賦課金
締役会を開催、理事長・社

ならびに手数料決定の件」

の 件 」「 平 成
された。この後、慣例によ

に選任された。

した。

てみたい。

理事・常務取締役には白松

れ原案通り承

円

常総会が開催され、出席会
「 理 事・ 監

要。逆に小説の場合には、

長、副理事長・副社長、常

正に表示していることを認
認可決した。

は同時上程さ

める」と監査意見があり、

様、１株

は昨年度と同

年度の賦課金

この結果、本

た。

員数を報告し通常総会が定
事任期満了に

にすることと

数を満たして、成立したこ
つき改選の

続いて全菓連の第

とを宣言したあと議案に移
件」はビル会

期通

％）とする原案が承認され

つき、普通配当百円（年

同期の株主配当金は１株に

通常総会・定時株主総会を開催
期通常総会、第

日、東京丸の内・東京会館で開催

年度第

全菓連、同共済ビルヂング㈱（理事長、社長岡本
楢雄氏）の平成
株主総会は５月
され全議案を原案通り承認可決したあと、任期満了
に伴う理事・取締役と監事・監査役の改選を行い、
新理事、取締役と新監事・監査役を別項通り選出。
この後、別室で開いた理事・取締役会で理事長・社
長に岡本楢雄氏（大阪府菓工組理事長、㈾駿河屋社
長）を選任した。また、専務取締役・専務理事には

年度事業報

大窪

福岡

孝俊

俊明

幹夫

洋介

楢雄

齊藤

公一

年５月

日現在）

下村

岡

博国

裕道

俊子

幸男

恒雄

斎藤

芳信

俊昌

大谷

泰一

佐藤

田口

久村

岩田

仁司

正二

忠好

前向きに考え、解決の糸口

水口

それぞれ果たしていると考

を見つける必要がある。

小島

監事・監査役

（事務局長）千田

（平成

全国菓子工業組合連合会
全菓連共済ビルヂング株式会社

岡本

理事長・代表取締役

杉山

副理事長・副社長

堤

田村日出男

領

専務理事・専務取締役

山本

常務理事・常務取締役

えた方が良い。考えに幅が

健一

せたというだけでなく、読

ないと、人は疲れるものだ。

る組織、制度には、本来機

っ た。「 平 成
社の役員改選

んだ人にどのように機能し

能が備わっているので「機

傳一

と併せて行う

には、だれかによって読ま

たかについて、関心がある。

しかし幅があり過ぎるのも

能したか」を判断の基準に

田中

告他、剰余金処理案決定の

ことが承認さ

れることが必要。読まれな

困る。まじめでないもの、

山本

件」は詳細に内容が説明さ

れ、先ず、理

と、また、入場門が限定さ

い限りこの作品は、文字の

つまり読んだ人が、人と人

才能がないと感じられるも

一郎

別注記表ならびに剰余金配

れ、久村監事より「財産目

事定数

れるなどは、もう少し配慮

との係わりや自己の存在で

して考えれば、組織や制度

白松

当案の件」について営業概

録、剰余金処理は法令およ

国菓子めぐり館での総売上

があってもいいのではとの

印刷された紙という単なる

自身が悩んでいることの解

の、これは買わない、読ま

そのものが悪いのか、或い

うち員外理事

ば抒情詩の場合には、物語

品によって異なる。たとえ

るかはジャンルや個々の作

いずれの要素を優先してい

えても良い。作品が真に文

作品の生産と消費と言いか

二つの側面を持っている。

文学は創造と享受という

まず置き、次の話に進む。

が私は、充実した時を過ご

うことができるだろう。だ

せたと思えば機能したとい

ひたり、充実した時を過ご

える人が読み、この作品に

言えないが、１００万を超

違うが、それぞれの機能を

であれば、機能の度合いは

も真摯に取り組んでいるの

齋藤

面澤

新倉

高藏

義昌

吉晴

人は、何が原因だったかを

れば、活かしきれなかった

れ、実績を上げる人が多け

はそれを動かす人が悪いの

本に限らず社会のあらゆ

学作品として存在するため

▼先にお送りした「中小

かが分かり易くなる。

日、朝のテレビ番組（日

は、色々なジャンルがあり、

ば、本の内容が悪かったこ

人に受け入れられなけれ

るのは早計だろう。多くの

た。この発言を聞いて、前

をつくりたいと言われてい

す。やり直しができる社会

本テレビ系）に安倍総理が

読んで楽しい時間を持てれ

れて実績を上げたときでな

人との係わりを氏の経験と

ばそれで十分というのもあ

いうことは、何かがあるに

今までの博覧会の直すべ

創造で、物語性を持った小

出演し、私は一度失敗した
応待については業界人に

き点は十分考慮されて、よ

説に仕上げたのだろうと理

人間だからやり直すので
は、多少意にそわぬことが

りよい姿の全菓博が三重県

いかと思う。発行・送付が
上高は北海道・東北ブロッ

あったように耳にしていま

津市で産声をあげられるの

終わったから機能したとす
クが約二〇二九万円、関東

す。業界人には、少額であ

だがそれしか認めないと
献されたとのことです。ま

・甲信越ブロックで約三五

っても我々がお金を出して

いうわけでもない。小説に
た、同じく新企画の夜間入

九〇万円、中部ブロックで

違いない。人の存在は一人
力賜わりますよう切にお願

場券は、販売が好評だった

約七一一四万円、近畿ブロ

であることを前提に、人と
い申しあげます。

一方、当日券の売り上げに

タートをきられました。

五月十二日に大会長を仰

影響した面もあったと伺っ

終の美を飾って閉幕しまし

者八〇万七千人を数え、有

博広島は目標を上回る入場

菓子めぐり館で約八万個、

配布は総数八三万個、全国

ております。お菓子の無料

く）で約四七九三万円。全

・四国ブロック（広島を除

ックで一億八一一万円、中

類あり、不自由を感じたこ

あるなか、入場鑑札が数種

催している祭典との意識も

全菓連理事長・岡本楢雄

を鶴首して待っています。

本の持つ機能について考え

機会にして、ここではこの

解したが、その中身は別の

小説もある。いずれにして

な時間と出費をしたという

れば、読んで腹が立ち無駄

かなりの人に受け入れら

なければならない。反対に

とになるので、更に改善し

時感じた。

向きで、信頼できるとその

全菓連理事・千田仁司
たこと、皆様より陰に陽に

せつかりました第

回全菓

るか関心を持っている。

性よりも言語表現の方が重

理事・取締役

況ならびに決算状況が説明

び定款に適合しているもの

で専務理事・

高は二億八三三三万円とな

声もありました。これらは

▼ここまではっきり言わ

物理的な存在にすぎない。

決の参考になり、かつ現実

ないとするほかない。

考えると、これは読んだ人

され、小谷監査役より「書

と認める」と監査報告があ

お菓子の工場でもみじ饅頭

り、成功であったと思われ

全国の関係者が参加の喜び

においても、ほぼ解決（一

併せて、前向きであるこ

あり議論になった。しかし

類はいずれも正確、適正に

り原案通り可決した。

が約二四万個、お菓子ラン

ます。広島と世界のお菓子

を感じられるよう、今後の

れたので、発刊されてすぐ

時的でもよい）できたかと

菓子製造業者のための経営

とが大切となる。今年の４

ということが文学の基本的

処理されており当期中の収

ご協力ご協賛いただきまし

ドで約五十万個の配布が行

バザールでは一億八千万

に１００万を超える人が購

改善の手引き」について考

月

寛

支決算および財政状態を適

たおかげと感謝とともにお

われたとのことです。更に

円、全国お菓子バザールで

課題として、検討が必要で

入した「色彩を持たない多

いうことだ。それが、小説

えると、機能したとするの

の評価によるので一概には

ったつもりであります。今

礼を申しあげます。今回か

今回からの新たな試みとし

は三億八千万円で総額八億

次回の三重博は平成二十

はと思われました。

が持つべき本来の機能だと

は、多くの人に取り入れら

ここでは、この議論はひと

又再選をうけて、心を新た

らは新たな試みとし同日中

て、関係者がその結果を注

四千三百万円は大成功と胸

崎つくると、彼の巡礼の年」

私は考えている。それゆえ、

要素である。作品において、

にこのたびは「信頼に応え

の再入場が認められまし

目しておりました全国菓子

を叩けるのではないでしょ

（村上春樹著）とはどんな

この本がこの機能を果たせ

徳二

る全菓連」をスローガンに

た。十二万七千人の人が一

めぐり館での展示と並行し

九年春に津市で開催される

小説だろうと興味を持っ

小谷

頑張ってまいりたいと思っ

旦場外に出て、広島市内で

たお菓子の販売ですが、売

ことが決定しました。費用

た。沢山の人に読まれると

岩永

ております。皆さんのお力

お買物や飲食をして再入場

うか。また、一部表示の問

のかからない、全国どの県

博

添えを頂きながら目的達成

され、地域経済に大いに貢

題が発生して行政官庁から

でも開催出来る全菓博を目

芝田

に情熱を燃やし尽くしたい

も指導を受け、適正表示の

名の

と存じます。よろしくご協

徹底が必ずしも十分でなか

標に、岡理事長のもとでス

通常総会・定時株主総会

28

19

ったことが残念でした。

資本等変動計算書および個

山本領（おさむ）氏（新任）が選任された。
会議は先ずビル会社から
始められ、出席株主数と持
株数を報告総会が定数を満
たし成立したと宣言した。
期（平

日まで）貸借対照

年４月１日から平成

議案審議では「第

年３月
表および損益計算書、株主

25

25

再び理事長に就任し
全菓連の将来を考えてみる

21

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

去る五月二十八日の全菓
連の総会で再び理事長にご
推挙頂き、お引き受けしま
したが真に身の引き締まる

私が理事長に就任して以

思いがしています。

来、「信頼される全菓連」「信
頼 で き る 全 菓 連 」「 信 頼 重
ね る 全 菓 連 」「 信 頼 し あ う
全 菓 連 」「 信 頼 回 復 の 全 菓
連 」「 信 頼 拡 げ る 全 菓 連 」
と標語をかかげ業界におけ
る全菓連の地位向上と業界
の皆さんに好かれる全菓連
に成長すべく、全国四十六
都道府県菓子工業組合のブ
ロック会議に顔を出して、
組合員の結束を訴え、微力
ながら、業界の振興と発展
を念頭に愛され信頼される
全菓連に一日も早くなりた

