加工用米

取扱数量は昨年を上回る見通し
工用米への支援の状況だ

る。産地資金を活用した加

乗せで生産支援を行ってい

に加え、産地資金による上

米２万円等の戦略作物助成

用を中心に販売している。

主として加工用食品の原料

産米では対応し難い用途、

МＡ米は、価格等の面で国

国家貿易により輸入した

万玄米㌧にな

数量は年間

より、低価格需要を含めた

資金の上乗せを行うことに

律助成２万円に加え、産地

る。一部の地域では全国一

扱分が大幅に拡大してい

定米穀（くず米）の価格を

予定価格の考え方だが、特

契約がある。МＡ米の売渡

ごとの需要で売り渡す月別

を売り渡す長期契約と、月

か月分、うるちは３か月分

っている。販売はもちが４

井指導官、同足立係長、全農米穀部原材料課清水氏、本井傳氏、株式会社神明米

万㌧政府備蓄米に成約されており、価格・集荷ともに懸

穀本部仕入部五百井課長、山本氏が出席した。本年、特に加工用米の値上り幅が
９％で、なおかつ既に

が、近年は地域流通業者取

加工用米の生産に対する

安定的な米の需要確保と水

参考に算定。現状ではこの

原材料部会を開催
助成措置だが、水田の転作

稲作付面積の維持を図って

くず米価格とМＡ米の輸入

全菓連

作物には国が交付している

いる。今後も加工用米の安

価格を見ながら算定する。

年度全菓連原材料部会を開催した。

水田活用の直接支払交付金

定した生産と需要者サイド

全菓連では８月６日、東京・南青山会館で

として①作付実績に基づき

における必要量の確保を図

た。

全国一律単価で交付される

同会には各県組合の原材料購入の担当者、農林水産省生産局農産部農産企画課岩

戦略作物助成と②あらかじ

円安などで動き、見通しづ

のミスマッチが生じ、安定

らいので、いい方法が無い

的な取り組みの推進が求め

地域と需要者の結びつきの

加工米飯、米菓、焼酎用等

一層の強化が必要になる。

の原材料用米穀として生産

の中で、地域が取組内容や

ただ、МＡ米の輸入価格は

単価を設定する産地資金に

っていくために、こうした

万㌧、

か価格班で検討中。МＡ米

め定められた各県の上限額

年産

加工用米の最近の需給動
向だが、

年産では加工用米の作付

価格が上昇し、安価な原材

大したが、需要者への販売

用米並みの所得が確保し得

販売収入等を踏まえ、主食

物助成の単価は作物ごとに

措置が実施されている。

程度で産地資金による加算

面積（３万３千

粒種はタイが中心。価格差

リカ、オーストラリア、長

より支援している。戦略作

づき生産されてきた。米の

る水準で設定している。ま

万㌧と取組数量は拡

流通は、近年は全国生産集

料用米穀を必要とする米菓

た、地域によっては加工用

年産

の輸入だが、中粒種はアメ

荷団体を経由しない取引が

・味噌・焼酎用等の低価格

された数量を全量用意でき

ては、全農は皆様から要望

お願いした。並行して、加

ので、販売価格の値上げを

が、国別は設けてない。

は中粒種と長粒種にはある

帯需要の供給不足が発生し

年産約４８、

％。

年産約２、９０７㌧提示に

工用米向けに確保できる産

８１４㌧提示に対し

対し

なく、全体の数量を見て出

地資金も各地域で推進し

○МＡ米

拡大し、全体の２／３を占

数量では地域流通者取扱い

全農からの説明

めている。加工用米の生産

産地と需要者との契約に基

外数）で作付ができるので、

ない米穀（生産数量目標の

念されているので、その対応を中心に回答していただいた。

農水省からの説明

年産米の主食用以

○加工用米
平成
外では備蓄用米８万㌧、加

万㌧が生産

万㌧、新規需要米

万㌧、計約

工用米

された。これらは転作作物
として生産数量目標の外数
での生産が可能なので、生
産者が判断して作付する。
分は約６割だ。こうした中、
加工用途への国内産米のニ

％が

た。その結果、全農の加工

年産の取扱い数量

年産備蓄米

代替えとして

年産は必ず数量

を提供させていただいた。
このため

は、種子の供給量が前年対

ために進めてきた。その中

とめ、それ以降、確保する

とし、

れ、かなり下がった。従っ

主食用米の消費量が公表さ

確保できると予測している。

は昨年より、上回る数量が

用米の

来秋以降、農水省に要望し、
年産の基準価格は前年

成約している。

年産の販売価格を据え置

年産の作柄・作付動向

きで提示した。

比１割近く減少し、大幅な

で

年産の国が示す生産目
保を推進したので、我々も

減った分は加工用米、新規

高い。このため、主食米が

標数量は減少する可能性が

年産米は国が備蓄米確

年産の加工用米だが、
がぶれやすい。このため、

需給緩和の影響もあり、産

月に希望数量をま
複数年を対象とした契約栽

地も生産・作付を縮小して

産地に備蓄米と加工用米を

て
、

培制度で取組んでいる。ま

いるので、供給量は減少す

推進した。その結果、国が

た、近年の状況は平成

ると想定される。ただ、各

えてきて、加工用米の手取

応札価格水準が１月以降見

る状況だ。また、備蓄米の

３面に関連記事。

を推進していきたい。

標数量の外数として、生産

ることになるので、生産目

を確保しなければならない

りも、それに見合った水準

需要米などの転作で米を作

産地には生産予定数量に対

年産米の取扱いについ

○加工用米

ないと考えている。

し上限７割程度の提示数量

年産のもち米

生産量の１割を占めた。こ

～

で提案しているので、問題
平成

のため、供給過剰にある。

契約栽培の決定内容は、

年産は約１１、２５１㌧の
提示に対し８割が成約。

万㌧備蓄米を確保してい

年は３万２千㌧で全体の

年産が連続して豊作であ

26

26

11
り、加工用もち米も急増し、

25

また、水田活用の直接支払

）の２割

られている。

25

ーズが高まる一方、低価格

○もち米
もち米は全国で生産して

27
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され、需給調整の対象とし

18
帯需要を中心に需要と供給

いるうるち米に比べ、産地
が偏っていることから天候

25

94

88

25

交付金の対象にもなる。

15

の影響を受けやすく、供給

ha
18

を確保しなければならない

25

24

25

24

加工用米を取り巻く状況
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だが、加工用米は清酒用、
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（１） 平成25年８月15日

