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る表示の是正に関する特別

２、消費税の転嫁を阻害す

分値引きします」

るもの・例「消費税率上昇

費税との関連を明示してい

①減額（例）本体価格に消

⑤報復行為（例）転嫁拒否

申出を拒否すること。

価格）で交渉したいという

あると認める時は、公正取

・助言を行う。違反行為が

小企業庁長官が必要な指導

取引委員会、主務大臣、中

違反行為防止のため公正

益な取扱いをすること。

停止したりするなど、不利

数量を減らしたり、取引を

せたことを理由に、取引の

部又は一部を対価の額から

き消費税に相当する額の全

②取引の相手方が負担すべ

しています」。

ん」、「消費税は当店が負担

例「 消 費 税 は 転 嫁 し ま せ

転嫁していない旨の表示・

①取引の相手方に消費税を

◎禁止される表示

禁止される。

引きする等の宣伝や広告が

引について、消費税分を値

供給する商品又は役務の取

その旨を公表。

は、消費者庁が勧告を行い、

違反行為があると認める時

必要な指導・助言を行う。

務大臣、中小企業庁長官が

者庁、公正取引委員会、主

違反行為防止のため消費

トを付与します」

の購入に利用できるポイン

・例「消費税相当分、次回

に掲げる表示に準ずるもの

供する旨の表示であって②

相手方に経済上の利益を提

③消費税に関連して取引の

費税分を上乗せした額を対

をされた事業者が①～④の

引委員会が勧告を行い、そ

減ずる旨の表示であって消

年４月１日以降に

価とする旨契約していた

行為が行われていることを

の旨を公表。

した結果、計算上生じる端

平成

措置

が、消費税分の全部又は一

公正取引委員会などに知ら

る際に目に付きやすい場所

（例）消費税率引上げ分を

制、不当な利益提供の強制

③購入強制、役務の利用強

低い対価を定めること。

げ分を上乗せした額よりも

ていれば「税込価格」を表

されないための措置を講じ

格が税込価格であると誤認

配慮する観点から、表示価

貼り替えなどの事務負担に

嫁の確保や事業者の値札の

消費税の円滑かつ適正な転

４、消費税の転嫁及び表示

しない。

（不当表示）の規定は適用

は景品表示法第４条第１項

明瞭に表示されているとき

場合において、税込価格が

せて、税抜価格を表示する

②事業者が、税込価格に併

す」といった掲示を行う。

全て税抜価格となっていま

に、明瞭に「当店の価格は

②表示カルテル（消費税に

者であることが必要。

の３分の２以上が中小事業

らない。また、参加事業者

は、適用除外の対象にはな

（本体価格）を決めること

但し税込価格や税抜価格

的な範囲で処理すること。

て、四捨五入等により合理

数について、切上げ、切捨

こと。

べて表示する方法を用いる

と「消費税抜価格」とを並

について「消費税込価格」

例２）税率引上げ後の価格

表示する方法を用いること。

と「消費税額」とを並べて

について「消費税込価格」

例１）税率引上げ後の価格

に係る共同行為）

ついての表示の方法の決定

②買いたたき（例）原材料

上乗せすることを受け入れ

示しなくてもよいとする特

月１日以降、

る代わりに、取引先にディ

例が設けられる。特例を受

年

ナーショーのチケットを購

の方法の決定に係る共同行

年３月

事業者により消費税の転嫁許否行為を是正することや事業者が消費税分を値引き

月１日より消費税転嫁対策特別措置法が施行される。同法は特定

月の消費税引き上げに際し、その円滑で適正な転

部を事後的に対価から減じ

３、価格の表示に関する特

年

ること。

別措置

入させること。

ける事業者はできるだけ速

貧乏でおいしいものを食べ

「 た と え ば 子 供 が い る。

•••••••••••••••••••

④税抜価格での交渉の拒否

為に関する特別措置

を 次 の よ う に 表 示 す る。

等において、商品等の価格

ターネットのウェブページ

ター、商品カタログ、イン

例１）値札、チラシ、ポス

◎具体的な表示の例

同行為）

転嫁の方法の決定に係る共

①転嫁カルテル（消費税の

法の適用除外となる。

・表示カルテルが独占禁止

者団体が行う転嫁カルテル

象にした、事業者又は事業

供給する商品又は役務を対

えが止まらないという。私

地震があると今でも体の震

った。現実はまったく違い、

と言ったら、そうではなか

明るかったので「安心した」

顔が見られた。予想以上に

味なども再開しており、笑

災から２年半が経過し、趣

石巻の友人に会った。震

で、分かってあげなければ

笑顔の奥にある心の奥底ま

判断してはいけない。その

い。うわべの笑顔だけで、

や心配があるかもしれな

いても、心の中には悲しみ

たとえ、にっこり笑って

のだ」と。

心、不憫だと悲しんでいる

笑顔で見守っていても、内

ていないが、外で笑って遊

○○円（税抜）、○○円（税

例１）事業者がそれぞれ自

自身、配慮の無さを反省す

ならないのだ。

全菓連総務・渡辺嘉一郎

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。

消費税転嫁対策特別措置法が施行
年４月及び平成

費の低減等の状況変化がな

①平成

という宣伝の禁止など、次の４つの措置がなされる。なお、同法は平成
日まで適用される。

１、消費税の転嫁拒否等の
行為の是正に関する特別措

年４月１日以降に

の行為を行ってはならない。

業者は特定供給者に対し次

円以下の事業者等。特定事

いる事業者及び資本金３億

者と継続的に取引を行って

れる側）は大規模小売事業

供給事業者（転嫁拒否をさ

いる事業者等。売手の特定

者と継続的に取引を行って

び資本金３億円以下の事業

側）は大規模小売事業者及

定事業者（転嫁拒否をする

規制対象となる買手の特

行為等が禁止される。

いて、消費税の転嫁を拒む

供給する商品又は役務につ

平成

置

い中で、消費税率引上げ前

10

やかに「税込価格」を表示

年４月１日以降に

抜 価 格 ）、 ○ ○ 円（ 本 体 価

主的に定めている本体価格

るとともに、ある方の次の

平成

格）、○○円＋税

に、消費税額分を上乗せす

ような言葉を思い出した。

するよう努めること。

例２）個々の値札等におい

ること。

んでいる。親はその様子を

ては「○○円」と税抜価格

例２）消費税額分を上乗せ

桜梅
桃李

のみを表示し、別途、店内

加賀で育って75年

特定事業者の消費税転嫁許否などを是正

平成
26

嫁をするため
10

10月１日より
31

26

の税込価格に消費税率引上

27
（例）消費税抜価格（本体

29

の消費者が商品等を選択す

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。

（Ｘ・Oたっぷり）

（型焼き）

本格的カステラ

10

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

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…

26

25

26

◎禁止される行為

嘉田滋賀県知事が講演（３面参照）
全菓連青年部近畿ブロック大会で

信頼に応える全菓連
発行人

全国菓子工業組合連合会
理事長 岡本楢雄
発行所 全菓連共済ビルヂング株式会社
〒107-0062 東京都港区南青山５丁目12番４号
ＴＥＬ03（3400）8901㈹ ＦＡＸ03（3407）5486
購読料年額 組合員：   600円（購読料は賦課金に含む）
（送料共） 一 般：2,000円

