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問い合わせる。

各都道府県菓子工業組合に

各小豆の料金については

ん小豆と同じ。

申し込み方法はきたろま
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年３

たもの。ホクレン紙袋／

芽室産「大手亡」を厳選し
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厳選したもの。芽室農協紙
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㎏（篩目＝約２分上、

清里産「サホロ小豆」を厳

①品物及び荷姿＝北海道

サホロ小豆

エリモ小豆と同じ。

北海道小豆５種と大手亡を斡旋

トヨミ大納言
全菓連
全菓連では本年も北海道小豆を斡旋するため、各県組合に見本品および通知文

年

種類。また、大手亡（芽室農協）も斡旋

年産）と清里農協の「サホロ小豆」（

書を送達、購入希望者を募っている。取り扱う小豆は伊達産「エリモ小豆」、「ト
ヨミ大納言小豆」、「しゅまり小豆」（
産）、芽室農協の「北ろまん小豆」の

紙袋／

を厳選したもの。ホクレン

する。特にサホロ小豆は、斡旋数量が４百袋と上限があるため、希望する方は早
めに申し込まれたい。
詳細は次の通り。

分、６・１㎜）

トヨミ大納言小豆

西川農林水産大臣が参加

月

田産の茶の呈茶や東北産花

仙台の上生菓子ふるまう
農林水産省では

きを使って生け花を行った。
当日は西川農林水産大

日、本省正面玄関「和の空
間」において、呈茶の実施

しさをお菓子に表現したい

まるのが特徴です。その美

れた三葉楓で、黄金色に染

渡来した葉が、三つに分か

と説明された。

し餡を包み仕上げました」

作り、中に大納言小豆のこ

と考えました。煉切で形を

る。このリズムを体得させ
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ることが躾だと思う。本番

の仕事は取り返しがつかな

い。そのため若いうちから

躾られることは、仕事のリ

桜梅
桃李
全菓連では毎年、ハセッ

また、躾は理屈で理解さ

ズムを体得するためには必

せるのではなく、実際の行

要なことなのだ。
が、先ずは５Ｓ（整理・整

動を通し、慣れることによ

プ導入に向けた一般衛生管

頓・清掃・清潔・躾）あり

理の講習会を開催している

きで、なかでも躾（しつけ）

し、白松一郎氏（全菓連常

農林水産大臣政務官が参加

農林水産大臣政務官、佐藤

小泉農林水産副大臣、中川

臣、阿部農林水産副大臣、
震災復興を目的に開催さ

及び生け花の実演を行った。

れた同会は宮城県仙台市
（㈱白松がモナカ本舗）の
上生菓子をはじめ、陸前高

舗）より、お菓子（写

古臭く、束縛や押しつけの

ただ、若い人はこの躾を

って必要とされているはず

は本来、人生の全般にわた

ゆくものだ。従って、躾と

って、体自体で納得させて

ように考え、嫌う風潮があ

全菓連総務・渡辺嘉一郎

である。
回転するにはリズムがあ

る。しかし、仕事が円滑に

が大切だという。

真下）の説明を受けた。

いう評判です。宋より

からの眺めは絶景だと

ありますので、通天橋

一つで紅葉の名所でも

都東山区）京都五山の

白松氏は「通天橋（京

務・㈱白松がモナカ本
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まり小豆の申し込み方法は
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となった。価格もエリモ小

ホロ小豆、北ろまん小豆は
②送料＝実費を着払い。
輸送方法は個別配送

昨年より安くなっている。
また、小豆は煮ムラが起き
年

月（１年間）

③販売期間＝平成
年

伊達「トヨミ大納言小豆」

①品物及び荷姿＝北海道

トヨミ大納言小豆

④年内配送は締切。
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やすいため、エリモ小豆は
「 産 地 銘 柄 」（ 同 地 区、 同
品種の小豆が同じ袋に入っ
ていること）を明確にして
いる。購入を希望する方は、
各都道府県菓子工業組合に
申込んで頂く。
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（平成26年12月）
● http://www.zenkaren.net/