取引委員会の窓口等に相談、

００３年の４９９兆円まで

の５２３兆円をピークに２

みると名目では１９９７年

うことではないか。これに

た大きな要因であったとい

デフレを決定的なものにし

える。また、新聞紙上によ

るほどのものではないと思

フレから脱却できたと云え

上回る程度と見ており、デ

嫁を拒む「取り決めた対価

さて既に８月中旬であ

情報提供すべきであろう。

年にわたる

の減額」、「買いたたき（コ

ると浜田宏一内閣参与は、

引き上げが、

関連を明示しているもの」

スト低減等の合理的な理由
対し、１９８４年に消費税

我が国のＧＤＰの推移を

との規定に従い、消費税と

一貫して低下を続け、その

増税時期の

生じた場合は遠慮せず公正

対策特別法

の関連を明示した表現は禁
る。この４～６月の経済成

を導入した際にはそうはな

地位を乱用して消費税の転

（略称）が先

がなく消費税を加えた額よ
年には５１３兆円まで

の第２項の「…消費税との

の国会で成立
止されるものの、企業努力
後

消費税転嫁

月
長率の第１次速報値が公表

し、この
り低い価格を設定）」等を禁

にマスコミ等で報道されて

するものではないとして、

じている。一方、「買いたた
される時期である。来年４

回復したもののリーマンシ

引き上げがデフレをもたら

っていないので、消費税の

引き上げる案もある旨発言

あるいは１％ずつ段階的に

されている。いずれにして

ョックにより再度低下に転

も政策当局には鶏の産卵能

月からの消費税率引き上げ

したとは言えないという主

力を落とさないよう、十分

き」とならない合理的理由

張もあるが、当時は４％前

慎重に見極めていただきた

「春の生活応援セール３％

年対比

後の経済成長と２％前後の

いものである。

いる通り、本来消費者が負

房長官の発言では、政府と
いる。一方、物価変動率を

物価上昇が続いており、ま

年に４６４兆円

と同じ時期に

％の水準となって

価格等の下落、大量発注等
しては９月に発表される第

さにそれを飲み込めるだけ

重に判断するとのことであ

年では４７６兆円と

８％引き」のようにたまた
により、客観的に生じてい

年の４７５

勘案した実質ベースでみる

じ

の適正な転嫁に中小事業者
ま税率が一致するだけで直
月に慎

について、最近の総理、官

等から懸念が示されている
２次速報値も見て

者間の自由な価格交渉の結

るコストの削減効果を当事

現は許されるとのことであ
兆円から

まで減少後回復に転じ、

果対価に反映させる場合及

上げは国際公約であると発

４月からの消費税３％引き

る。一方、財務大臣は来年

９０兆円を底として

り再度減少に転じ

が、リーマンショックによ

年には５２４兆円に達した

月１日）以

消費税とデフレ脱却の正念場
る。しかし、これらの表現
び法の施行日（

財務大臣は、高橋是清の

い日本を取り戻すことを自

れ、デフレを克服し、力強

経験されている。再登板さ

政策を参考にしているやに

らの天命と自認される総理

ことではないか。

年末

なら、消費税分を値引きし

を客観的に反映させる方式

交渉の結果、原材料の市価

前に当事者間の自由な価格

第１は日本経済のデフレか

いる。しかし、国際公約の

言されている旨伝えられて

いる。これをＧＤＰデフレ

０９・５％の水準となって

は５２０兆円と

と、今回はわずか１年でデ

年であったことを考える

年の水準を回復したのは

り、当時の名目ＧＤＰが

に撃ちかけた家康のような

い。安倍総理には、松尾山

念場のように思えてならな

にとって、まさに天下分け

伝えられているが、

ますと言っていると理解す

により対価を定めている場

ータで見てみると、既に

フレ政策から脱却できると

の金輸出再禁止により円の

性を確保するために、その

るのが普通だと思うのだ

から

年以降低下傾向にあったそ

目の関ヶ原に臨まれている

具体的内容を定めたガイド

が、すでに法律上決着が付

らの脱却による安定成長の

れは

為替相場は２分の１にな

ライン（案）が消費者庁、財

合を示している。相手が明

達成ではないのか。だから

としての円高是正にも国際

には

一貫して低下を続け、

年の１１０・

年対比１

務省、公正取引委員会から
いているということなので

こそ大胆な金融緩和の結果

また公正取引委員会のパ
入札させる場合などはどう

的な理解が得られたのでは

年

食、販売を実施、大学との

売、丸ボウロの製造実演、試

意した場所で地元銘菓の販

な人形展示期間に、市の用

佐賀市が主催する鍋島藩ひ

いきたい、地元の産物を利

部の力も借りながら進めて

にも声をかけるなど、青年

が必要、従来の菓子屋以外

を再度認識してもらうこと

進（長崎）、組合の存在価値

ないのか。

出展作品中から優秀作品７

プロ・アマを問わず

て県の補助を受け、初めて

線開通記念行事の一環とし

昨年

員の減少への対応（各県）、

つまりは、

点の

お菓子コンクールを実施、

たく、各県の協力を賜りた

１１１１年祭と併せて行い

国にとってこれが最後の正

全菓連専務・山本領

るものである。

胆力と決断を心から期待す
年

は思えないし、現に、政府
の経済成長率見通しも

コラボによる菱の実を使っ

用した菓子を作ろうと取り

度は名目が実質をわずかに

議長選出の後、堤議長の采

月に１

年の消費税の

ようなものであろう。我が

日までの間パブリッ
示的に値引き等を要求する

ブリックコメントでは、量

いずれにしても、疑問が

判断すべきなのであろうか。

転嫁を阻害する表示に関

クコメントに付されている。

する消費者庁のガイドライ
販店、コンビニ等の大規模

となっている。

小売業者等が、その優越的

配により議事がとり進めら

た菓子の商品化、

全菓連九州ブロック協議会

年度全菓

日熊本全日空ホテ

開催
さる

報告及び情報交換で結束強化
７月
ルにおいて平成

月、九州新幹線の全

月

次いで、各県提出議案と

賞の調査があったこと、食

産省、中小企業庁からも受

品表示の重要性について再

して福岡県より、来る

７日太宰府の中島神社鎮座

認識する必要があると感じ

は、全菓連岡本理事長、広

大会が開催された。大会に

報告及び情報交換が行われ

・質疑応答に続き九州各県

議事は、全菓連状況報告

（佐賀）、カステラの講習会、

ギネス記録に挑戦する予定

００ｍを超える羊羹を作り

菓子作りに取り組み、支部

内の産物を使用した新しい

市の要請と助成を受けて市

分 ）、 昨 年 か ら 宮 崎 支 部 が

組んでいる支部もある（大

祭りを実施、昨年以上の盛

児 島 ）、 百 貨 店 で 熊 本 菓 子

し、広島菓子博で展示（鹿

賞をはじめとする賞を授与

点に対し県知事賞、理事長

の報告と各県組合の協力に

理事長より広島菓子博覧会

広島県菓子工業組合大谷

た。

ち帰り検討することとされ

い旨の要請があり、各県持

生男子の奏者による見事な

堤理事長の知人の中学２年

を移して懇親会が行われ、

を終えた。

県のあいさつを以って議事

11

引き続き同ホテルで会場

島県菓子工業組合大谷理事

桃カステラの団体商標の５

主催の菓子祭りで来場者に

津軽三味線の演奏、芸達者

審査を今年度末までに終え

対するお礼があったが、特

の事務処理状況及び各賞の

月
10

11

周年記念行事を予

の創作依頼、

り上がり、県から特産のナ

者が参加し、開催県である

試食・アンケートを実施、

な参加者による美声の披露
今年も

等を交えながら、相互の親

ることとして作業を進めて

に今回は各賞の審査会につ
いく、食博覧会で青年部の

いて一般市民、マスコミか

伝達式の日程について（各

合創立

日に組

県）、県産のイチジクを使っ

定、それに合わせクマモン

ス、パプリカを使った菓子

熊本県菓子工業組合の阿部

としており、県組合として

もなかを創作中（熊本）。

60

月に実施すること

副理事長の開会宣言、同堤

協力により子供たちにお菓

も来場者に対する振舞を検

睦と九州は一つの結束の強

た菓子の創作に取り組んで

討 し て い る（ 宮 崎 ）、 組 合

ら強い関心が寄せられ初め

理事長の歓迎のあいさつ、

子作りの楽しさの体験、あ

化が図られたひと時であっ
んこの美味しさの認知を促

た。

おり、６次産業化の補助金

ての試みとして、審査の一
２次募集に再挑戦（福岡）、

部を公開したこと、農林水

全菓連岡本理事長あいさ

46

つ、各県ごとの出席者紹介、

州各県理事長等

年に一度の再認定のための

最後に、次期開催県宮崎

たこと等が述べられた。

周年事業を太宰府天満宮

11

た。各県報告の概要は次の

60

とおりである。広島菓子博

82

11

名の関係

連九州ブロック協議会熊本

25

長、堤九州ブロック長、九

10
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れた。

・

ンには、禁止される表示を

35 29
13

94

97

定めた法の第８条、特にそ

58

97

91

12

19

８月

のではなく、供給業者から

年に

年の４

は少しでも想像力のある人

総理はすでに三方ヶ原を

接消費税と結びつけない表

には①転嫁拒否等の行為の
是正、②転嫁を阻害する表
示の是正、③価格の表示、
等に関する特別措置が規定
されている。

97
07

あろうか。

10

の経済情勢にあったという

ことに対応するため、法律

がある場合として、原材料

1

値下」、「新生活応援セール

１日から施行される。すで

年間先送り、

による価格設定自体を制限

15

担すべき消費税に関し、そ

07

10

現在、法律の運用の透明

09

12

31

97

91
99

10

12
97

23
25
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況で出ている。その中で各

はかなり価格が下がった状

いているなか、早期米産地

の相対価格が高い水準で動

年産

年産の早期米が九州・四

くるだろう。

用などは生産量が変わって

新規需要米の飼料用や米粉

年に比べ増えているので、

ないかという。備蓄米も昨

てからは落ち着いている。

いたが、備蓄米が放出され

今まで相場の方が上がって

年産くず米になる。中米は、

最近の米穀情勢について
で、今後は相対ではない、

卸在庫の方を消化しなくて

㈱神明
特定の産地と実需の方に結

はならない。また、政府備

万㌧、

万㌧落札してい

年産買

年６月末在庫

国で出て来ている。

入数量は

状況だが、

また、

年産は地域流通

に並べると

年産の生産量は

８２１万㌧、そのうち加工

況だが、

年加工用米価
用米 ・２万㌧。 年産は見

年産

年加工用

格（ 丸 精 米 ）、
米 価 格（ 丸 玄 米 ）、

年産

年産備蓄米で今

加 工 用 米 価 格（ 丸 精 米 ）、
ＳＢＳ、
回放出されたもの、
中米の破精米、МＡ米、

川勝三郎 氏逝去

京都府菓工組前理事長

敬 弔

年産の生産状

び付けを要望している。価

蓄米在庫は

年産から一部

量は１８０万㌧、

という形で、需要者と産地

勝三郎氏は６月

日に逝去

京都府菓工組前理事長川

みの数量は積み上げた。業

年産並

年産・

の状況についてだが、昨年

格は高くなるかもしれない

見込みが

年産の加工用米

暮れから産地との交渉に入

し、安くなるかもしれない

神明の

った。当初、価格と数量が見

が、そのような取引を検討
している。
年産の出来秋以降、

売渡を無事に完了すれば１

る。

年産需給見通

んど例年通りの数量を確保

末在庫量２０６万㌧と昨年

を結び付けし、進めさせて

・

してくれた。しかし、一部

より非常に多く残ってい

いただいたので、

平成

で取り入れたい。

にはゼロやかなり減った産

る。これは生産段階での在

現状の原料価格を高い順

年産と

えないなか、交渉を進めた
が、最終の数字は
同等かそれ以上を契約する
ことができた。その後、産地

０９万㌧になり、基準の１

地もあった。これを補うた

庫量だが、出荷段階での民

の状況を分析したが、ほと
年６月末在庫

め１～３月に、新規の仕入

００万㌧を超える。

れ先を増やして行った。更
間に出回っている在庫は

年６月

に、既存の産地にも数字を
された。

展と全菓連傘下組合の組織

故人は中小菓子業界の発

界紙や仕入れ先の話では、
加工用米は昨年並みの認定

年産の端

境期は厳しい状況で販売し
の数量が発生されるのでは

万㌧あり、

～

た。これだけ不安定な状況
ている。また、７月末から

万㌧

込みだが、目標数量が７９
１万㌧、加工用米が
と推測すると新規需要米が

～

万㌧減少すると予測され

る。

化に尽力され、平成

年春には旭日双光章

年に全菓連理事を務めた。
平成

而して告別会は７月

を受章されている。

日、京都市公益社でしめや
かなうちにも盛儀にとり行
われ、業界関係者多数が焼
香した。

しずつ前に進んで行った。

に就くべく挑戦を続け、少

分に向いていると思う仕事

るが、思考が前向きで、自

ときには落ち込むこともあ

見てしまった。若い林氏は、

生を紹介していたのでつい

ることで道が開けて行く人

れながらも、高望みを続け

美貌もない林氏がいじめら

かった。だが、職も、金も、

同氏をあまり好いてはいな

なお世話とは思うが、私は

子氏を紹介していた。大き

ビの番組で、作家の林真理

▼７月５日のＴＢＳテレ

で、原稿用紙にかなり早い

ソコンを使わずサインペン

今も売れっ子で、原稿はパ

し、作家として認められた。

専念。第

回直木賞を受賞

た。それではと、作家業に

るバッシングも多くなっ

は打たれるで、同氏に対す

演も増えた。しかし出る杭

ラーになり、テレビへの出

うちに帰ろう」がベストセ

た。「 ル ン ル ン を 買 っ て お

事があったのでそれを始め

度そのころ、エッセイの仕

向いていると言われた。丁

の仕事を１００にする方が

の日頃の言動から、君は１

を１に凝縮する仕事だ。君

ーというのは１００の仕事

糸井氏から、コピーライタ

している。私も、推敲は必

それで次に進みます」と記

ち曖昧な部分がなければ、

よく納り、一定の密度をも

紙一枚のなかで文章が行儀

勝負です。そうして原稿用

敲は、原稿用紙一枚一枚の

あります。私にとっては推

は不可能だと考えるからで

がたったから修正すること

わしているので、それを時

え、感じたことの真実を現

私のそれぞれの時代の考

せん。出来上がった文章は、

訂正するということをしま

で、「 私 は 文 章 を あ と か ら

紀夫は自著の「文章読本」

していたと聞いた。三島由

は原稿を出す直前まで推敲

しないようだ。芥川龍之介

送ると言っていた。推敲は

稿用紙はファックスですぐ

は

兆円９３１４億円と、

般会計決算見込みで、税収

る。２０１２年度の国の一

表した数字にも表れてい

れは７月３日に財務省が発

おり、経済は好転した。そ

った人によって活かされて

政策は、前向きな姿勢を持

実施されている適正な経済

るためにも必要である。今

は、経済活動を活性化させ

▼こうした前向きな姿勢

も、前向きなのがいい。

をしていた。そして何より

子氏は、時を経た、いい顔

きテレビに出ていた林真理

と納得してしまう。このと

われれば、それも才能だな

原稿用紙に書いていると言

が、頭で推敲した文章を、

まり読む気にはならない

すらすら書いた文章は、あ

適正なアベノミクスを実現

出来事だと思う。今後は、

明している。だから大きな

適正な政策であることを証

の結果は、アベノミクスが

で税収増の結果が出た。こ

だがここに来て、先の理由

き国の借金だけが増えた。

は上向かない状況が長く続

な効果しか得られず、経済

されてきた。しかし一時的

に、経済対策は幾つも実施

が、私は大きな出来事だと

きく取り上げられなかった

だ。マスコミではあまり大

り上振れたのが理由のよう

改善し、法人税収が想定よ

う円安・株高で企業業績が

政策「アベノミクス」に伴

った。安倍晋三政権の経済

りを１兆３２４４億円上回

った政策とは言えない。つ

に戻るのでは、ピントのあ

金が無くなればすぐ負け組

きをしのげただけで、補助

組になれば良いが、そのと

負けた者が改善をして勝ち

あったとする。その結果、

き補助金で救済する政策が

策が、政策である。そのと

出る、或いは出たときの対

方のないこと。負ける者が

者、負ける者が出るのは仕

は競争である。だから勝つ

▼経済活動は、基本的に

だけない。

ピントのずれた意見はいた

は、それはそれで良いが、

自由だから、意見を言うの

論調が、結構ある。言論は

には、根拠が曖昧な悲観的

もしれないが一部マスコミ

しかしながら、言い過ぎか

していく事が大切になる。

る。

策は支持したいと思ってい

断をし、ピントの合った政

ることなく、自分で考え判

トのずれた意見に惑わされ

的な政策についても、ピン

る。今後打ち出される具体

そのための政策が必要にな

い事業は伸ばし易くする。

悪い事業は撤退し易く、良

事業は伸ばす。それには、

退、需要が有り利益が出る

ない事業があれば、需要が

で、利益を出す事業と出さ

も、また政策である。会社

つ者が出るようにするの

しているときは、競争に勝

だ。また、経済全体が停滞

か単なる補助金かの違い

まり会社の改善となる投資

１月の補正予算時の見積も

れた

年と言われたこの間

全菓連理事・千田仁司

無く利益の出ない事業は撤

糸井重里氏のもとで働こう

筆跡で書いていた。４行書

要だと思っている。だから

20

思っている。これまで失わ

と努力し、念願がかないコ

けば、後はすらすら出てく

〒104-0061 東京都中央区銀座１丁目18番２号 タツビル
電 話 03（6673）4333（代）／FAX 03（6673）4568
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ると言いながら、書いた原
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（３） 平成25年８月15日

