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栄養成分表示が義務化へ

食品表示法が成立

示の重要性から︑名称や消

定 ︶︒ ま た︑ ア レ ル ギ ー 表

３年となっている︒

見直しの検討期間は施行後

格消費者団体による当該事

やおそれがあるときは︑適

く事実に相違する表示行為

の在り方についての検討も

まえ︑製造所固有記号制度

いう消費者からの要望に踏

在地等の情報を知りたいと

付帯決議には製造者の所

いよう︑引き続き要望して

造業に過度な負担とならな

してもらう等︑中小零細製

は対象事業者の規模を考慮

検討される︒全菓連として

題として残っており︑今後︑

一方で今回︑加工食品の

業者への差し止め請求権が

盛り込まれている︒

原料原産地の表示義務拡

盛り込まれている︵適格消

費期限などと同様に表示す

費者団体とは︑特定商取引

べき項目として新たにアレ

られる︒法人の罰金は回収

法︑景品表示法と同様の規

大︑遺伝子組み換え︵ＧМ︶

命令違反が３億円以下︑原

ルギー物質を示す﹁アレル

年以内を予定している︒ま

産地偽装が１億円以下等

食品表示の強化・拡大︑食

た︑違反業者の罰則が強化

で︑現行の食品衛生法で定

品添加物表示の在り方が課

食品表示法の要点として

される︒これはアレルゲン︑

める最高額より引き上げら

ゲン﹂が食品表示基準にさ

は先ず複数の法律で定めら

消費期限などの安全性に影

れた︒また︑同法には内閣

れた︒

れた食品表示ルールを一元

響する基準に違反した場

総理大臣等に対する申し出

食品の原材料や添加物︑栄養成分などの表示方法を統一する食品表示法が成立

化すること︒次に︑加工食

合︑緊急の必要があると認

養成分表示が義務化される︒

価格の表示に関する特別措置

消費税転嫁対策措置法

す﹂といった掲示を行う︒

⑵事業者が税込価格に併せ

て︑税抜価格を表示する場

品表示法第４条第１項︵不

に表示されているときは景

合において税込価格が明瞭
○○円︵税抜︶

当表示︶の規定は適用しな

消費税転嫁対策措置法で

○○円︵税抜価格︶

法に分かれていた表示ルールを一元化し︑任意だったエネルギーや脂質などの栄

日に公布された︒同法はこれまでの食品衛生法︑ＪＡＳ法︑健康増進

品の栄養成分表示は原則義

めるときは︑食品の販売業

し︑６月

務化される︒ただ︑業者に

等があるが︑その中で著し

行く︒

対しての準備期間を確保す
者に回収や業務停止を命じ

同法の施行は２年以内で

るため︑義務化は施行後５

○○円︵本体価格︶

いこととされた︒

主税局税制第二課 ０３︱

⑴の問い合わせ先

月１日から
施行されるが︑その中で消

○○円＋税
︵例２︶個々の値札等にお

３５８１︱４１１１

年

れ状況を視察し︑同小豆を

費税の円滑かつ適正な転嫁

いては﹁○○円﹂と税抜価

⑵の問い合わせ先

千３３２・

各段の進歩が見られた︒１

また︑今回は管理体制に

もあるため︑以前よりかな

小粒︒選別は工場が現地に

ると思われる︒ただ︑粒は

い︒現地で低温保管してい

この時期にしてはヤケが無

検品では色はきれいで︑

いる︒

よう努めること︑とされて

に﹁税込価格﹂を表示する

事業者はできるだけ速やか

点から上記の特例を受ける

但し︑消費者への配慮の観

る特例が設けられている︒

を表示しなくてもよいとす

を講じていれば﹁税込価格﹂

と誤認されないための措置

表示価格が税込価格である

ながら︑妻︑母として一人

彼女に﹁宇宙飛行士をし

さんの話を紹介したい︒

初の宇宙飛行士テレシコワ

大変だと思う︒そこで女性

動と何役もこなし︑本当に

の他に家事や育児︑地域活

女性社員を見ると︑仕事

め︑その時︑その時の自身

ことはすべてやり切ると決

抱えているものだ︒大事な

人は常に幾つもの課題を

も中途半端になるだろう︒

に心を奪われたら︑どちら

悩み︑仕事中に子供のこと

供と接している時に仕事で

した﹂と答えた︒確かに子

消費者

財務省

格のみを表示し︑別途︑店

庁表示対策課 ０３︱３５

は︑平成

確認した︒上期の共同購入

の確保や事業者の値札の貼

菓連扱い数量４０２・ ㌧︶ り替えなどの事務負担に配

内の消費者が商品等を選択



数量は２千４９７・ ㌧︵全

慮する観点から﹁価格の表

する際に目に付きやすい場

で︑横浜港

示に関する特別措置﹂が設
㌧︵同２５６・

０７︱８８００

けられている︒具体的内容
戸港１千１６５・

所に明瞭に﹁当店の価格は

㌧︵１

務局・全菓連︶では︑７月

は次の通り︒

㌧︶と神

３日︑南本牧・上組に倉入

雑豆実需者団体協議会︵事

共同購入の天津小豆
年度上期共同購入
日に横

㌧︶が８回に分け

袋ずつタグが付いており︑

︻具体的な表示の例︼

三役を果たされています

の課題に専念し︑全力で取

全て税抜価格となっていま

商品番号が全部連番になっ

︵例１︶値札︑チラシ︑ポ

が︑どのような努力をした

全菓連総務・渡辺嘉一郎

り組んでいくことである︒

月１日以降︑

ていたので︑トレサビリテ

スター︑商品カタログ︑イ

のでしょうか﹂と聞いたら

年

ィーも進んでいると思われ

ンターネットのウェブペー

﹁妻の時は妻に専念し︑母

⑴平成

る︒バーコードを読み取る

ジ等において︑商品等の価

桜梅
桃李

して︑全力を尽くし抜きま

飛行士の時は宇宙飛行士と

ストを尽くしました︒宇宙

でいる時は母に専念し︑ベ



と取り扱った会社の情報も

格を次のように表示する︒
紙も三重になっている︒

りよくなっている︒

取得できる︒袋は新品で︑

て入港される︒

４６・

99

管理体制に各段の進歩
平成
の天津小豆が６月

横浜に入港した天津小豆を検品
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浜港へ入港したため︑輸入

1
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第892号
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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892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７月15日