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

難いのではなかろうか︒そ

ニュースでも充分理解出来

ければ︑新聞・テレビ等の

ついて教えてくれる人もな

もこの言葉に

言葉だが︑誰

んに使われる

クス﹂近頃盛

﹁アベノミ

略︑としています︒

間投資を喚起する成長戦

②機動的な財政政策︑③民

表現し︑①大胆な金融政策︑

方針として﹁三本の矢﹂と

﹁アベノミクス﹂は基本

のと考えられます︒

ガノミクス﹂にちなんだも

ンの経済政策である﹁レー

ります︒ロナルド・レーガ

クス﹂即ち安倍経済学であ

・みずほ銀行・三井住友銀

た︒又三菱東京ＵＦＪ銀行

が上回ることがわかりまし

り崩し額よりも運用益の方

模になり︑年金積立金の取

黒字額が最高の一〇兆円規

四年度の公的年金の運用の

同年五月三〇日には平成二

水準に近くなりました︒又

二〇〇七年末の一〇七社の

し︑リーマンショック前の

であり︑先ず第一の矢につ

国民は皆好感をもったよう

この﹁アベノミクス﹂に

であります︒

ように計画するということ

万円以上の所得増加がある

って一人一〇年後に一五〇

第三の矢は成長戦略であ

くるものと期待しています︒

で順次その効果が表われて

補正予算を成立させたこと

の会も後退という結果にな

は第四党に転落︑日本維新

て第三党は共産党︑民主党

て期待以上の大勝利︑比し

一二七議席の過半数を超え

挙︑自公合わせて八二議席︑

立候補者全員当選という快

勝︑公明党も二三名これも

事長が使用したことがある

時に中川秀直自由民主党幹

〇〇六年第一次安倍内閣の

始めた言葉であります︒二

が︑昨年暮頃から多用され

れ︑安倍晋三内閣総理大臣

﹁アベノミックスとも呼ば

復︑時価総額が一兆円を超

均株価が一万五千円を回

は五年四ヶ月ぶりに日経平

録し︑又同年五月一五日に

ぶりで一ドル一〇〇円を記

五月一〇日には四年一ヶ月

円安が進行し︑二〇一三年

緩和により速いスピードで

その第一の矢である金融

り︑一三兆一〇〇〇億円の

第二の矢は財政出動であ

するというものであります︒

金の量を二年かけて二倍に

上昇を見込んで流通するお

した︒目標は年二％の物価

七年ぶりの高水準となりま

利益が合計で二兆円を超え

一三年三月期決算の税引後

行の三大メガバンクの二〇

立候補者全員当選という大

自民党は圧勝して五九議席

都議会議員選挙において︑

の前哨戦といわれた東京都

それが証拠に参議院選挙

ものがあると思えます︒

国民の期待感は大変大きい

け早く結果を出したことで

題だが︑第一の矢がこれだ

第三の効果はこれからの問

のでありましょう︒第二・

が見えだしたので信用した

われ始めており︑現実の姿

いては︑既にその結果が表

全菓連理事長・岡本楢雄

たいと祈念しております︒

の上昇を実現していただき

て安倍首相念願である景気

ますが︑推進していただい

て先行き懸念する声もあり

﹁アベノミクス﹂につい

ます︒

れ国会を解消したのであり

一名を突破し︑念願のねじ

総勢一三五名と過半数一二

と参議院では自公合わせて

公明一一名合わせて七六名

た参議院選挙も自民六五名

次の七月二一日に行われ

りました︒

間違っていればどうぞご勘

とのことであります︒

える企業も九四社に急増

﹁アベノミクス﹂は英語

と表記され︑
Abenomics

・ドイツ語・フランス語で
は

日本経済の救世主となるか

﹁アベノミクス﹂とは？

そもそも﹁アベノミクス﹂

弁をお願いいたします︒

の語源は﹁安倍エコノミッ

百万円の

各県ごとの出席者の紹介を

を移して懇親会が行われ︑

束の強化が図られた︒

な内にブロックとしての結

売上を除いて約

売上となり︑事前の心配は

博に参加し実を上げること

ックは一体として広島菓子

組合員よりアルミニュウ


０３︱５７３１︱７１６
アルミニュウムを
含まないベーキン
１︑大阪営業所・０６︱６
グパウダー
３０５︱２３２４

杞憂に終わった︒中部ブロ
られた︒まず︑前年度の会

ができた︒次回は︑三重県

交え︑簡素な中にも和やか

しては︑松風屋さん自体の



全菓連中部ブロック会開催さる

ひろしま菓子博の総括行う
計報告が原案通り承認さ

での開催となるので︑一致

日名古屋キャッス

ルプラザホテルにおいて平
れ︑次いで広島菓子博にお

は︑全菓連岡本理事長︑広

ク会が開催された︒大会に

長より︑全国菓子めぐり館

た︒その際︑杉山ブロック

協力金が原案通り承認され

開催地が三重県に決まり︑

最後に︑次回のブロック会

あるとの総括がなされた︒

協力して成功させる必要が

ら︑調べた結果︑次のよう

カーを知りたいとの要望か

ウダーを製造しているメー

ムを含まないベーキングパ

７︑東京営業所・０３︱３

０６︱６９６１︱７７２

○奥野製薬工業株式会社・

６９４２︱０２８１

県

子博実行委員会からの要請

次いで報告事項として︑

つを以て議事を終了した︒

三重県の岡理事長のあいさ

ンを使用しないベーキング

カーは︑いずれもミョウバ

になりました︒以上のメー

式会社・０３︱３９６８︱

○オリエンタル酵母工業株

９１２︱９２４７

○赤田善株式会社・０６︱

島県菓子工業組合大谷理事

での菓子の販売について菓

係者が参加し︑開催県であ

を受け︑中部としては

33

る愛知県菓子工業組合の久

中部各県理事長等

名の関

成
ける中部ブロックの売上と

８月

67

年度全菓連中部ブロッ

19

長︑杉山中部ブロック長︑

25

さつの後︑議事がとり進め

菓子博の報告とお礼のあい

組合大谷理事長からの広島

事長の祝辞︑広島菓子工業

者あいさつ︑全菓連岡本理

杉山中部ブロック長の主催

村理事長による開会の辞︑

当がつかなかった︒結果と

どのくらい売れるものか見

が︑初めての試みであり︑

一括委託することとした

ては名古屋の松風屋さんに

こととし︑その販売につい

がそれぞれ販売品目を出す

行われ会議を終えた︒

取組状況報告と協力依頼が

全国菓子大博覧会・三重の

重県岡理事長よりの第

回

全菓連よりの状況報告︑三

わせて下さい︒︵

音順︶

は直接︑メーカーに問い合

のことです︒商品について

パウダーを製造していると

株式会社・０６︱６２０２

○三栄源エフ・エフ・アイ

６︱６３３８︱０５１

１１１１︑大阪営業部・０

7

引き続き同ホテルで会場

元

大 宮 糧 食 株 式 会 社 ︶・

○株式会社アイコク︵製造

50

27

３︱３２４１︱２２４１

︱３７５１︑東京支社・０

1

平成25年９月15日 （２）
（毎月 15 日発行）
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嘉田滋賀県知事が講演
器、薪ボイラーなど自然エ