「第 回全国菓子大博覧会・広島」を振り返って

にさせていただきました。

去の慣例をまったくの白紙
議の対象となるものと考え

す。今後この問題は充分協
第

回三重博の課題にして

いのではないでしょうか。

り、このブー

の評価も上が

組合員数と最新の経済産業
ていく従来方式には戻れな

ますが、協議もなく決まっ
す。

いただければ幸甚に存じま

心度が上がっ

スに対する関

たことによる

県内調整にご

来から極一部ではあります

この問題については、従

やるとなれば、基本は各県

ものかと思っていました。

商品の販売と調和が取れる

催地たる広島

す。また、開

予想されま

苦労があると

かと思っておりますし、平

が各県の組合員からご意向

３．全国お菓子めぐり館での商品
販売

省調査による菓子・パン小
売業販売額を指数として全
県を５段階にランク分けし

年に各ブロック会議で

ました。多少強引であった
実行するとの意思表示にも
成

ひろしま菓子博２０１３ 実行委員会 事務総長 伊藤 學人

広島として博覧会を実行する上で新しく取り組
なりました。また、大会会

織は行政と菓子組合構成員

松江博以来、博覧会の組

大手

社からご協力を頂く

画策した結果、地元企業の

制作りはできないものかと

理事長に就任いただき、県

を強化するためにも全菓連

でしたが、全菓連との関係

は開催県の県知事がご就任

長の人事についても、過去

ものであり、広島として手

ご提案し・ご承認を頂いた

開催した全国代表者会議に

した。平成 年６月広島で

集中的にご批判も頂戴しま

菓子めぐり館での商品販売

する側からすると、全国お

産展ではなく博覧会を企画

をお伺いしていました。物

菓子めぐり館での販売を実

中小零細メーカーは全国お

は全国お菓子バザールで、

内の大手メーカーの製造品

ら、販売金額

反応の悪さか

上げた当初の

では提案申し

んだことを紹介させていただきます。

27

してそれなりの小間料の支

したが、今後は開催県に対

できませんで

に対するリベ

ロックにお任せするにし

ートの請求が
九州を除く各ブロックでお

ろ、今回の経験により販売

施してはと企画しました。

客さんからも業界からも好

払は覚悟しなければならな

思惑は外れましたが、概ね

た。お菓子という商品を紹

評であったと評価していま

に一つの目処が立ったこと

いのではないでしょうか。

は、来客の混雑の問題も含

介する本来の目的に加え、

すし、各県にとっても出展

は事実であります。各県で

めて大変危険な課題でし

いしたものでありました。

各県の菓子組合は行政に頭

費用の軽減になったのでは

続きは充分した上に重ねて

開催当年となり、組合の資

を下げ、助成金をあてにし

ないでしょうか。次回から

各ブロック会議にてもお願

金繰りをしなければならな

ながらブースの装飾を行っ

展示スペースと販売スペー

知事・市長・商工会議所会

い立場の各県理事長として

ているのが実情でしょう。

スの比率をどうするのか、

頭には副大会長にご就任頂

一言言われるところは理解

行政に対する顔もあり、装

販売する業者の選定は各ブ

ことができました。このこ

できるものの、一からやり

飾の基本は観光を中心とし

とは、開催地の菓子屋さん

直すかの議論は「議して決

たものにならざるを得ず、

されていました。今回の広

の根拠となっているのは過

せず、決して動かず」の類

島博では、菓子屋さんのお

去の博覧会でいくらの金額

ではないかと感じられま

くこととしました。

全国の菓子組合から拠出

を負担したかという時代錯

の負担を減らすとともに開

いただく協賛金・小間料に

誤の代物です。広島では過

ました。広島商工会議所の

の派遣は難しいと感じてい

環境変化しており、従業員

協力を得られることによ

ついてはこれまでの博覧会

をしています。特におやき

朝生菓子を中心に製造販売

創業昭和十年、おやき、

ひとつ心をこめて手包みし

三、信州おやきは、ひとつ

す

食材の使用を心がけていま

二、信州おやきは、信州産

がれることで食文化を伝承

ても自由です

も、どこでも、いくつ食べ

九、信州おやきは、いつで

す

力、日々進化、日々反省で

田中正昭さん

２．協賛金・小間料の算定基準の
透明化

り、地元企業をあげて更に

には定めがありません。そ

には力をいれており、中に

ています

冬の味わいがあります

していきます

十、信州おやきは、日々努

った、信州おやき協議会で

えていました。これまでも

的を明確に主張しようと考

当初から、博覧会の開催目

この博覧会を引き受けた

開催趣旨をどこかではっき

者の責任として開催目的や

を主催するにあたり、主催

も頂戴できました。博覧会

付けをし、自身でその重さ

ン等に比して下位にランク

は海外のモンドセレクショ

無関心、特に褒章に対して

子屋さんの博覧会に対する

きなポテンシャルを持ち、

クールジャパンとしての大

とあったように、お菓子は

「日本のお菓子は世界一」

の彬子女王殿下のお言葉に

ます。とりわけ若い世代の

りと表現することがなけれ

皆さんには、菓子博の未来

確かにそれらしいものはあ

覧会は自身で担う気持ちが

に夢と希望を持ち、創造的

全菓博はその先駆けになれ

なく、お客様気分で開催地

るのではないかと思ってい

その他、再入場システム

にこられること。博覧会を

を否定していること。全国

の導入や夜間開場の実施等

かつ建設的な意見を出して

のお菓子屋さんにとって博

した博覧会は金沢博以来な

広島の中心地であればこそ

担っている行政や一般企業

いただくよう期待していま

ば、博覧会とは言い難いの

かったように感じます。広

できたことがあります。特

からの出向者にとってお菓

ではないでしょうか。

島ではお菓子の持つ力を歴

万７

りましたが、お菓子が持っ

史・交流、文化、健康の切

に再入場システムは

ている力をはっきりと表現

り口から「人の心を穏やか

けました。確かにシンボル

という３つのコーナーを設

る」「心と体を健康に保つ」

に す る 」「 人 生 を 豊 か に 彩

民球場跡地を再開発する上

たし、今後広島市が広島市

は大変喜んでいただきまし

ました。周辺地域の方々に

千人の方にご利用いただき

に思いを致し、原点に立ち

会が持っている「理念や志」

の努力に敬意を表し、博覧

は非常識に映ること。先達

子屋さんの発言や時間管理

とを付記しておきます。今

る配慮が十分でなかったこ

て身体障害者の方々に対す

す。

が必要と考えます。

の視点に偏らず十分な配慮

最後に、広島の失敗とし

展示した世界文化遺産「嚴

後の博覧会では、電動車い

副委員長として活躍してい

返って博覧会を今後とも継

島神社」が話題を呼び、我々

でも大きな指針になったも
る田中正昭さん。前長野菓

のと確信します。

安倍首相は成長戦略とし

すに限らず足の弱ったお年

の主張が理屈っぽくかつ文

て、「クールジャパン推進」

寄りにも、会場の混乱排除

字表現が多かった等反省す

も継続的に実施していくに

を掲げています。名誉総裁

続されんことを願って止み
青会長として色々活動さ

は多くの課題があることも

ません。
れ、これからも中心として

べき点はあったものの、一

実感しました。全国のお菓

しかし、博覧会を今後と
活躍してほしい人です。

部のお客さんからは「平和
ク長・滝沢博臣

青年部関東甲信越ブロッ

の素晴らしさ」に高い評価

店舗データ

南屋製菓店

４．テーマ館への取り組み

言えば地元経済界をあげて

入れる野菜などすべて自家

四、信州おやきは、手のひ

六、信州おやきは、各地で

八、信州おやきは、食べる

長野県長野市三輪田町 1346
T E L ：026 － 232 － 7218
U R L ：minamiya-oyaki.com
営業時間：7:00 ～18:30
売り切れ次第終了
定 休 日：月曜日