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909号
聞 （平成元年２月９日
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（１） 平成26年12月15日

いては、政府が開催した意
また、経済条項があるに

さらに、再増税の際には

には更なる引き上げが必要

わが国の消費税も、将来的
になりはしないか。もっと

策との整合性が欠けること

私は団塊の世代に属する

があるのではなかろうか。

にしても、地方や中小企業

る。

師走選挙が
見聴取においても反対論が

れた時間の中で税率引き上
アベノミクスについて

度成長やその後の景気変動

入を明確にされた。増税後
げを円滑に行うためにも避

ように思う。

終わった。と
所得、価格（担税力）への

年代から始まった高

になると思われるが、限ら

が、

生活必需品への軽減税率導

りすると法律の改正が必要
の消費落ち込みを軽減する

配慮が必要に思われる。

もかかわらず、増税を先送

保障改革の財源として必要
になり、与党内を含めた政

れの国も生活必需品に軽減

わが国の将来を左右する最

税率ということになると、

好品という分類だけで一般

うことを期待する方に無理

きなり皆良くなるなどとい

たものが、１年や２年でい

りデフレ経済にあえいでい

全国菓子工業組合連合会
専務理事・山本領

る。また、徹底した衛生管

バー」は全国に広まってい

入、容器や包装が付いた商

○輸入事業者（容器の輸

特定事業者は帳簿を備え、

○帳簿記載義務がある。

がり、再商品化事業に係る

や資源・経費の削減につな

ン申込みは、業務の効率化

次に該当するとリサイクル

飲食店など

▽事業規模
○製造業等・売上高２億
４千万円超または従業員

○商業、サービス業・売

人以上

上高７千万円超または従業
員６人以上

記載し、５年間保存するこ
とが義務付けられている。

年度の再商品化

記載形式は自由。
また、

委託申込み受付の案内は次
の通り。

また、小規模事業者など、

特定事業者に該当しない方

でも非申込み手続きが必要

となる。オンラインが利用

できない場合「非申込ＦＡ

Ｘ返信票」を協会オペレー

ションセンターに送る（Ｆ

年
年２月６

ＡＸ・０３―５６１０―６

２ ４ ５）。 オ ン ラ イ ン で 非

年度の申

○申込み期間・平成
月８日～平成
日（事前に平成

込書類が送付される）

申込をする場合は、前述の

○再商品化義務を怠ると

ン手続きで行う場合は、協

・商工会に送る。オンライ

の上、最寄りの商工会議所

ンセンター（電話・０３―

な点は、協会オペレーショ

類が届かない場合など不明

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。

強かったようである。社会

を書いている
不可欠であり、将来のため

査に示されている通りに総
理の施政が信任されたとい
う前提で述べたい。そもそ
も今回の選挙については、

税率等が導入されているこ

重要課題とされる少子化対

％への引き上

とがこのような対応を可能

年４月の

げの実施を含め国民の信を

としているのではないか。

発展及び後進の指導・育成

販売商品に用いた容器や包

（再商品化）の義務を負う。

○申込み方法

罰則規定が適用される。主

年度の申込書

申込方法と同様。

中身製造事業者（食品、清

務大臣から指導・助言、勧

その他、

オンラインが利用できな

委託申込み告知について協

○容器の製造事業者

涼飲料など）

い場合は、申込用紙に記入

力を依頼された。特定事業

い合わせる。

加賀で育って76年

言っても本稿

時点では、選

にまで及ぶのは玉突き的に

している。今回の選挙によ

相応の時間を要したと記憶

り、消費税の引き上げまで

は、野党には批判の声が多

ミクスの効果により経済状

には２年余の猶予が与えら

かったようである。アベノ

況一般は好転したものの、

れたわけである。安倍総理

その際、気になるのは、
与党で議論されているのが

政権担当１年余で消費税の

には、デフレ脱却・安定成

けて通れない問題であろう。