・１ｍ、死者数千人、

く、やがて激震になったと

初めはゆるゆると次第に強

られた。又１９９３年頃ア

庁から防災功績表彰を受け

木工事は荒廃した被災地か

年かけて修造し、この大土

に務めた他、当時では最大

「濱口五兵衛」の物語を紹

いう。史実は前述の安政南

らの住民の離散を防ぐとと

材としてそのまま採用され

介した。小泉八雲は作中に

メリカ合衆国コロラド州の

もに将来襲来するであろう

波

祭の準備に心を奪われてい

も触れられている明治三陸
海地震の津波が広村に襲来

小学校では「稲むらの火」

ている紀州有田の農村の長

た村人達に危険を知らせる

した後、濱口梧陵（物語で

津波の来襲があると気付き

は本当ですか」と尋ねられ

為、五兵衛は自分の田にあ
地震津波の情報を聞き、こ

は五兵衛）は自分の田にあ

対策を教えているというの

たが、小泉首相は戦後世代

の作品を書かれたと推測さ

アジアの
東、日本列島

なのでこの話を知らなかっ
る刈り取ったばかりの稲の

れる。但し地震の揺れ方や

級の堤防・広村堤防を約四

では天災とい

束（稲むら）に松明で火を

年９月になって国土

われる台風・
た。早速東京の文部科学省

つけた。火事と見て消火の

読本として使われていたこ

な費用は梧陵が私財を投じ

じた４６６５両という莫大

昭和

地震・津波等
に照会したが誰も知らなか

った藁の山に火をつけ安全

ともある。

津波に備えた防災事業であ

った。

な高台にある広八神社への

年３月

のニュースには事欠かな

津波の襲来回数など史実と

避難路を示す明かりとし速

い。直近の平成

異なる部分も多い。又「地

たものである。当時として

「住民百世の安堵を図る」

は巨大な堤防建設の際に

との言葉を残していたが、

刻（七ツ半）１８５４年新
日 で あ る。（ 本

年後の昭和

むらの火」が起った嘉永７

るかは情報の伝達の速さが

月

年広村を昭和南海地震が

襲ったがこの堤防の為に被

梧陵の活躍を讃え、広村堤

害を減らすことが出来た。
濱口梧陵（文政３年６月
年４月

防には感恩碑が１９３３年
日―明治

日）

文では新暦）

堤防完成から

人）津波から命を救え

関わっているという教訓を

生した安政東海地震（東南

った。この復興と防災に投

為に高台に集まった村人達

震から復興を遂げた後、五

年から
の眼下で津波は猛威を振る

日の東日本大震災は地震に

った。この五兵衛の機転と
やかに村人を誘導すること

年まで国定教科書で

兵衛が存命中に神社が建て

昭和
ある尋常小学校五年生用
犠牲的精神で村人達は皆津

れた「津波防災の日」は

津波が加わり、その上に原
子力発電の放射能もれ、未
「小学国語読本巻十」と「初

月５日となった。これは「稲

２０１１年６月に制定さ

だにその後始末が終ってい
ができた。結果として村人

みんなが知ろう
一五九年前の津浪
か え っ て み よ う。「 稲 む ら

暦で

この「稲むらの火」は史

月５日庚午の申下

の火」は安政元年江戸時代

残した。これをもとに作ら

火」と題され掲載されてい

年甲寅

後期の嘉永７年に発生した

者

の 九 割 以 上 を 救 っ た。（ 死

関東大震災でも阪神淡路

ないのが現状である。

大震災でもなかったのが津
波だ。原発も津波の影響が
大きい。津波という言葉は、

「稲むらの火」

た。具体的な年代や場所な
海地震含む）と共に一連の

私の小学校時代の国語の教

れた物語が「稲むらの火」

科で教わった「稲むらの火」

実に基づいているものの実

だ。

時間前に発

を思い出す。この「稲むら
どの記述は省かれ普遍的な

南海地震で約

の火」は２００５年１月イ

月「津浪祭」を行い梧陵

小泉八雲の作品「 A Livi
」を詠んで感銘をう
ng God

建立され、広川町では毎年

東海・東南海・南海連動型

は紀伊国広村（現、和歌山

地震で安政地震、安政大地

県有田郡広川町）出身の実

年小泉八雲

際とは異なる部分がある。

けた地元湯浅町出身の南部

これは明治

業家・社会事業家・政治家。 の遺徳を偲び、災害の記憶

物語として構成されてい

一五九年前の「稲むらの

た。しかし前述のこともあ

町の小学校教員中村常蔵

は 成 則。 醬 油 醸 造 業 を 営

火」を思い出すべきではな

ンド洋大津波をうけてジャ

震とも総称された。前年の

（明

む濱口儀兵衛家（現ヤマサ

かろうか。

カルタで開催された東南ア
（ラフカディオ・ハーン）

に文部省国定国語教科書の

醬油）当主で７代目儀兵衛

回通常総会を開催

年

と災害への備えを伝えてい

たこの作品が入選、国語教

業活動及び会員校の紹介を

した橋を修理するなど復旧

質向上のための事業に協

洋菓子業界の技術振興、資

全菓連理事長・岡本楢雄

る。

書籍の販売の総頒布高は

行う。６・資格取得者の待

賛、助成する、②技術専門

立ち上げ、全国製菓衛生師

について検討する委員会を

教育センター理事長および

よる

象に、会員校からの推薦に

①加盟校の優秀な学生を対

１・製菓衛生師並びに技

る、８・和洋菓子業界への

事業に反映するよう努め

る、９・本頒布事業、とな

う広報活動を支援、助成す

⑻優秀学生の表彰

養成施設協会と協議し、製

能検定制度の普及、２・製

⑹製菓衛生師法の諸問題

菓衛生師法及びそれを取り

関係菓子業界４団体の代表

っている。

②技術専門校生を対象に

授与。

校のＰＲに努める。専門校

た研修会を開催、４・会員

・会員校教職員を対象とし

関する諸問題の取組み、３

◎平成

「働きながら学ぶことにつ

名に対し、日本菓子

巻く状況について意見交換

広報事業に取り組む、①和

①厚生労働省医薬局食品保

いて」をテーマとした小論

長崎県菓工組前理事長

た。
而して告別式は

～

月

年に全菓連副理事長を務め

化に尽力され、平成

展と全菓連傘下組合の組織

菓衛生師制度等資格制度に

健部企画課に対し、製菓衛

・ポスターおよび加盟校の

増山茂雄 氏逝去
山茂雄氏は

歳。
故人は中小菓子業界の発

係者多数が焼香した。

盛儀にとり行われ、業界関

日、長崎市メモリード典礼
ポスターを統一製作。５・

された。享年

長崎県菓工組前理事長増

教育センターのホームペー

会館でしめやかなうちにも
⑼会員の拡大

ジにより、当センターの事

日に逝去

⑽出版物など販売事業

今年度の入会は無かった。

月
力開発協会の依頼により和

技術専門校・入学案内書と

敬 弔

者による表彰状と記念品を

生師に関わる諸問題につい

作

⑺関係官庁への協力

した。

⑷技術専門校が菓子業界

文の応募作品の中から

した。

に対し、訓練校に対する理

て、情報交換や資料提供等

品に対し記念品と賞状を授

月に同センターで統一制作

よびポスターを平成

⑶技術専門校入学案内お

生徒募集に貢献した。

日本菓子教育センター
日本菓子教育センター
（理事長井和明氏）では

年度

回通常総会

日に、浜松町東京会

館において第
を開催した。
同センターの平成
事業報告についての主な内

解を深めてもらうための広

与した。

学校要覧を制作、配布する。

に協力。
校につき

万円の助成を行

②技能検定の問題作成の委

25

91

報事業を実施した場合、１

87
洋菓子検定委員を推薦。

任を受けている中央職業能

17

6

容は次のとおり。
⑴会員校教職員を対象と

った。
⑸決定版・和菓子教本を
作成。

22

した研修会を開催。
⑵ポスター、加盟学校要
覧を作成し、全国約五千四
十の高校に配布。会員校の

6
76

21

23

年度より再度

黒船来航を期に安政と改元

教材公募が行われると児童

を名乗った。災害後は破損

ってか平成

され年表上では安政元年だ

向けに翻訳・再構成し、「燃

ジア諸国連合緊急首脳会議
」
A Living God

から安政を冠して呼ばれ

ゆる稲むら」として応募し

約三七〇六万円で昨年対比

遇改善、７・専門学校、技

校が和洋菓子業界に対し行

梧陵は雅号で字は公輿、諱

を 著 し た。 西 洋 と 日 本 の

月
時、Ｍ８・４

・３％と報告された。

術専門校間の交流を図り、

―平６）は昭和９年

「神」の考え方の違いにつ

る。発生は１８５４年

11
年度の事業計画

40

29

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

は英語で「

いての文章で、この中で人

小学校教科書に取りあげら

この物語は、村の高台に

並はずれた偉業を行ったこ

れている。

の小泉純一郎総理大臣に
住む床屋の五兵衛は、地震

時～

の揺れを感じた後、海水が

17

～８・５、震度６～７、津

日

「日本では小学校教科書に

の席上でシンガポールのリ

ある。

11

『稲むらの火』という話が

21

とで「生き神様」と慕われ

18

沖合へ退いて行くのを見て

ー・シェンロン首相が当時

24

88

さて、ここで史実にふり

られた」とする点は誤りで

62
11

12

21

30

あって、子供の時から津波

15

32

22

この教材は昭和

を 英 訳 し た「
The
Burning
」が副
of The Rice Field

16

ある。

11

波から守られたという話で

23

等科国語六」に「稲むらの

12
24

第

16

12

12

６月

24

22

10

24

10

37
37
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和菓子宝鑑
製菓実験社編集部 編

年

の中から再編集︒名匠の技
と心を後世に伝える貴重な

記録である︒

ジを豊富に使って紹介して

一 恵 集 ︶︑ ㈢ 茶 の 湯 葉 子 の

〝秘伝〟の章︵作品・一語

章︵ 作 品 ︶︑ ㈡ 上 生 菓 子

Ａ４判２４５ページ︒定

者必携の一冊といってよい︒

イブルとして技術者︑経営

技術向上に︑上生菓子のバ

次代を担う若手育成に︑

いること︒

章︵ 作 品・ 一 問 一 答 集 ︶︑

内容は︑㈠二十四節気の

㈣上生菓子〝製法〟の章︵作

製薬実験社︵☎０３︱３４

価５０００円︵税・送料別︶︒

７１︱７５４１︶発行︒

品・製法集︶︒
特色は︑数百点に上る作

テル札幌

日︑菓子博褒賞

授与式︑東京ドームホ

７月

行事予定

品をテーマ・項目別に分類
したカラーデザイン集／名
匠が語り尽くす奥義・秘伝︑
後世に伝えるメッセージ／
上生菓子製法のイロハから
極意まで︑さらに意匠考案
のヒントなどをカラーペー

17

﹁製業製パン﹂誌に
にわたって掲載された記事

和菓子宝鑑

北海道

10

様の話をさせて頂く︒６月

との思いもあり︑今回も同

も良い方向に改善が進めば

きで申し訳ないが︑少しで

分かり易いとした︒引き続

れを動かす人が悪いのかが

ものが悪いのか︑或いはそ

考えれば︑組織や制度その

したかを判断の基準にして

備わっている︒だから機能

組織や制度には本来機能が

▼前回︑社会のあらゆる

れ︑多くの加盟店が本部の

るのが業界の常識と言わ

提に仕入を加盟店に指導す

棄だった︒一定の廃棄を前

は︑消費期限前の弁当の廃

コンビニで問題になったの

報道されていた︒このころ

の食料自給率が低いことも

た︒そして同じ時期︑日本

の論陣を張る社説もあっ

長続きするとは思えないと

食べ物を粗末にする業態も

縛るビジネスは問題だか︑

た︒また︑加盟店を不当に

十〜三十㌧あると言われ

さえ︑一店舗当たり年間二

あり︑合理的なコンビニで

ンビニの合理性から判断し

した最も良い解決策を︑コ

合理性とお客の信頼を調和

たか︑把握はしていないが︑

が︑その後どのように進め

弁当問題の改善をコンビニ

かかわらず︑起きていた︒

しんでいた状況にあるにも

とが︑当時デフレ経済で苦

が廃棄される︒こうしたこ

これらの商品は︑ほとんど

ないので返品する︒そして

限が近くなった商品は売れ

た︒また小売店は︑賞味期

同じようなことが言われ

と記されていたが︑当時も

棄される食品も少なくない

期間ということになり︑ど

て食べられる一定の時期・

物のおいしさをよく味わっ

をつなぎ合わせると︑食べ

期間と説明している︒これ

て決められた一定の時期・

と︒そして期限は︑前もっ

をよく味わって食べるこ

引くと︑食べ物の美味しさ

賞味期限の賞味を辞書で

だ︒

る期限と理解しているよう

安だが︑消費者は食べられ

は︑美味しく食べられる目

限の本来意味するところ

したと思う︒また︑賞味期

策としてこのような対応を

律用語として相応しいとこ

らも︑四文字熟語の方が法

取られることは承知しなが

ぎかも知れないが︑期限と

だろうか︒さらに︑言い過

期限と言う言葉を使ったの

律に合う言葉として︑賞味

多くて使えない︒だから法

る目安という言葉は字数が

律には︑美味しく食べられ

悪いということになる︒法

に︑この言葉を使った人が

目安が目的であるところ

なく︑美味しく食べられる

限という言葉が悪いのでは

つまりこの場合は︑賞味期

果で︑気の毒な話である︒

全菓連だより

日付の毎日新聞に﹁鮮度



名匠の上生菓子十二ヵ月
示の話は難しくされがちな

論理で考えてみた︒ただ表

で︑表示と関連づけ︑先の

は以前にも問題になったの

ことが書かれていた︒これ

いうタイトルで食品ロスの

が第一 売れ残る商品﹂と

は︑６月

日の記事に︑製

た︒また賞味期限について

ていた疑いがあるとされ

値引き販売を不当に制限し

らに加盟店に︑弁当などの

指導を受け入れたうえ︑さ

作ったものはその日に売り

弁当での対応は︑その日に

しているので︑コンビニの

言葉は︑言葉と意味が符合

べられる期限である︒この

▼表示での消費期限は食

て見つけたと思う︒

とになる︒しかし本来もと

機能は︑果たされているこ

賞味期限という言葉が持つ

ない︒そういう意味では︑

期限と理解するのも無理は

強くなる︒だから消費者が︑

うしても期限の意味合いが

いることの現実を考える

て い る と 思 う が ︶︑ 起 き て

ンビニの弁当問題は解決し

されてないようなので︵コ

問題で︑目立った改善はな

てしまう︒今も食品ロスの

だわり使ったのか︑と疑っ

13
い四・五年前のこと︒食品

うに思えるが︑この話はつ

じられ︑随分前のことのよ

▼時の過ぎるのが早く感

聞き頂ければ幸いです︒

ので︑以下は参考程度にお

ているため納品されずに廃

ーカーは︑在庫を多く抱え

とのことで欠品を恐れるメ

﹁３分の１ルール﹂がある

店に納品できない商習慣

の１の期間内でないと小売

造から賞味期限までの３分

い︒コンビニは︑先の解決

する商品はほとんど出さな

つつ効率よく販売し︑廃棄

を作り︑販売機会を確保し

を的確に把握した上で商品

切る︒そのために消費動向

言葉にとっては不本意な結

に言えば︑賞味期限という

少し違うことになる︒さら

これを期限と取られると︑

く食べられる目安なので︑

められているのは︑美味し

う︒

こは︑直す必要があると思

適正でなかった︒やはりこ

と︑この言葉を使ったのは

全菓連理事・千田仁司

廃棄物が年間二千万㌧近く
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パン講習
日本菓子専門学校

教師

【基礎編】
鈴木 信明

食塩……………………
砂糖……………………
脱脂粉乳………………

夏のデニッシュ
【配合】
バター…………………

℃

ター追加後）低速５分
しずく形：クレームパティ

リンゴ、ミント、ツヤだし

※カシス、青リンゴ、フレ

⑤急速冷凍庫で早く冷ます。

ステンレスのトレイに流す。

に置き換える。

ときはそれぞれのピュレ

ーズの各クリームを作る

エティーに富む。

りを考え変更するとバラ

※トッピングは季節感、彩

生地温度
シエールフレーズ、キウイ、

℃・

る林文子さんという方を紹

すと、横浜市長をされてい

先日テレビを見ておりま

ます。

支社の社長にまでなってい

を上げ、たった十年で東京

男女の差別がないため業績

とです。

えるかを常に考えているこ

さん（市民）に喜んでもら

っていて、どうすればお客

林市長の強みは現場を知

は起きなかったと思います。

•••••••••••••••••••••••••••••

若い後継者は現場を熟知し、

店一番の職人であれ

ィシエール ブルーベリー》

介されていました。この林

パテ

牛乳………………５００ｇ

氏の経歴が異色で、高校を

みや事務をされた後自動車

卒業したのち企業でお茶く

て、横浜市長になった方で

Оや東京日産の社長を経

れ、ダイエーの会長兼ＣＥ

その後、経営手腕を買わ

勉強の方に力を入れている

にまかせ、息子には経営の

製造は従業員やパートさん

親は菓子の命であるはずの

し商売が大きくなると、父

我々菓子屋の商売も、少

ブルーベリーのピュレ

ｇ

卵………………………４個

メーカーのセールスに応募

グラニュー糖…………

…………５００ｇ

【 配 合 】《 ク レ ー ム

《クレームの作り方》

イチゴ、チャーピル、ツヤ

分（

せる。バターを包み、そ

％）発酵後、ビニールに

発酵時間

の後三つ折り３回行う

だし、紛糖

ｇ

包み要冷蔵して一晩休ま

ｇ
※一回ごとに休ませなが

２・５㎜厚に伸ばし、

形に成形する。
℃・

大きさにカット、目的の

縮みを入れ、それぞれの

成形

ら折り込む

ｇ

ｇ

全卵………………２５０ｇ

低速８分（バ

…………７００ｇ

フランスパン専用粉

ミキシング

【工程】

水…………………２５０ｇ

ｇ

)