調べたところ太陽熱温水

たしたち菓子屋は、自分た

分は太陽光などで賄う。わ

る、それでも抑えきれない

エネルギーの分散化を進め

大事なことが３・

以降見

し、今までの当たり前より

考え方では何も変わらない

からこれでいいんだという

んだ」と笑ったが、そのハ

「そんなことしてどうなる

それを見て他の動物たちは

み、森に落とし続けます。

た全額を滋賀県の水源、森

した。なお、募金で集まっ

大会を終えることができま

でき盛況のうちにブロック

きました。

賀大会を締めさせていただ

第６回近畿ブロック大会滋

作成しました。

せん。福井で起きれば確実

ネルギーを利用した設備を

事故が他人ごとではありま

に琵琶湖は汚染され、滋賀

ただこうという話になり、

くださったのですが、あな

嘉田知事もこのお話をして

し、経済を支えてきました。

菓子作りを続けられるかど

す。そうなれば今まで通り

農作物にも影響がありま

ました。太陽光発電も

㎾

に導入できることがわかり

既存の設備に置き換え店舗

ているんだよと、周りに地

いの電気は自分たちで賄え

ちがお菓子作りで使うくら

のも我々菓子屋の義務だと

こを躊躇せず実行していく

えたはずだと思います。そ

した。今まさにその姿勢こ

ことをするだけ」と言いま

チドリは「私は私にできる

林の保護費として寄付し、

湖と、近畿圏の人たちも結

うかもわかりません。琵琶

い期間で設備投資額を回収

という優遇が受けられ、短

以上であれば全量買取制度

いらないよ」ということを

その姿勢こそが「原発は

ないでしょうか。

域に発信していくべきでは

ます。動物たちは逃げ出し

が出ました。森が燃えてい

ひとしずくという共通の話

ン、知事講演にハチドリの

私は言いたいです。

たプレゼンが発表され、知

う状況でみなが試行錯誤し

年ブロック長全員参加とい

１００人超の参加者、青

ら４・１％上げると公表し

業者への売渡価格を

会実行委員長・嶌幹夫

月からの平均価格は５

万７２６０円／㌧、菓子用

の「ソフト系」は５万７４

農水省は輸入小麦の製粉

会社の在庫状況を考える

げとなった。同省では製粉

９０円で前期比６・２％上

月か

企画当初から知事を呼ぶ

アを出していただき発表し

はどうかとそれぞれアイデ

きではないか、こういう形

源の所のことも考えてみま

る暮らしですが、その水の

り前に不自由なく水を使え

じゃないかと言われる方も

力会社に任せておけばいい

原発のことなんか政府や電

餅は餅屋にという様に、

太陽光発電、蓄電池を活用

とがわかりました。実際に

できる店舗も多いというこ

に換えるだけで大幅に節約

で、設備でやってきたんだ

まで何十年もこういう方法

小さなクチバシで水を汲

たが１羽のハチドリだけは

交換し交流を深めることが

事に学び、懇親会でも意見

２年振りの高値となる。

た。値上げは３半期連続で、

のは今年

と、小麦粉が値上がりする

思います。

近畿ブロック大会滋賀大

羽二重糯（もち米）などの

なんのコネもない中、県庁

全菓連青年部第６回近畿ブロック大会
全菓連青年部第６回近畿

に話を通し幸運にもご快諾

•••••••••••••••••••

年７

たのところでも、ほらあな

局、水道、蛇口という身近

菓子屋なりに体現している

日滋賀県の里湯昔話雄

ブロック大会は平成

たのところでも、滋賀県じ

できることもわかりまし

のではないでしょうか。今

月
いただくことができました。

ゃない近畿圏でも蛇口をひ

た。もう聞き慣れたＬＥＤ

小麦値上げ

プレゼンを各単組にして

なもので繋がってるじゃあ

ですが、店舗照明をＬＥＤ

そが必要な時ではないかと

山荘で行われました。今回、

い た だ く に あ た り、「 こ れ
ねって出てくる水は琵琶湖
りませんか。

％

前例のないことが実現しま

の水というところが大半な

月から

した。それは嘉田由紀子滋
からの菓子屋」という漠然

んですよというお話。当た

つもりだったわけではな

多いとは思いますが、我々

ち切った猛者もおられます。

し、電力会社との契約を打

開発をしている。ローソン

し、そのエネルギーが、商

れる市場の中で激しく競争

けている。飽和状態と言わ

ない。だが、全体の傾向か

実感はあまりないかも知れ

で、直接影響を受けている

状況は、価格が安いだけで

日 付 日 本 経 済 新 聞 ）。 今 の

状況だとしていた（８月

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

全菓連だより

年

では、野菜や果物の品ぞろ

２０１３年２月期決算が出

コンビニの考え方を大切に

遠くのスーパーより近くの

増やす計画。新浪社長は、

度中に約８４００店と３割

る。そこにコンビニ市場を

む力を持つようになってい

の市場から消費者を取り込

る店舗を吸収してなお、他

た店舗を増やし、淘汰され

品開発などで競争力を持っ

講じる必要がある。そうは

対策など何らかの対抗策を

策、新規に顧客を獲得する

お客を取り込まれない対

だと思う。菓子専門店は、

ことは、間違いのない現実

ら見て、影響を受けている

を、どのように宣伝して購

ば、更に価値が分かる商品

値が一目でわかり、食べれ

価格は高くても、商品の価

いようだ。こうしてみると、

えば、必ずしもそうではな

のは受け入れられるかと言

だ。また、高くても良いも

は受け入れられないよう

えを充実させた店舗を

そろい、好採算の自主企画

して商品の品ぞろえを考

言っても、消費者の心情は

九州ブロック佐賀大会
開
催

国菓子工業組合連合会青年
本理事長、堤副理事長ほか

加した。全菓連からは、岡

いらっしゃるかとは思いま

いただけたと思います。ご

成功に終了することができ

大なご協力をいただき、大

で対応を迫られているとし

品ぞろえやサービス面など

小売業や外食産業などは、

ランチャイズチェーン協会

起きることになる。日本フ

飽和状態の市場では淘汰が

ら顧客を奪って経済圏を拡

▼コンビニは、専門店か

るのだと思う。

は大変難しいことではあ

る商品を次々世に出すこと

ーズを的確にとらえ、売れ

のように思える。

入して頂くか、それが課題

八頭司会長が

部九州ブロック佐賀大会

ました。誠にありがとうご

です。迷っていた１歩、新

功が、菓子需要の喚起につ

ざいました。また会期中に

ていた。また、全国の店舗

年４月まで

ヶ月連続で前

調べで、既存店売上高は今

だ。コンビニは、売れる菓

の中に菓子も含まれるよう

大しているが、その専門店

月にハンバーガーなどを値

た。日本マクドナルドは五

る。次のような報道もあっ

手引き」です。期待を持た

造業者のための経営改善の

まとめたのが「中小菓子製

迎えられますが、これは全

力を御願いいたします

｣と

した。引続きご指導とご協

の春三重県津市に決定しま

す差別化を加速させている

け、自社のカラーを打ち出

ず、各社とも出店攻勢をか

５万を超えたにもかかわら

進んだことになる。にもか

思う。そうであれば淘汰が

には閉店した店舗もあると

いる、としている。その中

年同月の実績を割り込んで

が、菓子の単価は一個百円

つか二つ買うケースが多い

く。デザート風の菓子を一

レジの近くにも菓子を置

れ替え、売り場を増やし、

子とみれば直ちに商品を入

吉野家は、四月に牛丼を値

果はなかったようだ。また

値観を出そうとしたが、効

ために商品を大きくして価

に減少した。値上げを補う

響もあり、客数が想定以上

上げした。だが値上げの影

良い結果が出るものと期待

れを着実に実行すれば必ず

くまとめたものなので、こ

の課題に、真摯に答えるべ

した経営改善研修会の中で

ないが、２年に亘って実施

せすぎと思われるかも知れ

月に

数は、５万が飽和状態とい

国の青年部のよき手本であ

挨拶された。

かわらず店舗数は減るどこ

台から三百円台で一人が購

われていたが、昨年

回全国菓子業

があるのであれば、この佐

ります。九州はひとつの連

ろか増加している。これは、

年

開催した第

賀大会を決起の場とし、準

帯感をより一層高め、今後

と報じていた。更に別の報

スーパーや百貨店、そして

者大会で、次回は平成

備がまだであるのならば、

本会議終了後、講師に奥

道でコンビニは、スーパー

周年を

ながればと切に願います。

私たち仲間同士意見を交わ

益々業界発展のため様々な

や百貨店の食料品売り場で

菓業青年会は来年

しあい決断の場としていた

田知志氏を向かえ記念講演

～困窮者支援の現

絆｢が、人を生か

取り込みに注力し、価格が

に、女性やシニアのお客の

買い物をする消費者並び

ならない。こうして、コン

よりも多いということに他

設の店舗が、閉店する店舗

って経済圏を拡大できる新

小売り専門店から顧客を奪

争の中の一つの要素なの

る。コンビニの影響は、競

れない競争相手になってい

る。菓子専門店にとって侮

積もれば大きな金額とな

入する個数は少なくても、

各社は打開策が見えにくい

象となっているとみられ、

が、日常的な食費は節約対

やレジャーなどは活発だ

くも陰りが見える。高額品

下げしたが、集客効果に早

合にお申し出下さい。

のご希望があれば当該県組

で増刷しましたので、追加

合員に配布したところ好評

しています。本書は、全組

会、演題

｣が

高くても美味しいものを食

ビニの持つ市場は拡大を続

回菓業青年会の九州ブロ

ロック大会は終了した。

場から見た絆の意味～

すから

あり、翌日のエクスカーシ

べたい人が増えている、と

第｢

ョンでは吉野ヶ里歴史公園

分析してそれに沿った商品

続いて岡本理事長が

ック大会が佐賀で開催さ

を散策し２日間にわたるブ

れ、全国

業組合を代表して心から、

全菓連理事・千田仁司

都道府県菓子工

｣と

活動に取り組まれることを

波に乗っていきたいと考え

｣と歓迎の言葉を
４｢月

46

ています

述べられた。
次に中島部長が

19

59

気の一番乗りとなり、その

ご 期 待 し て お り ま す。

11
だきたいと思っておりま

11
す。この大会を有意義なも

29

32
挨拶された。

60
のにし、菓業青年会が好景

ではないでしょうか。迷い

たな１歩を踏み出すのは今

▼この課題に答えるべく

協力誠にありがとうござい

れ、約

菓業青年会、全国菓子工業組合連合会青年部
回菓業青年会九州ブ

月と見ている。

く、こういうプレゼンをし
しょうよというお話をして
菓子屋にも微力ながらにも

商品が伸びたコンビニエン

え、過去に失敗したような

拡大させる構図が見える。

量りにくいものがある。ニ

▼コンビニの、勢いが止

できることはあるじゃない

キ

お慶び申し上げます。特に

スストア大手３社は、営業

これが、コンビニの勢いが

実際、滋賀には原発

くださいました。

菓業青年会は半世紀以上の

利益が過去最高を更新し、

拡大路線は繰り返さないと

止まらない印象になってい

滋賀県の６分の１の面積

日から開催された広島菓子

歴史を数えており、全国の

今期も軒並み最高益を見込

▼経済原則からすると、

強調しているとしていた。

を占める琵琶湖は、近畿の

博では交流会を開催し博覧

よきお手本でもあります。

む。そして、膨張するコン

まらない。報道によれば、

菓子青年会九州ブロック

会の成功を祈念致しまし

先月広島で開催された第

ビニ経済圏に対し、既存の

自然エネルギーの導入、

日｢本人がこ

た。そして開催日当日は皆

回全国菓子大博覧会では、

かと思い今回のプレゼンを

れまで経験したことのない

様からご協力いただいたお

九州の青年部の方々にも甚

ロ圏内の場所もあり、原発

本格的な高齢化、人口減少

菓子の無料配布を行いまし

水がめとして人々の暮ら

の社会が私たちの向かう新

た。お客様にも大変喜んで

たところ、それなら環境保

知られる嘉田知事に来てい

たな市場になってきます。

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

ーオータニ佐賀で開催さ

すでに動き始めている方も

10

ました。また、菓子博の成

回全

12

名の青年部員が参

全に力を入れていることで

ていただきました。

偶然にも滋賀のプレゼ

賀県知事に来ていただき、
としたテーマにし、これか

4.1

10

すが、私たち菓業青年会が

ロック佐賀大会、第

13

準備、行動を起こすのは今

26

中島青年部部長が参加した。

70

は、６月１日、ホテルニュ

15

第

30

ますと実行委員会で提案し

す。（１面に写真）

10

10

11

らの菓子屋はこうであるべ

10

25

講演してもらえたことで

23
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吉野ヶ里歴史公園

第894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）

（３） 平成25年９月15日

って取り組み、

行政が一体とな

産者、菓子組合、

組合も、梨の生

当、甘木菓子

いきたい。

切に地域ブランドを育てて

大切であり、地元歴史を大

携を密にした菓子づくりが

地元の農水産生産者と連

売しています。

鳥取・熊本と研

した。

江戸時代には黒田秋月藩

花房屋

から幕府・公儀への献上品

修視察を重ね、

かわ茸彩花、左上は水前寺のり・生かわ茸

「軍師・官兵衛」の放送が

数年前から地元

地産・農産物と菓子連携

始まります。黒田官兵衛の
として供されてきました。

特産の高木梨を

来年のＨＮＫ大河ドラマ

かわ茸」です。

地元歴史と地域ブランド

三代目分家、黒田長興を藩

倍・ミネラルの宝庫食

蛋白質は百ｇあたり牛乳

品です。鉄分はほうれん草

をつくり①製品

加工してジャム

の

倍・カルシウム・カリ

した。この地が現在の福岡
県朝倉市秋月です。旧甘木
の

事長・山手隆右

う黄金塚に源を持つ黄金川

の黄金の茶釜を埋めたとい

甘木南方郊外に毘沙門天

の秋月に居城がありました。

として注目されています。

防ぐ働き等、近年健康食品

ロールを抑え、動脈硬化を

リコピン等を含みコレステ

リウム・ベータカロチン・

ウム・マグネシウム・ナト

れた地産文化をお菓子にと

鑽を重ね歴史と風土に育ま

の先々代が明治終年から研

菓として供されています。

彩花」です。各地茶会の茶

品 が「 か わ 茸 漬 」「 か わ 茸

しています。

の創作品を販売

日、笠間浪漫（栗スイーツ

市民センター、

行事予定

の清冷な湧水の底に淡水の

この地産自然食品、淡水の

「遠い遠い遥かな道を～」 用 軌 道「 鴻 紋 軌 道 」（ 鴻 之

もアドバイス、市からの支

ードコーディネーターから

市民の方々、また著名なフ

に使用承諾を頂き、市長や

うネーミングを宮川彬良氏

が あ り、「 銀 色 の 道 」 と い

ってもらいたいという要請

もあり、その名前を名乗る

う名は、その知名度の高さ

今回の「銀色の道」とい

な売れ行きでありました。

くの支持がされ非常に好評

スイーツは地域の皆様に多

す。お陰さまで、その紋別

のがあると確信しておりま

対する関心はただならぬも

紋別市の曲に纏わるお菓子を製作

と始まるこの歌。

この「銀色の道」という

売に向けて試作をし、試食

に賛同する組合員で近日発

レッシャーも感じつつ試作

なければならないというプ

期待に応えるような菓子で

はもとより、その菓子から

あります。菓子の美味しさ

どを作曲した宮川泰（みや

宇宙戦艦ヤマトの楽曲な

コンサートを行いました。

札幌交響楽団を招き、記念

良（みやかわあきら）氏と

宮川泰氏のご子息で宮川彬

り世の中や地域のお菓子に

全国放送されるなど、やは

りますがその時はＮＨＫで

洋菓子を販売した経緯があ

として、組合員の３店舗で

過去には「紋別スイーツ」

いを菓子に込めて。

の心に残りますようにと願

いう曲がいつまでも皆さん

そ し て、「 銀 色 の 道 」 と

・渡邊孝博

月５～６日、かさま

りが流れにつれて緩やかに

舞元山―紋別間）のレール

援を頂きながら、当組合で

以上地域の皆様、世の中の

楽曲は、存じ上げている方

会なども繰り返していると

主原料には、近郊の北見

「紋別」という街のイメー

で閉山

かわひろし）氏が後年に小