品目区分に偏りすぎている

３％引上げを行わざるを得

長のためのアベノミクスの

ためには、消費税の持つ所

のではないかという点であ

なかったという不幸な巡り

更なる推進、少子化対策な

得逆累進性の緩和が必要と

る。配慮すべきは担税力で

あわせもあり、その効果が

ど、わが国の将来を切りひ

治的なコストが大きいとの

あり、例えば生活必需品と

すべての国民に実感される

らくための重要課題に強い

主張もマスコミを賑わせ

は言えない１個１万円も２

までには至っていない。菓

に予定通り増税し、増税に

万円もするマンゴーや、メ

子業界でも景気が良くなっ

よる消費の減退に対しては

ロンが軽減税率の対象とな

挙戦の真只中であり結果は

り、乏しい収入の中で子供

出ていないが、安倍政権に

る。リーマンショック後、

判断されたものと思われ

ＥＵ諸国は我が国と比較す

リーダーシップを発揮され

た。その点から見れば、総

理の解散判断は、国民の将

たという声は聞かれない。

国民の負託に応えていただ

経済対策を措置することに

来に大きな影響を与える課

年もの長きに亘

よるデフレからの脱却、景

より対応可能であるという

が楽しみにするお菓子（子

しかし、

気回復の継続を願う立場か

主張であった。しかし、今
ると消費税の引き上げを円

供にとっては必需品）が嗜

ら、マスコミ各社の世論調

大義がないとの批判も聞か

題について、永田町の議論
滑に実施しているが、いず

津々
アベノミクスを全国 浦
に
々

れたが、安倍総理は、消費
年４月の３％増税時にも、
だけに委ねるのではなく、

浸透させ、
デフレ脱却を！

税再増税の延期とデフレ脱
５兆円の経済対策が措置さ

問うものであり、民主主義

れたにもかかわらず、増税
後の消費の回復が遅れてい

の本義に基づくものといえ

きたい。

却のためのアベノミクス継

るという現実の前では説得

続の是非について国民の判
断を仰ぐとされて解散に踏

力のある主張ではなかった

消費税の増税先送りにつ

み切られた。

に尽力している。

品の輸入、輸入後に容器や
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「現代の名工」表彰

理に高い評価を得ると同時

コスト削減に寄与すること

歳、㈱藤井

になるので、ご理解、ご協

藤井克昭

年ごとに

受
付

（公財）日本容器包装リ

た容器について

装、あるいは製造・輸入し
してさまざまな団体で講師

地域特産果実を使った新製

平成 年度再商品化委託申込み

サイクル協会では、全菓連

▽容器包装の素材
ガラスびん、ペットボト

れ、地域の特産品を活用し

者とは、事業において容器

告、公表、命令を経た上で

会 ホ ー ム ペ ー ジ（ http://
）にアク
www.jcpra.or.jp/

ル、紙、プラスチック

界関係者（順不同・敬称略）

た商品の考案をしている。

従わなかった場合には、最

○容器・包装を利用する

○テイクアウトができる

包装を付ける場合など）

や審査員を務めるなど、洋

品開発を手がけるなど、業

カフェスズ屋＝マジ

子製造工、ベーカリースイ

に対し容器包装のリサイク

容器包装リサイクルで

ーツ

ル制度での特定事業者に向

力いただきたい。

に、日仏食文化の架け橋と

人の道を歩み、レシピ以上

菓子業界の発展にも貢献し

年にわたり菓子職

に勘や温度にこだわった菓

ている。

商事＝

子づくりの技術は卓越して

菓子業界から３名受賞
において優勝、準優勝を果

いる。同氏考案の「ガトー

同制度は現在、伝統芸能

界の発展や地域振興にも貢

年度
たした。また、海外に向け

から最先端技術までの様々

厚生労働省は平成
「現代の名工」に対する卓

な分野で最高の水準にある
献している。

•••••••••••••••••••

越技能者表彰式を挙行した。 た和菓子文化の普及活動や

技能者いわば「現代の名工」
上田好孝

く社会に技能尊重の気運を

パンを使った装飾の技能に

けた、平成

歳、洋生菓

を表彰することにより、広

浸透させ、地位向上に資す

卓越している。また、新し

▽関わっている事業

ることを目的としている。