強力粉……………３００ｇ
生
( イースト
………………

パン酵母

分（
ｇ

粉末アーモンド………

丸形：クレームパティシエ

写真左から

ー糖と卵を白くなるまで撹

②ボールで残りのグラニュ

を手鍋に入れ沸騰させる。

リー、グラニュー糖の一部

①３／４の牛乳、ブルーベ

【工程】

ットの手配をしたりして、

してきたり、歌舞伎のチケ

と聞くと買い物を代わって

けでなく、奥さんが風邪だ

び込みを行い、セールスだ

を出すために一日百軒の飛

のセールス職は無く、結果

するのですが、当時は女性

所に入れなかった児童のア

スト一位だったのを、保育

児童がいて、日本でもワー

五百人以上のいわゆる待機

横浜市は、三年前には千

す。

女性百人」に選ばれていま

「世界で最も影響力のある

す。アメリカの雑誌では、

りして、お客さんから「あ

腕のいい職人さんがやめた

また、そうでなければ、

す。

あってほしいと思っていま

で一番腕のいい職人さんで

子作りを覚えて、そのお店

の息子さんには、一から菓

わたしは、二代目、三代目

方が少なからずいますが、

バター……………１００ｇ

ールブルーベリー、オレン

拌し残りの牛乳を入れ粉末

お客様と懇意になり、また

の店は最近味が落ちたな

下

ジスライス、ブルーベリー、

クリームを混ぜ合わせる。

フターフォローをしたり、

あ」などと言われだしても、

上火＝２２０℃

)

最終発酵
％

グロゼイユ、ツヤだし、チ

③沸騰した①を②に流し手

保育所事業に一般の株式会

焼成

ャーピル

たくまにトップセールスレ

社の参入を認めるなどし

分

星形：クレームパティシエ

鍋で煮上げる。

ディーになり、十年で支店

【仕上げ材料】

ールカシス、オレンジスラ

長になったそうです。

経営者は一向に気が付いて

こと、繊維が多いため越

※注意：ふるいで越さない

ツヤだし、紛糖

て、今年ついに待機児童ゼ
また、外資系の自動車メ

いないということも起こり

せない。

ロになったそうです。

強みをとことん活かして、

べることができます。この

た菓子をタイミングよく並

節、ちいさな栗饅頭、かわ

の企画が気になるこの季

ならば、と、秋のお菓子

城戸翔寉（きどしょうかく）

にての話でした。

ば や き 風 団 子 」、 洋 菓 子 店

がいたら、あの悲惨な事故

この大問題に目を向ける人

のたたき上げの人がいて、

愛媛県菓子工業組合副理

うると思います。

和菓子屋さんはタイムリ

事長・白石恵一
ーに商品が出せますし、店

この話を聞いて、福島の

④バターを加え、混ぜたら

ーカーに移り、実力主義で

パティシエール青リンゴ、

この林市長のように現場
「思ったら、すぐやってみ

第一原発を思い出しまし

員さんもお客さんの要望や

いい栗蒸し、小振りのかぼ

たらし」とは異なるように、

な夏の到来となりました。
■土用丑の日団子
度々、クラシックなもの
が売れてますと書いていま
す。先日、とある店を訪れ

コンビニで見かける「み

だきました。

その 219
７月

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

恵みの雨が続きます。草

からたたき上げ、誰よりも
る」ことがヒットの種のよ

現場を知っていることが菓
うですね。

た。福島の第一原発も、以
動向をよく知っておられま

前テレビで事故が起こる前
す。天候や好みを考えて、

秋”を感じる商品を提案し

＂大振り”に仕立て、玉数

ち ゃ 上 用 な ど、
＂ちいさい

木のみどりが一層鮮やかに

子屋にとって最大の強みで
■小さな秋です

から、百年周期で大津波の
ちょっとしたアレンジを出

ました。思い切って旧盆を

を代えたり、串なども代え

す。

てみたり、いろいろ工夫を

やってくるところに原発を

青年会の若い方々には、

感じられます。水田も一面

境に、店頭ディスプレイご

たとえどんな時代になって

グリーンに変わり、渡る風

最近、お菓子の小ぶり化

作り、地震や津波で全交流

来る事が、大いなるメリッ

電源が喪失すれば大変なこ

しておられるようです。「土

と秋風を感じるものに変え

も涼しく、いよいよ本格的

るなど、旬をアピールして

テレビを見ていて、現場

が目立ちます。原価値上げ

をそして菓子を知っている

の 関 係 か と 思 っ た ら、
＂一

かったと言っていました。

強みと大切さを思いました。

もやっていける菓子職人と

東京電力の役員の中に、

とになることを現場の人間

和菓子店だけでなく、昔

この林氏のような現場から

いくというプランです。

ながらの和菓子が売れてい

口サイズ”を求める常連客

が、いよいよ通り過ぎよう

ます。実は「土用丑の日か

しての腕を磨いてほしいと

としているのかもしれませ

思っています。
トであり、大型モールに出

ん。

が指摘していたにもかかわ

店中のお店や、多店舗展開

らず、上層部まで伝わらな
用餅も今年は〈かばやき団

の菓子店とは、ひと味違っ

■和菓子はベーシックなも

子〉でいきますか」と話し、

ので

た 際、「 み た ら し の 団 子 が

店をあとにしました。

の声を受けてとのこと。甘

好評、かしわ餅からみたら

くて大きいお菓子の時代

しに代えたところ、よく売

■今でしょ！

パンドリーヌ形：クレーム

約

25

イス、チェリー、ミント、

火＝２００℃

媛
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愛
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れている」との報告をいた
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広島発
「たる募金」
を宮城・山元町へ
った広島東洋カープを救お

企画。かつて経営危機に陥
月

日「ひろしま菓子博」

と、集まった義援金は、４
子供たちの温かい支援を

す。と伝えておりました。
菓子大博覧会」をつぶさに

れ、初めて目にする「全国

ＦＤ加工し、菓子の原料に

ら被災農家さんのいちごを

県山元町に届けられました。

み、１～３月に校内で「た

募金を集めた逸話にちな

うと、多くの市民がたるで

あった贈呈式で、白松理事

５月

された。

組合の白松一郎理事長に託

の会場で、宮城県菓子工業

力下、菓子博に山元町の児

す。
」
と感激しておりました。 夢を膨らませて帰県しまし

「大切に使わせて頂きま

受け取った斎藤俊夫町長は
菓子屋さんになりたい」と

見学し、大きくなったら「お

者一丸となり推奨の方向に

一助に貢献出来る様、関係

使うなど微少ながら復興の

子供たちの温かい支援

広島市本川小（児童３８
る募金」を行なったそうで

山元町役場を訪れたこと
をきっかけに、今年度産か

タッフ一同

宮城県菓子工業組合・ス

舵を切ったところです。

同校は創立１４０周年の

童（２年生）５人も招待さ

た。

記念事業として、広島市職
長は「町民のために何かし

した。

•••••••••••••••••••••••••••••

又沢山の関係者様のご協

５人）の児童らが寄せた東

児童たちはお小遣いを持
たい」と広島の子供たちが

三 」（ 平 成 二 五 年 三 月 二 三

を各地区青年部に分担して

ぶき・つばきの五種類の花

さくら・牡丹・ふじ・やま

長になって貰い「春の花」

の知識が有るメンバーを班

い事ばかり、工芸菓子制作

青年会として一番の収穫だ

に伝わる作品が出来た事が

評価を頂きました。皆さん

の方々からは、かなりの高

子まつりに来場された一般

は七〇点位の出来ですが菓

輩の作品に比べれば技術点

完成度については、諸先

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
お店を守っています。周り
里 ｣最中が出来ました。創
ますと、研究会の仲間でも