26

成

49

25
50

20

48

25

48

28 25
49

いとの一念で努力してまい

18

31

24

全菓連・
ビル会社
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菓子・パン小売業（製造小

食品リサイクル法に基づき

年４月から

組みを推進しているところ。

な推進と合わせ、震災復興

融、財政、成長戦略の着実

のため、安倍内閣による金

経営を強いられている。こ

材料高等により依然厳しい

⑺消費税引上げへの対応

に要請する。

の軽減税率引き下げ等を国

含 む ）、 ⑤ 中 小 企 業 法 人 税

結を目指している。このた

参加を決定、年内の交渉妥

ナーシップ協定）への交渉

はＴＰＰ（環太平洋パート

階で引き上げられることに

国内農業の競争力強化に向

現行の貿易制度の見直し、

え、競争力の強化対策及び

月から

なっている。全菓連では、

年

整備、人材の育成確保、新

①引上げ時期は景気等を見

の表示に係る部分を一元化

業種

並びに中小企業、地域経済

技術の導入、農商工連携の

「食品中のアクリルアミド

原則義務化（新法施行後概

売りを含む）を含む

の活性化のためのインフラ

抑制目標値が今後どう運用

推進等施策の拡充強化を国

含有量の表示について食品

ね５年以内に、環境整備の

に業種別の発生抑制目標を

されていくのかを含め国の

国では平成

し、同物質の低減対策の取

状況を踏まえ決定）しよう

設定した。努力目標だが、

方にわかり易く見やすいも

動向を注視し、適宜対応し

し、新たに栄養成分表示を

組を要請することとしてい

とするもの。全菓連は①食

のとすること、②栄養成分

低減のための指針」を公表

た「トランス脂肪酸の情報

る。全菓連ではスナック菓

品表示は消費者、事業者双

要の対応をする。

表示の義務化は、中小零細

事業者の自主的取組を定め

開示に関する指針」を公表

子、米菓などを製造する事

○食品中のアルミニュウム

年度事業計画書
した。本件は新しい食品表

業者に同指針を周知し、所

で、国の動向を注視してい

の低減対策

平成
要望を行っていくととも
示法の栄養成分表示の義務

め、中小菓子製造業者の多

どへの的確な対応を期して

化問題との関連もあるの

現行５％の消費税が平成

わが国の経済は、年明け
に、菓子の需要喚起対策、

くが特色ある国産原材料に

品質管理・表示の適正化の

依存している実態等を踏ま

各県組合ではそうした状

いかなければなりません。

％へと２段

に安倍新政権による金融、

年４月から８％へ、平成

財政、成長戦略を３本の矢
回全国菓子大博
く。

推進、第

○ボツリヌス菌食中毒の防

況下で技術講習会、各種セ
覧会・広島への支援、組合

けた、農政改革等具体的な

活動及び組合員の経営安定

極め慎重に対応すること、

施策の実現を国に要請する。

ミナーの開催、新商品の開

に要請する。

⑼原材料の安定確保に関す

発など諸事業に取り組んで

ていく。

②表示方式は外税とするこ

されて以降、円安、株高が

事業者の実態からみて実行

と、③円滑な転嫁のための

る問題

進むとともに企業の景況感
厚生労働省では、ホット

⑹平成

穀物等の国際価格は高止

止対策

⑷食品機械事故防止対策

環境整備を行うこと、④簡

まりの状況にあり、世界の

のための情報提供、経済事

不可能であること、③加工

易課税制度及び免税事業者

います。全菓連では、国が

食品の原料原産地表示の拡

全菓連では、右記⑸の経

制度を存続することのほ

も回復に向かうなどデフレ
ケーキ、クッキー、ドーナ

製造業における労働事故が

年度税制改正要望と

済対策の強化と合わせて、

月に関係団

⑴食の安全安心に関する問
トレーサビリティ制度への

全菓連では解説冊子『米
いこと等を国に説明し、規

故発生の可能性が極めて低

るとともに、対象菓子は事

このため、国の低減対策の

対策の検討を行っている。

査等を行うとともに、低減

関して製造事業者の実態調

るアルミニュウム摂取量に

視し、関係団体と連携し対

応等を含めて国の動向を注

原料原産地表示の拡大の対

別途検討される加工食品の

準を定める内閣府令など、

った。今後は政令、表示基

検、修理等時の運転停止確

いる。このため、機械の点

を一部改正することとして

年

要請するとともに、平成

体に事故防止対策の徹底を

費税率引き上げに係る食料

税限度額の引き上げ、④消

パートタイム就業者の非課

者の固定資産税の減免、③

設、②中小零細菓子製造業

して①生前相続制度の創

対応

⑻ＴＰＰへの参加交渉への

定することを要望する。

率（ゼロ税率を含む）を設

品の区分を一本化し軽減税

か、⑤軽減の導入には食料

乳製品等原材料の安定供給

め、小麦、米、小豆、砂糖、

菓子の原材料を確保するた

安全・安心、適正価格での

穀物等需給動向を注視し、

平成

題
格基準の設定には慎重に対

動向等を注視し、適切な対

年

年度税制改正への

ッツ、蒸まんじゅう、どら

急増している実態を踏ま

要望

中小菓子製造者向けの解

大は事業者に多大な負担が

え、平成

厚生労働省はパン・菓子

説冊子「容器包装低酸性食

及ぶこと等から極めて困難

業その他の事業の充実に努

焼き、ショートケーキ、シ

である、との意見提出を行

めて参ります。

ュークリームなどの製造に

行う各種規制など制度的な

品に関するボツリヌス食中

使用される添加物に含まれ

問題、原材料の安定供給等

毒対策について」の活用等

脱却への期待が高まりつつ

により同食中毒防止に努め

あります。しかし、欧州の

不安定要因もあり、個人消

本震災地では復興への懸命

対応について』の活用等を

応すべきことを要請する。

品の軽減税率（ゼロ税率を

費、雇用ともに予断を許さ

な努力が続けられています。
○菓子の品質管理・表示の

○食品中のアクリルアミド

認、作業場の床面、通路等

月に労働安全衛生規則

組が続けられています。製

製造コストの低減等への取

対応して商品の品質向上、

は、消費低迷、原材料高に

令遵守、品質管理・表示の

表示」ポスター等により法

び「わかりやすいお菓子の

向上のための行動計画」及

「菓子製造業者の信頼性

適正化への対応

患の危険を高めるとの海外

ス脂肪酸が動脈硬化等心疾

牛脂などに含まれるトラン

消費者庁では加工油脂や

示問題

○トランス脂肪酸の情報開

が懸念されており、国は食

アクリルアミドの健康危害

で加熱する工程で発生する

などを１２０℃以上の高温

法、ＪＡＳ法、健康増進法

出した。同法案は食品衛生

案」を閣議決定、国会に提

消費者庁は「食品表示法

きたろまん小豆、大手亡

により食品ロス削減への取

利用の内部基準」の活用等

造小売業における原材料再

全菓連では「和洋菓子製

洋菓子教本、プリンター、

細事業者は売上の低迷、原

中小菓子製造業において
通じて同制度の円滑な定着

の清掃及び耐熱着衣の励行

造技術の向上、新商品の開

適正化の推進に取り組む。

品関連事業者を対象とする

祭り等の助成、全菓連ブロ

経営基盤が脆弱な中小零

策

アルコール洗剤、糖度計等

各県組合情報提供制度を

地区ブロック大会の開催等
の支援を行う。

供する。

⑵天津小豆

⑴ＰＬ保険

険制度を導入しており、保

全組合員を対象とする保
共同購入事業を実施。

険料が割安になったメリッ

他の実需者団体とともに

⑶その他原材料

入促進を図る。

トを生かして任意保険の加
フリーズドライとろろ特上

⑵その他保険

もち米、加工米、ＭＡ米、
各県組合、組合員からの

（ 全 菓 連 ブ ラ ン ド ）、 リ フ

⑵その他の情報提供

要望、問合せ等に関して随

東京海上日動火災保険㈱

害・労災保険／経営Ｗアシ

による「自動車保険」、「傷

スト」、「４０１Ｋ積立保険」

ァリーヌ、加州もち粉、焼

蜜糖、包装資材、製菓衛生

等を実施。

き芋ペースト、ミツミ、含

師全書、製菓衛生師問題集、

時必要な情報提供を行う。

和菓子教本、新和菓子教本、

対策の充実を国に要請する。

に努める。

応する。

などの取組に努める。

発等のための人材の育成も

○米トレーサビリティ法へ

調査を受けて、同脂肪酸の

全菓連第２回橘花栄光章

（ＪＡ芽室）、サホロ小豆（Ｊ

継続するほか、原材料情報、

４．経済事業
⑴北海道小豆

年３月に安倍内閣

応をしていく。

⑶食品廃棄物の発生抑制目

重要な課題となっていま

回全国菓子大博覧会

ック会議開催補助、パソコ

馬鈴薯、穀類、コーヒー

す。一方、法令遵守の徹底、
の対応

⑷第

⑸中小企業、地域活性化対

品質管理・表示の適正化な

ともに、国の補助事業によ

の受賞菓子をひろしま菓子

写真展示する。

の支援

Ａ 清 里 ）、 エ リ モ 小 豆、 ト
県で行われる第

る県組合ホームページ実験

ン導入促進融資などを行う。

子大博覧会の支援のため、

⑹各県組合活動の支援

２．組合活動

博「全国お菓子めぐり館」

合員店舗のＰＲを目的とす

博覧会の会期中における全

日の全国菓子業者大会で三

５．保険事業

年４・５月に広島

る『全国のお菓子屋さん』

国お菓子めぐり館の展示ブ

平成

⑴需要喚起対策

コーナーへの組合員店舗の

ースの管理並びに出品菓子

事業の成果等を活かし、組

ヨミ大納言、しゅまり小豆

① 菓子需要喚起キャンペーン

登録拡充を図る。

重県が正式決定される予定

需要喚起の方策、材料メー

（ＪＡ伊達）を斡旋。

⑺青年部活動の支援

全日本菓子協会が窓口と

⑵全国役職員研修会の開催

３．情報提供

催する。

であり、開催計画等に対し

理・表示に関する情報を提

ブロック長会議並びに各

全菓連団体ブースにおいて

なり菓子業界が一体となっ

等公式行事の運営等に協力

組織活動対策補助、菓子

て取り組む菓子需要喚起対

の審査、全国菓子業者大会

する。また、次期開催地に

年

いて「新たな需要創造への

平成

取 組 」（ 予 定 ） を テ ー マ と

年度以降継

続）に引き続き参画。

⑶ブロック会議の開催

助言などの支援を行う。

⑴菓子工業新聞

各県組合相互の情報交換

⑸橘花栄光章の展示

年５月

と全菓連の事業推進のため

全菓連ホームページ「お
菓子何でも情報館」による

のブロック会議を実施。

カー等の提供情報、品質管

一般消費者に対する菓子関

11

連情報提供の充実を図ると

録の促進

②「お菓子何でも情報館」

策事業（平成

月に東京にお

26

25

平成

の低減対策

標値設定への対応

１．事業環境をめぐる諸問題への対応

について必要な意見提出・

10

政府債務問題等海外情勢の

10

⑵食品表示一元化法の制定

25

回全国菓

26

25

ついては、平成

10

して全国役職員研修会を開

25

25

10

ない状況にあります。東日

26

26

とする経済再生方針が公表

27 26

16

24

11

への対応

24

26

25

の充実および組合員店舗登

17

平成25年６月15日 （４）
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を起こすが︑平清盛に破れ︑

義朝は藤原信頼と平治の乱

１１５９年︑義経の父︑

知った牛若は︑夜になると︑

ことを伝えた︒己の素性を

あり︑義朝は清盛に敗れた

若が源氏の大将義朝の子で

僧が現れる︒正門坊は︑牛

かわす︒牛若に翻弄され続

を飛び渡り︑巧みにこれを

た︒しかし牛若は橋の欄干

して牛若に斬りかかってき

おうと弁慶は長刀を振り回

うと考えていた︒太刀を奪

教寺の堂塔再建費に当てよ

た︑播磨国姫路の書写山円

を自ら炎上させてしまっ

刀を集めて金に換え︑これ

そ︑武蔵坊弁慶であり︑名

ていたのである︒この僧こ

手に入れようと待ちかまえ

し﹂形に︑五条大橋の伝説

の飾りで︑最中種を﹁ぎぼ

の﹁ぎぼし﹂とは橋の欄干

伺った︒名物のきぼし最中

主の北川善英さんにお話を

堂﹂にお邪魔し︑５代目店

ある明治元年創業の﹁幸福

今回は︑その松原通りに

前と橋の名前が変わった︒

れたことにより︑通りの名

の位置に五条大橋が架けら

大仏殿建立によって︑現在

〜 １ ５ ９ ２︶︑ 豊 臣 秀 吉 の

たい︒この松原通りには︑

原料も積極的に使っていき

チョコレートなど洋菓子の

りを目指す︒生クリームや

は︑時代に合ったお菓子作

統の味を守りながら︑今後

ら び ﹂ が 並 ん で い た︒﹁ 伝

の日も︑新作﹁抹茶あんわ

て商品が変わってゆく︒こ

種類も豊富で︑季節によっ

食べられてしまう︒朝生の

りしていて︑一つペロッと

あるが︑いただくとあっさ

ごじょう ぎぼし最中本舗

東国に逃れる途中︑尾張で

密かに寺を抜けて武芸の腕

幸福堂

譜代の家来に謀殺された︒

を磨いた︒
にあやかってあんこがぴっ

京菓子司

母常盤は清盛のものにな

けた弁慶は太刀をあきら

代続く和ろうそく屋や︑

り︑牛若ら３人の子どもは
ある日︑牛若が笛を吹き

い︒幸福堂はまだ５代目︒

仏門に入ることで赦免され

はみ出すほど入った方を

益々地元のお客様に喜んで

代続く弓屋など老舗が多

この有名な五条大橋は︑
﹁弁慶﹂と名付けている︒

たり入った方を﹁牛若丸﹂︑

った時︑１人の僧が立ちは
もともとは今の松原通りに

いただけるよう頑張ってい

め︑牛若丸の家来となった︒

ころで鞍馬山の別当東光坊
だかった︒この僧は９９９

きたい︒﹂

ながら五条大橋にさしかか

に預けられた︒ある夜︑牛
丹波大納言の粒あんを使

中島慎介

青年部近畿ブロック長・

活躍にご期待申し上げたい︒

と熱っぽく語る︒今後のご

取り組みに責任を感じる︒﹂

ることを感じる︒青年部の

を食べる習慣が薄れつつあ

ない子供がいたり︑和菓子

で︑和菓子を食べたことが

教室を開いている︒その中

生に年５︑６回程度和菓子

務 め て お ら れ る︒﹁ 小 中 学

菓子工業組合青年部部長を

北川さんは︑今期京都府

い︑見た目はボリュームが

た︒牛若は７歳になったと

21 11

あり︑天正年間︵１５７３

京菓子司

幸福堂

本の刀剣を集め︑千本目を

幸福堂

京都市下京区松原通河原町西入松川町388 2
ＴＥＬ … 075−341−8850
ＵＲＬ … http://www.ko-fukudo.com
営業時間 … 9：00〜19：30
定休日 … 水曜日