い素材の商品化力にも優

歳、和干菓

技能検定委員を務め、中央

○小売・卸売事業者（商

大百万円の罰金。

年度再商品化

年度表彰の菓子業

子製造工、㈲とも栄菓舗＝

を利用・製造する事業者や

品を販売する際に容器や包

西沢勝治

和菓子製造の技能のすべて

職業能力開発協会会長賞を

装を利用する事業者）

５６１０―６２６１）に問

と芸術的な感性を駆使して

包装を利用する事業者（小

セスして申込む。オンライ
規模事業者を除く）のこと。

（Ｘ・Oたっぷり）

まんまろん

あんてぃらみす

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

60

受賞するほか、奈良県洋菓

平成

26

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。

1

27 27

（型焼き）

15

27

チーズカステラ

本格的カステラ

10
78
27

12

59

子協会会長として、業界の

52

（スライスしてあります）

あなたの笑顔に
会いたくて…

17

工芸菓子を創作する技能に

27

65

27
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卓越し、過去二回の菓子博

26
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全菓連では全国組合事務局研修会で小沢仁氏

してよいか、先行きが読め
ず、動けなかった。

広島菓子博への
参加準備と成果
そんな状況のなか広島菓
子博を迎えるが、沿岸部で

い。私の住んでいる岩手県

のことを振り返ってみた

から「今はそのような時期

ため、出展にあたり組合員

や休眠状態のところもある

は店舗が津波で流出し閉店

内陸部でも地震による大き

東日本大震災の
影響

その①

し、菓子博の準備を始めた。

を限度に利用することと

年度の一年間限定で二百万

であった。検討の結果、初

は、資金調達も難しい状況

ダメージを受けた当県組合

しなければならず、震災で

て替え金を自己資本で準備

交錯していた。東北・北海

も少なかろうという不安が

い、天候が悪ければお客様

遠隔地で納品体制が整わな

か売れないかわからない、

めての取り組みで、売れる

とにした。しかし、全く初

りまとめる形で販売するこ

利益をもたらした。

を達成、当県組合に大きな

果、一千万円強の売り上げ

青年部員諸氏の奮闘の結

応することになり、岩手県

県人会の支援を頂戴して対

対応した。岩手県では広島

ごとにリレーの催事方式で

福島、青森が参加して、県

ある。東日本大震災が発端

たち役員にも責任の一端は

せのツケが回ってきた。私

道ブロックでは秋田、岩手、

厳しい組合の財
政状況

今、考えると補助金枠の残
り四百万円は、もったいな
かったと思うが、県組合の
経営上、目途を付けなけれ
ばならず、無理することは

となり、被災組合員や高齢

ではなかろう」との批判を

者の廃業が一気に進んでし

頂いた。このため、県組合

菓子博の会期も終盤を迎

まったので、賦課金が数十

な揺れがあり、停電が一週

え、会場内で一服していた

万単位で減少している。こ

間程続いた。岩手県沿岸部

出来なかった。広島菓子博

時である。当時の組合事務

のため、予算を組めないの

岩手県菓子工業組合で

では、販売場が設置される

局長から齊藤理事長に電話

は当然で、齊藤理事長いわ

は、平成十一年三月の東日

ことになった。初の試みで

が入り「新年度予算が組め

く「このままでは組合が潰

役員諸氏と話し合い、沿岸

ある販売対応に際し、被災

ない、お金が足りない。ど

れてしまう」との声が出て

の被害は、皆さまご承知の

地支援の後押しとなると評

うしたら良いだろう」と申

くる事態であった。

本大震災により、多くの組

価の声もある一方、実績も

し出があった。当然ながら、

部の支部では、義援金やお

無いので止めた方が良い

突然の話で、正に青天のへ

北海道の組合では同様の広

見舞金などを活用し「被災

と、当県組合内でも賛否両

きれき、今までの事務局任