さ｢くらや

｣の加藤籐吉

を思わせる茅

が、お母様には、心配事が

頑張っていらしゃるのです

お店作りをめざし盛上げ、

こうして親子で家庭的な

浮き上がり、何とも不思議

ブラマークが、はっきりと

か？

どうですか想像できます

なく、胴体と足はシマウマ。

はキリンですが、首は長く

四年度会長・戸塚裕一

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。

日に山元町役場で

日本大震災の被災者への義
員（坂本氏）が応援派遣さ

考えてくれたと聞いてま

各支部も一日二～三時間

位の作業を一五日間前後行

って支部分担分の花を完成

日～三一日開催）に工芸菓

制作をしましたが、各支部

ったと思います。又チャン

の

横浜市旭区の白根の里って？

後継者シリーズも５回目
となりました。

葺屋根の民家

あるそうです。籐吉さんが

な動物ですよ。一度、出掛

加賀で育って75年

す。

日
ち寄り、父母や地域住民に

万１千円が５月

も協力して貰ったとのこ

援金
れた縁で同町の支援活動を

に甚大な被害のあった宮城

～ 春爛漫花車 ～

制作を終えて

子「春爛漫花車」を展示さ

も餡平・雲平のあんばいを

スがあれば青年会でチャレ

して頂きました。その花を

せて頂きました。

取るに悪戦苦闘、色も中々

展示になりますが、工芸菓

５人から６人位は独身との

決まらず悪戦苦闘、月一度

ンジして行きたいと思いま

静岡県菓業連合会青年会

事。ステキな出会いがある

の色合わせの時に、情報交

す。

みきに併せ台車に飾り付

業以来の

焼｢大福 ｣は、冬

事を祈らずにはいられませ

換し色の修正や生地の硬さ

け、これが又悪戦苦闘しま

限定ではありますが、常連

ん。近い将来、必ずよいご

などの修正、枝やみきはメ

子については、皆さん専門

のお客様の評判がよく年々

縁があると、信じてやみま

外、その為前年の六月上旬

は競合店がずらり、毎日、

注文が増えているそうで

せん。

では、静岡県菓子工業組合

試行錯誤の連続で、イベン

｣に

・静岡県洋菓子協会・和菓

トに出掛けたり、忙しく飛

す。 こ こ で、 焼
｢ 大福

終りに、この地区には、

したがメンバー皆の力で完

び回っていても、仲間たち

ついて一言。出来たての大

よこはま動物園ズーラシア

から展示品の仕度を始めて

の研究会にも、熱心に取り

福を一晩置きます。堅くな

があります。見どころを少

子協会・静岡テレビ主催の

組んでいます。旭区は、帷

った大福を持ち帰って焼い

成する事ができました。

（ふじよし）さんです。代

子川の源流で支流によって

て頂く。絶品だそうです。

行きました。何しろ判らな

表の加藤美知子さんの息子

起状の多い複雑な地形が形

「世界の菓子まつり二〇一

さんで、お父様に就いて修

成されて、水と緑が多く、

し紹介しますと、何と言っ

青年会としては三回目の

行中に、お父様が

私も是非、賞味したいもの

が以前あった

独身だから。お嫁さんと三

神奈川県菓子工業組合事
務局・神原裕美子

静岡県菓業連合青年会二

今回ご紹介するのは、横

亡くなられて以

水田を含む山里があり、自

そうで、この

人で仲良くしたいと。ご本

けてみて下さい。

ン科に属する哺乳動物で頭

あたりは白根

人も結婚願望が強く、早く

したね。

の里と言われ

結婚したいと思っているそ

す。区内には、

ていたそうで

うです。聞くところにより

日本の原風景

す。そこから、

足は、シマウマのゼ

銘菓「白根の

ンバー皆で制作していきま

浜市の西部に位置する旭区

来、お母様と二人

てもオカピでしょう！キリ

後継者シリーズ⑤

岡
静

です。冬の楽しみができま

白松一郎理事長（左）、斎藤俊夫町長（右）

23

然が一杯で緑が美しい所で

｣

まんまろん

あんてぃらみす

21

で創業四十八年の

銘菓「白根の里

（Ｘ・Oたっぷり）

あなたの笑顔に
会いたくて…

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。

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）

本格的カステラ

ひろしま菓子博の会場で義援金が託された

23

加藤籐吉さん

春爛漫花車

チーズカステラ

（スライスしてあります）

城
宮
14

神奈川
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醤油を使ったお菓子を実演・販売

長賞

▽日刊工業新聞社西部支社

長池博（㈱石村萬盛堂）

噌・塩を使ったお菓子のコ

販売が行われた。醤油・味

油を使ったお菓子の実演・

サマーバレンタインフェスタの展示
支社長賞

▽福岡市食品衛生協会

和菓子体験講習会
古河孝和（㈱北島）

中村雄二（㈱ひよ子）

実施され、サマーバレンタ

会長賞

福岡菓業青年連合会は醤

▽福岡市菓子協同組合

イン用のパッションフルー

理事長賞

日刊工業新聞が主催し、

ツとレモミントの生チョコ

第 回西日本食品産業創造展

回

西日本食品産業創造展」が

とチョコの飴などが実演さ

支社支社長賞

▽日刊工業新聞社西部

岡崎歩（㈱ひよ子）

▽福岡県菓子工業組合

賞者は次の通り。

ンテストも開催された。受

菓子については次のよう

麦を使った洋菓子も展示さ

古田裕行（㈱ひよ子）

▽博多マイスター賞

川浪真代（㈱村岡屋）

中村屋）

中村太一（ひですけ餅本舗

事長賞

した。また、レオン自動機

ゼリーや洋菓子などを展示

で専用パッケージに包んだ

ンタインフェスタは、会場

よる工芸菓子・四季の創作

した。また、和菓子職人に

らと折鶴の飾り菓子を講習

や菖蒲などの上生菓子やば

来場者に日替わりで紫陽花

和菓子体験講習会を開催。

トの受賞者は次の通り。
会長賞

▽福岡市技能職団体連合会

▽福岡県菓子工業組合理事

古屋正宏（㈱左衛門）

大神政治（㈱ひよ子）

会長賞

▽福岡市食品衛生協会

野見山高宏（㈱ひよ子）

合会会長賞

▽福岡市技能職団体連

◎工芸菓子

支社長賞

▽日刊工業新聞社西部支社

井手口健一（平原饅頭）

事長賞

▽福岡市菓子協同組合

福岡市菓子協同組合では

れた。

の提供で、同行事にちなん

◎四季の創作和菓子

理

だキャラクタークッキーも
和菓子と工芸菓子コンテス

は製造の手伝い営業を、製

うまくいかない事もありま

んでいただける商品提供サ

宮崎県菓子工業組合／パ

業者を含む計

た。

名が参加し

注意すべき点をまとめた指

ティスリーひろや代表取締

針を伝授していただいた。

ービスをしていきたいと思

話とゆばくみを体験。ゆば

微生物、害虫、異物などの

すが、失敗を踏まえて再度

八の女性社長、八木幸子氏

混入がない環境を構築させ

造は販売・営業をこなしま

の講話の中で「きれいな心

ていくノウハウや、各ブー

㈱比叡ゆば本舗では、講

や気持ちで（ものづくり）を

スに分かれて作業効率を上

役・川添浩和

していれば必ずきれいなお

げる製法、温度・湿度管理

います。

菓子となる、そして知恵を

全スタッフで考えを出し合

使い遊び心を持って夢を売

い行動します。

助成を受け滋賀に位置する

す。他部門の苦労・努力を

㈱比叡ゆば本舗ゆば八工場

知ることで全スタッフが衛

都府生菓子協同組合青年部

な方から言われます。経営
者にとっては最高の褒め言
葉といえるでしょう。

売・製造・営業という具合
になります。それぞれの部

スプレイ、接客・セールス
等を考えられる様に育てる

より良い商品・管理・サー
ビ ス・ 提 供 が 出 来 る 様 に

をしたり研究したりしてい

トの時間も、各自情報収集

日々努力していきます。

違い、会社がうまく回らず

る様です。新しいアイディ

為です。

頭を抱える事が多々ありま

アが浮かぶと嬉しそうにミ

•••••••••••••••••••

『御客様の為に』全スタ

・殺菌作業などの工程など、

これを繰り返しながら、

ッフが同じ目標に向かって

る商売をしてください」な

生面や新商品の提案やディ

オープン当初は全てを部

及び美濃与食品株式会社高

仕事内容も幅広くなってい

門別にしていた為、スタッ

は中央会の研修支援事業の

したが、今はスタッフ内の

ーティングで発言し意見を

食品に関する安心・安全を学ぶ

門に担当者を配属していま

取り組む事で、プライベー

関係がとても良くなりまし

出し合います。

年４月

日京

親組合、関連

したもので、

て学ぶ目的と

の手法につい

上、衛生管理

応や知識の向

安全＂への対

する＂安心・

じ、食品に関

体験等を通

場見学、製造

れは講演や工

を行った。こ

所の見学研修

島工場の２か

を見学しながら、衛生上の

りんとう饅頭等の製造工程

施。わらび餅・水羊羹・か

社では、主に工場見学を実

続いて美濃与食品株式会

いる事に大変感銘を受けた。

なものづくり＂が備わって

工房作業にもこの＂女性的

枚丁寧に汲み上げる繊細な

ゆばくみ体験では、一枚一

を学ぶことができた。また、

った食文化の創造、心と技

に対して利益を生む＂とい

く語っていただいた。＂感動

ど、女性視からの感性を熱

塚幸司

年部庶務広報担当理事・石

京都府生菓子協同組合青

迷の歯止めとしていきたい。

にてしっかりと伝え消費低

識を菓子教室やイベント等

を生かし、本事業で得た知

た。今後はこの貴重な体験

かつ有意義な研修会となっ

だくさんな企画で大変好評

界隈を観光するなど、盛り

洋堂ミュージアムや彦根城

研修終了後には黒壁の海

することができた。

徹底した環境づくりを習得

工場見学研修会を開催
去る平成

15

工場見学研修会

25

ますが、大きく分けると販

すが、基本スタッフは全て

フ内の考えや気持ちがすれ

た。同僚へ指摘・激励・気

一人一人の能力を向上さ

配りをしながら互いに刺激
を受け合っている様です。

いろいろな方々から認め

せ、一致団結して取り組む

ていただけるスタッフを育

ことで現在の当社があると

をさせ、考えさせます。そ

てる事こそ当社の力となり

当社では、新人スタッフ

の後はチャレンジ・行動あ

ます。これからも彼らと共

が入るとまずは指導をしま

るのみです。日頃から全て

に、切磋琢磨し御客様に喜

思います。

においてミーティングで考

す。次に、さまざまな経験

えや意見を出し合います。

都

京

懸 命 で す ね。』 と い ろ い ろ

当社は、製造小売卸業者
の業務に携わります。販売

パティスリーひろや

『スタッフがみんな一生

14

を営んでいます。そのため、

一人一人の能力を向上させ一致団結

スタッフは会社のエンジン

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

し）

名越一智（有限会社なご

配布された。ミニ講習会も

恒例となったサマーバレ

なイベントが開催された。

理

れた。また、福岡県洋菓子

〜
17

セ福岡で開催された。

５月
協会では、今回、国内産小

23

日、マリンメッ

業組合が後援する「第

九州全県と山口の各菓子工

23

岡
福
15

崎
宮

平成25年７月15日 （６）
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十四年度事業報告、収支決

理事長挨拶に続き、平成二

旨宣言し、開会した。田中

が報告され総会が成立する

委
･ 任状数

中央審査委員の新庄氏から

ぬ感謝の言葉が述べられ、

が出来た事への言い尽くせ

物を全国にアピールする事

県内のお菓子や富山県その

加出来・工芸菓子を始め、

工業組合も全国菓子博に参

せた後、前回の姫路菓子博

四日の思い出話に花を咲か

ンに映し出し、感動の二十

等撮影した画像をスクリー

準備に県内を駆け回った事

ニングや「富山県の日」の

行いたいとの申し出有り、

とご多幸を祈念して万歳を

関わった総ての皆様の健康

国菓子大博覧会・広島」に

大野氏より「第二十六回全

の富山県実行委員長だった

富山県菓子工業組合理事

（富山県）」をお開きとした。

た「広島菓子博褒賞伝達式

を行い、一足お先に開催し

全員で声高らかに万歳三唱

「 ひ ろ し ま 菓 子 博 褒 賞 伝 達 式 」 開催

（組合員二八六名）

算書及び損益処分案、役員

最初に出席者

七日、富山電気ビルレスト

「第五十一回通常総会
（総代会）
」
と

ランで盛会に開催された。

一足お先に

富山県菓子工業組合の第

ひろしま菓子博褒賞伝達式

秋田県菓子工業

年度

年５月

日

日

回全国

日～５月

かな対応をしていく予定。
また、４月

まで行われた、第

がなされ、初めての試みで

菓子大博覧会・広島の報告

あったブースにおける銘菓

ルメトロポリタン秋田にお

の要因で明るさも見えてき

年度秋田県菓

たものの、秋田においては、

組合通常総会を終えて

平成

•••••••••••••••••••••••••••••

長・田中健一

五十一回通常総会は六月十

に褒賞伝達に入った。

の富山・清進堂様をトップ

後、名誉総裁賞（文化部門）

今回の菓子博の審査講評の

･

改選で新役員選出後引き続
き、二十五年度事業計画
予算案を承認頂いた。
又其の後、五月十二日閉
去る、平成

いて、平成

又、青年部においては秋

時から秋田市駅前のホテ

会賞受賞で工芸菓子部門・

子工業組合通常総会が開催

田市が進める６次産業化に

の販売に会員が関心をよ

特別賞・感謝状・永年勤続

されました。

本年度は、ＪＲと観光協

わたり開催いたしました。

まだまだ影響が及んでいな

会はその後閉幕し、場所を

優良従業員表彰など、六十

昨年度当初は、デフレや

せ、今後の菓子博への関わ

改めて引き続き「第二十六

名弱の方々に賞状授与した

震災の影響による消費の低

積極的に関わりながら、事

り方が変わってくるものと

回全国菓子大博覧会・広島」

後、受賞者代表謝辞、来賓

会が中心となりデスティネ

秋田県菓子工業組合専務

業を進めていく予定である。

い中、中小企業団体中央会

の富山県褒賞伝達式を受賞

祝辞の後、富山県食品産業

ーションキャンペーンが行

の助成事業を活用して「新

者、富山県・富山市始め開

迷がみられていましたが、

われることから、昨年の事

期待を寄せている。

催にご協力頂いた関係各位
協会の奥井会長の発声で乾

月の総選挙により政

商品開発」講習会を３度に

の来賓をお招きし、盛大に

昨年

会の田中会長より、多くの

開会後、富山県実行委員

芸菓子搬入、会期中のハプ

苦労話や十時間掛けての工

圏を中心に株高・円安など

クス効果によって、大都市

位に情報提供などきめ細や

業を役立てながら、会員各

25

皆様のお陰で、富山県菓子

12

山
富

福井にこの人あり

００選』にも選ばれた北の

の中央、『日本の歴史公園１

いる、村中甘泉堂は福井市

和菓子の製造と販売をして

銘菓羽二重餅を中心とした

創業明治四十三年、福井

ネット販売の有効性に着目

いるだけでなく、いち早く

して日本全国を飛び回って

長自らがトップセールスと

にチャレンジをしたり、社

様々な新企画、新商品開発

言葉に社員が一丸となり、

『社内でノーは無い』を合

むやみに高級な素材を使

ない、その商品を地元はも

品開発を行

一つ。

地域社会に対しての貢献の

対し給料を支払える事は、

羽二重餅

庄城址・柴田公園（加賀百

し、ホームページでの販売

とより、他の地域でも販売

村中洋祐さん

万石前田利家が兄貴分とし

うのではなく、それぞれの

『観光客がお土産を買って

村中甘泉堂

て慕った戦国武将柴田勝家

や

していく事。

福井市

が築造した北庄城の遺構の

などの活用を
facebook

『
『地産地消ではなく地産外

益を上げ、従業員の方々に

品を作り、それを販売し利

地元の特産品を使って商

光客に対しては商売抜きで

の想いから、来店される観

をＰＲしてくれること』と

くれるのは運賃なしで福井

菓子にあった『バランスの

福井の特産品を使った商

消（ちさんがいしょう）』

福井』
love
取れた素材』を使う事。
さらなる発信、です。

積極的に行っています。ま

村中さんのこだわりは、

さに発信、反応への対応、

んはセンスとバイタリティ

『素材のバランス』

四代目店主の村中洋祐さ

がある人物で、月に二回の

上）のすぐ近くにあります。

全店舗ミーティングでは

〒910-0006
福井県福井市中央1丁目21-24
（代表）
電 話 … 0776-22-4152
FAX … 0776-25-2334
営業時間 … 9：00～19：00
定休日 … 火曜日