若のもとに正門坊と名乗る

５代目店主の北川善英さん

店舗データ
きたお菓子︑異文化からの

げ︑賞賛いたしたいと思い

培うアイテムとして進化

とのコミュニケーションを

ともに文化を支え︑人と人

え︑大成功で終わりました︒

積み重ねにより︑世界中に

進化をしてきました︒その

主食以外という形で独自の

お菓子は人類有史以来︑

わけです︒

承され︑進化を続けてきた

親方から弟子へと脈々と継

また︑それは︑親から子へ

し︑現在に至っています︒

年に始まり︑今回の広

ベント︑菓子大博覧会は明

治

年４月の開催に向

いだと実感しています︒

平成

れています︒その継承の中

げますよう努力する所存で

バトンにして次代に引き継

の博覧会の行事をより良い

けて準備していく中で︑こ

で︑先人たちが毎回毎回︑

す︒

様のご理解とご協力を心よ

全国の菓子工業組合の皆

りお願い申し上げます︒

長・岡幸男

三重県菓子工業組合理事

した︒次期開催地の御使命

の詰まったバトンを引き継

この先人の皆様の熱い思い

子工業組合としましては︑

をいただきました三重県菓

会へと成長させてまいりま

すべての分野で改良を加

回目とつながら

29
え︑現在のような立派な大

島大会で

44

日本でも独自に進化して



広島菓子大博覧会が終わって

影響をうけながら発展して

ます︒おめでとうございま

きたお菓子が日本の歴史と
ひろしま菓子博２０１３

した︒

先人の思いの詰まったバトン

日に閉幕しまし

が︑５月
た︒

前回の姫路大会から４年︑

多種多様なお菓子が存在し

万人を超

しっかりと準備されてきた

ています︒

その菓子業界の大きなイ

実行委員会のご苦労が報わ

80

れたことにお喜び申し上

目標入場者数

12

26
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﹁ひし形﹂という言葉の

した︒

新たな神埼銘菓が誕生しま

り︑﹁ ひ し ぼ う ろ ﹂ と い う

官の協力により一つにな

たこの二つが︑地域の産学

う ろ ﹂︒ 地 元 で は あ り ふ れ

﹁菱﹂と佐賀の銘菓﹁丸ぼ

佐賀県神埼市の特産品

す︒しかしその製造過程で

焼酎が人気を博していま

元で採れた菱の実を使った

ら多く収穫されており︑地

佐賀県神埼市でも菱は昔か

めんでご存じの方も多い︑

吉野ヶ里遺跡や良質なそう

として愛されてきました︒

で︑九州でも定番の食べ物

物は栗に似た食感と甘さ

実を塩ゆでし︑皮をむいた

﹁ひしぼうろ﹂が完成す

スタートしました︒

力する形でプロジェクトが

市と︑神埼市菓子組合が協

う西九州大学の提案に神埼

作り地域貢献をしたいとい

を利用した新たな特産品を

こでこの余った﹁菱の皮﹂

能性・共同特許出願中︶そ

含 ま れ て い た の で す︒︵ 機

も多種類の栄養素が豊富に

﹁ポリフェノール﹂や他に

る効果があるとされる成分

様々な生活習慣病を予防す

研 究 の 結 果︑ 菱 の 皮 に は

授でした︒実は安田教授の

康栄養学科︑安田みどり教

が︑神埼市の西九州大学健

く納得できる物が完成致し

係者全員の努力の末ようや

約１年後の昨年十一月︑関

ェクトが立ち上がってから

の試作を繰り返し︑プロジ

込んだりと︑２００回以上

を変えてみたり餅粉を混ぜ

感を目指し︑菱の皮の分量

すぎず︑口当たりの良い食

に基づき︑固すぎず柔らか

査を繰り返し︑集めた評価

西九州大学生による官能検

商品にする為︑一般の方や

した︒多くの人に好まれる

は全く商品になりませんで

一日で乾燥してしまい最初

水分を吸う為︑焼き上げて

しく︑練りこんだ菱の皮が

した︒生地の配合が最も難

感じさせ︑ポリフェノール

地よい食感と︑菱の風味を

ました︒モチモチとした心

たどり︑イメージキャラク

焼き上げた形も菱の実をか

が甘さを抑えた絶妙な味︑

おります︒

り組んでいきたいと考えて

産業を通じた地域貢献に取

する思いの中︑今後も菓子

係者の努力が報われほっと

に販売数が伸びており︑関

は発売から約７ヶ月︑順調

作ったこの﹁ひしぼうろ﹂

﹁産学官﹂が力を合わせて

という思いのもと神埼市の

﹃県外にも出せる商品を﹄

は販売となりました︒

ンも完成して﹁ひしぼうろ﹂

愛らしいパッケージデザイ

かきヒッシに頑張る姿が可

ター﹁ヒッシー君﹂が汗を

由来でもある植物﹁菱﹂は

菱の皮の部分が大量に破棄

るまでは試行錯誤の連続で

ひしぼうろ

池や水路に自生する一年草

されており︑これを何とか

産学官で生み出した
神 埼 市 の 新・銘 菓

の水草で日本では全国で見

利用出来ないかと考えたの

開

菓子コンクールも実施

催

岡県洋菓子協会︶

守閣と大御所花見行列﹂︵静

○静岡内銘菓店コーナー

菓を即売︒

また︑会場では菓子コン
クールも実施された︒

子専門学校︶
○銅賞
宮村珠実︵浜松調理菓子

・大串久昭

大城由香︵エコールシュ

ク レ ︶︑ 加 藤 朱 音︵ 浜 松 調

理 菓 子 専 門 学 校 ︶︑ 鈴 木 芹

菜︵浜松調理菓子専門学校︶

審査の結果は次の通り︒

◎創作菓子部門

店以

専門学校︶

県内の和洋菓子店

◎デコレーションケーキ部

○工芸菓子展示コーナー

︵敬称略︶

○金賞・静岡市長賞

◎工芸菓子部門・洋菓子の

○銀賞

門学校︶

縣誠司︵浜松調理菓子専

部

子専門学校︶
の中央に設置︒ピエスモン

○金賞・静岡市長賞

庄司匡希︵順孔︶
○銀賞

縣誠司︵浜松調理菓子専
門学校︶
○銅賞

ドロア・バレ︶

◎創作菓子部門

子のアトリエ︶

パ レ ︶︑ 加 藤 弘 美︵ モ ン タ

佐藤文香︵アンドロワ・

実穂︵東海調理製菓専門学

調 理 製 菓 専 門 学 校 ︶︑ 中 野

洋 菓 子 店 ︶︑ 鈴 木 愛︵ 東 海

鈴木喜歌︵モンターニュ

専門学校︶

◎シュガークラフト部門

プロの部
◎グランプリ・静岡県知事

門

上が出店し︑格安の値段で
販売した︒

賞︵シュガークラフト部門︶

工芸菓子でモンサンミッ
シェル教会︑法隆寺︑菓子

○大型ピエスモンテ︑和菓

29

各コーナーの主な内容は
御膳などを展示︒

静岡県菓子工業組合では
次の通り︒

子工芸菓子

日の９日
○名作ピエスモンテコーナ

日〜４月

ー

３月
○ 大 型 工 芸 菓 子﹁ 春 爛 漫

○金賞・静岡市長賞

花 車 ﹂︵ 静 岡 県 菓 子 工 業 組

八木しほこ︵浜松調理菓

間︑ツインメッセ静岡にお

テと工芸菓子を出品した︒

○銅賞

アマチュ

日吉ルミ子︵ルミコお菓
洋菓子店︶

ーニュ洋菓子店︶

○金賞・静岡市長賞

専門学校︶

榊原健生︵浜松調理菓子

鈴木千春︵浜松調理菓子

○金賞・静岡市長賞

○銅賞

○銀賞
ュ洋菓子店︶︑松本匡史︵モ

藤原美紀子︵ルミコお菓

長尾明紀子

○銅賞
ーアカデミー︶

佐藤秀子︵アートシュガ

○銀賞

専門学校静岡校︶

エ︶

子︵ルミコお菓子のアトリ

子 の ア ト リ エ ︶︑ 野 口 裕 美

○銅賞

藤井麻乃︵中央調理製菓

部

小河路未来︵浜松調理菓

○銀賞

渥原恭彦︵春華堂︶

○金賞・静岡市長賞

◎工芸菓子部門・和菓子の

ンターニュ洋菓子店︶

大庭つくし︵モンターニ

校︶

アの部

○銀賞

子 店 ︶︑ 西 川 真 奈 実︵ ア ン

江端容子︵まるたや洋菓
○チョコレートの泉とマカ

34

倉田明彦︵モンターニュ

賞作品を展示︒

ロンタワー

のチョコレートが流れる泉

パイン︑いちごなど７種
売︒

ｍのマカロンタワ

に６・
ー︒

マカロンタワー

北海道から沖縄までの銘

○日本の銘菓販売

じめ︑アジアのお菓子も販

フランスやアメリカをは

○世界の菓子即売コーナー

大会の目玉であり︑会場

いて﹁世界の菓子まつり２

10

内海杯技術コンクール入

合青年部︶

春爛漫花車

20

万人を超えた︒
○大型工芸菓子﹁駿府城天

０１３﹂を開催︑来場者も

20

世界の菓子まつり２０１３



﹁ひしぼうろ﹂

る事が出来ます︒ひし形と

佐賀県菓子工業組合理事

言うよりも三日月形に近い
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佐
静
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んであります︒三月の桃の