報が発行されていると伺っ

通りなので、説明は省略さ

となり、三年間で六百万円

論があったが、最終的に青

動時間が三時間もかかる。

ている。これは、全国各県

せていただくが、東日本大

明るい方向性が見えて来

という査定がなされた。し

年部長である私が部員をと

そう簡単に移動することも

でも同じ状況だと思うの

合員が被災し、県組合の運

た。県庁には被災地の菓子

かし、よく調査してみると

るのかと自問するようにな

難しいのだが、まずは、県

で、皆さんも早速対応され

営も大きく転換を迫られ

か月で百六十八社まで減少

消費拡大を目的とした企画

県の補助金は、一時的な立

ってきた。そこで、県内各

北地区の久慈支部へ出向い

てみてはいかがだろうか。

店舗でも出品してみよう」

してしまい、組合の運営が

書を提出したら、広島菓子

ようになった。今までは、

支部役員会を訪問し、意向

た。初めはお互い、堅苦し

全菓連では、パソコン購入

震災前の組合員数は、約二

の当組合役員の苦悩と組合

大変な状態になることは目

博出展が県の補助金の対象

理事会も総会前だけの、年

をうかがうことにした。た

い雰囲気であったが、膝詰

を目的とした場合、各道県

た。本講座では、東日本大

運営改善の取り組みについ

に見えていた。この頃、役

退会したところ二十万から

１回であったので、３ヶ月

めで飲み交わす内に、私よ

組合へ無利息で資金を融資

と、前向きな話が進められ、

てご紹介させていただきた

員各氏も具体的にどう対応

三十万の経費削減となっ

に一回程度とし、役員諸氏

だ、岩手県は四国四県に匹

りも先輩の役員が口を開く

してもらえるし、新聞作成

百二十社余で、この三年数

い。

建への歩みは主たる方針と

た。■組合事務所不動産の

敵する広さである。私の家

ようになってきた。そのな

状況なので、この際一新し

組合の業況が切迫している

は、私が最年少であったが、

指名された。当時の役員で

となるよう私が専務理事に

こととし、再建業務の中核

員を交代させ若返りを図る

合をめぐる情勢を鑑み、役

った。通常総会では、県組

り、総会を迎えることにな

を策定するよう指示があ

事長からは経営再建の方針

刻々と迫ってくる。齊藤理

組合の通常総会の日程は

広島菓子博も閉幕し、県

ろ、岩手菓子博開催時につ

ていたので、調査したとこ

も加入団体負担金が目立っ

なものは退会とする。中で

団体負担金を精査し、不要

支出を一から見直す。加入

分け。組合の全ての収入、

にする。■容赦ない事業仕

三役会を開催し責任を明確

し、パート勤務への転換。

■常勤の事務局長を廃止

め役員分担金を新設する。

る。■賦課金を補填するた

長を新設し常務待遇とす

製造の要である製菓技術部

型への転換を図る。■菓子

していたが、廃止して実務

までは地区割り当て三役と

が経過するうちに運営業務

策は見据えたものの、時間

県組合の財政再建への方

の間、保留とした。

来るものではないので当面

いては、直ぐにどうこう出

ていた。ただ、不動産につ

過しており、負担金が増し

る。しかし、築後三十年経

ンションだったと思われ

で、当時としては豪華なマ

を入れるような建物なの

管理人が常駐し、暗証番号

心部へマンションを取得。

子博の益金にて盛岡市内中

般の組合員が何を考えてい

来るようになったのだが一

組合財政再建へ
の歩み

まず、東日本大震災当時

して■役員の配置換え。今

取り扱いについて。岩手菓

の意向は、おおむね把握出

は一番南なので、平均で移

か「県組合が何をしている

て、新しい体制で協力しよ

きあいが出来た団体を、そ

にも問題点があると考える

手製で岩菓工だよりとして

感じ、不定期であるが早速、

組合独自の広報の必要性を

無い。これに対しては、県

一般の組合員は、情報が

点は、新聞折り込みが有利

器」と思いがちだが、この

一見、メールが「文明の利

みをする訳だから、安い。

内の全組合員へ周知折り込

次号に続く。

であろう。

た。すでに千葉県、静岡県、

務局の動きなどを掲載し

齊藤理事長の出張日程や事

は一部約二十円である。県

が可能である。折り込み料