これを機会に「銀色の道」

10

～

・広島の全国菓子めぐり館

組合で登録商標の認可を得

を「ぽあーるの詩」として

製品名は全体の梨製品名

ばらぎのお菓子大集合展、

森公園、

月

バザールでは好評を博しま

ックワーズ②梨姫③スティ
ックの三種を各々製造し販

月

～

～

日、い

日、みんな

20
大街通り商店街

の生活展に参加、松山

月

フェア）を開催、県芸術の

した。
各地の組合では地揚の果
物・特産農水産物を地域の
銘菓の開発につなげる事業
がみられる様になってきま

製品を三種類創作し①ダ

県庁舎

14

新栗まつり、笠間市・

茨城
ました。

11

ャムサンド品等

揺られているのが見られま
けこませ、人々の心に残る

跡の水たまりに月の光が映

は「銀色の道スイーツプロ

スやザ・ピーナッツが歌い
は多いと思いますがこの曲

この曲は、ダークダック

全国的なヒットを飛ばした

市産の大豆粉を使い４種類

ジがにじみ出てくる、そん

道菓子工業組合紋別支部が

としては、４月

学生の頃、一時期住んでい

に纏わる紋別のお菓子を作

10
18
20

10
19

回全国菓子大博覧会

り「水前寺のり」を花房屋

ある年齢以上の方なら、
る姿がきっかけとなり出来

ジェクト」を立ち上げ趣旨

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

御存じの方も多いと思いま
た曲です。

銀色の道スイーツプロジェクト

す。

「銀色の道」という曲です。 が北海道紋別市の曲である

に取り組んでいるところで

の風味をそれぞれ各組合員

な菓子をお客様へお届けし

れてはいません。
東洋一の金山だと言われ

のお店で製造し、一つのパ

たいと思っております。

ということは、あまり知ら

ころであります。

合唱で歌われた方もいら
っしゃるのではないでしょ

ていた鴻之舞鉱山は、今年

ッケージに詰めて販売をす
市民会館大ホールにおいて

実はこの曲、私たち北海

うか。

周年を迎え紋別市

る予定です。

ある当地、北海道紋別市の

た鴻之舞鉱山で土木技術者

北海道菓子工業組合理事

の父親が建設に携わった専

28

10

26

日に紋別

歌になります。

40

愛媛

第

す。これが「水前寺のり・

へ練込み品②ジ

市甘木から北方約三・五㎞

10
18

福岡県菓子工業組合副理

主とする秋月藩が誕生しま

岡
福
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第894号

アーに会員で参加し、京銘

今春の広島菓子博見学ツ

｣と

でありがたくない御馳走

の日から夜なべが始まるの

ちに食べさせたという。そ

塩で味付けした豆を職人た

てもたらされ

元禅師によっ

国の禅僧、隠

普茶料理は中

いない料理。

性の食材を用

則として動物

精進料理は原

などがある。

豆にもあんこ材料、甘納豆、

いんげん豆の主な種類で煮

ら豆、うずら豆、手亡豆が

地は北海道で、金時豆、と

と言われ、日本での主な産

げん豆の原産地はメキシコ

て食べられています。いん

外の国によっては主食とし

類が一番多い豆で、日本以

いんげん豆は豆の中で種

色の豆（黒豆、紫花豆）は

ひよこ豆）はすい臓に、黒

は心臓に、黄色の豆（大豆、

（小豆、ささげ、金時豆）

う豆）は肝臓に、赤色の豆

（枝豆、そら豆、青えんど

た栄養の宝庫で、青色の豆

す。豆類はバランスのとれ

が特にカルシウムが豊富で

食物繊維が含まれています

に は ビ タ ミ ン Ｂ １、 Ｂ ２、

されています。いんげん豆

ます。

大いに健康増進の役目をし

活の中で上手に活用すると

あるように豆を毎日の食生

メに暮らす

と て も 良 い 食 物 で す。 マ
｢
｣という言葉が

うように人の大切な器官に

げん豆、白花豆）は肺とい

腎臓に、白色の豆（白いん

泣｢き豆

高知県授賞伝達式の開催

征史

他、機関賞の５社、特別賞

の拝受となりました。その

臣賞の１社が知事から賞状

大臣賞の２社、厚生労働大

•••••••••••••••••••••••••••••

にするという意味）

菓の五色豆を作るのに安芸

で、それ故に

た中国の精進
菓子原料として幅広く利用

進や

の宮島の杓子を使用してい

言ったらしい。御馳走とは

料理である。

嚴島神社参拝

るので、嚴島神社参拝もで

いろんなところから食材を

黄檗山萬福寺

普｢茶 ｣

きました。

集めて運んでくるという意

現代に伝わる栄養の宝庫

五色豆の由来は、明治十

味である。色は陰陽五行で

五色豆といんげん豆

年代頃に西陣の織屋のおか

豆菓子部会理事長・青山

みがその糸色から思いつい

ん豆や煎茶、筍を普及した

禅師はいんげ

の開祖、隠元

の

方角を表す。
京都には四つの料理があ

受賞者の栄誉を盛大に讃える

賞されました皆様に対し、

子博２０１３）に於いて受

なされた後に、この５年間

の栄誉を讃える旨の挨拶が

博覧会で授賞された皆様方

賞の経過報告、また今回の

０１３）の説明及び審査褒

これを期にますます社業の

たこと、大きな喜びであり、

名誉総裁賞をいただきまし

今回の全菓博におきまして

国製菓の中城会長より「私、

受賞者を代表し株式会社南

褒賞の授与式が終了して、

こ と で 有 名 で あ る。（ 普 茶

社が授与され

常にマッチしていること、

褒賞伝達式典を高知市内の

にお亡くなりになられた物

発展に精進して参る所存で

・大会賞の

さつまいものお菓子でこの

故会員に対し黙とうを捧

ある」という旨の謝辞を述

た形式による分類の他、素

有｢職 ｣である。こうし

て錦色の五色豆を作り出し
たと伝える説がある。いわ
ば

泣｢き豆 ｣の変形で西陣

の織屋では八月一日、八朔

る。 寺 院 の 精
｢ 進 、｣ 茶 事
の 懐
｢ 石 、｣ 祇 園 の 仕｢ 出

は、「 パ フ ィ モ（ あ ま じ お

ような食感が初めてである

ホテル城西館にて盛大に行

げ、今回の「ひろしま菓子

べられ、授賞式典全て無事

博覧会（ひろしま菓子博２

味 ）」 で 名 誉 総 裁 賞（ 文 化

ことを絶賛され、玉川氏が

午後３時からの式典に

われました。

博２０１３」の高知県関係

日（土）に、

部門）を受賞されたセイカ

この製法にたどり着くまで

は、高知県知事尾暗正直様

を中心とするスライドショ

回

当組合副理事長の比良田輝

ただくとともに、九州新幹

し、組合員

名余りの出席

ーを見ながら故人を偲びま

行い、会話の中で「ひろし

式典終了後には祝賀会を

に終えることが出来ました。

しました。

鹿児島県知事を表敬訪問

菓子業界の祭典、第
全国菓子大博覧会・広島に

しました。

した。続いて、来賓紹介と

回全菓博（ひろしま菓

食品㈱代表取締役社長の玉

の苦労や工夫などを説明さ

をはじめ、来賓の方々や関

去る７月

川 浩 一 郎 氏、「 雀 の 学 校 」

れました。

係企業の皆様方をお迎え

菓子
受賞し、７月
光ホテルにおいて、授賞伝

祝辞の後に、受賞者に対し

ての反省点や今後の菓子博

で開会となりました。はじ

の取り組み方等出席者各々

めに、当組合の理事長刈谷

高知県知事よ

線全線開業に伴い、鹿児島

り機関賞の最

献できるよう業界の発展や

話しが膨らみました。我々

技術の継承につなげたいな

高位である名

を訪れる多くの観光客が喜

知事表敬訪問や授賞伝達

式会社浜幸）」

ど意欲的な意見が出てお

菓子業界も地方の菓子の

明氏（自身も「三色どら焼」

訪問させていただいたの

式を通して、改めて、お菓

並びに名誉総

り、いろいろな話ができた

誉総裁賞技術

で中小企業長官賞を受賞）

第

で名誉総裁賞（技術部門）

伊藤知事からは名誉総裁

とはあまねく大衆と茶を供

を受賞された大阪屋製菓㈱

賞受賞のお祝いの言葉をい

材と調理法からの呼称に精

それに先立ち、鹿児島県

代表取締役社長の水野正喜

し 、｣ 御 殿 で 供 さ れ た 公 家

観光交流局からお声をかけ

氏、同副社長の水野貴之氏、

の夜にえんどう豆を蒸して

ていただき、伊藤祐一郎鹿

26

達式及び祝賀会を開催いた

かしいなあ。子どものころ

子屋さんたちが、チャレン

裁賞文化部門

本日の授賞式典並びに祝賀

地産外商に今まで以上に貢

ま菓子博２０１３」につい

か ら あ り ま す ね。」 と 一 袋

ジ精神を持ち、たゆまぬ努

の「塩けんぴ

会は大変有意義であったと

「よさ」を前面に打ち出し、

て褒賞授与が執り行われ、

をあっという間に召し上が

力をしていること、そして

（株式会社南

部門の「土佐

回全国菓子大
業界全体の果たす役割にも

りました。水野氏が、長年

お菓子は思い出とともにあ

国 製 菓 ）」 ２

局長・森下広和

高知県菓子工業組合事務

思われます。

また農林水産

念品の授与、

社に賞状と記

の日曜市（株

喜明より第

大きな期待を寄せていただ

積み上げられた伝統を守り

褒賞伝達式典

26

26
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おいて鹿児島県からは一般

児島県知事を表敬訪問いた

第 回全国菓子大博覧会を終えて

日に城山観

12

んでいただくためにも菓子

袋入った「雀

伊藤知事は、まず「雀の
卵」の小袋が

つつも、消費者の好みや時

り、癒しと和み、家庭内の

きました。

代、地域に合わせ進歩を続

務局・惠島理子

鹿児島県菓子工業組合事

たしました。

な力を持っていると痛感い

団欒と笑顔を生み出す大き

つまいもの甘味と塩味が非

お 味 ）」 を 召 し 上 が り、 さ

次に「パフィモ（あまじ

されました。

けていることなどの説明を

の学校」を手に取られ、「懐

50

60

品、工芸菓子２品が

27

知
高

と事務局の５名でした。
伊藤祐一郎鹿児島県知事（左）を表敬訪問

28

26

都
京
鹿児島
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（５） 平成25年９月15日

東京都菓子工業組合協力会「第

回通常総会・講演会」開催

氏（元ヤマト運輸株式会社取締役社長）

〈どん底から生まれた宅急便〉今その真実を語る
都築 幹彦

た。

致で原案どおり可決決定し

号、第３号議案とも満場一

議場に諮ったところ第２

ワークを完成させるのに

い、全国翌日配達のネット

の取得問題で運輸省と闘

事業に参入した。全国免許

労話を話されました。その

年の歳月を要したという苦

中で人材を育て、培われた

役員改選の件

議長より別紙の役員候補

第４号議案

名簿（案）を本件の原案と

年７月

日㈭

した旨報告された。
議長には外海大六会長

さの中、御参加頂き感謝申

経営理念「信頼されること

会」が平成

し上げます。
して審議の対象にして宜し
の大切さ」

回通常総会・講演
（日新化工㈱）が選出され
いかを諮ったところ、全員
異議なく承認したので、直

り商品である」は参加者全

「社員こそ会社の財産であ

することが如何に大切か

報告、並びに決算報告があ

より総会資料に基づき事業

移った。今回お迎えした講

引き続き恒例の講演会に

了したので総会は終了した。

以上で議案審議を全て終

（三黒製菓㈱）並びに外海

により、黒川耕次名誉会長

司氏（二葉製菓㈱）の司会

しての懇親会です。二葉晃

さて、その後は階を移動

藤進副会長（㈱キヨスミ製

戻り、しばし懇談のあと加

光基

事 長（ 中 谷 製 菓 ㈱ ）・ 中 谷

東京都菓子工業組合副理

深瀬会計より総会資料に

も

年前に倒産の危機があ

90

11

会「第
釣川宏氏（日新化工㈱）
直ちに議案の審議に入った。

ちに本件の採否に入り、こ

員の胸を打ち、大変意義の

り、引き続き飯田会計監査

師は、都築幹彦氏（元ヤマ

大六会長の挨拶があり、牛

｣

の結果満場一致で可決決定

徹
｢ 底的に挑戦

の司会により通常総会を開
年度事

上野精養軒において開催さ
平成

催した。冒頭、司会者より
業報告書並びに決算報告書

第１号議案

れました。当日は７月とし
出席者は委任状を含め

した。

（㈱飯田製作所）の監査報

ト運輸株式会社取締役社

窪啓詞副会長（㈱愛工舎製

深瀬会計（日新化工㈱）

の件

告の後、議場に図ったとこ

長）です。

作所）の乾杯の音頭にて開

菓）の中締めにてお開きと

ある講演会であった。

ろ満場一致で原案どおり承

「〈どん底から生まれた宅

認した。

急便〉今その真実を語る」

第２号議案
業計画（案）並びに収支予

年度事

宴し、懇親に入った。

平成

というテーマでお話頂きま

算（案）決定の件

名余の出席で

協力会並び東菓工のメン

なった。

れてしまいました。ようこ

バー併せて

会場大いに盛り上がり、暑

る息子さん夫婦と共に家族

そ山陽小野田市へ。

今を時めくヤマト運輸に

さで乾き切った体に潤いが

経営協定を結び、もち米の

した。

ペシャリスト。お人柄も伴

他にも酒米、大豆、小麦、

年会費

り、発想の転換から宅配便

い地域の信頼が厚く熱心で

平成

て生産者の代表を担う伊藤

頼もしい方で、後継者であ

第３号議案

基づき説明の後、議長より

仁さん（写真左端＝調印式

及び徴収方法決定の件

入るという仕組みです。

後の現地視察）は農業のス

40

名

ては過去にない５日連続の
であり、本会は有効に成立

東京都菓子工業組合協力

15

35

猛暑日になろうかという暑

24
25
25

25

35

年目のもち米供給契約

山口宇部農業協同組合と

野田市南高泊地区は昭和

年に完成した瀬戸内海に面

とでしょうが、食とのビジ

候に神経を尖らせているこ

す。農業者は我々以上に天

報から目が離せなくなりま

配され、これからは台風情

子組合」という対外的には

より食の安全性を求める菓

指す生産農家と地産地消に

「売れる農産物作りを目

とはありませんでした。

契約数量が大きく伸びるこ

数料別途）です。今年度、

ずれも税・配送料・組合手

ります。あいにく再三の申

したのち組合員の手元に渡

取りによる品質検査を実施

に組合立会のうえ全俵抜き

されています。毎年、

各袋に生産者の氏名が記載

戸がもち米の生産を担い、

る経営形態です。現在は８

合全体での事業を連動させ

し個人の農業経営と干拓組

する干拓地で、組合を設立

ネス連携の可能性は無限

一般的なキャッチフレーズ

入れにも係らず品質改善さ

（い

大。このほど山口県菓子工

を掲げていますが、組合員

れなかった１戸は今年度よ

チ７５５０円６・５

業組合は山口宇部農業協同

には天候不順のリスクなく

り生産者から外れました。

猛暑が続くと水不足が心

年目のもち米供給契約を結

低価格で安定した品質の山

それくらいの厳しさをもっ

８俵、

月

びました。今年度は２２３

口県産もち米を提供でき、

組合（ＪＡ山口宇部）と

㎏当たりミヤタマ

さらに組合に手数料収入が

（ 栽 培 面 積 ）、 ヒ ヨ ク モ

モチ７１００円（価格）

11
26

10

のように生産者と菓子組

ネギなども作られます。こ

感謝しながら、酷暑を乗り

システムを築いた先輩方に

とだらけのもち米契約栽培

ても組合にとってもいいこ

このように生産者にとっ

年の年

合、ＪＡ山口宇部との三位
一体の信頼関係は

越え順調に生育する稲穂を

の山陽小野田市では、もち

ありがたいことに生産地

高さもお察しいただき、こ

の仕事に占めるウエイトの

入源であるゆえ組合事務局

３ 分 ）。 た だ し、 貴 重 な 収

眺めています（当店より車

月下旬には「日本一の絆

米が特産品に育ちました。

ます。

月を経て強固に結ばれてい

11

11
30

もちまき」が開催されます。

く相談下さい。

てご興味のある方は遠慮な

こに記せない？課題も含め

理事・恒松恵子

山口県菓子工業組合専務

もちまきと言って紅白餅を

と、話が我が町のＰＲにそ

は地域性がある模様。おっ

当然ですが、これについて

祝事にまくのは山口県では

10

36

もち米を栽培する山陽小

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

第35回通常総会・講演会
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愛知県菓子工業組合の活動紹介
か ら は︑﹁ 今 す ぐ に で も お