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

こだわりの信 州 お や き

農園で作られていて、季節

らサイズです

南屋製菓店

に合わせたおやきを常に十

信州おやき憲章なるものを

受け継がれた独自のつくり

と心が丸く温かくなります

12

長野市

種類ほど売っておられます。

紹介します。

方を大切にします

五、信州おやきは、春夏秋

一、信州おやきは、小麦粉

七、信州おやきは、作り継

ここでおやきについて、

などの皮で野菜を包んだ信

この信州おやき憲章を作

州の郷土食です

おやき

菓子博に協力いただける体

かれている状況は従来に比

23

催県が全県あげて菓子博を

１．実行委員会の組織

その②

の企業からの派遣にて構成

24

26

べると大きく苦しいほうに

13
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で︑この季節は週末になる

れた大自然を多く有する町
チュラルベーカリーｃｒａ

見学も含め組合員であるナ

スイーツを販売したりする

内にカフェを併設したり︑

雑貨店を経営しながら同店

の横に丁寧にラッピングし

スタイルの店もあり︑レジ

た手作りスイーツを並べて

ｍの大倉崇史氏と日曜日の

当日は天気も良く大勢の

いると︑雑貨等と一緒に購

み参加した︒

しむ人達でいつも賑わって

代の人がほとんど

来場者が訪れたが︑おおよ

と観光客をはじめ登山やキ

名な玖珠郡九重町は︑阿蘇

そ

ャンプ︑ツーリング等を楽
日本一の高さと長さを誇
いる︒そんな九重の標高１

ントの中に工夫を凝らした

店した︒各々が持参したテ

らたくさんのショップが出

ントが開催され︑県内外か

雑貨店が主催する野外イベ

日︵日︶の２日間にわたり

苦戦しているようだった︒

食品を販売するショップは

く食欲減退に繋がるので︑

ため︑歩けばそれなりに暑

はないものの陽射しが強い

につき気温はそれほど高く

める親子が目立った︒高地

かき氷とジュースを買い求

り子供連れの家族が多く︑

で︑夏休みということもあ

試行錯誤しながらマイペー

う若い勢力は︑それぞれが

り︑組合とも違う商売を行

や量販店とはまったく異な

っているようで︑コンビニ

売りせずに信念を持って扱

り感のある商品を決して安

会場を見渡しても皆︑手作

が多いとのこと︒イベント

名度や人気が上がるケース

で紹介してもらうことで知

入する客も多く︑ブログ等

〜

１００ｍの高原にある︑く

レイアウトをすることで個

大倉氏もこの事を予測しコ

じゅうやまなみキャンプ村

性を演出し︑独自のやり方

ロコロラスクの他に︑かぼ

日︵ 土 ︶・

で雑貨︑軽食︑菓子等を販

スに輪を広げている様子だ

に て︑ ７ 月

売していた︒このようなイ
ちゃの冷製スープを持参し

局長・早瀬大雄

大分県菓子工業組合事務

ベントはマルシェ等と呼ば

ショップの中には︑地元で

イベントに出店している

った︒

40

対応した︒

30

﹁阿波ういろ﹂
る︒子供たちが近所の家々
を周り︑遊山箱いっぱいに
お菓子を詰めて遊びに出掛

でたい時に家庭で作られて

で古くから節句などのおめ

り出す︒ういろうは︑徳島

・ういろうの全国発信に乗

り根強い人気を誇る和菓子

組合では︑県内で古くよ

他の地域のういろうにはな

ともっちりとした食感は︑

の特色︒小豆の豊かな香り

かもし出しているのが共通

だんに使い︑豊かな風味を

糖をベースに︑小豆をふん

なるが︑米粉︑もち粉︑砂

く見かけるが︑加工食品分

一次産品のブランド品は多

や﹁なると金時﹂のような

徳 島 県 で は︑﹁ す だ ち ﹂

した背景があってのことだ︒

・販売しているのも︑こう

子店が看板商品として製造

現在でも︑多くの県内和菓

ける文化が根付いてきた︒

きた伝統のお菓子で︑名古
い持ち味である︒

日の節句に︑藩主をはじめ

お祝いとして︑旧暦３月３

作られるようになり︑その

阿波之国で阿波和三盆糖が

江戸時代の寛政年間に︑

ろうは︑その遊山箱に巻き

ニックである︒徳島のうい

び歩く︑現代で言えばピク

葉の美しい季節に野山を遊

めて︑桜の季節や秋口の紅

呼ばれる重箱に食べ物を詰

る︒小さな子供が遊山箱と

文化﹂と称される文化があ

徳島には古くより﹁遊山

統一︒新たに﹁阿波ういろ

感のいい﹁阿波ういろ﹂で

との差別化を図るため︑音

名古屋名物の﹁ういろう﹂

逸品である︒ブランド名は︑

た︑今後の展開が楽しみな

魅力・ストーリー性を備え

の現状を打破できるだけの

い︒徳島のういろうは︑そ

ンド商品と呼べるものがな

野においては︑地域のブラ

展などを通じ︑全国的な販

各県での百貨店催事への出

る一方︑県内にとどまらず︑

の日﹂を制定して浸透を図

活性化にも大きく寄与する

事業展開により組合活動の

ランド化は︑今後の更なる

タートした阿波ういろのブ

局・浦西美智子

徳島県菓子工業組合事務

ものと期待している︒

周年記念事業としてス

２０１１年に青年部の創

る︒

立

50

ブランド化の推進

屋や山口と並び﹁日本三大

領民一同が食べたのが始ま

ずしや煮しめなどとともに

ういろう﹂の一つとも称さ

りと言われている︒

詰められてきたお菓子であ

れている︒

徳島のういろうは︑各店

路拡大を図ることとしてい



るようなので︑今回︑市場

客︑売上を着実に上げてい

れ全国各地で開催され集

20

によって細かなレシピは異

阿波ういろ

くじゅうやまなみキャンプ村のマルシェ

くじゅう国立公園に指定さ

21

る歩行者専用の大吊橋で有

若い勢力の新たなイベント

マルシェに学ぶ商売の多様化

分
大
島

徳
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アミエビ︑唐辛子︑トウモ

はさらに増え︑ゴマ︑椎茸︑

誇っていた︒いまでは種類

の多彩なバリエーションを

業専念が一番の夏枯れ対

の は 餅 し ゃ ぶ だ っ た︒﹁ 本

食類は不発で有名になった

食屋をはじめた︒だが︑定

弱い餅屋︒夏枯れ対策に定

汗だくになっていた︒でも

せた団体客がいた︒みんな

と︑店の前には食事を済ま

予約の時間に店を訪れる

には暑さを吹き飛ばすパワ

っ た︒ き て よ か っ た ﹂︒ 餅

こ う 言 っ て た︒﹁ お い し か

お客さんたちは異口同音に

鳥取県菓子工業組合理事

ーが宿っているようである︒

ン︒一枚の餅の重さは十二

老舗の餅屋さん︒その工場

る と︑﹁ お い し い で す よ ﹂

いかがなものかと思ってい

この暑さにしゃぶしゃぶは

催しました︒

菓子講習会を熊谷市にて開

は︑去る平成

埼玉県菓子工業組合で
日

初は戸惑いがちでしたが

徐々に和気あいあいとな

り︑プロの製菓技術に直接

触れ感嘆していただき最後

るこをいただいて︑正味三

催

時間忙しく慌ただしいなが

に全員で小豆から煮たおし

講師は当組合の杉田禮三

ら講習会を好評終了しまし

かけました︒

名と当

副理事長が務め︑一般参加

全員で実際につくってみる

組合員及び各役員ともども

ーションし一般参加を募り

今回は商工会とコラボレ

の主婦のみなさん

開催にあたり︑今回は開

実習形式をとりました︒

年２月

開

初の試みの
﹁お菓子講習会﹂



長・小谷寛

ロコシ︑ブルーベリー︑抹

倉吉市新名﹁
物 餅しゃぶ﹂

鳥取県の中央にある倉吉

本業専念が 一 番 の 夏 枯 れ 対 策
明治時代の町屋づくりの
策﹂となった︒

グラム︒厚さは三ミリ︒試

の隣が︑空き家になって売

と声をかけてくれたのは︑

お店を訪ねたが入るのを

茶︑人参等々の十二種類も

ぶ﹂だ︒薄く切った長方形

行錯誤の末に生み出された

りに出た︒そこはかつての

愛知県から来たお客さん︒

のバリエーションを誇る︒

年のオープ

の餅を︑まるで牛肉のよう

最適サイズだ︒白いしゃぶ

米屋だった︒広い間口︑吹

清水庵は平成

に︑しゃぶしゃぶと熱いだ

しゃぶ餅は他の地方にもあ

き抜けがあり︑木材もいい

市の新しい名物は﹁餅しゃ

しをくぐらせる︒だしと相

るが︑開店当時からこのお

満員だったので︑昼食は別

催場所地元くまがや市商工

少しでも繋がればとの思い

ていただき菓子消費拡大に

の良いところを消費者に見

てきていましたが︑和菓子

とした講習会を各種実施し

従来︑組合員だけを対象

おうという主旨のものを選

製造技術と手際をみてもら

を超え︑実際のプロの菓子

が家で菓子を造れるレベル

り餡︶と︑主婦のみなさん

寺桜餅④餡の作り方︵手取

黄身時雨③糯米使用の道明

かすてら︵メレンゲ物︶②

講習品目は①よもぎ蒸し

る目的の菓子講習会を県内

うな菓子の消費拡大をはか

合の新事業として︑このよ

開催としました︒

組合事務所のある熊谷市で

おかし講習会﹄と銘をうち

という初の試みで﹃第一回

組合員ともども講習をする

大勢の人が興味深そうに見

菊 ﹂﹁ わ ら び 餅 ﹂ の 実 演 で

たち﹄で﹁徹子の部屋﹂
﹁窓

題﹃私が会った世界の子供

の黒柳徹子さんを招いて演

るところからの開始です︒

拶に続きさっそく小豆を煮

まがや市商工会副会長の挨

組合理事長︑大久保照夫く

小島正二埼玉県菓子工業

せていく予定です︒

ションし︑今後順次発展さ

所・商工会と各コラボレー

各支部とその地元商工会議

菓子まつり﹂が︑平成二十

入っていました︒

二種類のお菓子をプレゼン

ナーでは︑先着五百名様に

コーナーで行われ試食コー

前橋菓子まつりは六つの

より近い量目あて回答者十

答用紙にて回答頂き内ばで

めその総量を来場者から回

では前橋の銘菓を一堂に集

量目あてクイズコーナー

胸に迫るお話などで大盛り

のお話などで大笑いしたり

アフリカの子供たちの現況

ユニセフ親善大使としての

際のトットちゃん﹂の裏話︑

師の指示にし

般参加者が講

いただき︑一

プロンはして

全員前掛けエ

は出して菓子

トされ︑開場と同時に長蛇

を自分でつく

たがって手が

〇名位来場されました︒

ってもらいま

出せるところ

前橋市内の六十五歳の女

上がりで会場は立ち見が出

喫茶コーナーでは前橋の

性は﹁毎年菓子まつりが楽

す︒組合員は

来るほどの大盛況で一四〇

ケーキとコーヒーを楽しん

プロならでは

名に組合より大きな菓子折

通常の十％から五十％引き

で頂き野点コーナーでは六

しみ︑季節の和菓子やお茶

の手際で一般

がプレゼントされました︒

の感謝価格で一律五百円と

やケーキなどが楽しめた﹂

銘菓販売コーナーでは︑

千円で煎餅や焼きまんじゅ

月の和菓子と抹茶で季節感

とご満悦の様子でした︒

の列が出来る大人気でした︒

う︑スイートポテトなどの

を味わって頂き大勢の人が

りました︒最

うかたちをと

参加者を手伝

和・洋菓子に舌鼓を打ちま

・吉澤孝夫

群馬県菓子工業組合理事

和洋菓子が販売され一人で

講演会会場では人気№１

いくつも買い求める人々も

の女優でユニセフ親善大使

した︒
実演コーナーでは六月の

おり喜ばれました︒

﹁花しょうぶ﹂や﹁ハサミ

お菓子講習会

兼広報担当・中島祥夫

埼玉県菓子工業組合監事

五年六月十二日前橋市市民

と地元商工会を通して呼び

す︒

より︑今回は消費者の皆さ

びました︒

た︒

ものが使われている︒壊す

会とコラボレーション開催

躊躇した︒真夏のお昼時︒

まって絶妙な味︒口の中で

店は︑ヨモギ︑トチ︑ユズ

に集まる﹁第三十六回前橋

第三十六回前橋菓子まつり

前橋銘菓が一堂﹁五十社﹂