節 句 ﹂﹁ 端 午 の 節 句 ﹂ が 盛

の 文 化 が 繁 栄 さ れ︑﹁ 桃 の

す︒三月︑五月は特に中国

がうまく混り合っていま

持たらされ︑和華蘭の文化

流があり︑その国の文化が

ル︑オランダ︑中国との交

は貿易を中心にポルトガ

アップされています︒長崎

は︑昔から大きくクローズ

の節句とがお菓子の世界で

その中︑三月の節句と五月

知られています︒長崎では

節句といえば︑五節句が

ています︒このお菓子も︑

んね﹂という言葉が生まれ

ん ね ﹂﹁ 五 月 は 鯉 菓 子 や も

﹁三月は桃カステラやも

出されます︒

た﹁ちまき﹂も同時に売り

ます︒同時に唐灰汁を使っ

祝返しとして多く販売され

男の子の出世を願って︑お

型取った﹁鯉菓子﹂菓子が

又五月には︑出世魚の鯉を

標︶﹂が多く販売されます︒

県菓子工業組合団体登録商

お菓子﹁桃カステラ︵長崎

お祝返しには桃の形をした

れています︒特に初節句の

お祝のお菓子として型取ら

し︑当時の砂糖は安い物で

たといわれています︒しか

の砂糖が出島から輸入され

０年代には１２００㌧以上

ん入ってきました︒１７０

した︒長崎は砂糖がたくさ

の菓子文化が残っていま

す︒長崎にはまだまだ多く

の象徴であったといわれま

まうという事はその家の富

ったお菓子や食べ物をふる

す︒従って多くの砂糖を使

きたいものです︒

もっと多くの人に伝えて行

大切な役割だと思います︒

て行く事も︑私達菓子人の

ます︒

た事に心よりお祝申し上げ

でした︒又︑ご盛会であっ

鯉菓子

節句は中国の桃﹁仙桃︑蟠

広島の菓子博覧会でも長崎

す︒この文化を守り継承し

桃カステラ

桃﹂とかいわれる桃にゆか

はなかったといわれていま

子づくりを通して︑人と人

はこのプロジェクトを少し

てきたような動きです︒で

菓子業界の原点から発生し

その動きは︑実は私たち

出す動きが始まっています︒

新たな観光への流れを生み

くのかぐのこのみ︶﹂︶を持

﹁橘﹂︵﹁非時香菓︵ときじ

の果実とされた菓子の祖

を受けて大陸から不老長寿

第十一代の垂仁天皇の命

ご紹介させていただきます︒

向けて魅力を発信する映画

施設︑さらには観光拡大に

じめとする観光関連機関・

や道の駅など交通機関をは

化に関連する産業や︑鉄道

食や日本酒など日本の食文

の管理︑本当にご苦労さま

その一環として︑先ずは

が開催されてきています︒

も交えながら︑意見交換会

政局や各府県の行政担当者

添えが牽引となり︑近畿農

永徳二

長崎県菓子工業組合・岩

りがあり︑長寿の実とされ︑
のブースで一部展示致しま

現在近畿地方を舞台に︑
との繋がりや交流を生み︑

﹁橘街道プロジェクト﹂
始動

ひろしま菓子博での展示

回全国菓子大博覧会・

や橘本︵きつもと︶神社︵和

しま︶神社︵兵庫県豊岡市︶

して祀っている中嶋︵なか

守︵たじまもり︶を菓祖と

ち帰ったと言われる田道間

外からの旅行者を拡大させ

を通じたインバウンド︑海

加して︑分野を越える協力

ツ産業など様々な業種も参

やアニメといったコンテン

示︑兵庫県ブースでのビデ

合会ブースでのポスター展

ックと全国菓子工業組合連

菓子めぐり館内の近畿ブロ

館での歴史展示や︑全国お

広島でも︑お菓子のテーマ

な形での研究会や意見交換

るためのプラットフォーム

会を開催し︑次回の全菓博

歌 山 県 海 南 市 ︶︑ 垂 仁 天 皇

このプロジェクトは︑当

・三重県に繋げ︑近畿から

オ展示などを行いました︒

初奈良を中心に橘街道の歴

全国に︑そして世界に繋げ

今後も菓子業界では︑様々
田道間守や橘にゆかりの深

史的背景の勉強会や﹁橘﹂

ていきたいと︑新たな常世

を形成しようとするもので

い観光地などを結んで︑我

そのものの育成活動として

国を目指した活動に夢を託

す︒

が国の菓子を中心とした文

動き始めました︒その動き

陵︵奈良県奈良市︶をはじ

化や歴史をたどる街道︵﹁橘

に重なるように︑近畿ブロ

崎隆広

兵庫県菓子工業組合・日

街 道 ﹂︶ を プ ロ デ ュ ー ス し

した︒これには経済産業省

ようというプロジェクトで

の近畿経済産業局からの力

しています︒
さらに︑将来的にこの街

ックの各府県も動き始めま

道は︑お菓子のみならず和

す︒

め︑京阪神の菓子産地の他︑

26

近畿から新たな観光の流れを

橘街道プロジェクト

第



夢と歴史とそして新たな菓

広島博覧会の実行委員会

日本の難除けの実と交って

桃の節句と端午の節句

長崎の二大節句

崎
長
庫
兵
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ほ

う

こ

く

岡山の英雄「山田方谷」
これらはひとえに、岡山の
観光振興と地場産業の活性

を思いまた、身近には地元

大きくは今の日本の将来

支払に新たな借金が必要な

回り、返済どころか利息の

前でした。支出が収入を上

４倍もの借金を抱え破綻寸

て有名でしたが、それを和

は当時でも柚子の産地とし

餅子です。岡山県備中地区

名なのは備中鍬、そして柚

び藩邸で販売しました。有

とといたしました。

めの連絡会を発足させるこ

や団体の皆様を応援するた

活動されておられます方々

広めること等を目的として

有志は、全国に山田方谷を

我が
郷土
こうした状況に対し、こ

産業の発展のために非常に

状態でした。方谷は、当時
菓子にしてヒット商品に仕

学習・研究する活動や催し

負債整理では債権者（商

害や借金大国となった日本

国内外で、度重なる大災

ます。

とご支援をお願い申し上げ

ります。関係各位のご協力

めていくことに努めてまい

（ ㈲ レ・ シ ュ ー）、 受 講 料

日、製菓衛生師受

日まで、県菓子会館

円、他８千円、申込期間７
月

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。

化を目指しているものです。

参考になる我が岡山の英雄

上げ現在でも名物として販

人）に対し、メンツに拘ら

でありますが、こうした今

日、洋菓子講習

た。

加賀で育って75年

れまでに私ども地元岡山の

「 山 田 方 谷（ ほ う こ く ）」
の常識の殻を打ち破り、独

売されています。

もに、山田方谷を顕彰する

そして財政破綻に陥った備

ずありのままに財政状況を

日の世相に対処しようとす

「とにかく並びました」

■菓子博の風を店頭に！

との報告がありました。盛
会で、お菓子ファンにとっ

まんまろん

観光振興を目指し情報発信

先生を紹介させていただき
創的ともいえる手法でわず

今後、山田方谷の事績を

か７年のうちに改革を成し

ための講演会や討論会の開

５月９日の主要紙に山田

抱えて始まった藩政改革

中松山藩（今の岡山県高梁

説明した上、再建案を説明

るとき、その参考とすべき

事長・宮武孝昭

～

・３千円、県菓子会館、７
月

動の成果としてＮＨＫ大河

７月

市・石塚運動広場

会、講師・倉内正巳氏

そ ん な と き は、「 当 日 売

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

涼菓が店頭に並んでいま

夏の贈答菓子もゼリーだ

とが、小売店が大型店やチ

けにせず、おすすめのお菓

ェーン店に差をつけるため

り切りのカップ入りにする

ぜひこの菓子博の風を店

以前、カップに「みたら

の最大の武器です。もちろ

のが基本でしょ」とお奨め

頭にも持ち込んで、販促に

し」を入れる売り方をお勧

ん笑顔も、言葉も添えてく

す。シール機がなかった時

りでございます。雨のなか、

めしました。みたらしの餡

ださい。

代は冷蔵ケースのなかに収

木々の緑が鮮やかで若葉の

をゼリーにしてスプーンで

城戸翔寉（きどしょうかく）

子と組み合わせてくださ

まっていましたが、今やシ

食べるカップ仕立て、実に

します。夏に涼菓、涼菓こ

ール留めが当たり前の時

好 評 だ っ た そ う で す。
＂み

香りが広がる季節です。

役立ててください。各地の

代。便利だけど、どれも同

い。一箱に詰めたバラエテ

菓子店との交流や、ちょっ

じようなゼリーやジュレで

ィと、すぐに対応できるこ

てはなによりだったと思わ

としたキソイが見えること

そが店を＂旬＂にするので

れます。菓子の勢揃いはデ

は、お客さんの目にもどこ

すから。

パートの催事などでよく見

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。

（Ｘ・Oたっぷり）

ます。

は、わずか７年後には完済

等を広く情報発信するとと

負債整理・藩札刷新・産業

催に協力することなどを通

万両の借財を

振興・士民撫育・文武奨励
万両の貯蓄が有