感心していました︒受講者

試食し︑格別な美味しさに

○また︑第

ています︒

動の基本ではないかと思っ

開催していくことが組合活

回全国菓子大

店で販売することが出来
永乳業㈱協賛の﹁洋菓子講

運営組織として４部会制

○愛知県菓子工業組合では

る﹂と好評でした︒

め菓子関連業者に菓子博へ

部会が担当し︑組合員を始

博覧会・広島は︑特別事業

﹁洋菓子講習会﹂開催

○﹁洋菓子講習会﹂の開催

名の受講

ーシェフ﹁倉内正巳

鎌倉市在住のオーナ

講師には神奈川県

者で開催致しました︒

は洋菓子部会の担当で開催

部会︶あり︑洋菓子講習会

部会︑和菓子部会︑洋菓子

︵特別事業部会︑流通菓子

賛金等のご協力をいただき

ら︑出品・展示さらには協

ころ︑組合員の多数の方か

の理解協力をお願いしたと

お陰を持ちまして︑愛知

ました︒

されましたが︑

持ちで一杯です︒

は和菓子部会担当による

○今後も組合員のための活

ェフご推奨の洋菓

評をいただいております︒

動に取組んでいく所存であ

県のブースの運営及び販売

講師の実演に︑受

今回は東京から﹁須川誠也

﹁和菓子講習会﹂が開催さ

講者は作業手順をモ

氏﹂を講師に招いて︑開催

子﹂という内容で行

ニター画面でしっか

いたします︒

も成功裡に終了することが

り確認しながら︑ポ

○毎年︑各部会が開く講習

でき︑沢山の方に感謝の気

イントをメモしてい

会や講演会には多くの参加

れます︒毎年１００名を超

ました︒講師による

える受講者があり︑大変好

出来あがった試作品
者があり︑今後も継続して

長・久村俊昌

愛知県菓子工業組合理事

ります︒

の全種類を受講者が

われました︒

月８日に

氏﹂をお願いし︑﹁シ

講習会場にて︑

習会﹂を愛知菓子会館３階

知県菓子工業組合主催︑森

洋菓子講習会

玉嶋屋の羊羹は江戸期の創

くの観光客が訪れる︒本年

仕 込 み を 行 っ て い る︒﹁ 薪

木の薪を利用し︑早朝より

羹の煉り行程は︑今も楢の

なる﹁薪﹂も放射能の問題

す︒当然︑仕込みの燃料と

の放射能被害が深刻さを増

が︑日増しに福島第一原発

夫だろうと楽観していた

ゃ な い か ﹂︒ 地 元 の 岩 瀬 牧

目 が 行 っ た︒﹁ 使 え る ん じ

から教えてもらった材木に

そんな中︑地元の林業の人

方に暮れる毎日を送った︒

戸時代から続く味だ︑諦め

開 す る こ と が 出 来 た︒﹁ 江

来通りの製法で仕込みを再

射能の数値も問題無く︑従

射能検査に出した︒幸い放

状態で薪を提供して貰い放

とか回復して来た︒今年は

国からの支援のおかげで何

落ち込んだ売り上げも︑全

震災や放射能の風評被害で

んは心の中でつぶやいた︒

る訳にはいかない﹂和田さ

田さんも息子さんの事とな

頑固一徹︑羊羹職人の和

復の兆しが見えている︒

弾みが付き︑売り上げも回

大河ドラマ﹁八重の桜﹂で

広島菓子博︑更にはＮＨＫ

店舗データ

沢仁

ブロック長・小

東北・北海道

いと願っている︒

味を守って欲し

藩御用菓子﹂の

継 ぎ︑﹁ 二 本 松

嶋屋の技を受け

さんに︑老舗玉

代目となる息子

よ ﹂︒ 将 来︑ 九

進学するんです

東京製菓学校に

春大学卒業後︑

る︒﹁ 長 男 が 来

ると目尻を下げ

場から表面の樹皮を剝いた

薪で煉り上げる羊羹

電話番号：0243−23−2121
代 表 者：代表取締役 和田 雅孝
創
業：江戸期創業
営業時間：７時30分〜18時50分
休 業 日：無休

で供給が難しくなって︑途



業より配合は変わっておら

はＮＨＫ大河ドラマ﹁八重

力の調整が出来ないんで︑

登録文化財になっている玉嶋屋

〒964-0917
福島県二本松市本町１丁目 88

﹁江戸時代から変わらぬ逸品﹂

﹃智恵子抄﹄に詠われた

ず︑二本松の伝統の味を職

玉嶋屋

安達太良山と阿武隈川で知

人技で受け継いでいる︒羊

福島県二本松市

月の菊人形展には︑多

られる福島県二本松市︒毎

の桜﹂で一躍脚光を浴びた

を使っているんでね︑火加

名物二本松羊羹として名

永年やっても正直難しい﹂

減が大変︒ガスのように火

高い﹁玉嶋屋﹂は︑江戸期

そんな玉嶋屋にも大きな

と︑和田さんは親しみのあ

転 機 が 訪 れ た︒﹁ 東 日 本 大

る笑顔で語る︒

である︒八代目当主であり︑

震災﹂である︒当初は大丈

創業︒現在まで一子相伝の

二本松支部青年部長の和田

味を受け継いでいる菓子処

ある︒

歴史と文化が薫る城下町で

年

10

24

雅孝さんにお話を伺った︒

玉嶋屋
株式会社

92

去る︑７月

日︵水︶愛

26

知
愛
10
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洋菓子講習

グラニュー糖…………

卵白……………………

氏

個分

阿部 悟

【基礎編】

日本菓子専門学校

セザム

高さ５㎝、直径５・５㎝のセルクル

ＮＡＧＯＭＩ （なごみ）

【配合】
Ａ．ムラング

粉末アーモンド………
粉糖……………………

ｇ

ｇ

タ イ プ ）、 飾 り 用 チ ョ コ レ

ナパージュヌートル（加熱

Ｅ．仕上げ材料

を入れ撹拌する。

沸騰させ粗熱をとったもの

リームとグラニュー糖ｂを

を細かくして、その中にク

①牛乳、グラニュー糖、卵

⑷Ｄを仕込む。

れた②を入れ冷凍する。

③フレキシパンに荒熱のと

半量絞り、型抜きした⑶を

②セルクルに⑷のムースを

らかにした⑵を薄く絞る。

その上にホイップしてなめ

ｇ

黒ごま…………………７ｇ

白ごま…………………７ｇ

①卵白とグラニュー糖でメ

⑴Ａを仕込む。

【工程】

白ごま、黒ごま

ヴォワール、パラチニット、

ート、パータグラッセ

ュー糖、卵黄でアングレー

①クリーム、牛乳、グラニ

⑶Ｃを仕込む。

別容器に入れ冷ます。

に入れ、良く合わせてから

④クリーム状のバターを③

③泡立てたクリームと②を

えのばして冷ます。

②きな粉に少しずつ①を加

を入れ溶かしうらごす。

作り、ふやかしたゼラチン

黄でアングレーズソースを

ジュを表面にコーティング

⑹型から外した⑸にナパー

立て）

し て 冷 凍 す る。（ 逆 さ 組 み

になるように入れ、平らに

クレームプラリネ部分を中

ースを入れ、①メレンゲを

中央に入れ、残りの⑷のム

イ

ｇ

ｇ

レンゲを作る。

合わせる。

してチョコレート等で仕上

コーンスターチ………

ｇ

ズソースを作る。

⑸組み立て

ｇ
クリーム（

皮付きアーモンド……

グラニュー糖ｂ………

％）………

ｇ

水………………………

グラニュー糖ａ………

プラリネ

ｇ
②粉末アーモンド、粉糖、

①⑴のメレンゲの全面に薄

Ｂ．クレーム

ｇ
②ふやかしたゼラチンを①

げる。

に入れ溶かしうらごし、黒

くパータグラッセを塗り、

コーンスターチ、ロースト

ごまペーストと合わせる。

したごまを合わせておく。
③①に②を合わせ、丸口金

ｇ

ｇ
④１７０℃のオーブンで乾

の丸を絞る。

ロの技を生徒さんや先生方

子を、実際に見て頂き、プ

レーション。イチョウや椿、

次に生菓子のデモンスト

•••••••••••••••••••••••••••••

鶴等が出来上がっていく様

分）

～京都市立西の京中学校にて～

がら、お菓子の歴史につい

たお菓子の試食会を行いな

①グラニュー糖ａと水を沸

⑵Ｂを仕込む。

燥焼きする。（約

ｇ

ｇ

８番で、直径５㎝の大きさ

京都府菓子工業組合青年部
お菓子教室を開催

ｇ

ブリュレ

バター…………………

％）…２２５ｇ

Ｃ． ク レ ー ム
セザム
クリーム（
牛乳……………………
グラニュー糖…………
卵黄……………………
黒ごまペースト………
板ゼラチン……………３ｇ

る実演を行い、その後各部

ての講義を行いました。学

けて冷ます。

した。

生徒による制作を指導しま

校側で近日中に美術の授業

最後に、生徒自身で作っ

屋のテーブルごとに青年部

に堪能して頂きました。

騰させ、その中に軽くロー

市立西の京中学校にて、総

員が一人ずつつきっきりで

まず初めに各部屋ごとに

ストしたアーモンドを入

勢１２４名の生徒さん達と

講師役として青年部員によ

れ、混ぜながらシャラせる。

共にお菓子作りを実施しま

日（金）に京都

②更に火にかけて、カラメ

京都府菓子工業組合青年

卵黄………………１６０ｇ

ル色にしてシルパットにあ

ｇ

いう事があり、お菓子を作

でも「にぎり寿司のように、

した歳時があって、お菓子

た。ハッタイ粉入り、わら

部は６月

グラニュー糖……１００ｇ

Ｄ．ムース

ｇ

きな粉…………………
板ゼラチン……………

る場合その色合いや、模写

つくりたてを食べてくださ

が生まれ育ってきました。

び餅と小豆餡のせかき氷に

で、樹脂製の作品を作ると
初めて体験する生徒さん

するものをよく観察して作

秋こそ小豆をフィーチャ

い」と言われると、店主の

和菓子のルーツを感じる・

は唸りました。

した。

がほとんどで、興味津津・

るという事に重点をおいて

ーしたいもの。鬼宿日がル

意気込みも真剣そのもの、

知る・語るには、絶好の季

■おはぎ大好評

１２４名と規模が大きい

無我夢中で楽しんでいたの

ーツの七五三あたりが、ち

和菓子のイメージも変わり

た楽しみです。日一日と気
温も下がり、お茶とお菓子
を囲んで集う機会も増えて
話の輪も広がります。
四季があり、地域に根ざ

為、家庭科室・被服室・図
書室の３班に分かれ、ねり

が印象的でした。

③フードプロセッサーで②

きりの【菊】と【桜】を制

％）…５００ｇ

とでしょう。その原点が見

作体験。

クリーム（

えるかどうかで、お店の位

ょうど、新小豆のお菓子が

ます。冷蔵庫がなかった時

節かもしれません。

の実りをイメージさせたい

置づけも変わってきそうで

最近は、洋菓子店でもお

ものです。

だ＂おはぎ＂が、よく売れ

並ぶシーズンです。いまで

代からある和菓子、当時は、

城戸翔寉（きどしょうかく）

西の京中学校でお菓子教室

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

■小豆餡の鮮度

夜になると、虫の声に耳
はぎが好評です。餡は和洋

を澄ます季節になりまし
の境を越え人気を得てきた

た。それにしても猛暑の夏

ています。お彼岸の告知も

は冷蔵管理も出来て、年中、

かき氷同様、出来立ての甘

部広報・大内直之

京都府菓子工業組合青年

きたいと思います。

子の伝統・文化を伝えてい

Ａの方々と共に京都のお菓

生徒さんや先生方又、ＰＴ

今後も、いろんな学校の

した。

の活動の大事さを実感しま

たりにして、あらためてそ

の楽しそうな笑顔を目の当

お菓子教室でも生徒さん達

間活動の基本です。今回の

お菓子教室は青年部の年

もしました。

いるというような詳しい話
す。

とも言えるようです。

「生ものですからお早め

でした。今年ほど、氷を食

含めて、とのこと。こし餡

美味しい小豆がいただけま

味ももっと賑やかだったこ

秋は和菓子にとっても実

■和菓子の季節

■小豆の旬

に」とは和菓子の常套句。

べたことはなかったように

派、小倉餡派と好みは半々

すが、だからこそ、アピー

思います。アイスクリーム

だそうで、戴くときに粉が

ル し た い 小 豆 の＂ 旬 ＂、 秋

りの季節。色づく店棚もま

飛びがちのきな粉おはぎは

その 221
９月

の最中もよく口にしまし

やや苦戦の模様。

お盆明けから店頭に並ん

21

20

12 30 30
50 35 70 60 10 35
25 75 50 75

牛乳………………５００ｇ

キナコ

25

38
38
38

14 60

40 60
なごみ