前橋菓子まつり

この先埼玉県菓子工業組

まにも参加していただこう

してみました︒初の試みで

の店でとることにした︒

25

のがおしくなった︒夏場に

25

清水庵は百余年近く続く

溶ける︒野菜を巻いて食べ

商工会とコラボレーション

るのが通だといわれる︒

埼

文化会館で開催されました︒

餅しゃぶのメニュー



大好評で会場超満員

清水庵

20

玉

13
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を建てました︒文字の意味

い う ぼ ︶﹂ と 刻 ま れ た 石 碑

の名にあやかり﹁大禹謨︵だ

︵ か ︶ 王 朝〝 禹︵ う ︶
〟王

茶菓﹃大禹謨︵だいうぼ︶﹄

出来上がったのがこの讃岐

し︑じっくり時間をかけて

しんで頂けるお菓子をめざ

昇を抑制する効果が認めら

す︒︵ 希 少 糖 は 血 糖 値 の 上

スィートを使用しておりま

糖を含有するレアシュガー

話題を呼んでおります希少

図らずも名誉総裁賞という

ろしま菓子博２０１３では

優秀賞を受賞また︑今年ひ

コンクールにおきまして最

評をいただき︑香川県産品

は﹁禹︵う︶王の遠大なる

です︒

直結している水を治めるこ

大禹謨の石碑を模した素

江 戸 時 代 初 期︑ 津 藩 主
栄誉を賜りました︒

朴な形︒経てきた長い歳月

事長・包末招

香川県菓子工業組合副理

りました︒

中でも正に希少な一品とな

私どもの永い菓子作りの

れ現在特保の認定を申請中

夢２０００を練り込み︑中

を思わせる表皮の風合い︒

の特殊な糖︶

の餡には香川県産の黒豆︑

饅頭の皮には小豆島オリ

は二度の流失や埋没を経て

讃州黒そしてその甘味には

ーブオイルと小麦は讃岐の

近年偶然発見され現在は栗

はかりごと﹂という内容で

かの大規模な工事が完了

林公園内の商工奨励館中庭

す︒時代は流れ︑この石碑

した折︑西島八兵衛は治水

との重要性は今も昔も変わ

讃岐生駒藩に招かれ︑満濃

の安全を祈願し利水の神と

りません︒

池を初め多数のため池や香

発売開始より皆様にはご好

藤堂高虎配下で水利技術の

東川などの大治水工事が行
讃岐和三盆糖に加え︑近年

り︑交代で山芋︑水︑かる

蒸している間︑北川部長

催

開

ち寄った製品や創作品の発
表と試食︑質疑応答など︑
毎回時間が足りない勉強会

去る七月一日に︑千葉県

森山氏は任期中に若手の発

行われた︒数年前から︑原

の幸を食べながら懇親会が

入浴︑休憩後に房総の海

となった︒

郷土先人の息吹を感じ強く

掘と育成に力を注ぎ︑技能

加わるようになり︑懇親会

士会を活性化させた功績は

後の部屋飲み二次会まで︑

匝瑳市の国民宿舎﹁のさか

れが私にとってプレッシャ

望洋荘﹂に於いて︑総会お

ーであるが︑非常にやりや

惹かれました︒そしてこの

今年の総会では役員改選

古︵いにしえ︶の史実を畏

が行われ︑任期満了で二期

業界の活発な意見交換がな

料メーカーなど協賛業者も

子として広く皆様にお伝え

すい環境を作って頂けた述

皆が認めることであり︑そ

していければ︑と思い立ち

務めた森山浩一会長から松

最後に︑茶道部員によっ

作るのが好き﹂と話してい

うだった︒やはり︑子供は

保 護 者 た ち は︑﹁ 楽 し そ

た︒
京都府菓子工業組合・大
内直之

は︑同会の鎌田克幸氏が務

にした︒

学に行き︑九十九里浜を後

造り酒屋﹁守屋酒造﹂へ見

根田勝

千葉県菓子工業組合・曽

めた︒鎌田氏はご存じのと

鎌田氏は修業
時代のお話し
から始まり︑
工芸菓子との
出会いから苦
労話︑そして
今回の厳島神
社製作の裏話
へと余すこと
無く講話さ
れ︑参加者一
同は感銘を受

その後︑直

けた︒

ちに持ち寄り
作品勉強会へ
移り︑各自持

和菓子技能士会勉強会

社﹂の製作総指揮者である︒

シンボル工芸菓子﹁嚴島神

おり︑ひろしま菓子博での

翌日は有志で千葉県内の

ました︒

よび勉強会を開催した︒

業界の活発な意見交換される

千葉県和菓子技能士会総会



に安置されています︒

かん粉をなめらかになるま

が 練 切 り の﹁ 桃 ﹂﹁ 菊 ﹂ を

学茶道部の伊藤徹氏がお茶
の点て方を説明︑狩野琢也
氏がお菓子の歴史を講義し

て点られたお茶と共に︑今

た︒

日作ったお菓子を味わった︒

紫竹小学校でお菓子教室

総会後︑恒例の記念講話

された︒

新任の挨拶で松澤氏は︑

渡された︒

べた︒

飽きのこない永く皆様に親

く網羅しながら奥深くかつ

香川県産の特産物を数多

澤富美夫新会長へバトンが

敬の念をこめて一つのお菓

命にあった大禹謨の石碑に

払うと同時にこの数奇な運

島八兵衛さんに深い敬意を

害から守っていただいた西

当社はこの讃岐の地を水

謳われていた古代中国の夏

﹁京都府菓子工業組合青年部
紫竹小で菓子教室﹂

京都府菓子工業組合青年

立命館大学茶道部も協力

部︵北川善英部長︶は６月

学校でお菓子教室を行った︒

実演︑児童たちも取り組ん

で混ぜた︒

立命館大学茶道部との初

日︵火︶京都市立紫竹小

めての協同事業で︑当日は
だ︒

北川考大氏が﹁かるかん饅
頭﹂を実演しながら説明し

出来上がると︑立命館大

保護者の参観の日だった︒
人に︑青

人程が集まり指導

６年生の児童
年部員
した︒

38

北川部長の挨拶に続き︑

12

児童たちはテーブルに戻

た︒

葉
千



大禹謨（だいうぼ）

われました︒日々の生活と

大家であった西島八兵衛が

特産物を使い飽きのこないお菓子

讃岐茶菓﹃大禹謨﹄

川
香
都
京
11
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膨脹剤は、パン・菓子の製造工程で添加し、炭酸
ガス・アンモニアガスを発生して生地を膨脹させ多
孔性にすると共に食感を向上させる添加物及びその
製剤です。膨脹剤の主な働きである膨らませること
１つをとっても、お菓子によって加熱時間や加熱温
度が異なるように、膨らむタイミングも違います。
このタイミングと膨らませる力の大きさを調整する
ために様々な原料を組み合わせます。今回の新製品
は、膨脹剤の苦みの原因である焼ミョウバン（硫酸

＊「白」荷姿
２㎏缶×６ヶ入り・
ダンボール

「Ｆアップ」
の特徴

㎏

焼き物、揚げ物に適しま
す。生地中の安定性に優れ、
出来上がりのバラツキが軽
減されます。ドゥ生地の生
地冷凍にも対応可能。
＊「Ｆアップ」荷姿

㎏ダンボール

２㎏アルミ袋×６ヶ入り
・

使用可能です
＊「アイコクイスパタ極（き
わみ）」荷姿

㎏ダンボー

４５０ｇポリ瓶・２㎏缶
×６ヶ入り・
ル

クルミ…………………

っかり出すことが出来ます。

がしにくくボリュームをし

２．１に無塩バターを入れ
ソボロ状にする。

３．塩・グラニュー糖・液

卵・牛乳を加え中速で１～
２分練る。

４．チョコチップ・クルミ

を入れ均一になるように混
ぜる。

ｇ

牛乳………………２５０ｇ

液卵……………………

「赤プレミアム」を利用したお菓子のご
提案
チョコスコーン

●製法

アイコクイスパタのリニ

●配合

ｇ

１．すりおろしたつくね芋

混ぜ合わせておく。

加え捏ねつける。

せ篩にかけておいたものを

３．薄力粉と膨脹剤を合わ

分程寝かせる。

分蒸す。

までご連絡下さい。

３―５７３１―７１６１）

せは株式会社アイコク（０

詳しい商品のお問い合わ

ります。

各種膨脹剤を取り揃えてお

にも、様々な用途を想定し、

上記にあげた膨脹剤以外

その他のベーキ
ングパウダー

発部・伊藤氏

大宮糧食工業株式会社開

で

５．分割・包餡し、蒸し器

４．生地を

に上白糖と酒粕を混合した

２．水・清酒を混ぜ合わせ

ものを加えて混ぜる。

ｇ

その都度良く混合する。

分焼成する。

６．成型して２２０℃で

寝かせる。

５．生地を冷蔵庫で１時間

のスコーン。トッピングを

１．薄力粉・膨脹剤を合わ

ューアル品でアンモニア系

薄力粉……………５００ｇ

ル品。従来の赤印（赤）と

ｇ

変えることでバリエーショ

せ篩にかけておく。

出にくい製品。焼き物、揚

膨脹剤。蒸し饅頭や天ぷら

膨脹剤「赤プレミアム」

ル

チョコチップ……１５０ｇ

ンを増やすことが出来ま

外はサクッと中ふんわり

す。スコーンは生地が固い
ため膨脹剤の添加量が多く
なる傾向があります。膨脹
剤の添加量を増やしても赤

げ物に適します。膨脹力は

に適します。アンモニアガ

焼き物、揚げ物では同等の
性能を持たせつつ蒸し物で

「白」
の特徴

35

※上白糖と酒粕は予め良く

17

アルミニウムカリウム）を使用せず、従来のスタン
ダード品の性能を向上させたアルミを含まない「赤
プレミアム」、「白」、「Ｆアップ」、「アイコクイスパ
タ極（きわみ）」を新たなスタンダード品に追加し
ました。
きるＮＥＷスタンダード品

「赤プレミアム」よりも強

スと炭酸ガスの双方が発生

塩…………………２・５ｇ

プレミアムなら膨脹剤の味

く、ガス発生のタイミング

するため、ガス量は多くボ

グラニュー糖…………

「アイコクイスパ
タ極
（きわみ）
」
の
特徴

は「赤プレミアム」よりや

ーリュームが出ます。漂白

です。

や速め。特にケーキ類では、

作用で蒸し物等が白く仕上

「赤プレミアム」
の特徴
４５０ｇポリ瓶・２㎏缶

ウキが良く均一な内相に仕

＊「赤プレミアム」荷姿

㎏ダンボー

上がり、キレイな焼色がつ

赤印（赤）のリニューア

青印（特）のリニューア

×６ヶ入り・

ル品。青印（特）より更に

より膨らみ易くするため配

15

ｇ

・５ｇ

無塩バター………１２５ｇ

酒粕………………

清酒……………………

マにならないように混合。

ｇ

合調整を行いました。焼き

きます。

………………

物、蒸し物、揚げ物すべて
ベーキングパウダーの味が

がります。水溶き無しでも

にオールマイティに使用で

水………………………

１．粉類を合わせ予め篩っ

ｇ

わふわのホットケーキに仕

ておく。

つくね芋（すりおろし）

●配合

●製法

薄力粉……………１００ｇ

水…………………

上がります。

もち食感に。生クリームや

２．ボールに残りの材料を

ｇ

３．生地１６０℃のホット

………………

フルーツのトッピングでア

膨脹剤「白」…………４ｇ

量り合わせ、１の粉類をダ

ｇ

プレートで表３分・反転し

・５ｇ

レンジできます。白を使う

ｇ

ｇ

薄力粉……………１００ｇ

●製法
加工澱粉………………
グラニュー糖…………

ことでボリュームが出てふ

液糖……………………
液卵……………………

ｇ）。

裏２分間焼成する（生地量
約

ｇ
製菓用液体油脂………５ｇ

「アイコクイスパタ極」を利用したお菓
子のご提案
きます。

膨脹剤「アイコクイスパタ

酒饅頭
お酒の香りが漂う生地で

極」………………２・５ｇ

●配合

包んで蒸した、蒸しまんじ

上白糖…………………

ｇ

ゅうです。膨脹剤の味がし

25
60
15 40

「白」を利用したお菓子のご提案

37

12

チョコスコーン

焼ミョウバン不使用品のご紹介

にくいので素材の風味が活

50

30

15
50

15

アイコクベーキングパウダー
牛乳……………………

45 40 20 15 24

もちもちホット
ケーキ
流行のパンケーキをもち

もちもちホットケーキ

50
酒饅頭

15
80

15
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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施しました。
先月号より続く。