こうして

が掲載されました。山田方

した上に

遂げます。内容は上下節約・

谷は、幕末における陽明学
とあらゆる方面に及びます。

方谷を題材にした全面広告

者であり、教育者、政治家、

市）を見事に立て直した稀

し借金の棚上げを依頼しま

改革手法等を山田方谷に学

じて、日本新生の気運を高

代の藩政改革者で郷土の偉

した。藩札刷新では信用が

ぼうと広く呼び掛ける会

ったそうです。

人です。

なくなり流通しなくなった

岡山県菓子工業組合副理

藩札を全量額面で買い取っ
が、全国各地で発足しつつ

行事予定

ドラマなどの全国版のドラ

験のための講習会、受講料

他藩にまで流通しました。

マ化の実現を目指して、一

日、県青年部ソ

産業振興では地元の原材

たらしファン＂のための、

７月

料を製品化し、問屋を通さ

部活動を開始しています。

手作り感が消えています。

ちょっとしたアイデアでし

当時松山藩は年間収入の

たうえ、河原で公開焼却し
あります。

ずに消費地である江戸に運

か楽しく映るはずです。

なんとかしたいものですね。

また、これらの会は、活

ました。これにより新たに

国のお菓子が一同に参加し

■夏の涼菓が招きます

発行した新札は信用されて

菓子博が終わり、よい天
ている光景は嬉しいもので

・組合員とその従業員６千

気が続いておりましたが、
す。

12

フトボール大会、神栖

そろそろ西の方から梅雨入

18

24

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。

茨城

愛知

ブランディケーキ

（型焼き）

本格的カステラ

26

山
岡
る企画ですが、ここまで全

その 218
６月

チーズカステラ

（スライスしてあります）

あなたの笑顔に
会いたくて…

25

10

10
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実技コース 受講者募集

十月
開始

特筆すべきものといえま

島根県菓子技術専門校

島根県菓子工業組合は組

た訓練校であり、全国でも

す。この学校は国の認定し

組合ですが、いくつかの誇
数少ない公立の和菓子の専

合員数約１３３名の小さな

るべきものがあり、その中
門校で、創立

年目現在ま

で菓子技術専門校の運営は

での卒業生は２４１名で県
も居り、入学の動機も様々

人とは限らず、一般の主婦
県菓子技術専門校に是非一

くされども理想は高い島根
ースは

待ちしております。実技コ

皆熱心に学んでいます。基

ですが技術を習得する為に
く為に入校されることをお

人でも多くの方が技術を磨
い内容を知りたい方は連絡

ので、入校希望の方・詳し

月から始まります

内はもとより、北は山形か
ら南は熊本まで卒業生が活

をお待ちしております。

島根県菓子技術専門校事
務局・黒田厚子

基金」へ贈り、岩手県菓子

工業組合と広島県人会が協

力して被災地支援の一助の

ックに「感謝」の文字を印

持ちとして、詰め合わせパ

当初目標を大きく上回る約

天候にも恵まれ、売上金は、

かのように、催事期間中は

私たちの懸念を払拭する

活動とすることになった。
岩手県菓子工業組合（齊

刷したシールを貼り付ける

広島岩手県人会の協力に感謝

ひろしま菓子博岩手県催事大盛況！

•••••••••••••••••••••••••••••

躍しています。この学校は、

新鮮な授業です。

りの経験が多少ある人にも

とから習うので、菓子づく

餡も豆から炊き笊でこすこ

子づくりの原点である、製

礎学科・実技コースでは菓

日より授

名で
藤俊明理事長）では、４月

ことにし、お客様を出来る

店構えに趣向を凝らしたお

は徳島の茜庵さん。上品な

っております。生徒は業界

人に学んで頂ける様に頑張

ばらしい技術をより多くの

師陣も日々勉強をして、す

長が在籍しております。講

号を持つ者・各老舗の工場

・和菓子職」の輝かしい称

ました。講師の中には「選

名迎え授業内容を充実させ

昨年度より現役の講師を４

は６名（内材料屋２名）で、

技に励んでいます。講師陣

知ることができました。近

近な材料のことをより深く

間近で見せていただき、身

さん。貴重な和三盆作りを

可能なのです。バリヤは低

た講師なので、この運営が

の上講師陣は使命感に燃え

にしていないからです。そ

もと組合運営で営利を目的

べきは学費の安さで、もと

いう話を聞きます。特筆す

頭に並べ好評を得ていると

が、習ったお菓子を早速店

技能開発コース出身の人

技術を学ぶことです。現に

開発コースでのより高度の

ともなかったのだと思わさ

た、こういう想いになるこ

ればこんな経験できなかっ

す。忙しいからと断ってい

いて良かったと深く思いま

度のことですが、今見てお

ら、支援に対する感謝の気

が寄せられていることか

であり全国から大きな善意

県は東日本大震災の被災地

諸事項が協議された。岩手

委員会が組織され、様々な

たり、青年部を中心に実行

菓子博での催事実施にあ

コーナーを開設した。

北・北海道ブース内に催事

３全国お菓子めぐり館、東

間、ひろしま菓子博２０１

金である「いわて学び希望

を震災孤児・遺児の支援基

来た。

ムーズに展開することが出

より支援の申し出がありス

（佐々木良二会長）の皆様

幸いにも岩手県広島県人会

交錯する日々が続いたが、

滞るのではと不安と期待が

地であり、諸準備や輸送が

年部諸氏も、広島県は遠隔

実行委員会へ参加した青

売で対応することにした。

品５００円のワンコイン販

事参加社で価格を統一。１

だけお待たせしないよう催

きました関係者に感謝申し

なるものと思う。ご協力頂

後の組合活動の大きな礎と

り組みとなったことは、今

り、被災地支援の大きな取

広島の大きな架け橋とな

ひろしま菓子博が岩手と

った成果に間違い無い。

熱い思い」が来場者に伝わ

人会の「ふるさと岩手への

もさることながら、広島県

岩手県青年部員諸氏の活躍

１千万円となった。これは、

学校の目標は技能士２級
日～５月２日までの８日

菓子が並び、歴史を感じさ

代的な建物の中に歴史を感

徳島・香川の銘店を見学
滋賀県菓子工青年部研修旅行

修行時代のお話など貴重な

躍しておりそのギャップに

のと若いうちに知るのとで

れます。年とってから知る

は大きく違ってくると私は

も驚かされました。

きましたが、平日にも関わ

い物をするシステムにも驚

らさん。整理券を取り、買

２件目は香川夢菓房たか

色鮮やかな鯉もご主人が卵

品を見ていました。お店の

部面々は食い入るように作

子博工芸菓子出品前の青年

数々を見せていただき、菓

見事なまでの工芸菓子の

あり、それを自分好みに取

し足を運べば模範例が多く

方も多いと思いますが、少

く悩みますし、同じ思いの

をどのようにしていくかよ

最後は徳島鳳月坊さん。

お話をおいしいお菓子と共

らず活気溢れる店内にただ

から育てられたそうで、多

にいただきました。

ただ驚きました。工場、売

捨選択し育てていくのも、

思います。

り場、自家農園、駐車場、

面にわたり職人質気質がう

我々青年部世代の役目なの

の協力を得、歴史あるお店、

部・嶌幹夫

滋賀県菓子工業組合青年

でした。皆様に感謝。

ではないかと思わされる旅

これから自分の店、仕事

サロンスペースと社長さん

かがえるお店でした。

努力されているお店を見学

毎年幸運にも色々な方々

の想いを実現していったら

で、一つ一つに工夫がなさ

させてもらっています。毎

この規模になったとのこと

３件目は香川ばいこう堂

れ大変勉強になりました。

いただきます。

岩手県菓子工業組合青年
連合会長・小沢仁

被災地支援催事すべて完売しました。
ありがとうこざいました。

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

せる空間、茶室もあり勉強

じる道具類も現役として活

徳島の鳳月坊さんの前で記念撮影

上げ、事業の報告とさせて

になりました。滋賀県とも

・
19

また、催事収益金の一部

縁があるそうで、滋賀での

すが皆が講師の技を沢山習

っています。生徒は

業が始まり、色々な餡を作

今年度は５月

功を記念して開校しました。

回全国菓子大博覧会の成

平成元年の松江に於ける第

10

の２日間に渡り、徳島、香

の実力を養うことと、技能

手

川へと行きました。１件目

得する様に熱心に講義・実

10

岩
25

17

日

講義風景
当組合青年部恒例の研修

17

20

根
島
滋

賀
旅行、今年は２月
18
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行いました。聞き手は本紙でもおなじみの尾関勇