年部として大変発奮させら

村中さんは本年度より中

れるものです。

部ブロックの副ブロック長

に就任し、これからもブロ

ック理念の具現化のための

戦略・戦術を、そのセンス

とバイタリティで仲間たち

と共に描いてくれるものと
確信しております。
「村中さんの夢は？」

「お客様に『村中甘泉堂さ

ん』と親しみを込めて呼ば
れることです」

コーナー』を設け、来店さ

ーズンに販売する季節菓子

魅力のひとつなのかもしれ

ク、そして全菓連青年部の

仲間との出会いが、ブロッ

こんな素晴らしい人物、

と笑顔で即答。

れたお客様に対し、新たな

那谷忠之

青年部中部ブロック長・

ません。

ス＆バイタリティは同じ青

するなど、村中さんのセン

購買意欲を刺激する工夫を

本店の一角には『次のシ

観光案内をすることも。

店舗データ

村中甘泉堂

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

理事・川口雅丈

権交代がなされ、アベノミ

一般菓子部門で十二店舗

12

杯し祝賀会に入った。会場

が機関賞受賞、十五店が大

19

内では、開会に至るまでの

幕した、広島菓子博に付い

30

開催致した。

て期間中の報告がなされ総

25
25

26
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秋
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覧会は岩手県盛岡市での博

務理事に就任後初めての博

す。広島県菓子工業組合専

させていただこうと思いま

のかかわりについてお話を

さて、私自身の菓子博と

が、時の諸外国との不平等

に課税されるものでした

税というものは、本来砂糖

子税に遡ります。この菓子

ような背景で誕生したかと

が第１回全菓博です。どの

会が開催されました。これ

三会堂で帝国菓子飴大品評

べきと進言いたしました

透明性の高い方式に変更す

ついても全菓連事務局長に

のことでした。このことに

答えは過去の慣例によると

の疑問をぶつけたところ、

疑問です。熊本に正直にそ

誰が決めているのかという

事にしようということで、

われた菓子業者の連帯を大

菓子税撤廃運動を通して培

に追い込まれました。この

年菓子税は廃止

の撤廃運動を繰り広げた結

れは悪税であると、菓子税

した全国の菓子業者は、こ

れたわけです。これに反発

身代わりとして菓子に課さ

雄一副理事長（故人）に対

岡本理事長から当組合三宅

互礼会に遡ります。全菓連

年正月の全菓連新年

広島開催のきっかけは、

となったのかもしれません。

広島博との運命的な出会い

が出てくることが、今回の

身にとって疑問に思う問題

覧会が開催されるごとに自

開催され、次回開催地が決

付帯行事として業者大会が

たわけです。以来、菓子博

菓子飴大品評会につながっ

され、東京赤坂溜池の帝国

評会を開催することが決議

で全国規模の菓子業界の品

ました。ここで、翌年東京

が集まり業者大会を開催し

から約３００名の菓子業者

があったため大枠賛成で意

自身も菓子博に対して理解

そうでもあり、かつ県知事

で積極支援をしていただけ

在は商工労働局）は乗り気

した。広島県商工労働部（現

島開催誘致支援を要請しま

月下旬広島県・広島市に広

国博報堂に依頼し作成、２

園を利用した計画書を㈱中

と広島市が管理する中央公

要であり、広島県立体育館

子飴業者大会が行われてい

褒賞授与式、第５回全国菓

として、祖神遷座式、審査、

品されています。公式行事

ワイから５、４６２点が出

道、台湾、朝鮮、中国、ハ

間であり、３府

月１日から

報告書によると、会期は４

回全国菓子飴大品評会事務

飴大品評会が開催されまし

爆ドームで第４回全国菓子

県立商品陳列所、現在の原

年４月に、当時の広島

さて、私ども広島では大

ています。

定されることが恒例となっ

国菓子工業組合連合会新年

が決定、平成

月全菓博協議会で広島開催

会協議会に正式申請、同

た。同

ることを決定いたしまし

として全菓博を誘致開催す

代会を開催し、組合の事業

広島県菓子工業組合臨時総

ろとなります。同年

することで決着を見るとこ

会議長あてに要望書を提出

精糖、会務成績、組合事業

います。菓子以外の小麦粉、

褒状

金牌

点との記録が残って

９点、３等賞銅牌４８５点、

点、２等賞銀牌３５

果は名誉大賞牌７点、名誉

褒状としています。審査結

上を２等賞銀牌、

以上を１等賞金牌、

点

した。満点を名誉大賞牌、

計１００点満点で競われま

路、衛生について審査し合

技術、香味、形色、生産販

れ、審査方法は原料、製造

８日まで５日間かけて行わ

ます。審査は４月４日から

また、準備委員会の現地事

案することになりました。

一体的に利用する計画を立

場跡地と広島県立体育館を

急遽計画変更。広島市民球

に始まり、各類の講評が詳

いに期待したい」との言葉

達の努力が必要であり、大

ためには、一層の改善・発

露戦争後の列国競争に勝つ

慢も許されない。特に、日

菓子業者としては１日の怠

とどまることを知らない。

の中の進歩と嗜好の向上は

いことである。しかし、世

っていることは誠にうれし

遂げ、世の中の声価が高ま

こ数年、格段の進歩発達を

匠、調味等については、こ

の総評では「製造技術、意

られています。褒賞授与式

おり、金牌、銀牌等が与え

成績も褒賞の対象となって

るところとなりました。

６月実行委員会を立ち上げ

けることができ、平成

務所を広島商工会議所に設

うかと思うのです。

責務といえるのではなかろ

していくのは、菓子業界の

これを将来にわたって継続

える貴重な博覧会であり、

においても歴史遺産ともい

更に言えば日本の博覧会史

また、わが国の菓子文化、

てきたことがわかります。

業界の発展に大きく貢献し

当初の精神を基盤に、菓子

００年の長きにわたり設立

ってみますと、菓子博は１

様に菓子博の歴史を振り返

みが伝わってきます。この

の審査褒賞に対する意気込

しく述べられており、当時

「第 回全国菓子大博覧会・広島」を振り返って

覧会でした。当時は岩手県

が、残念ながら姫路でも過

回全国菓子大博覧

今から１０２年前、明治

条約によりそれができず、

明治

年２月名古屋に全国

日

た。広島に残っている第４

日までの

を３等賞銅牌、

点以
点以上

点以上に

つその不合理に納得のいか

をされるものだと感心しつ

は行政に頭を下げ、補助金

りました。全国の菓子組合

会か疑問に思うところがあ

係もあって誰のための博覧

は、会場の設営が地形の関

りました。同年２月上旬、

確認しようということにな

会に諮り、組合員の意向を

相談、まずは当組合の理事

この件を持ち帰り理事長と

した。三宅副理事長は早速

えないかとの打診がありま

会」を広島で開催してもら

会議所の事業として菓子博

しており、翌年の４月商工

商工会議所の副会頭に就任

となります。当時、私自身

ず苦戦を強いられるところ

のの、市長の理解が得られ

観光局）は賛成であったも

広島市経済局（現在は経済

思統一ができました。一方、

画の見直しと実行委員会発

の５者にて構成し、基本計

業組合・広島県洋菓子協会

商工会議所・広島県菓子工

立、広島県・広島市・広島

５月から広島準備委員会設

ころとなった次第です。同

ことが全国に認知されると

菓博が広島にて開催される

が通知され、やっと

拡大合同委員会で広島開催

配信だけではなく、バック

頂いております新聞本紙の

して、現在サービスさせて

読者様よりご好評を頂きま

既に閲覧されているご購

ました。

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

りがとうございます。

のご購読いただき、誠にあ

は１購読者様につき１ア

※テスト配信につきまして

要となります。

ム」のＵＲＬへアクセスし

子版無料配信申込みフォー

でも情報館」ＨＰ内から「電

に て 承 り ま す。「 お 菓 子 何

は、専用の申込みフォーム

県、北海

ないところがあり、全菓連

をもらいながら出展にこぎ

理事会を開催し理事の意向

誘致を決定いただきまし

足準備を始めました。この

カウントとさせて頂きま

果、明治

無料
配信

サービス版

•••••••••••••••••••

菓子工業新聞

配信のお知らせ

の事務局長にこの慣例をや

つけるのですが、姫路の設

を確認したところ、賛否両

た。商工会議所大田哲哉会

間、当初は広島市が管理す

ナンバー配信サービスへの

す。予めご了承下さい。

頂きますようお願い申し上

めるよう進言したのが始ま

営は全国お菓子めぐり館が

論結論が出ず、結果として

頭（故人）は広島市長と親

る中央公園にて計画してい

是非、この機会にご登録

展開を検討しております。

26

25

15

登録には購読者番号が必

ます。

てご登録をお願い申し上げ

テスト配信につきまして

菓子工業新聞の電子版の

げます。

回熊本博からはこの慣例は

最終到達点にあり、歩き疲

竹内泰彦理事長は「行政の

密であったため繰り返し協

たものの、広島市民球場が

平素より「菓子工業新聞」

廃止され、開催県は各ブロ

れたお客さんにとっては各

助成が得られるなら広島開

議を頂き、同年９月広島商

取り壊されることとなり、

年の菓

年４月に東京赤坂溜池の

いいますと、明治

月、

月全国菓子大博覧

年１月の全

ック会議に出席し、博覧会

県の展示を見るよりは休み

催を引き受けよう」との議

工会議所と広島県菓子工業

日付の菓

の実施計画の説明と各県に

たい一心になるのではない

決をするところとなりま

組合の連名にて市長・市議

年６月

対して博覧会への協力を依

か、またお客さんの楽しみ

す。行政に対し助成を得る

平成

頼する方式に変更となりま

の一つである全国お菓子バ

にも大雑把な基本計画が必

24

回全

した。しかし、この博覧会で

ザールが苦痛になるのでは

りのように感じます。第

も一つの疑問が生じます。

ないかという疑問です。博

平成

10

協賛金や小間料はどうやっ

度金として

正

の理事長が各都道府県に支

去の慣例に従い各都道府県
し「第

その①

て決まっていくのか、また

回姫路博の時に

90

ひろしま菓子博２０１３ 実行委員会 事務総長 伊藤 學人

万円を持参さ

に割り当てがありました。

点以上を名誉金牌、

れ、全国を行脚されており

更に第

年

ました。資金的な面、体力

次号に続く。

的な面ともども大変な思い

23
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ークＵＳＡは︑アメリカ各
在しなかった︒東海岸のボ