込んで知恵を出し合う必要

年産うるち米作

があると感じている。
○平成
付面積
北海道米の生産状況だ
が、オホーツク海や北見市

その②
付かないと売れないという

上の役員も「ちょっと」と

る」と粘り強く説得して、

も含めて、優良米の早期開

無事きらら３９７としてデ

言い、止めようかというと

を始めた。我々もせっかく

ビューできた。

強硬な意見で、若い方は「き

試験場の先生方も含め、

いい品種が出て、これから

きららはそういう形で登

発プロジェクトを立ち上げ

何とかいいものを作ろうと

買う若い女性の感覚のほう

場したが、おいしさと安さ

ころまでいったが、そのと

して代表作ができた。私も

がいいとなり「きららでい

のバランスが良くて採用さ

きの部長や課長は「これか

きらら３９７のデビューの

きましょう」となった。た

れた。味の割に価格がお手

ららという名前がかわいら

時に担当していたが、北海

だ、きららだけでは名前が

頃で、家庭用でも取り扱わ

しくていい」となった。名

道でせっかくいいものがで

３文字しかないので、３９

れるようになったが、多く

た。第一歩として登場した

きたので、一般消費者から

７は系統番号で３９７番目

は業務用での用途が中心だ

のがきらら３９７である。

名前を公募した。３万通の

にできたお米だが、響きが

った。ただ、すぐに実需の

らの時代はこういう名前じ

応募があったので、名称選

いいので、これを付けてき

方々からクレームが発生し

称選考委員会では決着がつ

考委員会を作った。メンバ

らら３９７と決まった。た

た。地区によって品質のブ

１９８９年、平成元年に販

ーはお米屋さんや業界の人

だ、決まった後が大変で、

レがあり、使いづらいとい

ゃなきゃだめだ、しかも若

が半分、残り半分が若い主

役員や試験場の先生方に報

うクレームだった。

い主婦層が応援をしてい

婦や女性アナウンサーを入

告したら怒られた。特に試

かなくて、最終的には事務

れた。意見は真っ二つに割

験場の方々が厳しかった。

方に裁量を任されて根回し

れた。業界の方は何とかニ

売が開始された。

シキとか、何とかヒカリと

あたりがもち米の団地で、

播品種が少しずつ入ってき
が高まってきた。他府県は、

○水稲作付面積上位県と

ら西の函館のほうで作られ
ている。畑作地帯は十勝、
網走あたりで稚内や中標

北海道米の品種構成だ

○品種別作付面積

津、別海の方は酪農地帯に

手取りが１万円になると今

が、直近ではきららが減少

なっている。

の主食本体と加工用米をプ

のように半分転作で加工用

北海道の水稲の作付面積

ールしたときに、再生産価

米を作っていたとしたら、

㌔当

たりで、全国に比べて優位

をいただきながら、価格の

ところだ。皆さん方の理解

格はどうなるのかが難しい

る。最近、特徴的なのは直

ななつぼしが増えてきてい

し、代わってゆめぴりか、

性がある。平成

年は全国

いている。生産費は

だが、新潟と同じ状況が続

全算入生産費

うるち米は真ん中の旭川か

が１俵当たり１６９５４
面での相談もさせていただ

コシヒカリに代表される良

北海道米の生産状況

円、北海道は１３２６９円
ており、かなりの勢いで増

引いても再生産価格を超え

販売価格に色々なコストを

１９４０年代は多収品種で

の開発が重要だった。特に

歴史で、耐冷性の強い品種

北海道は寒さとの戦いの

○北海道米の変換

れている場所がどこかをよ

るのも要検討でしょう。売

んおいしさを求めるニーズ

者ニーズも変化し、だんだ

展とともに米の需要、消費

あった。その後、経済の発

食味よりも量という時代が

やおしるこまで、季節展開

がめずらしく、団子や羊羹

子が並んでいないことの方

昭和

た。１９８０年代に入り、

が

年に行政や農業団体

年以上遅れてしまっ

あり、府県よりも品種開発

を第一と考えていた時代が

種開発を中心に、安定供給

いた。北海道は耐冷性の品

舌ざわりで差をつけるもよ

す。食べ比べて、さらに、

考の余地ありだと思いま

気軽さなどについては、再

も市場原理が導入された。

が廃止となり、米穀業界に

糧法が制定されて食管制度

になると、１９９５年に食

し落ち着いて１９９０年代

きららがデビューし、少

○独自の仕分集荷

り組んだ。タンパク含有率

タンパクによる仕分けに取

ことが独自の仕分集荷で、

その中で最初に手がけた

別の販売戦略を取り組んだ。

ならないと、テーマに用途

バラツキのままでは勝負に

機感があった。北海道でも

争に負けてしまうという危

りをしなければ、産地間競

として食べていただく米作

このため、消費者にごはん

ある。粘りもそれほどない

ので炊き崩れしない特性が

大きく、しっかりしている

その結果、きららは米粒が

関で連携し、分析を行った。

総合研究所と民間の試験機

あるのか。ホクレンの農業

が、炊いたらどんな特徴が

は今まで玄米基準だった

性試験をした。北海道の米

併せて北海道米の炊飯適

丸となってやった。

ただき直接プレゼンテーシ

実需者の方にも集まってい

ったり、各地区ごとに分け、

ションの機会を作ってもら

営業部隊へのプレゼンテー

ろがあった。このため卸の

業の方には伝わらないとこ

など仕入れの方だけで、営

も、当時の営業ルートは卸

んな特徴がある」といって

ただ、北海道の米に「こ

用米に合う多収のものと、

し、合わせて業務用や加工

ランドの品種開発を目指

あり、競い合って良食味ブ

場と１つの研究センターが

た。北海道には３つの試験

品種開発をしたいと思っ

はり新潟コシヒカリ並みの

カリのレベルではない。や

きららは家庭用のコシヒ

査を始めた。

した色々な形で自主的な検

る。２０００年以降はこう

今は放射能検査もしてい

カドミウムの検査をする。

タリングで残留農薬検査や

ホクレンは自主的に、モニ

し、生産者を指導していく。

Ａは統一栽培基準を作成

目で分かるようにした。Ｊ

道が１２０００円くらい、

ている。戸別所得方式の補

動してみる

く観察してみてください。

しながら確実に消費を伸ば

んだけではなく、国も巻き

償金もあるので、何とかで

長い間、買っていただい

■他店舗の菓子との食べ比

し、風味とオシャレさを追

る。北海道は広いので地区

低いほどおいしいとされ

と食味の相関関係があり、

れた。また、北海道産もち

大手牛丼チェーンで採用さ

ので、カレーにもいいと、

とで品質のブレは無くなっ

タンパク仕分けをしたこ

ョンをした。

各試験場に２方向でお願い

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

今年も夏祭りが各地で盛

求するもよし。定番のお菓

により、同じきららでも味

が、逆に赤飯やおこわにす

くいのが、欠点だったのだ

米は硬化性が低く固まりに

ない。ある程度、一定だと

うしてもぱさつき、粘りが

た。タンパク値が高いとど

かが出てきた。

○北海道米あんしんネッ

今は安全安心も物差しの

ト

のタンパク仕分と炊飯特性

ミウム、残留農薬を検査し

ＪＡ段階でコンタミやカド

８月

日、製菓衛生師

日、製菓講習会、

Ｃ＆Ｃ金沢

試験講習会、金沢市・

８月

行事予定

次号に続く。

どんな農薬を使ったかも一

きると思う。ただ、北海道

ていた朝生や和菓子の売り

しています。専門店との味

子こそ、日々のチェックを

が違うため、タンパクとい

した。結果としてゆめぴり

の差は、食べ比べればわか
るはず。

お忘れなきよう。

う基準を設け、そこでの仕

でもギフト販売の主力

食べる人も贈る人も作る

で北海道米のきらら、それ

１つになり、生産者段階、

くならない。このような炊

業務用でも使いやすい。こ

飯特性を研究し、今まで欠

製 菓 学 校 ）、 静 岡 通 商 浜 松

んだ。北海道のいいところ

支店

は「これで行きますよ」と

で、種子更新率は１００％

講師・羽鳥誠氏（東京

にし、栽培履歴も付けて、

る業界です。この時期なら

○各試験研究機関による

し始めた。

ではのお菓子を、いまから

用途によっては長所になる

ている。例えば生産者段階

ことも学んだ。

から、もち米の用途が定着
なってしていただけるこ

点といわれていたものが、

と。系統組織の良さで、一

いった時、みんなが一丸と

城戸翔寉（きどしょうかく）

告知してはいかがですか？

ると長い時間がたっても堅

■秋の菓子、早めの告知を

どこで買っても菓子専門

分けを全国で初めて取り組

が、百貨店から少しずつ量

のベーシックな朝生がよく

店のものはやはり美味し

人も、旬を楽しみにしてい

販店に移り変わっていた
り、Ｗｅｂショップが充実
してきたのも事実です。

売れています。いち早く目

い。でも、大きさや価格、

■朝生の再チェック
大抵は、お客様の行動や

をつけたのはコンビニや量

ここ数年の間、昔ながら

流れが変わったことが一番

販店。それらの棚に、和菓

だくことがあります。

品種開発

会です。歴史ある祭から、

上げが下がり「店売りに苦

北海道米の価値向上

町内のお祭りまでさまざま

べ

全算入生産費の推移だ。主

ですが、ゆかたを着た子供

戦している」と報せをいた

は、美しく印象的です。
■ちょっと食べたい和菓子
であって欲しい
そういった祭りの一角に
は、お菓子屋さんのコーナ
ーが欲しいもの。出店で賑
わうファーストフードの１

の原因でしょうか。この場

つとして、常設ではない意

合は、自分たちが動いてみ

外な和菓子の一面を見せて
欲しいものです。

21

29

その 220
８月

■売れている場所に少し移

石川

静岡

10

58

食用の世界だけでは、今の

たちがたくさん集う景色

食味品種開発に取り組んで

えていくと思う。

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）

きたい。加工用米等は国の

北海道米のさらなる
価値向上を目指して

支援もあるが、我々と皆さ

Ⅱ．北海道米の取組み

24

年度も北海

60

府県１６０００円くらいが

である。直近

22
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日 本 食 糧 新 聞 社︑ 協 同 組 合 全 日 本 洋 菓 子 工 業