に迎え、「銀座の街と清月堂」をテーマに講演を

（株式会社清月堂本店

代表取締役社長）を講師

全菓連では全国組合幹部研修会で水原康晴氏

尾関‥水原社長は当然ご存

ね。

なという感じがいたします

が二つ違う流れがあるのか

っとそこで会社の成り立ち

代、京都からですからちょ

氏（株式会社アンゼン・パックス代表取締役）に
知ないですけれども、写真
を皆さまにここでご覧いた
だきたいというふうに思い

り銀座を目指して皆さんも

・大正っていうのはやっぱ

ことです。でもたぶん明治

ども、こちらがたしか大正

と遥か昔でございますけれ

のまだお生まれになるずっ

これはもちろん水原社長

ます。

出て来て商いをされたんじ
の震災前ですね。

のところに創業したという

お願いしました。

先月号より続く

ゃないかなと思います。

文明開化でハイ
カラな街銀座へ
年ですね。ちょうどこのあ

尾関‥ありがとうございま

年生まれなん

す。わたくしどもの会社も
落ちたと、それが象徴的だ

銀座はちょうど電線が全部

尾関‥御社の創業は明治

たりにご創業なされた菓子

て多かったですね。
祖父が明治

その②
銀座昭和初期

銀座戦後

ちょうど今のユニクロさん

三愛ビルがございまして、

おりました。リコーさんの

が銀座もすごく多く走って

風景でございますね。都電

で、これが最近見慣れた

ね。

う今も同じような風景です

興がすぐにはいかないとい

ていたという、なかなか復

して商売して人が行き交っ

さんの前で皆さんが店を出

災後の風景で、崩れた松屋

ありません。で、これも震

あんまりこの当時の写真が

る姿で、貴重な写真ですね。

真でございます。

ウンが写っているこんな写

だあったという、昔のクラ

ありますけれども。柳がま

です。千疋屋さんなんかも

ではあまり残ってないそう

うのがほとんど今、記録面

で何をやっていたのかとい

銀座で何が始まって、ここ

そうですけど皆さんやはり

す。小山薫堂さんなんかも

の方が多くいらっしゃいま

銀座を研究している文化人

菓子以外でも食文化として

尾関‥日本、やはりこのお

いるみたいですね。

泉正人さんがその話をして

いうと手伝いをさせていた

なんかイベントをやるって

して、歩行者天国にしても

銀実会とかいろいろありま

会とか、若手経営者の会の

て、その中に銀座通り連合

という大組織がありまし

なんですが、まず全銀座会

水原‥さて、いわゆる町会

ただいております。

ろいろお手伝いをさせてい

クのパレードなどです。い

の象徴ですね。オリンピッ

ね。

じゃないくらいでしたです

したね、今のユニクロの比

これなんかは最近の銀座

がこの辺りにあるんですけ

だいております。

長にお声かけいただくと、

で、うちはやっぱり本店

尾関‥ぜひ皆様、銀座にご

スムーズにことが進むんじ

これは、三越さんがリノ

と写真がないんですが。

尾関‥丸ビルはオープンし

ベーションする前の建物で

水原‥そうですね。それも

ゃないかと…

ど。

マカロニグラタンを日本で

水原‥（笑）

水原‥オリンピックという

初めて出したとかいうこと

話題になりましたね。

水原‥そういうのを目の当

ったというのは聞いていま

尾関‥なんか今にも繋がる

尾関‥すごい話題になりま

たりにして、やっぱり食べ

月に関東大震災があったと

ったということで写真が残

ようなお話ですね。

でご存知の方もいらっしゃ

か。

物なので時代に合ったお菓

入っていたんで、そこは大

ですが、そのあとこういう

とか全部倒れて焼けてしま

ると思うんですけど、よく

水原‥そうですね。基本的

年創業なので、まさ

た後だったんですね。

これがその当時の着物を

清月堂さんのもっとも古い

には宮内庁からのお仕事な

出店されるときには水原社

されております。

東大震災の時に、たまたま

来た皆さんが買いに来てい

この２店舗のみだったと聞

すね。出来たときでちょっ

火事に悩まされていた東

って、松屋さんの前でおし

いうふうに聞いています。

いてますが、お話しいただ

のもレストランですかね。

機運を受けて昭和の初期に

京のレンガや石造りの建物

るこをすぐ販売させてもら

尾関‥当時は店売り、今だ

す。

創業したということです。

水原‥関東大震災の前です

喜楽」のおかみさんに認め

とデパートで小売りがメイ

思うんですけどもね。

にこういう銀座っていう町

この頃に産業というか店が

その２月に丸ビルがオープ

ね。２月にオープンして９

られとありますが…

丈夫だったんです。

が、ほんとに勢いのあると

が関東大震災で崩壊してし

ンしまして、そこにお店が

水原‥そうですね。先ほど

水原‥そうですね。新喜楽

す。

きに、鹿児島から出てきて、
どんどん出来たんですね。
まったという風景もありま

に売りに歩いて、夜はその

ご紹介ありましたように、

すね。

年の関

当時の木挽町９丁目という
虎屋さんとかはもう江戸時

尾関‥そうですか。これが

地図もご覧になっておわか

にいらして、その方を頼っ

水原‥弊店も大正

新橋花柳界の真ん中ぐらい

んという横浜勧業銀行を作

包装っていうか、のしを作

尾関‥ここから清月堂さん

町に行っていたものですか

てました。橋を越えて木挽

橋とかいろんな橋がかかっ

料亭で、そのおかみさんが

非常に隆盛を極めてらした

うんですけれども、当時も

年くらいの創業だったと思

ら伺ってそのお菓子をお届

構えないでご注文があった

水原‥そうですね。お店を

インですか。

ってお届けにあがるのがメ

かではなくて、宮内庁の外

し上がりなされるお菓子と

まして、要は陛下らがお召

応御用組合というのがあり

水原‥そうですね。今も一

菓子。父が「おとし文」を

が「江戸ごのみ」という半生

さんからの言葉で、２代目

菓というのが創業の嘉兵衛

そして、本業では一代一

高いですね。

でしょうけれども、時代に

何か名物をというのもある

尾関‥一代一菓というのは

いうふうに理解しています。

いうことを強く言ってたと

うことで、その一代一菓と

子を作んなきゃだめだとい

水原‥なので、１日４時間

ら、橋から見た水面に映っ

注先というか、宮内庁の方

ので、なかなかハードルは

寝ればよしというふうに、

けするっていうのが中心だ

けるものですか？

ら大正にかけて非常に銀座

言われておりました。

うちの店の前を通って新喜

ンですけど、当時はそうや
できると。

界隈っていうのが勢いがあ

た月がきれいで清月堂と。

さんは今、築地の市場の前

水原‥ただ、本当にその時

尾関‥そういうことですね。

高田翁に頼っていってお菓

りましたから。とにかく本

尾関‥すごいエネルギーで

りなるように銀座は運河ば

ていけと言われて日本橋小

代が良かったというか、先

よろしくお願いします。

子の修行をしたそうです。

人が生まれもって苦労して

やって一日で３つの仕事が

の、いよいよ歴史の、ご紹

程来のお話のとおり明治か

水原‥冒頭、お話がありま

年とかそれぐ

にある料亭さんで、明治

網町というところに、今は

したように私が４代目なん
それが明治

す。ここで西南戦争があり

鹿児島の市内の生まれで

水原‥手に職をつけるとい

を捨ててやるしかないと。

菓子の業を東京に出て故郷

というために、いきなりお

尾関‥じゃもう生きのびる

らいですかね。

味なんでしょうか。皆さん

尾関‥これはどのような意

てあるほどです。

るものなり」と家訓に書い

業というのは１日３日稼げ

い た も の で す か ら、「 菓 子

羹、葛桜を売ったら飛ぶよ

だったんですけども水羊

８月

労をして創業したところ、

水原‥そういう、非常に苦

すね。

日で残暑の厳しい時

ですけども、それも全部嘉

のが最初のマークだったん

橋の欄干が下に描いてある

うのが、習字で丸を描いて

て、最初のロゴマークとい

それも初代嘉兵衛が作っ

ちょっとお前さんにうちの

ていました。なんかじゃあ、

ているということを見られ

を炊いてまじめに仕事をし

うすると、朝早くから小豆

楽に行くものですから、そ

をやるところですね。

が。芥川賞・直木賞の選考

日本屈指の料亭で有名です

尾関‥新喜楽さんといえば

ったと思います。

のは有名な話ですね。

尾関‥お菓子は外注という

いので外注なのです。

が、製菓は数が多く出来な

では調理はされるんです

水原‥そうですね。結局、

すごいですね。

尾関‥みなさん代々で…、

っていうのを作ったんです。

作って、わたしは「蓬の峰」

代する、要するに

水原‥そうですね。世代交

ょうか。

考えなさいということでし

合ったものを必ず代ごとに

ートだったというふうに聞

うに売れたというのがスタ

日本人にとってフィットす

尾関‥そうですか。やはり

兵衛が作っていたそうです。

に箱車で運んで行って、御

か、ご自宅にお菓子を配達

か西園寺公とか伊藤博文と

いうことで、山縣有朋公と

お客も紹介してあげるよと

しては大先輩の虎屋さんと

内庁御用ですね。これに関

たしか今もいわゆる昔の宮

宮内庁御用とありますが、

尾関‥一番下に昭和９年、

すね。

水原‥はい。今でもそうで

尾関‥大変な名誉なという

ています。

か、そういうのをお納めし

年祝賀の儀の花びら餅と

さんと３社で園遊会とか新

虎屋さんとうちと花園饅頭

水原‥そうですね。それを

尾関‥今でも本当に…