リカの菓子というものは存

り︑もともと典型的なアメ

もちろん︑シンプルなもの

で作るお菓子であるから︑

家庭向けに出始めた︒家庭

た︒この時︑ミックス粉が

が一般的になった︒その頃

ミックス粉を使用すること

てるように︑プロの間でも

ンが店舗ごとに同じ味を保

その①

日 本 食 糧 新 聞 社︑ 協 同 組 合 全 日 本 洋 菓 子 工 業

ストンやニューヨークはヨ

て輸入している︒ベークマ
会 は ２ ０ １ ３ 年 ４ 月 ３ 日︵ 水 ︶ 〜 ５ 日︵ 金 ︶ に
地に営業拠点と工場がある

お菓子︒サンフランシスコ

ソタはスカンジナビア系の

ンが出始めた︒その時︑ス

ーパーやベーカリーチェー

１９５０年代になるとス

も切れない︒

菓子はミックス粉と切って

だ︒従って︑アメリカのお

れるアメリカ菓子の原型

に形成されたのが今も見ら

は中国系の方が多かったの

ーパーやベーカリーチェー

カ的なイメージの菓子が作

た︒今皆さんの持つアメリ

や南米のお菓子が多かっ

スは︑アメリカではヨーロ

カンクリームケーキミック

る︒今回︑紹介するアメリ

ミックス粉が多用されてい

アメリカではホテルでも

糖を多くすることにより︑

リカのお菓子の特徴で︑砂

量も多くなる︒そこがアメ

お砂糖の割合が多い︒油の

イレイシオで粉に対して︑

し︑アメリカのお菓子はハ

１対１対１であるのに対

アメリカのオーセンティッ

プに並んでいるお菓子が︑

アメリカ菓子の多様性

られ始めたのは１９２０年

ッパ系のお菓子作りに多く

保存期間を長くする︒アメ

子店になるとアメリカンで

ルニア南部には︑メキシコ

菓子︒テキサスやカリフォ

で︑中国の影響を受けたお

が主となる︒

が︑ロサンゼルス郊外のピ

ライ社という問屋から始ま

ーロッパ系のお菓子︒ミネ

回 デ ザ ー ト・ ス イ ー ツ
コリベラという町に本社工

東京ビッグサイトで第
＆ ド リ ン ク 展 を 開 催 し ま し た︒ 同 展 で は﹁ ア メ

ーマルケン︑マルグリット
った︒

代で︑アメリカの高度経済

使われている︒クリームケ

リカは広いので︑賞味期限

はなく外国的な印象を感じ

年から

成長期に︑道路や住宅が整

ー キ ミ ッ ク ス は︑ 万 能 で

を延ばす意味が含まれてい

ある︒１９９７年にＭＯＦ

う会社が合併し︑

備され︑都市化し︑流通が

様々なものが作れるが︑も

るのだろう︒

を取得したジャン・フィリ

ウェスコというブランドの

ブルの時代で︑その時期に

確保されたことで家でもお

ともとパウンドケーキの粉

ラミスもあったので︑先祖

クなケーキという感じがし

ＳＴＣＯ︵ウェスコ︶とい

アメリカの菓子が形成され

菓子を作る環境が整い始

と砂糖とバターと卵が１対

はイタリアンではという気

た︒アメリカではコーヒー

ミックス粉を作っていた

つつあった︒アメリカの建

め︑その頃からお菓子を作

ットケーキやいちごのショ

る︒

ショップでマフィン︑スコ

ウェスコはＣＳＭグルー

実はこの流れがアメリカ

国は１６００年代だが︑そ

ることが一般的になってき

ートケーキもある︒キャロ

逆にアメリカのお菓子は

が︑１９９０年代にオラン

のお菓子に︑重要な意味を

の後に様々な国の人々が集

同じくヘンダーソンにある

ップ・モーレイというフラ

どこで見られるのだろう

ダのＣＳＭのグループ企業

アメリカ的な製菓製パン材

持っている︒創業の翌年１

まって成長してきた国であ

繁盛店で︑日本では見ない

ンス人シェフが作った店

プのベークマークＵＳＡ社

料を取り扱っている︒ＣＳ

９２９年が世界恐慌の年で

る店で︑素朴な感じのケー

がした︒

で︑カジノの真ん中にある

が作っているブランドで︑

Ｍジャパンはベークマーク

あるが︑その直前まではバ

キが並んでいた︒ただ︑デ

ットケーキはアメリカンだ

また︑ラスベガスの中心

になった︒

ＵＳＡの製品のうち︑ウェ

パティシエール︑エン・ミ

タイプの広いケーキ屋だ︒

にあるベラッジオとアリア

ミックス粉をはじめ多くの

スコのミックス粉を主とし

ン・スー氏が︑知り合いの

ニッシュペストリーなど︑

が︑いちごのショートケー

うブランドがある︒

年にカープスとい

等があって︑その中にＷＥ

トコーストベーカリーサプ

１９２８年︑ロスでウエス

こで作られている︒最初は

リカ菓子の可能性﹂
をテーマに講演を行いました︒

本日のテーマ﹁アメリカ
菓子の可能性﹂だが︑様々
な場面でアメリカ菓子とは
何か？と質問を受けること
が多いので︑まずはそれを

ＣＳＭはオランダ・アム

掘り下げて紹介したい︒

ステルダムに本社があるグ
ループ企業である︒世界中
に支社をもち︑多くの製菓
製パン材料を作っている︒
日本ではウルマ・シュパッ
ツ︑キャラバン︑マイスタ

店を中心に案内してくれ

キは本当にアメリカンかと

はなく︑ある程度ボリュー

プチガトーもたくさん並ん

た︒ラスベガス郊外ヘンダ

ムのあるアメリカ菓子的な

でいるし︑ウェディングケ

ーソンのシェフフレミング

れがオーセンティックなア

ものを一緒に楽しむ︒そこ

ヨーロッパ系やスカンジナ

エンタテイメントでの観光

メリカンかというと︑やは

で﹁コーヒーショップにあ

ビア系のお菓子が入ってい

スポットとして知られるよ

し︑第１回ＷＰＴＣで優勝

り違う︒彼らはもともとバ

るマフィンやスコーンが︑

ーン︑ブラウニーなどがた

した後︑ホテル内に自分の

ースデイケーキなどに︑見

アメリカのケーキか﹂とア

か︒例えばスーパーではカ

店を作った︒彼のケーキは

た目としてのおもしろさを

メリカの技術者を聞いた︒

世界で一番豪華なケーキ屋

フランス菓子がベースにな

狙っている部分が多い︒皆

すると﹁マフィンもスコー

にはジャンフィリップパテ
た︒

っていながらも︑アメリカ

さんの頭の中にあるオーセ

ンもドーナッツもデザート

言われると微妙な部分があ

スベイクショップはデンマ

ンな楽しい感じになってい

ンティックなアメリカンと

でもないし︑お菓子でもな

ーキやバースデイケーキも

うになったことに加え︑ベ

る︒現場に即している彼の

いうと︑シンプルなお菓子

い︒アメリカのベーカリー

くさん見られる︒コーヒー

マーケティングセンスは︑

が多いと思う︒しかし︑郊

のラインナップではスナッ

ショップはコーヒーだけで

世界中から集まる顧客に好

外の店やホテルを見た中で

クのカテゴリに入る﹂とい

ラフルな︑日本人にきつい

まれている︒

は︑シンプルなお菓子はど

色使いのお菓子がある︒こ

ここで紹介した３店舗の

こにも売ってなく︑派手な

次号に続く︒

ペストリーショップ︵菓子

ラスベガスで色々な店を

店︶はもとになるヨーロッ

回った中︑コーヒーショッ

う話だった︒

じられ︑オーセンティック

ものが多かった︒

なアメリカンではない︒菓

パの菓子のエッセンスが感

だ︒ＭＯＦ取得後︑ベラッ

ジャンフィリップパティスリーのケーキ

ジオのオープニングに参加

フレミングスのケーキ

フリーズベーカリーは︑

ーク人のシェフがやってい

華なホテルには三つ星レベ
ルのレストランがたくさん
入っているなど︑食の面で
も注目されている︒また︑
高級店だけではなく︑郊外
に行くと昔からのお菓子屋
も︑アメリカ的なスーパー
マーケットもあるし︑チョ
コレート工場もあって見学
ができる︒だから︑ラスベ
ガスに行くとアメリカのお
菓子の全体像が見えてくる︒
今回は２００１年のクー
プ・デュ・モンドでアメリ
カチームのキャプテンとし
てチームを優勝に導いたラ
スベガス在住のアメリカ人

フリーズベーカリーのケーキ

ィスリーというショップが

後藤 都 氏（ＣＳＭジャパン㈱）

る︒また︑カネロニやティ

アメリカ菓子の
可 能 性
特注で作っている︒キャロ

60

ラッジオやウィンなどの豪

オーセンティックなアメリカ菓子はど
のような時に食べられるのか？
アメリカのオーセンティ
ックなお菓子はどういうも
のか︑皆さんも漠然とした
イメージをお持ちだと思
う︒だが︑逆に何が最もア
メリカらしい伝統的なお菓
子かと言われると明確に答
えるのは難しい︒マフィン
やスコーン︑ブラウニーは
すべてアメリカンだと思う
が︑実はこれらは昔から菓
子として食べられてきたも
のではない︒
そこで︑改めてオーセン
ティックなアメリカ菓子と
は何かを考えるために︑先
日︑ラスベガスで市場調査
をしてきた︒ラスベガスは
カジノのイメージが強いと
思うが︑今はシルクドソレ
イユをはじめとする様々な