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（現・原爆ドーム）にて開

山﨑勝利氏（山﨑技術士事務所）
海道から九州の全国３００
催された第４回全国菓子飴

式や一人息子の卒園式な

ョンケーキ、入学式や入園

結婚披露宴でのデコレーシ

好まれ、お誕生日のお祝い、

べ物で、果物と同じくらい

くてはならない代表的な食

しずと目を丸くしながら、

た。来場したお客様はしず

「嚴島神社の壮観」であっ

シエにより創作した宮島の

かけて、３００人のパティ

圧巻はお砂糖で１年半を

で連日大賑わいであった。

万７０００人からの来場者

たい。本稿では、あらため

られるかを一緒に考えてみ

て、どのような観点が考え

さや栄養面、機能面につい

お菓子に求められるおいし

子が話題になっているが、

養価や健康に配慮したお菓

これからの高齢社会、栄

た。

書館にて拝見し感動であっ

０ 億 円 で あ る。「 景 気 の 低

お菓子生産額は３兆２５７

円市場を形成し、そのうち、

ツケーキである。ご年配の

も、ほっとする甘いスイー

我が家の食後のデザート

ながら楽しそうにみてまわ

に皆さんが感動の声を発し

見事だ、と壮麗な出来栄え

菓子の開発方向などを解説

ご年配の方にも愛されるお

菓子のおいしさのあり方、

つめながら、これからのお

ともに取り組んだ菓子需要

のような中で、砂糖業界と

として弱含みとなった。そ

迷の影響等もあって、全体

あり、子どもたちお菓子の

００件の多数の作品応募が

2007

261526

59961

4037

794255

64873

22.9

1.5

6.7

8.2

2008

261306

60583

4187

800434

67083

23.2

1.6

6.9

8.4

2010

252328

58635

4178

772546

66412

23.2

1.7

7.1

8.6

購入額をみると、２０００
年以降、食費や菓子購入額

なく、香りにも反応すると

用途分類では、各家庭で

の傾向がみられた。

に、お菓子類は和菓子類、

甘さの感じるのは、この作

ー、チョコレートの香りが

甘いバニラやストロベリ

おいしいケーキなどは、

が美味しさの基準で評価さ

とであるが、食べ物の甘さ

がら、食品全般に言えるこ

の傾向であるが、しかしな

お菓子の甘さがやや控えめ

しさの指標にある。最近は、

洋菓子類ともに甘さがおい

用であると考えられる。そ

れ、優先順位では甘味が美

いう。

れは、コーヒーのテイステ

因を図４に

能評価の要

し、その官

チョコレートやバニラ、レ

あると考えられる。さらに

という。私たちの脳の中に

甘い味を強く感じたりする

甘くなるのを利用している。

スがグルコースに変換して

ィングでは、上質のコーヒ

示した。美

モンなどの柑橘系の香りが

れる結果である。甘味とお

味しさを評

は、味を感じる時に反応す

おいしさと甘さは相関関

甘さの関係

いしさの関係では、おいし

価する五味

あるとおいしさが倍加する

る「一次味覚野」という部

35

34

33

を担っている。

子が生活の中で一定の役割

の多少にかかわらず、お菓

36

さ」ということで、低カロ

ど に 加 え て、「 太 ら な い 甘

およびメープルシロップな

は、水あめや甘酒、甜菜糖

トなどを意識される場合に

のように、健康、ダイエッ

心配される場合がある。こ

あり、太るのではないかと

一方、甘味成分は糖類で

を追求してきました。それ

菓子として扱い、その甘味

た。古代の日本人は果実を

形状を変えて発展してき

の開発、改良と共に、その

特に、和菓子類は、砂糖

子類に多く利用されている。

類からの甘味の演出は洋菓

ケーキを作っている。野菜

ースなどを使って意欲的な

て低カロリー化やトレハロ

リーやゼロカロリーを指向

は、茶会の菓子として江戸

分になる。

して、甘くても糖質でない

時代に和菓子の製法や新素

菓子類

お菓子の贈答品額は年々増

察できる。家計調査からも、

菓子がよく売れていると推

図２では、贈答品としてお

増えているかと考えると、

子の購入額が

のようにお菓

る。では、こ

ことがわか

れやすいということである。

贈り物としてお菓子が選ば

まで誰にでも好まれやすい

訪問先で子供からお年寄り

収入の増減にかかわらず、

とが多い。こうした習慣は、

しかの贈り物を持参するこ

の家を訪問する時には何が

る。親しい間柄でも、互い

31

贈答品の内訳をみると、

32
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結びつきの強いことが感じ
られる」としている。さら
に、菓子のジャンル別の小
売金額をみると和生菓子が

8.2

一方、品目分類をみると、

6.7

食費の中のお菓子の割合は

1.6

食べられているお菓子の消

23.1

費額の推移からも、２００

64083

は、わずかずつ減少が続い

783561

ている。デフレや物価下落

4004

トップで５０４０億円、次

59491

いで洋生菓子が４６１０億

258086

２０００年の７・７％から
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０年以降、６％台のほぼ一
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の要因などで収入減が強い
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円、チョコレート、スナック

22.7

徐々に増加し、２０１０年

63890

には８・６％に達している。

799817

定の数値を保っている（表

3958

１）。 そ こ で、 家 庭 で の 食

60532

られる中、食費支出が減少

266508

し、食費は圧迫されている

7.9

2005

などが続き、合計は３兆２

8.1

6.5

５７０億円であった
（図１）
。
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費の中のお菓子の割合を家
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64201
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65476

812367

食費とお菓子類の消費・

813349
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自分では食べないお菓子を
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購入する金額が増えている

61441
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計調査の「用途分類」と「品
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目分類」からみると、収入
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食品素材を用いることにな
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「お菓子のこれから」
１．はじめに
０社から自慢のお菓子が会

ど、老若男女、だれでも＂大

こんなに壮大なお菓子の世

て、お菓子のおいしさを見

品評会の歴史を広島市立図

好 き ＂＂ お い し い ＂ と 評 価

界遺産の宮島嚴島神社はみ

場いっぱいに出品され、

されるケーキが選ばれ、食

たことがない。すばらしい、

お菓子は、今や生活にな

されている。

奥様方も食後のケーキには
年前、広

兆９０００億

０９年度は

は、食品産業市場は、２０

ストにおいては、１万７０

らんとお菓子」作文コンテ

喚起キャンペーンの「だん

った。帰り際、
島市の広島県物産陳列所

農林水産省による調査で

⑴お菓子業界の動向

２．菓子業界のこれから

する。

目がなく、おいしいコーヒ
ーとケーキで締めくくるの
が最高のおもてなしと喜ば
れる。
この４月からの全国広島
菓子博覧会を見学した。北

7.9

る。たとえば、糖類を酵素

6.4

分解したキシリトールやオ

1.5

時などは自然に甘いものが

23.3

ほしくなる。食後でも、何

65790

最近は、健康志向から低

甘さは美味しさに関係す

833521

味しさを感じる傾向にある

る重要なファクター（要因）

4002

ーを飲むと、本来、コーヒ

お菓子の五味で捉える

62795

さには、香り（嗅覚）と味

と、辛味やうま味は少なく、

269835

カロリーや低塩などが気に

ある。おいしさとは、甘味、

7.9
2002

ことから、他の甘味成分で

塩味、酸味、辛味、うま味

6.3

置き換えることになる。た

食べものは、何と言って

⑵おいしさと甘さの関係

1.5

リゴ糖、あるいは、天然甘

23.2

か、甘いケーキなどを食べ

66262

ーには甘さを感じる成分は

と考えられる。甘さを加減

838846

ほとんどないが、甘味を感

特に、甘味と塩味のバラン

3976

（味覚）も共感覚の関係で

の五原味のバランスと、食

63262

あり、たとえば、コーヒー

も、一番においしいことで

273183

味料のステビアやアセチル

7.7
2001

ファムなどの甘味料を用い

6.3
6.2

たくなるのは、そのためで、

5.4
1.4

満腹感も倍増しうれしい気

2.2

23.3

されている。お菓子のおい

したケーキは評価が低い結

41.6

66564

しさは、まず、甘いことで

果であった（１）。糖分や塩

10259

865711

とえば、ケーキ類では人参

スが真っ先に評価される。

163427

4076

じることからの推察でき

まさに、おかしの美味しさ

698

65456

などは、甘い香りをかぐと、

べる時の団

13000

281208

やイモ類、根菜類を焙煎し

欒など、さ

31276

2000

た場合、糖質のフラクトー

分が食事制限されている場

1960

る、と評価している。

五感といわ

傾向にある。甘味と香りの

ども影響

菓子

人は疲れた時、頑張った

１がお菓子である。お菓子

図３に示すように約３分の

加し、２００５年には

・３％にまで上

％と圧倒的な高い割

％である。

る甘味料には、人が消化で

％、果物が

きないので、結果として低

が

合に対して、２位の魚介類

類が

１％であったのが、２０１

０年には

昇している。

日本文化の中で贈り物は

材の発見により大成を迎

重要な役割を果たしてい

え、今日、日本古来から和

カロリーになるものもあ

われている。すなわち、「菓

「菓子」の字をあてたと云

伝来し、その当て字として

る。中国より文字や漢字が

の」と呼んでいたそうであ

草の実を総称して「くだも

古来、日本では木の実、

ら、かえって食べ過ぎて太

のカロリーが同じであるか

さん食べれば、１ｇあたり

甘味を基準にうっかりたく

より甘味が弱い。そこで、

るが、麦芽糖などもショ糖

くさん食べられる今日であ

努力で美味しいお菓子がた

る。甘味に対し企業の開発

子」は果実のことであり、
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ることになる。

らの栄養分の不足を補う役
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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。