まうとかを見てきました。

た企業が急に無くなってし

この間まで隆盛を極めてい

してた関係で、本当につい

出入りの激しい町で商売を

創業者が銀座という非常に

すね。

たものだろうという発想で

のをやればその時代に合っ

た、自分の好みに合ったも

けなので、その時代に合っ

年ぐらいで代わっていくわ

まして、明治

年生まれの

年に、家が

うことですかね。

同じような覚悟をお持ちの

いています。

るすごくいいお名前だった

用を受けるようになったと

30

年に今の場所で七軒
40

歳の時に

それで、たいへんな苦労

方ばかりですが。

のですね。また、日本一と

んですけども、それでも鹿

水原‥そうですね。要する

尾関‥そうですか。屋号の

言われる、有名な料亭「新

をし、お金の面でも非常に

由来を教えていただけます

苦労して本人が

に朝４時からお菓子の仕込

か。

児島で高等小学校を出たあ

みを始めて、昼間は箱車に

と、いろいろ苦労をしたが、

乗せてお菓子を山の手の方

明治

長屋の一角を借りて商売を

なかなか仕事もたいへんだ

始めたということです。

次号に続く。

った。そこで親戚のつてを

40

伝って当時、前田マサナさ

30

27

11
10

いうのは明治

焼けてしまって。それで、

年か

極貧の中で生まれたらしい

じいさん、水原嘉兵衛って

ですけれども、私のひいお

かりで、それ以外にも木挽

なき三橋堂さんという店の

12

介でよろしいでしょうか。

清月堂の誕生

ったり、かけ紙を作ったり、

ゲスト：株式会社清月堂本店 代表取締役社長 水原 康晴 氏
聞き手：株式会社アンゼン・パックス 代表取締役 尾関 勇 氏

年８月ということで

銀座の街 と 清月堂

明治

明治

水原‥そうですね。うちも

一方、関東大震災直後の

屋さんが全国で発展してき

40
った鹿児島の先輩が内幸町

42
24

31

40

40
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全菓連では全国組合幹部研修会で、内山素行氏

その②

ズプリンという買いやすい

置こうとなり、ロールチー

は集客のためおやつ菓子を

もとって商品を並べた。中

品にした。ケースのガラス

商５００万だった店が、ち

方も来るようになった。年

りしか来なかったが、若い

層は変わり、今までお年寄

て裏でどんどん焼いた。客

ン、商品の３点売りを実現

房、焼きたてを見せるゾー

ーズケーキを提案した。厨

いう大きくて安く売れるチ

た。また、生はズコットと

きれいにし、制服も一新し

落とし込む作戦だ。外装も

うとする動機付けができ

のは集客だ。お客様が来よ

さらに、この店を変えた

れている。

い香りがするので、よく売

ツを入れて、窯で焼くとい

最中の皮にバターピーナッ

ているのかな」というアナ

な、何でこんなことをやっ

ト だ ろ う。「 ぶ き っ ち ょ だ

ナログ化することがポイン

なことだ。店はますますア

い」というようなシンプル

を炊いているから心配な

の中での流れになるから、

に乗せ、焼き印を押す。店

た人はできた商品をラック

けたら裏側から出す。出し

ーブンがスルーなので、焼

れ、オーブンに入れる。オ

カスタードを目の前で入

た。小山社長にマルシェの

ヘン、ケーキが置いてあっ

ロールケーキやバームクー

置いてある。逆側にパンや

ころにコンフィチュールが

を見ると、入ってすぐのと

がオープンされた時の写真

ビデオを見せていただくと

ょっとやり方を変えること

できたて感で１個６８０円

で、変わっていく。

ログ的なことがいい。逆に

ものにした。窯も３台にし

た。それは五感ゾーンをい

て、シュークリームを入れ

できればいいと挑戦してみ

「ここを変えることができ

焼けるところを前に迫ら

ないだろうか」となった。

せ、焼きたてのものを作っ

のお菓子を３千万売ること

いるところを見る。ただ、

た。

ができる。お客様は焼いて

ていくことが大事だ。

商品を並べておくのと、五

厨房は徹底的にデジタル化

また、綾子舞のポスター

「うちは目の前で天ぷらを

感ゾーンで見せるのでは違

し、効率よく生産性を上げ

を額縁に入れて飾ったら、

揚げている、目の前でご飯

かに構築し、店の中に作っ

題材にしたお菓子がリバイ

ていくか。お弁当屋さんが

が少ないので、２階に洋菓

バルして売れるようになっ

た。

子と和菓子が置いてあるな

臨場感
新潟県柏崎市に、和洋菓

ら、洋菓子を降ろしたらど

オープンされた。うちの会

あり、心斎橋商店街の角で

大阪にパブロという店が

やり方をしている。オーブ

る。この店も五感で訴える

こで３千万分を作ってい

売れ行きが下がらない。そ

だ。ちなみにクープドモン

感ゾーンを早く構築した方

エスコヤマの小山社長も五

レート部門で優勝された、

クープドモンドのチョコ

ゼントがあって、そしてギ

えて、試食があって、プレ

あれば、焼いている姿が見

る。ギフトを売りたいので

には、１つのセオリーがあ

しかもオーブンは表向きな
子店で綾子舞本舗という店

食べ方提案、中身提案があ

社に来て、焼けるところが

６年前、大阪で講習会を

がある。店に入るとオープ

って、持ち帰り提案がある

ギフトまでつなげていく

焼けるところが見えるオー

形で表現されている。する

う。

ブンを作って、シズル感を

ので、厨房が使いづらい。

た。これが１つの表現方法

小間にケーキがあって、ア

出して、焼きたてにした。

平台があったが、自分のと

で、綾子舞は先ず綾子舞の

ントルメのショーケース、

している時、熱心に聞いて

うかとなった。和菓子があ

人形があって、季節提案、

置いてある。年商５００万

焼き菓子が置いてある。２

いた和菓子屋さんがいた。

ったところを洋菓子にして

で辞めようかという瀬戸際

えた。裏でしても表で見え

お客様は焼いているところを見る

ンケース、和のケース、和

厨房を作り、後ろが開いて

のれん分けで店を作った。

だった。ただ、２人は若い

るものにしたら、売れるよ

ころのものではない商品が

尺の

の平台、季節のイベントケ

バブルの前は忙しかったの

区を見るとわか

から、頑張られたらいいと

ら、無理矢理出していた。

たら売れると言われたか

あった。窯を店の前に出し

んから譲り受けた南蛮窯が

厨房がこんなに近いのにで

なテーマである。この店は

て感をいかに出すかが大事

るが、できたて感、焼きた

ての五感ゾーンを作った。

パリの鶏屋のように焼きた

円になった。店は同じだが、

うになり、６年目で３千万

が落ちてきたからどうした

っていた。それで売り上げ

り、入ると倉庫のようにな

階には和菓子と洋菓子があ

菓を、もう一度復活させよ

ゾーンは、昔からあった銘

ら売ろうと提案した。和の

商品の起承転結を見せなが

が奧にあり、目立たなかっ

ができる。以前はポスター

を買おうかという動機付け

と、お客様がこの店でこれ

適していると思った。チー

行ったら、見せることには

置きたいと言った。現地に

見えるトンネルオーブンを

炊く機械も３台並び、炊く

にしている。カスタードを

お客様がいる側が見える面

ンがスルーになっており、

代風にアレンジしていくこ

外国でも通用し、うまく現

を必ず使われる。和素材は

ースや黒糖ベースの和素材

ドでチョコレートに抹茶ベ

かだ。

の中で一貫して続けている

いくと思う。これを店作り

を作ることが構築になって

フトにつながるストーリー

恩会の時に差し上げる。○

とが大事だ。小山社長の店

○中学校、祝卒業。夢にと

ところを見せている。ラッ

で育った人は大人になった

クからタルトを取り出し、

らシュークリームを食べる

ズタルトは１個６８０円

２軒だった。それがいいの

で、毎月３千万売れており、

か悪いのかは分からない。

きめけと謝恩菓子をぽんと

た。また、表にあったオー

か「いいパッケージにしよ

置く。己を知り、世界を知

ブンを店内に持ってきた。

う」ではない。ギフトはそ

のではという気がする。だ

り強くなれ、絆などパーテ

うと話した。洋菓子で集客

る？」、「わからない」と言

から、今こそ和と洋の壁を

をかけて、既存でギフトに

ったら「サンゴを食ってい

逆に洋菓子屋は凄い数で独

外して、集客部材に洋の部

らいいのとなった。この店

ゴ礁の神秘的な美しさ、そ

立される。すると絶えず考

はそこで作っている臨場感

してその中を原色の魚たち

ういう一連の流れの中にあ

え方が活性化され、淘汰さ

もちパイという商材を焼い

てくれます。浜辺を歩いて

るものだろう。今、３Ｄと

て、目の前で売って主力単

いると３隻の小さな船があ

るんだ」といった。私はそ

いう言葉があるが、平面的

きたて感がない。このため、

縄那覇空港から石垣島に向

が泳ぐさまはとても感動し

の時、これがギフトだなと

スルーのオーブンに取りか

かうため、飛行機を乗り継

り、「 お 客 様、 き れ い な さ

思った。要するに沖縄に来

というエッセイを書いてい

機関誌で私が「心の風景」

ら好奇心の強い私はこの目

ことです。全国を回りなが

たときに見ることができる

町というよりは村といった

分走ると川平という小さな

着。そこからさらに車で

た。船に乗り込むとほかの

見ませんか」と誘われまし

どこかで食事をしようと外