カリー︑パティスリー︑コ

実際︑今回の視察でもベー

いたら︑クッキーと答えた︒

ツ︑デザートは何か﹂と聞

注目し︑改めてご提案をさ

お菓子の中からクッキーに

リカのオーセンティックな

れた︒そこで︑今回︑アメ

メリカンなテイストが見ら

のクッキーには明らかにア

その②
会 は ２ ０ １ ３ 年 ４ 月 ３ 日︵ 水 ︶ 〜 ５ 日︵ 金 ︶ に

ーヒーショップ︑スーパー︑

せていただきたい︒

リカ菓子の可能性﹂
をテーマに講演を行いました︒

＆ ド リ ン ク 展 を 開 催 し ま し た︒ 同 展 で は﹁ ア メ

回 デ ザ ー ト・ ス イ ー ツ

どこに行ってもクッキーが

東京ビッグサイトで第

置いてあった︒そして︑そ

先月号より続く︒

ラスベガスのシェフ・フ

位で販売していた︒

を使ったクッキーを１枚単

アメリカンクリームケーキミックス使用
チョコチップクッキータルト
アメリカはミックス粉が
盛んな国で︑個人店から高
級志向のホテル︑外食チェ

アメリカのオーセンティックなお菓子

１枚で売っていた︒

っても見た目は︑ほとんど

で売っていた︒どの店に行

キーは大きくて︑１枚単位

レミングスという個人店で

ロサンゼルスでは︑ポル

ーンなど様々なところで使

の中のビスコッティは︑チ

トスとジョーンズ・オン・

けでなく生菓子も豊富に売

ョコレートでコーティング

っていた︒こちらでもクッ

た︒こちらにも大きなクッ

し︑生地の硬さがサブレの

トが見られた︒それでもク

アメリカの市場調査で店

キーがある︒ＭＯＦの店︑

ッキーは大きいサイズで︑

を回った中で︑必ずあった

ジャンフィリップパティス

子と並んで︑アメリカの焼

クッキーを紹介したい︒日

同じ︑表面がひび割れたク

き菓子も販売していた︒そ

ッサンやマフィンは菓子で

本でもお馴染みのスターバ

サードという比較的大きな

は︑ミックス粉をたくさん

はない︒今回︑来日したア

ように歯切れよく︑アメリ

使った焼き菓子を売ってい

を満たすようなシンプルな

メリカ人に﹁アメリカで一

リーでは生菓子からクレー

われている︒

配合がアメリカの根底にあ

ックスコーヒーでは︑顔よ

べると粉をメインし︑お腹

り︑そのためにミックス粉
番根本的な︑最もオーセン

が役に立っているような印

ｇぐ

きつね色になるとサクサク

になってしまうが︑

分焼成してで

なくても大丈夫︒平釜なら

１７５度︑

地の配合はクリームケーキ

イメージがない方もいると

ない︑丁寧でない等︑いい

リカのお菓子はきれいでは

分割し︑丸めて潰す︒アメ

の上にカスタードクリーム

入りなので甘すぎない︒そ

が︑どの種類も

％の果肉

きではない人が多いと思う

ジャムを使うと︑甘くて好

ベリーを選んだ︒日本人は

の色と酸味を活かせるラズ

った︒このクッキーには赤

だ︒ここに粉を入れていく︒

全に乳化しなくても大丈夫

フでもきれいにできる︒完

り︑アメリカ菓子は割とラ

スを使っていることもあ

注意事項が多いが︑ミック

ればならないなど︑細かい

レンゲを何分立てにしなけ

る︒フランス菓子では︑メ

ーで天板の上に並べ︑１８

アイスクリームディッシャ

たいのであれば︑このまま

１枚売りのクッキーを作り

で︑アメリカで売っている

生地はこれで出来上がり

好きなものを使えばいい︒

いので︑他にもナッツなど

リがあったほうがおもしろ

使った︒見た目にはメリハ

さいチョコチップの両方を

弊社はアメリカとヨーロ

ので︑完全にくっついてい

出すほどには火を通さない

カスタードが沸騰して吹き

ように敷き詰めるが︑中の

は先ほどの縁の内側に来る

で︑重宝するだろう︒生地

りのさくさく感が残るの

きる︒長期冷凍しても︑周

のクッキーを作ることがで

は︑中がチューイーな食感

る︒日本は︑文化の取り入

のお菓子を見ることができ

ランス︑色々なヨーロッパ

に合うレシピにした︒

パテイストを加え︑日本人

ツフィリングで︑ヨーロッ

リームと酸味の強いフルー

て︑その上にカスタードク

食感でフランスっぽくし

使い︑ホロッとしたもろい

だが︑下の生地にココアを

部分は売っているクッキー

きあがり︒見た目は︑上の

ミックスとココア︑ブラッ

思う︒私もアメリカに詳し

を伸ばす︒カスタードクリ

ミックスは小麦粉にお菓子

０度で 分焼成するだけだ︒

ッパ両方に拠点を持ってい

れ方が上手だと感じる︒そ

分焼く分に

クココア︑アーモンドプー

店舗

を作る際に必要な副資材で

アメリカのクッキーは日

ることを強みにしている︒

んな日本だからこそ︑弊社

〜

のテイストを加えた簡単に

ドル︑全卵と無塩バター︒

くなかったのだが︑

ームは焼成した時︑少し緩

ある︑砂糖やベーキングパ

本でよく食べるものや︑フ

日本人は色々な文化を取り

らいで

できるクッキーをご紹介し

最初︑ポマード状に練った

くらい見て丁寧でないわけ

くなるので︑完全にきれい

ウダー︑膨張剤などがすべ

ランスで売っているサブレ

入れるのが上手な国だと思

の１・５㎝幅のチップと小

ップは︑クーベルチュール

上の生地に使うチョコチ

で︑水でも大丈夫︒

ッキーが置いてあった︒

作る︒全量の重さは

％なので

アメリカ菓子のいいところ

一気に入れても問題ない︒
ったフルーツソースで色々

はこのラフなところであ

％の果実が入

グラム絞

たい︒上がクッキー生地︑

無塩バターに全卵を入れ

ではなく︑わざとラフさを

に敷き詰めなくても問題な

て入っている︒このため︑

とは違う︒中が少ししっと

では世界中の商品を使った

種類がある︶を

下をタルト生地で︑間にカ

て︑その後︑粉類をふるわ

出しているところがあると

上のクッキー生地も簡単

い︒

基本的には卵︑油︑水だけ

りして︑チューイーな食感

う︒アメリカはアメリカ菓

提案を続けていこうと思う︒

グラムくら

スタードクリームとフルー

ずに一気に入れてミキシン

思った︒機械で作った感じ

使えばできるレシピになっ

子がメインだが︑日本は和

だ︒

最初に土台になる生地を

ツフィリングを入れたもの

グをするだけだ︒色のめり

ではない︑手づくり感がア

で︑今回はチョコチップを

ている︒水を使うのはミッ

が特徴だ︒この食感を作る

菓子以外にもアメリカやフ

いで満足する人のほうが多

ツソース︵

店舗を見たが︑焼き菓子だ

ム弱の日本サイズにした︒

カの菓子もフランステイス

５分中高速で混ぜるだけで

日本人は甘いものが好きだ

プまで多種類のフランス菓

ティックなお菓子︑スイー

出来る︒卵を使わないので

り少し小さいくらいの生地

象を受ける︒ただ︑クロワ

ため簡単で︑大手でも個人

衛生管理が簡単だし︑誰で

があらかじめ入っているの

店でも使えるレシピを組ん

が︑大量に食べたい人より

は少しずつ入れて乳化させ

だ︒ベースはクリームケー

でいる︒その中のひとつ︑

も作れる︒滑らかでおいし

も︑トータル

弊社のオランダで製造して

キで︑本来マフィンやパウ

ピーナッツバタークッキー

く︑焼成も冷凍も可能︒

グラ

ンドケーキを作るミックス

は︑これまで紹介した店で

ていくのだが︑

粉だが︑それだけではおも

見たようなクッキーを簡単

いるフルフィというフルー

っている︒ヨーロッパに比

やすいデニッシュに仕上が

れど︑ボロボロせず︑食べ

ので︑しっとりしてないけ

粉が多くて︑油分が少ない

アメリカ菓子の本質的な特徴とは？
伝統的な菓子の特徴をア
メリカ人スタッフに聞いた
ところ﹁砂糖も多いが︑そ
れよりも粉がしっかりと使
われている﹂との答えだっ
た︒どこのカフェでもクロ
ワッサンやデニッシュペス
トリーは必ずある︒ヴィエ
ノワズリー系の物はアメリ
カのものではない気がする
が︑フランスの物とは違い︑

弊社はもともとマフィン
のミックス粉を使い︑クッ
キーのレシピを開発してい
る︒ミックス粉を輸入した

種類以上開発した︒どれ

しろくないので︑レシピを

最初にカスタードクリー

はりを付けるため︑ブラッ

使ったアメリカのラフなク

ために粉の配合が多い︒こ

土台の生地を

い︒

ムを作っておく︒弊社には

クココアを入れて真っ黒に

メリカのお菓子のいいとこ

ッキーにした︒ミキサーボ

クスの中に乳製品が入って

のため︑完全に火が通り︑

作るが︑割愛して︑分割か

ヨーロッパに工場があり︑

し︑中に赤いフルーツソー

敷き詰めた状態は︑底の

ろだ︒

いるからだ︒牛乳の方が風

に作ることができる︒それ

フランスのマルグリットと

スを入れて︑断面の見栄え

ウルに室温に戻したバター

味は豊かになるが︑乳製品

グラムに

いうブランドで︑カスター

をよくしている︒１人分を

を入れ︑白っぽくなるまで

ら始める︒土台のタルト生

ドクリームが作れるパウダ

面積よりも直径を約１セン

練る︒卵を入れる時︑普通

をアレンジし︑ヨーロッパ

ーのクレームヴィエノワー

個装にするためタルト型で

チ大きくして伸ばし︑グラ

終わりに

ズを使った︒そこに２・５

シンの中に敷く︒この上に

70

経緯は︑色々なものが作れ

もミックス粉を使っている

15

はなくマフィンの型を使

10

30

そうなオールマイティなも
のがあったらと思い︑選ん

23

70

60

い︑グラシンの紙を敷いて

10

30

後藤 都 氏（ＣＳＭジャパン㈱）

倍の水を加え︑ミキサーで

15

アメリカ菓子の
可 能 性
ホイッパーを使用して４〜

10

10

ピーナッツバタークッキー

50

24

20
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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。
先月号より続く。

にいわれているんです。
尾関‥３００年くらい前の
話ですね。
水原‥そうですね。それで
まあ、その次に柳橋と新橋
って書いてあるんですが、
先ほどもお話しましたよう
に日本橋とか江戸の粋人た