Ⅱ．北海道米の取組み

だ。
○ＪＡ、ホクレンの役割
タンパクは土壌により、
窒素分の含有量が違うの
で、リモートセンシングと
いう衛星を使って、ＪＡが
各地区の画像を解析し、各
生産者の窒素肥料の蒔き方
を伝授している。そうして
作ったものをホクレンが銘

毎朝、田んぼに出かけて水

きない。水管理にしても、

だが、実際にはなかなかで

深水管理、害虫防除が必要

稲作には良質な苗作り、

○生産者による栽培技術

がいる。後者の方が経営は

安定した収量を採る生産者

抑え、たくさんではないが

はほどほどでタンパク値を

返している生産者と、肥料

き、風で倒れることを繰り

海道では肥料をたくさん蒔

が、味は落ちてしまう。北

ゆめぴりかが登場するま

○ゆめぴりかの誕生

っている。

価値向上に貢献できたと思

てきた。これも北海道米の

く。こういう役割分担をし

を付けて売らせていただ

的な販売をお願いし、価値

柄別需給を見ながら、安定

を入れたり切ったりと、状

その③

栽培基準内のものを作るた

人たちには、ゆめぴりかの

あり、全道にもある。その

売った。団体は地区ごとに

るための品質基準を決めて

の平成

年５月は認知度が

た。ゆめぴりかが出た当時

で、初めて道外でＰＲをし

ゆめぴりかはきらら以外

○道外でのＰＲ

に向けてスザンヌを使う。

いと言われた。今年は若者

で、道外のお客様からはい

ーシャルを流したら好評

興を買ったが、テレビコマ

ルは道外だけでした。女優

なった。最初のコマーシャ

発想だった。結果としてス

ーンなので、これも１つの

年続けるのも余りないパタ

同じで、同じフレーズで２

コマーシャルの内容は全く

レンが基準内のものと確認

の桐島カレンを使い「すい

％に

したら、ゆめぴりかの認定

ません、ゆめぴりかって何

ポーツ新聞などに取り上げ

年５月には

マークを付ける。これは米

ですか」という単純なもの

％、

の袋にもあり、ゆめぴりか

だったが、

海道で初めて全国区で売ら

めの技術指導をして、ホク

のマークが付いたものは、

った。ただ、億単位のコマ

れたきららが

認知率が

月には、

基準が確認できているとし

ーシャル料がかかり、宣伝

これを超えた。

％なので、

％になった。北

年

た。厳しい基準を作ったの

が単純な内容だったので、

られ、平成

で、反発はあった。しかし、

生産者の方や組合長から不

％にな

アミロースとタンパクの相

Ⅲ．今後の目指すべき方向

％が

関がゆめぴりかの品質基準
の根底にあり、それを守っ
ていただいているので、全
道どこの産地でも安定した

稲が倒れている田んぼがあ

識が全道に広がり、秋口に
試験場で試験管、シャーレ

ている。北海道立上川農業

いいものが出ると皆さん

ンド形成協議会認定マーク

見た特Ａというランクをと

果、北海道として夢にまで

浦々で多様なニーズに使っ

は、北海道の米を全国津々

を実現する。日本中の皆様

１つは米どころ北海道米

た。

基本技術の励行というが、

今まで目指してきたもの

こうしたことを徹底しない

に日本の米どころはどこか

たものは販売されるという

ていただけるように生産や

安心感で信頼関係を築いて

れた。ななつぼしもとれて

両方で認められる産地を目

いく。

作りたがるが、品質基準が

指し、ゆめぴりかを日本の

を使った２万３千個の細胞

で北海道米を食べる率を、

トップブランドに定着させ

るとそこの生産は恥ずかし

％で、

％にする。当

と良質なものはできない。

東北並みの

と聞いたら、北海道といわ

てきたからだ。ミシュラン

時、きららが出ても

れる産地を目指す。量と質、

の店でも実際にゆめぴりか

集荷、販売体制を取ること

評価が得られない。ゆめぴ

を使っていただいている。

が１つ。２つ目は北海道内

りかを作っている生産者で

いるが、生産者が低たんぱ

年の試験栽培、現地試験

北海道米の新たなブランド

くのものを作る技術を持っ

等を経て、２００９年にデ

３つ目が日本の食料基地

ビューした。

安定しないなか、勝手に作

いい米を作る栽培技術が定

り始めてしまうと安定した

着してきたことも、北海道

の培養から始まり、１９９

たからといわれる。まさに

県蒲生郡日野町・かぎや菓

を開発し、全国販売を目指

コシヒカリに相当する品種

と目指してきた。３つ目は、

％まで持っていきたい

ニシキだった。それを何と

十分に米自体を供給できな

の減少等により、現状では

期的に見れば生産数量目標

と、供給体制の構築だ。短

対応した北海道米の生産

２つ目は幅広いニーズに

って使い分けていただける

年契約など、作柄変動によ

安定的な取引をする。複数

拡大を図り、併せて皆様と

我々も努力して水田面積の

積 の 拡 大 が 必 要 に な る。

していくためには、水田面

から信頼される産地を目指

北海道だ。消費者、事業者

子舗）

い。我々は今後の農業情勢

関係にすることが大切だ。

る。
ほとんどコシヒカリ、ササ

花見）

○銅賞・島田省吾（広島県

すこと。これらの３つを北

の向きによっては、備えて

この３つの北海道の夢・

か

○金賞・前野欣

海道米に携わる人たちが一

いかなければならないとい

目標の実現により、生産者

○銀賞・植田真之介（滋賀

東京でも使われている。

○北海道米の新たなブラ

技術コンテスト受賞者

司（門真市・御

・呉市蜜屋本舗）

丸となり、取り組んできた。

いたま市・菓匠

形成協議会を作り、販売す

７年に誕生した。それから

そうで、窒素分の肥料を多
の米の食味が安定した１つ

氏

菓子處絹笠）

○優秀賞・渡辺康子（清須

昔に比べ、北海道米の価値

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

グランプリに日野山文雄

不同）

第四回技術コンテスト

全国菓子研究
団体連合会

全国菓子研究団体連合会

○銀賞・吉田貴

市・御菓子処わたなべ）

う考え方を持っている。そ

の投資意欲をかき立てて、

◎工芸菓子の部

◎Ｊクラス

のために食用の良食味だけ

第四回技術コンテストが７

之（函館市・吉
田食品）

向上はかなり図られた。今

でなく、多収や直播の品種

○グランプリ・日野山文雄

後は今まで築きあげた北海

（奈良市・寧楽菓子司中西

○金賞・渡辺里佳（鳴門市

道米の価値を、さらに高め

月８日、徳島グランヴィリ

・和庵鳳月坊）

構造変化にも対応できると

オホテルで開催された。出

○銅賞・丸山卯

○銀賞・老泉翔太（広島県

考えている。我々はこの目

与三郎）

（取手市・まる

も含めて、品種開発や炊飯

標に向かい皆さんと一緒に

展数は今までで最高の九十

やま千栄堂）

試験も行い、色々な特性を

○準グランプリ・石塚久子

るためにどうしたらいいの

見出していく。需給状況や

（千葉県・野田市喜久屋）

呉市・蜜屋本舗）

かだ。

四点が出展展示された。審

○銅賞・大塚有莉（東京千

査は各団体、九名で行われ、

◎上生菓子の部

住・喜田家）

○金賞・谷崎美和（徳島県

○準グランプリ

自分の会員作品には採点し

・瀧澤文彬（近

やっていきたいと思うの

・鳴門市和庵鳳月坊）

作柄、品質のブレなどの不

○銀賞・内藤博之（和歌山

全道レベルで１つの夢や目

ないルールとなっている。

◎引菓子の部

受賞者には西尾智司会長か

江市・川口屋）
県・橋本市浪速堂）

で、今後もご支援をお願い

ら賞状とトロフィー、メダ

したい。

○金賞・長澤眞悟（東京・

安に対し、こうした幅広い
成城凮月堂）

ニーズの中で生産者が作っ

◎盆景菓子の部

標を設定しようと、北海道
○準グランプリ・金子潤（さ

の水田農業ビジョンを立て

○銅賞・土江徹（島根県・

○銀賞・深川真寿実（東京
出雲市福泉堂）

製菓学校）

ルが授与された。
受賞者一覧（敬称略、順

30

80

このため、 年産に向け、
25

く蒔くとたくさん採れる

いという、風潮が出来てき

食味になっている。この結

12

北海道米の価値向上

況を見ながら細かく対応す

50
51

た。窒素分の肥料の施肥も

年の歳月がかかっ

安定している。そういう認

24
79

82

14

例えば北海道の食味が少

でに、

る。我々も試験場の先生も

24 23

しずつ上がってきた背景に

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）

落とし、タンパクも下げ、

北海道米のさらなる
価値向上を目指して

は、タンパク値が低くなっ

12

14
80

12
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第894号

日本食糧新聞社と㈿全日本洋菓子工業会は２０

回デザート・スイーツ＆ドリンク

１３年４月３日（水）～５日（金）に東京ビッグ
サイトで『第
展』を開催しました。同展では鎌田明彦氏（㈲シ
ェルボン代表取締役・同会副理事長）を講師に迎

その①

の名前も『世界の菓子ＰＣ

ー、「Ｃ」はコンフィズリー、

鎌田 「Ｐ」はパティスリ

号）が発行されました。お

の創刊号（１９７０年１月

代はどういう変化がありま

ナ リ ー ～」（ 以 下： コ ン フ

なって、その当時の首脳陣

なりませんか〟という話に

というグループと〝一緒に

いた「日本洋菓子研究会」

シエ」という雑誌を作って

となり、その当時「パティ

技術的な事も取り入れたい

営者の団体でした。それで

本洋菓子工業協同組合は経

１９６１年に設立した全日

表取締役・同会副理事長）

鎌田明彦（㈲シェルボン代

ワ」というテーマで、冷た

６号は「アントルメ・フロ

菓子の特集でした。最後の

ズリー」で飴や砂糖を使う

の生地、５号が「コンフィ

などフォンセするような類

で、これはタルトやフラン

が「型生地」というテーマ

３ 号 が「 ス ポ ン ジ 」、 ４ 号

菓子の分類」と「クリーム」、

ア・シュー」、第２号が「洋

おり、第１号が「パート・

していたのです。６号出て

お菓子に関しては日本と世

わったのが１９７０年で、

リ ー」 が、「 Ｐ Ｃ Ｇ 」 に 変

上村 「コンフェクショナ

さい。

ーが何かを改めて教えて下

した。このペーシェージェ

語から、ＰＣＧに変わりま

フェクショナリーという英

いてあります。名前もコン

とを伝えていきたい」と書

までよりも、さらに広いこ

した。ＰＣＧ創刊号には「今

から「ＰＣＧ」に変わりま

階で、１９７０年の１月号

９年の終わりに一巡した段

が、講習会をされました。

ヌさんというＭＯＦの方

は日本でジャン・ドラベー

聞いています。１９６９年

の理由だったと思います。

けていたので、それも１つ

コロンバンという名前を付

ンバンさんがフランス菓子

スブームが出てきて、コロ

はヨーロッパ、特にフラン

なりました。同時にその頃

もＰＣＧにしたらどうかと

グラスの略なので、日本で