ここからだが、その夜、

た、石垣に来た、グラスボ

っと立面上に描ける仕方

なギフト表現ではなく、も

れを踏まえると、和菓子屋

れることになっていく。そ

ら、客を増やし、洋菓子屋

材をうまく取り入れなが

仰天の声らしい。食べた人

ィで差し上げると、みんな

サンゴの味

分程度で石垣空港に到

ました。

る。究極のギフトだと思っ

ートに乗った、サンゴも見

ステラよりも、これをボー

に出た。本当に真っ暗なの

ンと見せて目の前で切って

お客様は船底を囲むような

くことだ。ただ、絶対に大

あげたほうが喜ぶ。そうい

風情の場所に到着します。

事なことは客数だ。客数が

で見て、触れて、食してさ

っていくと思う。また、新

減りだしたら、赤信号だと

た も の を 書 い た。「 サ ン ゴ

しいものができると、新し

は必ずモーラさんのお菓子

デイリーで迎え、プレゼン

い考えができて、新しいや

だったらもっと和の考え方

トに昇格させ、ギフトにし

うものだろう。カステラ

のように今から洋菓子もだ

た。その魚の味がサンゴの

ていく。店作りを見ていく

思うべきで、その時に何を

が、まだたくさんあると思

味 が す る。「 サ ン ゴ を 食 べ

り方になっていく。そうい

た、きれいな熱帯魚を見た、

１軒あった。お客は私１人

ているからうまいよ」と言

と、まだまだ十分可能性が

で、幾つかの家の灯りを頼

だった。入ると、魚がたく

われた時、こういう一連の

形で座り、船底はガラスで

テレビのようによく見え

さん置いてあった。博多の

流れがあると感じた。ただ

ダイビングを少々たしなむ

て、船が動き出すと船底が

人間からすると沖縄の魚は

「いいお菓子を作ろう」と

まざまな発見と出会いまし

は人気のダイビングスポッ

船のスピードと同じ速度で

大味だろうと思った。とこ

の味。出張の醍醐味はいろ

トであり、また沖縄でも有

見えます。海中を沖縄特有

ろが「沖縄の川平の魚を食

を買う。お客様は桐箱のカ

名なきれいな海とサンゴが

の真っ赤な色の魚や鮮明な

べてみて」と言われて、食

を生かしてギフトをしてい

ある場所です。町に着くと、

マリンブルーの魚たちが優

べたら、凄くうまい。食べ

んだん新規独立は少なくな

石垣出身の歌手ビギンの涙

雅に泳いでいます。その中

ていて、その親父さんが私
るか。

う。五感で訴えて食べさせ、

そうそうがかすかに流れ、

で特に驚いたのは海の中に

質問

内山

寿司屋に行って魚を食べ

はるばる石垣まで来たとい

広がるサンゴの豊富さとそ

に言った言葉が忘れられな

はあまりないと聞く。長く

りに歩いて行くと寿司屋が

う感慨を覚えます。私はそ

の美しさです。言葉では言

い。「 川 平 の 魚 は う ま い で

できていて海の中がまるで

の小さな民宿に宿をとり、

い表せない、そこはまさに

ケーキ屋の長寿企業

続けていくための秘訣はあ

年間やってき
30

て、和菓子屋の新規独立は

私が

あると思っている。

早速散策を始めました。空

サンゴの王国でした。サン

質疑応答

気がうまい。香ばしいよう

しょう。何でうまいかわか

な潮風。私を異空間に招い

私が言うまでもなく、川平

エスコヤマ

た。石垣島の川平にて、沖

50

いろなところを時間が空い

30

ぎ

んごをこのグラスボートで

焼きたてと書いてあるけれ

10

ど、焼きたて感は全然ない。

ースがあり、逆側に

に、弾けてから売り上げが

思った。

内山 素行 氏（㈱七洋製作所社長）

落ちていった。店内を見る

集客商品 と 和 と 洋 の
クロスオーバー的菓子製造について

と、ショーケースとお父さ

歴史は古いが、お父さんの

焼きたての五感ゾーン

先月号より続く。

テーマに講演を行いました。

和と洋のクロスオーバー的菓子製造について」を

（㈱七洋製作所社長）を講師に迎え「集客商品と
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べ出すか。シュークリーム

ちが年をとったら饅頭を食

いること。では、その子た

餡が嫌いという子供が結構

た、不安に思うのが、今は

までいいのかなと思う。ま

でしていかないと、このま

うイノベーションを店の中

ジカードにした。これを謝

の人はカステラをメッセー

いとお菓子屋をされた。そ

から、テイクアウトをした

では売り上げが上がらない

ンス料理屋は、イートイン

る。モーラさんというフラ

するかが大事な決断にな

う。

事な時代になっていくだろ

うしたことの切り口が、大

新しい風がある。今からこ

倍も感動している。ここに

をもらった方は恐らく何百

斤の原価に比べたら、これ

10
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し、葛種が透明になってい

る。

扱いにくくなるため注意す

※工程⑸でα化しすぎると

逆さまにして蜜を切る。

に冷却すると生地が白濁し

※蒸れ上がった後必要以上

があれば良い。

わってくる。全体に透明感

ています。そして、広島県

供する店が次々と姿を消し

で、クリームぜんざいを提

と後継者不足などの理由

と仰る方もいて、来場者の

は「たむらの？懐かしい」

購入されたお客様の中に

ました。

３」と銘打って販売いたし

分ほど蒸

たら水をはったバット等に

菓子工業組合青年部がこの

⑻中位の蒸気で

【工程】

移し冷却する。
てくるので人肌程度で水か

大多数を占める近県在住者

ｇ（青梅含む）

⑴種なし青梅のくりぬきの

※蒸し時間は蒸気の強さや

にクリームぜんざいの存在

中餡………

中に中餡を詰め込んでから
⑼熱が抜けたら型から外す。

菓子博を契機に、再び広島

ｇの餡玉を用

の食文化として後世に残す

意する。

青梅込みで
ら出す。

⑵葛粉に水を徐々に加え手

を広くアピールし、旧くて

教師
鍋の中でのα化の状態で変

【中餡配合】

べく、現在ではすでに閉店

智宏
※種なし青梅は布巾などに

白生餡……………３００ｇ

手に入りにくい時代に誕生

•••••••••••••••••••••••••••••

グラニュー糖……１８０ｇ

でよく溶いていく。溶けた

日本菓子専門学校 森山

葛饅頭「青梅」
個分）

新しい広島名物として再生

※種なし青梅丸Ｍサイズ一
ールをすすいで加える。
の全菓連青年部中四国ブロ

ひろしま菓子博２０１３

後間もない頃にまだ物資が

ながら冷やしたもので、戦

来、再開発や店主の高齢化

うです。しかし、ここ十年

って愛されてきた氷菓だそ

クリームぜんざい２０１

を加えて復刻再現し「廣島

ないでしょうか。

し鍋に移す。残りの水でボ

⑶グラニュー糖を加え木杓
ックブースでは、かつて広

発展を遂げ、

させることができたのでは

ら水を１００ｇ程残し加え

してしまった有名店「たむ

挽き茶・黄色補色

ら」の当時の味にアレンジ

参考Ｂｒｉｘ

年余にわた

【生地配合】

水…………………５００ｇ
粒

子で混ぜてから火にかける。
島固有の甘味として長く親

ＦＡＸ ０３－３４０７－５４８６

日、ひろしま菓子博

に作った揃いのはっぴを着

菓子を張り付け、博覧会用
４月

２０１３会場にて行われ

前で午前と午後の２回、全

また、全国菓子めぐり館

覧会が行われ、青年部員も

国の青年部から集めたお菓

日は内

見学をした。夕方からはメ

挨拶に駆けつけた。翌日、

重県菓子工業組合岡理事も

長、次期菓子博開催地の三

等にお菓子を配った「愛の

被災された幼稚園や小学校

では昨年、東日本大震災で

・北海道ブロックのブース

全国菓子めぐり館の東北

子を無料配布した。

日は全国から参加した青

行った。全菓連の岡本理事

ルパルク広島で、懇親会を

た。開会日前日の

て担いだ。

全菓連青年部の交流会は

お菓子の神輿を担ぐ

全菓連青年部交流会を開催

⑷木杓子で鍋底をまんべん

ら練る。

売されました。

「クリームぜんざい」が販

「クリームぜんざい」と

％ほどα化し

てきたら、火からおろしゆ

聞くと白いソフトクリーム

～

っくり混ぜる。

に小豆、栗の甘露煮等が入
ったものを思い浮かべる方

⑹全体が混ざりペースト状

移す。

が多いのではないでしょう
か。この「クリームぜんざ

⑺坊主型に生地を約
れ中餡を押し込むように置
きさらに
込む。

あんに水を加えて、撹拌し

い」は水飴、砂糖、小豆粒

ｇ入

になったらデボジスターに

⑸葛が

で惜しまれつつ姿を消した

しまれながら、諸般の事情

廣島クリームぜんざい

し、広島県内だけで独自の

15

なくこするように混ぜなが

混ぜ、目の細かい篩いに通

葛粉………………１００ｇ

グラニュー糖……３００ｇ

55°
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菓子博の青年部中四国ブロックブース

（約

25
70
ｇ程生地を流し
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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。

18

輿を行った。神輿には参加

年部メンバーでお菓子の神

た。

菓子運動」もパネル展示し

した青年部が持ち寄ったお

お菓子の神輿
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