尾関‥皆さんも、東京の人
春湯っていう銭湯もあるん

水原‥はい、そこに今も金

水原‥そうですね。平成

浅草橋のあたりですね。

尾関‥うーん、柳橋、今、

新橋演舞場と新橋花柳界
間ならば皆さんそれぞれの
ですけど。

ちが遊ぶのが柳橋でした。

歴史的な街で花街というの

その④

すすめのあれですね。花柳

尾関‥ちょっと水原さんお

てください。

買えますので。ぜひいらし

００円くらいでチケットが

ですね、だいたい７～８０

ゃなくて新橋なんですね。

してほしいですね、銀座じ

にあった新橋花柳界にいら

ら、ぜひ東京の発展ととも

けいらっしゃるもんですか

の方。すごいなあ。これだ

尾関‥すごいですね。清元

ね。

水原‥芸者衆が踊りの発表

尾関‥これは東をどりの。

水原‥そうですね。

つですね。

尾関‥東京のいい歴史の一

いんですけども。

ほんとに数えるほどしかな

ものすごい数ですね。今は

１７件。料理屋さんで９件。

組合の名簿で待ち合いで１

年ぐらいですね、新橋五業

界のホームページがあると。

水原‥そうですね。東京新

をするんですけど、気さく

人ぐらいです

水原‥ホームページがあっ

橋組合って出ますのでぜひ。

にこうやってラウンジに出

水原‥今で

て非常にオープンなわかり

で、これの取りまとめ役

これはそんなに高くない

やすい形になっていてこの

というか責任者みたいなか

新橋演舞場

ホームページで千社札をク

て来ていっしょに話したり

柳橋

リックするとこんな芸伎が

もできます！

年に最後の柳橋の料亭って

たちでは、金田中の岡添さ

尾関‥ちょっと京都とは違

尾関‥ありますね。銭湯が

んという若旦那さんがいら

があると思うんですが、金

いるとわかります！

っしゃいます。

いうのが無くなっちゃたん

尾関‥水原さんおすすめの

ございます。

お気に入りのかたが。

沢とかですね。やはりこの

下支えしていたと言う事で

ですよね。今、柳橋の花柳

す。そして京都とかの歌舞

界というのは実質無くなっ

すね。

の薩長・土佐の志士たちが

水原‥そこで金春大夫とい

水原‥今、歌舞伎座が取り

出入りしたことで栄えてい

う能楽師が幕府から土地を

んでございましたが、そん

壊している関係でこの２年

尾関‥何か今だと銀座のク

新橋の花柳界というものに

なことが今あってずっと清

ラブに行きづらいので新橋

ついてとちょっと今の銀座

んかそういう機会があれば

月堂さんがそちらとともに

う 雰 囲 気 で す ね。「 か っ ぽ

ぜひ。

尾関‥有名な方ですね。め

ができたというのが、芸者

尾関‥でもこれだけ新橋芸

水原‥七重姉さんというの

の芸事の発表の場というこ

練場に対して新橋には何に

ちゃたそうなんですけども。

が、芸者屋さんと待ち合い

とでできたそうです。これ

ったそうです。で、その流

拝領して、そこにちょっと

と料理屋というのが三業っ

くらいずっと、歌舞伎も演

にと、そんな感じがありま

の取り組みをお話しいただ

水原‥まあ、それで発展し

ていうらしいんですけど。

あったということですね。

舞場の方でやっています。

れ」とかみなさんぜひ楽し

て先ほど言ったように新聞

水原‥そうですね。かつて

んで。これが新橋演舞場で

尾関‥残念ですね。

水原‥そこで新橋の方は割

社も多いし軍関係もいる

者さんていらっしゃいます

はうちができた頃、明治

ったにマスコミに出ない方

水原‥で、この幕末に江戸

とオープンで遊べたと、そ

が、一時は二人しかいなか

ですね。さて、新橋芸者さ

芸者っぽいのが幕府の取り

にあがって来た、というか

こをほんとに応接間のよう

がまあ、いまでも毎年５月

ったときいています。

が非常に器量が良くて。非

締まりも厳しかったんです

下って来た薩長や土佐の藩

の最終週に東をどりという

常にいい娘ですの、もしな

きたいと思います。

けれども、このあたりはそ

士たちはなかなか柳橋には

この新橋ではこれに船宿と

形で行っています。

年に新橋演舞場というの

水原‥もともと今も金春通

こまで手が及ばなくて生き

し、いろんな人がここに入

うなぎ屋というのが加わっ

もないということで、大正

りというのが銀座７丁目、

延びて行ったんです。そこ

に、要するに打ち合わせの

て五業というのが花柳界を

れで割と花柳界では三業だ

８丁目の中央通りよりちょ

行きづらいと。

り乱れたんだと思うんです

というのが一般だそうです

っと前のリクルート側に一
から金春芸者っていうのが

けどね。いずれにしてもこ

すね。歌舞伎町に行くとか。

本入った所にありまして。

場所として使ってたそうで

ですけども、そういう組織

さんとかが入られているん

われの同業者でいえば虎屋

りに面してる商店で、われ

のが銀座中央通りと晴海通

と銀座通り連合会っていう

水原‥そうですね。もとも

いと思います。

うことでご紹介いただきた

の方のプロモーションとい

で、銀座でのいわゆる若手

時間が迫って参りましたの

尾関‥最後に、そろそろお

があったりそういうイベン

街してください。くじ引き

に打ち水を打って浴衣で来

す。８月の第一週の日曜日

っていうのをやっていま

で銀ブラ」とか「銀茶会」

ベントっていうのは「浴衣

て、今は、銀座での街のイ

ぎたりとかでやめになっ

りいろいろお金がかかりす

たんですが、あれがやっぱ

レードというのが昔はあっ

みや皆さんご存知の銀座パ

んです。街としての取り組

なことをやるようになった

れるとお得なことがあると
は

銀茶会

れから「銀茶会」というの

月の最終週の日曜日に

子屋さん少なかったんです

的にもともとはもっとお菓

子を提供しています。基本

にお手伝いいただいてお菓

ん、曙さん、源吉兆庵さん

ん、菊乃家さん、風月堂さ

とか、萬年堂さん、虎屋さ

空也さんとか、鹿の子さん

提供しているんです。今は、

いに無料でお茶とお菓子を

水原‥だいたい４千名くら

ね。

尾関‥すごい混むんですよ

お茶会をやってるんです。

丁目までの各筋で、野点の

てこれも銀座一丁目から八

家の方にお手伝いいただい

千家、江戸千家という四千

裏千家、表千家、武者小路

ところってのはたいへんな

て、やっぱり芸者衆がやる

たちも当日手伝ってくれ

江戸千家なんですね。彼女

らっていてお点前します。

の芸者衆がみんなお茶をな

んですけど、さっきの新橋

真にある江戸千家の茶席な

こういうことをやって、写

ひよろしくお願いします。

方もいらっしゃったら、ぜ

の方で銀座でやられている

ご協力いただいたり、組合

ぜひやりますよとのことで

社長さんにお願いしたら、

とで良くいらしてるんで、

央通りに銀座本店というこ

んも、わりと最近に銀座中

水原‥それで、源吉兆庵さ

尾関‥４千個ですもんね。

で、

うイメージはほとんどなか

ような街、町会とかそうい

もっとこうまとまりのある

社会人がありましたので、

局、僕も会社に入るまでの

水原‥銀座っていうのは結

ざいます。

尾関‥はい、ありがとうご

ここのところ出てます。

すね、そんなような動きが

服でわざわざ来たりとかで

の若手の経営者なんかも和

て、「 銀 茶 会 」 の 時 も 銀 座

の特徴みたいになってい

というところが街のひとつ

う新橋花柳界も抱えている

座の街っていうのはそうい

な話になるんですけど、銀

水原‥ですから総括みたい

尾関‥そうでしょうね。

人だかりになって…

し た。「 銀 茶 会 」 の お 菓 子

去る者は追わずと言ってま

ども、来るものは拒まず、

輩から言われたんですけれ

は低くしてですね。ある先

と思うので、やっぱり敷居

どんどん駄目になっちゃう

して入りにくくすると街は

てるのかなと。敷居を高く

ろの調和で何とか成り立っ

が入って来てそういうとこ

と海外のスーパーブランド

によくわかりまして、それ

化につとめているのが非常

てボランティアで街の活性

ういう人たちが中心になっ

代々でやってる商店とかそ

ビジネスでやってる、親子

とかあるいはファミリー・

際に中に入ってみると町会

ったんですね。ところが実

もっとご興味のおありの方

そのようなことで銀座に

すね。

の案内をさせていただきま

りましたので、じゃあ最後

いましてそろそろ時間が参

ら総括のようなお話でござ

ざいました。銀座のことか

尾関‥はい、ありがとうご

なと思ってます。

は廃れちゃうんじゃないか

ていかないと街っていうの

まして、そういうふうにし

煎餅の松崎さんから教わり

基本だよというふうに松崎

うよということでやるのが

んだったらぜひ一緒にやろ

なくて、銀座で商いしてる

ないとかそういうことじゃ

上商売してないやつは入れ

屋さんも別に銀座で何年以

水原‥どうも皆さん本当に

した。

お伺いをさせていただきま

と自社の歴史ということで

さんにいろいろ銀座の歴史

４代目になります水原康晴

あというふうに思います。

いただけるのもいいのかな

ころにぜひ皆さんお出かけ

に、旦那のいらっしゃると

ちょっとお昼なんかを食べ

に。ですのでお茶とですね、

して。おいしいですよ、本当

いビーフシチューがありま

茶房もできました。おいし

銀座清月堂さんでランチも

は、銀座７丁目にあります

した。

尾関‥ありがとうございま

ありがとうございました。

本日は銀座清月堂本店の

けども、やっぱ４千個ぐら

43

14
い用意しなきゃいけないん

（昨年当時）

尾関‥グレードが高かった

があって、あとは細かい町

かというイベントです。そ

10

す。

んですね。

そんな感じですね。

60

生まれ、それが新橋芸者の

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

一番はじめだっていうふう

銀座の街 と 清月堂

尾関‥クラブとかたくさん

11

あるところですね。

会の集まりだったのを今か

トがあったり浴衣で来てく

銀座の街づくりと
ファミリービジネス

年ぐらい前に全銀座会

という全銀座をまとめる組

ら

織ができて、それでいろん

15
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洋菓子講習
教師

【基礎編】
梅島 孝一

）
Castagna

日本菓子専門学校 教育部

カスタニエ（

カスタニエ

にバターが硬くなり混ざり
が悪く、気泡が落ち気味に
なり、焼成後、浮きの悪い
生地になるため熱いバター
を加え軽く混ぜ合わす。
⑤トヨ型にシリコンペーパ
ーを敷き、生地を１本に付

きマロンを２００ｇ並ベる。

１／２にカットした渋皮付

き１２０ｇ流します。

〈デコレ用材料〉

㎝

プードルデコール、渋皮付
＊カットした栗は渋皮が付

出しを行う。

ナパージュヌートルでつや

ール地方の栗の木に由来さ

プロバンス

コートダジュ

⑥生地を２４０ｇ流し、表

タイトルのカスタニエ（ Cas
） 名 は、 フ ラ ン ス
tagna

面を平にして１６０℃のオ

貴店の商品アイテムとして

を強調いたしました。是非

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。

幅６㎝×高さ４・５㎝長さ

きマロン、ナパージュヌー

度に混ぜ合わす。

秋からの商品として提案

加賀で育って75年

トヨ型３本分

アーモンドプードル

【配合】

…………２２０ｇ

④

ルを篩う。

いている方を下にする。焼

を損なうおそれがあるため

成したとき渋皮の部分が表

トル、金箔、チョコレート

です。

分程で焼成す

れています。このカスタニ

ープンで約

③金箔、チョコレートオー

②カットした渋皮付き粟に

オーナメント

①アーモンドプードル、粉

しバターを③に２～３に分

ドマロンと渋皮付きマロン

エをイメージして、パート
る。
＊トヨ型は足が付いている

しました。定番の粟を使っ

ご活用下さい。

を使い栗の風味とあじわい

た焼き菓子ですが今回は、

製作の意図

ナメントをデコレする。

面に来るようにするため。

粉糖………………１４５ｇ

②に加え薄カ粉が消える程

全卵………………２２０ｇ
が出て焼成後ナッツの風味

【仕込工程】

糖、全卵をミキサーボール

けて混ぜ合わす。

℃程度の熱い溶か

パートドマロン…１００ｇ

②パートドマロンにラム酒

＊

ので下火をやや強めにする。

℃の熱い溶かしバ

を少しずつ加えやわらかく

【仕上工程】

～

する。①に軽く混ぜ合わす。

～

薄カ粉……………１００ｇ
に入れ湯煎にかけ、常温程
度に熱を付ける。中速で

ターにするのは泡立ててい

①

分程かけて生地がもったり

ｇ

るとき生地は常温以下の冷

Ｂ・Ｐ…………………４ｇ
＊①に加えるときに混ざり

たい生地のため温度の低い

る。半分にプードルデコー

㎝の長さにカットす

やすくするため。

℃程度に熱を
③薄カ粉、フラワースター

＊常温程度
付けるのは、これ以上熱を

溶かしバターを加えたとき

する程度に泡立てる。

…………６００ｇ

＊渋皮付きマ口ン

チ、Ｂ・Ｐを一緒に篩い、

発酵バター………２３０ｇ

………………

フラワースターチ（浮き粉）

ラム酒…………………

ｇ

33

付けるとナッツから脂肪分

まんまろん

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。

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。

あなたの笑顔に
会いたくて…

【仕上材料】

ＦＡＸ ０３－３４０７－５４８６

（Ｘ・Oたっぷり）

（型焼き）

40

70
70

10

60
60

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。

ブランディケーキ

チーズカステラ

本格的カステラ

20
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話 ０３－３４００－８９０１
電

（スライスしてあります）
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