スリー、コンフィズリー、

しています。これもパティ

（世界洋菓子連盟）に加盟

た。

理が分かりやすくなりまし

いと思います。お菓子や料

とは覚えておいたほうがい

与えた影響が大きかったこ

大阪万博が日本の料理界に

なりました。１９７０年の

と国々の名前を出すように

何々」、「ドイツ料理何々」

何 々」、「 イ タ リ ア 料 理

と 急 に「 フ ラ ン ス 料 理

ました。特に万博が終わる

ック辺りから徐々に出てき

ませんでしたが、オリンピ

ど、国別の料理は余りあり

ス菓子やフランス料理な

きました。その前はフラン

子にも変わった名前が出て

が出た年です。洋食やお菓

たのは確かです。

クと万博以降、急に変わっ

れていました。オリンピッ

など、そういう名前で呼ば

店何々」、「何々の洋菓子店」

鎌田

か。

ったと捉えていいでしょう

言い方が使われるようにな

ら「フランス菓子」という

き方だったのが、

年代か

菓子」のような言い方・書

ィシエが６人くらいしかい

ーロッパには日本人のパテ

ってきました。その頃、ヨ

鎌田

ったのですか。

をされたそうですね。その

ンにした１ヵ月の研修旅行

工業会でヨーロッパをメイ

すが、１９７０年に洋菓子

田さんも行かれたと思いま

鎌田明彦さん
Ｇ』に変わりました。

菓子屋さんにとって、

年

「Ｇ」はグラス。この３つ

の頭をとってＰＣＧにしま

したか。

もともと「コンフェ

クショナリー」という雑誌

した。その前にも工業会で

鎌田

上村

は、パティシエの基本的な

は設立当初からＵＩＰＣＧ

年代は色々なもの

技術を教えており、１９６

ェクショナリー）が１９６

いデザート菓子を特集しま

周年記念

立当時から関わっています

が組合に入りました。それ

した。その頃、日本洋菓子

が担当しました。

ＰＣＧとは？
上村究（ＣＳМジャパン㈱

ＣＧを通して日本のお菓子

年を振り返りながら、Ｐ

今回は、全日本洋菓子工
がどのように進化してきた
かをお伝えしたいと思いま

ーストラリア、アジアなど

る製菓技術専門誌「世界の

の後「ＰＣＧ」の前身とな

す。鎌田さんは工業会の創

色々な国に行かれ、その経

います。

局長にお話を伺いたいと思

業会

周年に当たり、鎌田

・同会出版局編集委員）

大変勉強になります。今回、

村究氏（ＣＳМジャパン㈱・同会出版局編集委員）

をテーマに講演を行いました。ナビゲーターは上

講演～ＰＣＧに見る日本と世界の菓子の進化～」

が、１９６１年に洋菓子工

まで、全日本洋菓子工業協

験をもとにお話されるの

その前は「洋菓子の

私は１ヵ月と少し行

人いなかったと思い

ませんでした。レストラン

いの方でした。それが

～

出来事があります。多分鎌

番先にピューレを作ったの

ます。そういう時代でした。

でも

背景があったのでしょうか。

年代にはもう１つ

頃は欧州全部を回る旅行だ

鎌田さんは、ヨーロッパ

８年に出ました。工業会の

同組合では「コンフェクシ

上村

すか。

か。フランスだけでなく、

１９７０年代
日本の洋菓子市場拡大の時期

はもとより、アメリカやオ
業協同組合が設立され、そ
設立とコンフェクショナリ

月にはＰＣＧ

菓子～ザ・コンフェクショ

ンジョーへわざわざ日本か

です。私が目白（田中屋）

上村

ーについてお話いただけま

１９６９年

で、ＰＣＧの編集会議では

ス菓子のエッセンスがしっ

にいた頃にはカナダのピュ

ランス菓子は華やかでまぜ

以前はスイス、ドイ

鎌田

ます。ルノートルとエルメ

鎌田

どこの国も同じだと思いま

は画期的なお菓子の伝道者

年代の前半だったと思い

時代により、様々な

パティスリー向けにさらに

はフランスではなくカナダ
らのお客さん（研修生）を

有の考え方ですが、フラン

これはフランス人特
かり入っているということ

スは農業国なので農産物を

こぜのお菓子が多い。食べ

す。

ツ系のお菓子が流行ってい

１９８０年代
フランス菓子の影響

上村

ら、日本経済は非常に良く

上村

フランスのパティシ

呼ぶというアピールは、バ
以前の

ブルの経済的な部分が大き

てもこれまでとは違う味が

年代はド
して、おもしろいとなりま

、

ました。スイスやドイツは

、

ゲルマン系なのでレシピも

だと思います。また、それ

製菓学校）への研修旅行が

ヨーロッパを回り、

上村

ーレを使っていましたが、
イツやスイスに習っていた

でした。それぞれの時代で
した。もちろん、１９８３

売りたいというのが根底に

系統立ててきちんとしてい

エが海外に店を出して、仕

ありました。それまではリ

かったのではないしょうか。

様々なお菓子を吸収された

その後、フランスの方々が
ンスから習いやすくなりま

どんどん出てくるわけです。

年代に入るとフラ
したというのもあります。

ス菓子を表に出す事に、他

鎌田

一大ブームを作った２人で
のが、

す。

年にイッサンジョーが開校

あります。さらに日本に輸
て学び易いというのもあ

出すれば外貨が稼げるから
り、リッチモントで学ぶ日

事を増やすことに加え、フ

ッチモント（スイス）やド

るとＰＣＧもフランスの誌

なりました。それに伴いヨ

クオリティの高いピューレ
した。日本からたくさんの

を作ったのが実情です。

先ず、フランス菓子

上村

上村

違いはあると思いますが、

ェフのどなたかが、海外に

本人も多かった。けれどド

この２人に関しては世界中

旅行されて目にしたとか、
えて

フランスのパティシ

お菓子にお酒をふんだんに

鎌田

て、使い出したものが多い

ンス人が作ったのではなく

しても材料にしても、フラ

年代はガ

使っていましたが、ある時

～

鎌田

からあまり使わなくなりま

のというのがポイントとい

います。

フランス人パティシエの努力とセンス

のどの国よりも力を入れた

を回り、改めてパリで作り

何か情報を取って来る努力

ーロッパの方々が「日本は

直して、またそれを世界に

をしたのでしょう。道具に

方が海外に行かれて、向こ

イツ、イタリアでは個人の

例えば以前、日本は

広げている感じがします。

がまぜこぜであるという部

上村

名前はほとんど見ないと思

イツ菓子は変化が無くて

エには他の国と違うところ

自分のものとして作り上

した。フルーツピューレが

次号に続く。

う気がします。

年「フォション」、 年「ダ

げ、進化することに長けて

出来た事が、一番のポイン

年代、今に至るまでは

フランス人は菓子を

います。私はドラベーヌさ

トだと思います。ただ、一

年代の終わりか

んが好きで講習も何回も受

ら

ピエール・エルメさんが名

けました。非常に日本人思

それはフランスのシ

日本に行って働いたほうが

があって、

景気がいいし報酬もいい。

お金になる」と。これも１

それならヨーロッパよりは

つあります。それから日本

ストン・ルノートルさんが

うからも教えてくれる先生

年「 ル ノ ー ト ル 」、

がバブルに入る頃になる

有名で、

が来たのですが、それに加

ロワイヨ」が日本に進出し

と、ヨーロッパの政府機関

分には、ドイツ菓子やスイ

ました。向こうから直接、

が日本で開店、起業する方

〝地味〟です。その点、フ

年代です。こ

パティスリーが来るように

に援助するようになりまし

前を残しています。しかし、

なったのも

のように直接、向こうから

他の国、例えばスイスやド

80

が増えた理由は何かありま

10
た。これが一番のポイント

90

３年には第１回のイッサン

60
だったのではないでしょう

80

すか。
コンフェクショナリー創刊号

70

ランスが政府としてフラン

イツが多かったのですが、

70

来る、もしくはジャン・ミ

70

83

79

エさんがフランスのイッサ

60

82

ジョー（フランス国立高等

PCG創刊号

80

70
年代の半ば過ぎか

万博以前は「高級洋
界の距離が縮まった年代と

え「協同組合全日本洋菓子工業会創立

70

研究会と合併したので雑誌

講師：鎌田 明彦 氏（㈲シェルボン代表取締役）
ナビゲーター：上村 究 氏（CSMジャパン㈱）
ョナリー」という雑誌を出

PCGに見る日本と
世界の菓子の進化

年代に入

60

70

50
年代から突然、フランス

と思いますが、

50
80

12

50

70

10
80

面が増えますよね。１９８

70

50
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東京製菓学校 和菓子科

羽鳥 誠
氏

イスパタ………………３ｇ

ｇ

溶き、加え混ぜる。
３．上新粉・もち粉・薄力

薄力粉…………………
《潰し餡の配合》
粉を一緒にして加えこねる。

分蒸す。

４．薄力粉の手粉で生地を

擦り混ぜる。

12

がり確認を注意する。

火通りが悪いので、蒸れ上

め、薄力粉単体の生地より

もち粉を使用しているた

◎薄皮であるが、上新粉・

に捏ね上げる。

常の饅頭生地より軟らかめ

◎薄皮で包餡するため、通

【作業上のポイント】

平鍋で天焼きする。

６．上に黒胡麻を付けて、

～

大納言生豆……１５００ｇ

だ餡玉を用意しておく。

２．配量の水でイスパタを

５．

白双糖…………１５００ｇ

ｇ

【製法】
１．上白糖に卵白を加えて

にバターと食塩を加える。

ｇ
◆潰し餡で薩摩芋餡を包ん

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

電

話 ０３－３４００－８９０１

ＦＡＸ ０３－３４０７－５４８６

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

ｇ

10

分割・包餡する。
金時まんじゅう

水飴………………１５０ｇ
食塩……………………
《薩摩芋餡の配合》

白並餡……………５００ｇ

金時まんじゅう （仮称）

グラニュー糖……１００ｇ

薩摩芋裏ごし……２５０ｇ

ｇ

生地……………………８ｇ
潰し餡…………………

潰し餡で薩摩芋餡を包ん
だのち、生地で包み上げた

＊裏ごしした薩摩芋・白

食塩……………………１ｇ

ｇ

バター…………………

薩摩芋餡………………

ｇ

「三重包餡」製品です。

上白糖……………２２５ｇ

《生地の配合》

は、薄皮での伸びと食べ口

ち粉」をブレンドして特徴
上新粉…………………

並餡・グラニュー糖を鍋に

卵白……………………

を出しました。
もち粉…………………

ｇ

を考えて、使用する粉は薄

【包餡目方】

入れて練り、練り上がり際

水………………………

薄皮の田舎饅頭風の生地

65
10
10

ｇ

力 粉 以 外 に「 上 新 粉 」「 も

14 20
10 60
30 55

平成25年９月15日 （12）
（毎月 15 日発行）
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