50

アメリカ菓子の歴史

場があり︑ミックス粉はそ

10

米の流通に関する研究会では第８回研究会にお

いて箱石文祥氏︵ホクレン農業協同組合連合会・

米穀事業本部長︶を講師に迎え︑﹁北海道米のさ

らなる価値向上を目指して﹂について講演会を実

部と生活事業本部等の購買

施しました︒

部門で約４千億円︒その他

合研究所を持っており農畜

ホクレンは正式にはホク

産物の研究を行っている︒

レン農業協同組合連合会と

組織され︑経済事業を営ん

に管理本部と独自に農業総

でいる︒取扱高は約１兆４
東京には販売本部があり︑

いい︑北海道のＪＡにより

年を超えてい

千億︑創業

また︑合併が進んで毎年

この３部門を加えて９つの

動いているのだが︑北海道

事業本部体制だ︒

と小麦や野菜等を扱う農産

にはＪＡが約１００ある︒

る︒９つの事業本部体制を

事業本部︑ビートを扱うて

その①
を中心に安定的な取引を継

北海道の農畜産物︑特に米

のあゆみと今後の方向性を

て﹂をテーマに︑北海道米

らなる価値向上を目指し

実情は

年以上︑畑作物を

きた︒しかし︑生産現場の

産に復活できると思われて

農などの土地利用型農業を

いかして︑畑作︑稲作︑酪

の約４分の１を耕地面積を

お話ししたい︒

続してもらうためにはどう
あるべきか﹁北海道米のさ

Ⅰ．北海道農業・農村の概要

調整の減反の中︑稲作面積

北海道農業の地位・特徴
○北海道農業の農業算出

水田として転作しているの

中心に生産している︒実際︑

を展開している︒米は現在

中心に︑生産性の高い農業

万㌶なので︑全体の１割

を水田として耕作している︒

は政府備蓄米や加工用米︑
飼料米︑米粉用等だ︒転作

積

別農家数・一戸当たりの面

○北海道農業の耕地種類
％の約

％程度が水田とし

全体の

て転作し︑残り

万㌶は畑作物中心で転作体

いる半分は小麦やビート︑

％を転作している︒休んで

も︑畦や水回りの基盤整備

ばならないことになって

ない︒今後︑復田しなけれ

って︑すぐに水田には戻れ

が１・ ㌶なので約

の耕地面積は

北海道の農家１戸当たり

北海道の農業産出額は約

大豆︑野菜などが転作作物

が必要になるので︑時間と

系が組み込まれている︒従

１兆円で︑全国シェアでは

万㌶を転作して

に取り入れられている︒面

はピーク時の約半分で︑

・２％である︒耕種作物

積では約

額の構成

の米︑麦︑野菜で約４︑８

面積で米を作っている︒米

いる︒逆に言えば

アと北海道と都府県の農家

○北海道農業の全国シェ

りそうだ︒

倍だ︒

㌶なの

稲作農家は北海道が約９・
㌶︑府県は１・

で約８倍である︒畑はもっ

と差があり︑北海道は１戸

倍︒そうし

㌶︑府県が０・
㌶なので約

当たり約

た意味で︑府県とは違った

手を上げてから３〜５年か

事業が必要になる︒しかし︑

もなるので︑コントラクタ

うが現実的だ︒規模拡大に

っている生産者を活かすほ

い︒実は来年に向け︑全道

をかき立てる状況にならな

モチベーションには︑大切

話もある︒こういうことも

してもらえないかみたいな

都会の女性を呼んで︑結婚

れ︑米と発酵食品を中心に

食の世界遺産化も検討さ

界中で寿司が浸透し︑日本

でミニ米展を開催した︒世

形での経営になっている︒

かるので︑待っていてもな

レベルで北海道水田農業ビ

約１１５万６千㌶だ︒全国

㌶で︑府県

８２億円︒酪農を中心とし
た畜産関連は約５千億円

不足になったら転作部分を

下がるわけではなく︑増高

投資がかかる︒

と︑ほぼ半々になっている︒

の比較

万㌶の

米は北海道の取扱高が１︑

水田に戻し︑全部作ると反

数が現状の半分という結果

北海道全体の耕地面積は

０７１億で北海道全体のシ

稲作地帯の販売農家戸数

ジョンを作った︒こうした

健康食のモデルとしても見

ーや無人ヘリを使いながら

直されている︒アンチエイ

共同作業をしている︒

なので努力している︒特に

ジングの志向の動きもあ

かなか進まない︒ここの農

稲作生産者には経営的なこ

協も基盤整備と合わせて︑

ビジョンを生産者と共有し

とや作業の困難性もあり︑

ただ︑余り畑作が増えて

ながら︑北海道の水田を拡

も︑バランスが悪くなるの

事例を説明したが︑背景

大していく方向で︑新たな

具体例として主産地のあ

年

には生産現場に最近の米の

るＪＡの実態を申し上げた

需給環境は不安定で︑

費用がかかるので︑コスト

ら︑水田面積を確保したい︒

の大幅な価格低下もあった

規模のメリットが出ていな

５年後を見据えたビジョン

など︑政策的な継続性が不

が出ている︒従って︑辞め

が必要で︑大きいＪＡなの

安なことがある︒麦や大豆

ていく生産者の土地を引き

で︑各地区で再生協議会を

だが︑北海道も販売農家の

あることから︑これからは

立ち上げている︒先々のビ

離農が進んでいる︒販売戸

直播がポイントになると思

年には４４︑０５０戸で

ち︑約２００戸あるが︑将

３０００㌶の水田面積を持

上川のＪＡの事例だが︑

の投資意欲も高まらない︒

ジョンを出さないと生産者

拡大の運動を行っている︒

行政と連携し︑水張面積の

べく︑ＪＡや全道レベルで

いる︒この流れを断ち切る

積が減少する状況が進んで

定しているとして︑水張面

を生産した方が経営的に安

の農業も担い手や後継者が

して出てきている︒北海道

農や後継者が大きな課題と

る︒やはり高齢化と新規就

より深刻な状況になってい

以上の割合が６割を超え︑

傾向にある︒府県では

歳以上が３割を超え︑増加

舵を切り始めている︒

歳

食糧自給率は︑昭和

○食糧自給率の推移

いかなければならない︒

とになるので︑手を打って

見過ごしておくと大変なこ

ないのが状況だ︒このまま

ら︑ほとんど引き受け手が

い︒投資︑技術の困難性か

新規就農はなかなか難し

米消費拡大を目指したい︒

関わる業界全体で見直し︑

は出てこない︒何とか米に

中にあるが︑表だった形に

ていることが何となく世の

など︑米が潜在能力を持っ

静かなブームになっている

り︑炭水化物ダイエットが

また︑就業人口のうち

来的には１００戸になるだ

地下の灌漑や直播をしなが

ろう︒その中で生産者の規

うが︑直播をする場合でも︑

で︑ＪＡも復田を支援した

模拡大は︑水稲は育苗が大

い︒空知管内の大きなＪＡ

時は︑コストがかかるため︑

変であることなどを理由

い︒従って︑辞めていく水

直播品種の導入が考えられ

受け︑規模を拡大するには︑

けて︑規模を拡大すること

るが︑現状は小麦や大豆な

田んぼをきれいに均一にし

数は平成２年８６︑７００

約半分になった︒ただ︑半分

実際︑稲作で水田を引き

は難しい状況が生じている︒

に︑畑転作に傾くと思われ

ないと難しい︒

い︒ただ︑復田も２︑３年

になっても４４︑０００戸

ど畑作物への品目変更が進

る︒一度︑畑にすると復田

空知管内の事例では︑春

前から計画的に行う必要が

で農地を引き受けている︒
受ける場合︑規模拡大によ

んでいる︒その方が新たな

小麦は反当たり８〜９俵採

年後は６００戸になるだ

現状は︑まだ引き受け手が

る育苗ハウスの増高費用の

は難しい︒畦畔︑畦も鎮圧

れて︑国の支援も含めると

ろうといわれている︒この

どない状況にあり︑１万㌶

発生は北海道では︑ほとん

なる︒従って︑耕作放棄地の

なる︒また︑機械の設備投

など︑新たな投資が必要に

積︑１枚の水田の拡張工事

を導入するための水田の集

減である︒この２千㌶がそ

く︑面積換算では約２千㌶

少の中では︑ウエイトが高

㌧減った︒全国２万㌧の減

生産数量目標が約１万１千

実際︑

年産米は北海道の

している︒国の支援が継続

年産の米の低価格が影響

得られるからだ︒背景には

麦︑大豆が安定的な収入が

に畑作が進む︒長期的には

動かしているが︑そのたび

少なく︑組合員間で土地を

ので︑どうしても国の支援

５年かかり︑費用も高額な

がある︒基盤整備にも３〜

年後を見通して考える必要

ならないと思うが︑３〜５

る︒水張は拡大しなければ

り︑経営的には安定してい

なか入って来ないので︑残

が高く︑新規就農者がなか

場合︑土地などの初期投資

なければならない︒水田の

盤整備促進事業に取り組ま

ため︑農業体質強化する基

と︑基盤整備して投資意欲

ョンに基づく安心感がない

と︑将来的な水田農業ビジ

環境での継続的な取引関係

付のために︑安定的な需給

生産者にとっては水田作

となり︑農業に関心のある

なので︑ＪＡと行政が一体

に花嫁が来ないことが問題

向けている︒例えば後継者

ＪＡ︑行政も含めて育成に

課題になっているので︑各

を見直したいと︑昨年東京

業界の皆様とともに食文化

私どもは米の消費拡大で︑

生活の変化があると思う︒

ている︒要因は日本人の食

来ている︒

じなければならない時期に

備と後継者対策を早急に講

なく︑国も含めて︑基盤整

ったが︑

年は

％あ

40

73

％になっ

39

次号に続く︒

にないので︑産地だけでは

り︑簡単に水田に戻る状況

北海道でも畑作転作によ

といわれている︒全国では

資によるコスト高により︑

のまま水田として転作に回

するのかも不安なので︑安

22

年

万㌶なので︑引き受け手

規模の優位性が出づらいと

ると期待したが︑２割５分

22

はカロリーベースで

の中でも︑規模拡大が進ん

いう統計も出ている︒例え

は畑作物への品目転換にな

の耕地面積は

地︑いわゆる耕作放棄地は

万円の収入があ

でいる︒しかし︑北海道農

㌶にな
30

っても１俵当たりのコスト

10

万〜

業農村の動向予測という調

ば

続くと︑北海道も５年ごと

㌶の生産者が

査では︑このままの状態が

65

65

22

20
20

10

戸あったが︑

いるので︑逆に１戸当たり

しないと水が抜ける︒遊休

は組合員戸数８４０戸だが

46

22

46

20

とっており︑米穀事業本部

んさい事業本部︑酪農を営
だ︒

きるから︑１２０万㌧の生

約

いる︒北海道の稲作は生産

大きくは稲作地帯︑畑作地
本日は北海道の生産現場

む酪農事業本部の販売部門

の現状を理解してもらい︑

万㌧生産で

帯︑酪農地帯に分かれてお

定的な畑作の方が︑経営が

収５００㎏で

り︑稲作地帯のＪＡの数は

安定するという意識も働い

％になって

で取扱高は約１兆円ある︒

るので︑水田面積の減少は

ェアの中では

他に施設資材関係の事業本

引き続き継続することにな

に

11

35

投資をしなくても︑面積を

田を引き受け︑規模拡大を

するので︑

10

引き受けることができる︒

した場合︑新たに米を作る

ている︒

低減には︑なかなかつなが

○北海道農業の農家戸

90

負担や︑直播栽培の導入︑

条件整備が必要である︒今

数︑農業依存度

10
10

大型機械の投資︑大型機械

までのように単純に引き受

15

17

50

年前の倍に

年後の平成

15

15

45

12

らない︒その分︑コストが

箱石 文祥 氏（ホクレン農業協同組合連合会・米穀事業本部長）

年後は農家戸

60

11

11

90

％ずつ農家戸数が減少

11

北海道米のさらなる
価値向上を目指して
50
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代表取締役社長）を講師に迎え、

全菓連では全国組合幹部研修会で水原康晴氏（株
式会社清月堂本店
「銀座の街と清月堂」をテーマに講演を行いました。
聞き手は本紙でもおなじみの尾関勇氏（株式会社ア
ンゼン・パックス代表取締役）にお願いしました。

いですね、いや、いい匂い
がしますね。
水原‥それで、ちょっと匂
いを抑えてほしいなと。銀
座の上役が言ってました。
（笑）

その③

も、東横のれん街さんから

貨店さんなんですけれど

水原‥最近、きっかけは百

う？

周

ベントなどはいかがでしょ

ね。綺麗なままで。

尾関‥枯れないお花ですよ

フラワーなんですけども。

上にあるのがプリザーブド

水原‥たとえばこれ、右の

尾関‥そうなんですね。

ました。

るのは山田平安堂さんとい

いう花とか、他にやってい

うんですけども、何かこう

いうのは難しいなあとは思

のをコラボレーションって

子屋さん同士とかそういう

う反応があった。で、お菓

加えてまた新しいものも足

けれど、今の時代はそれに

だけでもたいへんなんです

来たことを守るということ

代からずっと脈々と続いて

うと守という、今までの先

・破・離ということばでい

したね。

すから、ずいぶん変わりま

ったのがアップルストアで

躍進する一番の起爆剤にな

し、今のアップルが日本で

たというのがありました

ニーがビルを買って売却し

ど、ちょっと前にティファ

ニクロはもちろんですけれ

すが、銀座の街も最近、ユ

る方もおっしゃられていま

尾関‥銀座を研究されてい

尾関‥やはり古参というか

と、あります。夜でもくさ

品館の方に歩いていただく

と松坂屋さんの向かいを博

尾関‥前を通っていただく

ドアから…

水原‥すごい香水の匂いが

ね。

ィッチというブランドです

尾関‥アバクロンビー＆フ

みなさんご存知ですか。

ンがふえて。アバクロって

はもうファストファッショ

５丁目から８丁目から、今

思いましたね。

あるのかっていうふうには

すから。こういう切り口も

が自分の代に自分のお菓子

り創業者の嘉兵衛というの

水原‥先ほどのお話のとお

今４代目ですね。

尾関‥そうですか。そして

来たそうです。

いて、その時のヒントで出

た。２年半ぐらい修行して

八幡さんに修行に出まし

の父は学校を出てすぐ鶴屋

思うんですけれども、うち

子もヒントになっていると

ろ食べ歩いて先輩方のお菓

いう大きい料亭だったんで

水原‥もともとは松本楼と

ユニクロになってますけど。

話って面白いですね。今、

お菓子は何なのかとずっと

のですが、とにかくお前の

で毎日会社に来て毎日話す

をつくれと、私の父も元気

られているんですよね。
でも

になり、
商売をどんどん変え

ということで戦後は百貨店

の松をとって小松ストアー

で、引き続きずっと新商品

にはかなわない商品なの

で す け ど も、「 お と し 文 」

いただいたものを出したの

うお菓子を、召しあがって

言 わ れ て。「 蓬 の 峰 」 と い

その銀座というのは海軍の

て。お客筋で見ると、実は

合わせていってとありまし

ど、話をすると時代時代に

尾関‥他には商品開発やイ

えてやってます。

うことで、一番の仕事に据

を出さなきゃいけないとい

ます。とにかく新しいもの

開発っていうのをやってい

ＴＢＳのとこも全部陸軍で

も施設はありましたので、

係、つまり六本木や赤坂に

そういった赤坂の陸軍関

青野さん、塩野さんとか。

けれども。今では違ってき

り関心してなかったんです

たいなのを感じたのであま

ような百貨店さんの下心み

れば売れるのでは？という

から他店さんの要素もいれ

分の商品単体じゃ売れない

商品というのは要するに自

そのときは私自身、コラボ

コラボ商品を作りました。

羹と錦玉羹の間にはさんだ

ど う ）」 と い う カ タ チ で 羊

餅さんと「三味胴（しゃみ

ながりということで松崎煎

うに言われて当時は銀座つ

時にコラボ商品をというふ

年というのがあって、その

んこれは全国でもあると思

水原‥そうですね。もちろ

あったということですかね。

わせて作っていたお菓子も

そういうご贔屓で、また合

初めて聞いたのですけど。

そしたら、やっぱりけっこ

のをやってみたんですね。

水原‥はい。そういったも

いんですね。

尾関‥百貨店では売ってな

思って出しました。

っていうのはどうかなと、

ときにこういう詰め合わせ

か、いい夫婦の日といった

けども。たとえば母の日と

が、日本でやってるんです

水原‥サザビーグループ

尾関‥有名なブランドです。

が…

ジェーン・パッカーのです

水原‥これはイギリスの

の 絵（ ① ）、 こ れ は 今 の 場

す。さて、この清月堂さん

尾関‥ありがとうございま

いうのもありますよね。

特別なパッケージとかそう

いますが、軍の方の羊羹の

んなんですね。いわゆる守

だけでも、ほんとにたいへ

までのことをちゃんとやる

子って非常に奥が深くて今

ろはですね、やっぱり和菓

やっぱり私自身が悩むとこ

ょに開発するなどです。で

スマスの上生菓子をいっし

ですけども、その方とクリ

え）さんという方がいるん

の鳥居満智栄（とりいまち

一番最近では洋菓子研究家

合わせで販売したりとか、

わせにして敬老の日に詰め

ど、漆器とお菓子の詰め合

う漆器屋さんなんですけれ

尾関‥戦後のお店ですね。

戦後ですね。

書いてあるんで、もう昭和、

うこれは銀座東７丁目って

水原‥そうですね。ただも

所でしょうか。

すね。

すが３日間で完売したんで

りということで売ったので

個で２８００円で限定

たんですけども、これが６

餡の白を使ったお菓子だっ

いトナカイ、全部練りきり

白いクリスマスリース、白

で。白いクリスマスツリー、

に舞い降りたというテーマ

んとは白い、天使が和菓子

ろなんです。今回、鳥居さ

方が非常にいつも悩むとこ

しいもののバランスの取り

と。その古いものとあたら

していかなきゃならない

今から７、８年前に、

水原‥そうですね。本当に

ベテランの職人の方と新し

尾関‥妙に洋に迎合するよ

御用でそれで和菓子が発展

したし。今わたしも父から

尾関‥次に、３代目お父様

尾関‥写真すらなかったで

い方だとなかなか難しいで

残っていっていると。
もちろ

していった時期があって、

先月号より続く。

すね。完売で。

すかね。どうでしょう。

すけど。

赤坂は陸軍だったそうで。

銀座という街のこと、お菓子のこと

堂という名前でそういうも

だけれども、どこまで清月

て自分の感性でやりたいん

すけれでも、若い人たちっ

水原‥そうですね。あと、

尾関‥若いですね。

が中心なんで。

す。いわゆるバターとか洋

いうわけにはいかないんで

けでいいかというと、そう

でもじゃあこれからそれだ

すから、とても大切なので。

水原‥そうは本当ベースで

尾関‥それは社長としての

ですね。

きっちりやってもらいたい

逆に今までどおりのことを

ろです。そうかといって本

と、どうなのか難しいとこ

ていけばいいのかという

もそういうふうになっちゃ

軽いんですけど、まず何で

ているんです。イメージは

もちょっとバターとか入っ

水原‥いや、今の「蓬の峰」

ょうか。

くる確固たるこだわりでし

４代目として今の歴史から

小坂さんと言う方が、名 前

と こ ろ が 今 度 は、経 営者の

亭 に な っ て き た そ う で す。

うようなそういう大きい料

なって結婚式なんかでも使

屋さんから始まって料亭に

のはもともとそういう料理

ますので。
松本楼さんという

んです。
金春通りとかもあり

銀座よりに料亭街があった

のあたりより、
もうちょっと

水原‥そうですね。
今のうち

んですね。

ちゃうんじゃないかなと。

作り続けないと、無くなっ

ねといわれるようなものを

人がこれはやっぱおいしい

の変化とともにその時代の

ありだと思いますし、時代

味でずっと行くってことも

ついても、うちはもうこの

ない。ですから味の部分に

のが考えていかないといけ

ていうのは何なのかという

いけない本当のコアな部分

において、その守らなきゃ

ども商売を続けていく場合

さん、そして花柳界向きで

尾関‥赤坂はもちろん虎屋

水原‥そうですね。

ん買われたと。

みなさん甘いものをたくさ

使い、そして粋なお菓子を、

尾関‥軍関係の方が料亭も

てもらったりしたそうです。

をはじめとして、結構使っ

五十六さんとかそういう人

新橋花柳界というのが山本

連施設がありましたので、

に海軍兵学校とか海軍の関

どの説明もありましたよう

今の魚市場のあたりが先ほ

水原‥そうですね。築地の

水原‥そうですね。いろい

ぐれ」の名菓ですね。

がお作りになった「黄身し

水原‥はい、何かそういう

うな洋菓子をつくることは

ん私も和菓子をやめるつも

のをやっていいのかと。提

風な材料を使った新しさを

当に銀座の街を見たら、う

尾関‥なるほど。今、わた

次号に続く。

写真でございます。

場が全部あったと。珍しい

ろに煙突が見えますが。工

尾関‥そうですか。この後

３階建てにしたそうです。

けてまた同じように木造の

んですね。まあ、戦争で焼

ね。木造の３階建てだった

水原‥雰囲気はそうです

店と同じような感じですね。

すね（②）。昭和８年、今の

尾関‥これは珍しい写真で

７丁目ですね。

水原‥木挽町の次は銀座東

んですね。

昔は銀座東７丁目にあった

50

４代目当主として

のっていうのがすごくヒン
水原‥そうですね、やっぱ

りはさらさらないんですけ

案すら躊躇してたところが

見せることなのか、今のた

ちはこれしかやらないと言

も長野県の出身だから松本

しの父もうしろにいますけ

折

トになったなと思って。今

尾関‥料亭だったんです

あるんで、鳥居さんと組ん

とえばノエルジャポンの場

とつけていらっしゃったそ

り

だことで職人たちも、こん

合は全然材料は和菓子なわ

って先ほどのなくなった老

うです。
小坂さんの小と松本

②

ね。料亭街があちらだった

代の人

なこと清月堂でやっていん

舗のお話しもあります。

うちも職人さんが

だと、たがが少しちょっと

けですね。ただ見え方が今

尾関‥小松ストアーさんの

代の人が何人かいるので

はずれて、そういう意味で

までにないと。真っ白い練

①

絶対されないじゃないです

55

か、清月堂さんは。やはり

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

代の職人の人たちには

銀座の街 と 清月堂

りきりとかなかったわけで

60

非常に会社の中にいい刺激

30

が出たなあと思ってます。

60
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ており歴史は古く︑それだ

子製法書にも既に記載され

り汁を順に加え混ぜる

３．水飴・蜂蜜・生姜の絞

て入れながら摺り混ぜる

も溶けないようなら︑卵黄

※水飴が硬く摺り混ぜて

け馴染みのあるお菓子であ

液を付け揉みこむように手

り︑今一度見直したい一品
です︒

の中で混ぜ︑予め柔らかく

氏
︿生地配合﹀

深川 真寿実
全卵⁝⁝⁝⁝⁝⁝５００ｇ
してから使用する

東京製菓学校 和菓子課

このお菓子は全国的に中
上白糖⁝⁝⁝⁝⁝５００ｇ

介させていただきます︒

花 饅 頭 の 他︑﹁ 中 華 ﹂︑﹁ 中

５．配合外の水で種塩梅を

材の物が向いている

︿ポイント﹀

みで加減してください

●生姜の絞り汁の量はお好

●上新粉を入れることによ

※押し付けすぎると生地
が割れてしまう

って焼き上げ後のもどりが

し︑１４０〜１６０℃に温

９．冷却後︑摺り蜜にてイ

少なく︑イラの表面がなき

︿中餡配合﹀

ラ引き︑又は季節の焼印を

にくくなります

すり蜜使用

ラムのレモン型の餡を置

７．もう一回裏返し︑

たら裏返し︑軽く焼く

け練り︑並餡くらいの硬さ

ニュー糖・水を入れ火にか

サワリに小豆並餡・グラ

●裏返した時に焼きすぎる

ります

付けるときに割れにくくな

って浮きが少なく︑反りを

●摺り種法で作ることによ

※どら焼きより柔らかめ

センチ

押し仕上げとする

の丸に流す︒

︿餡製法﹀

めた平鍋に直径約

ｇ

の種塩梅

小豆並餡⁝⁝⁝１２００ｇ
グラニュー糖⁝⁝⁝⁝

６．表面に気泡が浮いてき

︿生地製法﹀︵摺り種法︶

になったら水飴を入れ︑更

と二つ折りにしたときにく

ｇ

水⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝適量
水飴⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

１．全卵をボールに割り入

き︑二つ折りにする

に練り︑再び並餡くらいの

グ

れ︑ホイッパーで軽くほぐ

硬さになったら冷却して使

っつきにくくなります

８．すぐに円柱型の物に押

用する

し付け︑反りを付ける
※ガラスなど熱に強い素

す

︿その他﹀

10

２．麺棒に持ち替え︑篩っ
た上白糖を２〜３回に分け

20
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中花饅頭
今回は生地にすりおろし
水飴⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

４．再度ホイッパーに持ち

蜂蜜⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

替え︑上新粉・薄力粉を合

皮︵ちゅうかわ︶﹂︑﹁残月﹂

ｇ

等様々な呼ばれ方をされて

ｇ

た生姜の絞り汁を加え焼き

わせ篩ったものを捏ねつ

上げ︑夏でもさっぱり食べ
ｇ

生姜の絞り汁⁝⁝

〜

います︒１８５０年代の菓
け︑

分以上休ませる

ｇ

られる中花種のお菓子を紹
上新粉⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

50 50 25 25

薄力粉⁝⁝⁝⁝⁝４５０ｇ

20

30

購読をご希望の方は全国菓子工業組合連合会
宛て電話か FAX 若しくはメールでお申し込
みくださいますようお願い致します。
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