の菓子工業新聞へ折り込み

ソフトは、二万円程度で購

うという声が上がってき

のまま引きずっていた事が

組合運営の問題
点を探る

た。事務局任せから役員主

わかってきた。思い切って、
専務就任後、組立てた再

県独自の広報紙
の発行

のかわからない」など数々

小沢 仁 氏（岩手県菓子工業組合専務理事）

入できる。また、毎月発行

組合活性化 と
その方策 について

の問題提起がなされた。

震災後から現在に至るまで

伺いました。

震災後の組合運営改善の取り組みについてお話を

性化とその方策について」をテーマに、東日本大

北・北海道ブロック長）を講師に迎え、「組合活

（岩手県菓子工業組合専務理事・全菓連青年部東
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•
•
•
•
•
•
•
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•
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導型への転換である。
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平成 年度食生活文化賞授賞式

月
年度食

日︑東京・

︵一財︶日本食生活文化
財団では
上野精養軒で平成
26
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和菓子講習会

作りを学んでお
菓子職人さんと呼ばれる方

したが︑今は︑いわゆる和

の中で︑梶山先生も菓子作

られる姿を見る

りを機械に頼りすぎる傾向

くしくも︑今回の講習会

さんが誕生して

を憂いておられましたが︑

が本当に少なくなりました︒

ほしいと思いま

と︑この中から

彰の菓子関係受賞者は次の

した︒

新たに和菓子屋

通り︒順不同︑敬称略︒

分野において食生活文化の

金子亮一︵株式会社マッタ

メゾン・ド・プティフール︶︑

西野之朗︵菓子工房西野

機械に移り始め

子作りが人から

のひとつに︑菓

った大きな要因

んが減少してい

ら︑和菓子屋さ

私は常日頃か

した︒

本当にありがとうございま

にご教授頂いた梶山先生︑

思いました︒

き継いでいって頂きたいと

な味と技術を次の世代に引

しっかりとそのお店の独自

愛媛県の和菓子屋さんも︑

・和菓子の部

向上発展に貢献している

たことで︑いわ

同顕彰は広く食に関わる

カ︶

山崎隆二︵株式会社カネ

・洋菓子の部

宮前勝己︵株式会社虎屋︶

方々を発掘し︑その功績を
ーホーン︶

ゆる職人さんが

た︒

たたえ社会的地位向上を願
・製パンの部

たっては︑被顕彰者の人格
と識見が優れかつ高潔であ
ることが要求される︒同顕



和菓子講習会を開催

愛
媛
県
菓子工業組合

ないかと思って

大きな要因では

たことが一番の

育ってこなかっ

た︒

当にありがとうございまし

様︑林仙堂︑林哉宏様︑本

頂いた︑蛭子堂︑高橋英幸

また︑当日助手を務めて

減少の一途をたどっていま

後継者難により︑組合員が

愛媛県も和菓子屋さんの

６品を作りました︒

材を使い︑秋らしい和菓子

職人さんが︑組合の青年会

子屋さんから独立した若い

合でもそんなどこかの和菓

のが大半で︑事実︑菓子組

独立をして店を持つという

た職人さんが︑何年かして

は︑和菓子屋さんで修業し

と思っています︒

和菓子を作り出してほしい

レンジをして︑また新しい

皆様方のお店のお菓子にア

も︑もちろん結構ですが︑

和菓子をそのまま作るの

梶山先生に教えて頂いた

います︒今まで

すが︑この製菓製パン科の

にもたくさんおられ︑本当

チョコレートなどもって

講師に東京製菓学校校長

会が開催されました︒

会館において和菓子の講習

12

名程が熱

の製菓製パン科の２年生
名も参加され︑
心に先生の講習を学ばれま
した︒

部長・白石恵一

す︒大福や饅頭も不動の地

どちらも代表的和菓子で

舗は︑息子さんに代替わり

■若い方々に限らず︑チョ

ものが新感覚なのですから︒

でしょう︒チャレンジその

〝美味しく見えるがまず

てくれればわかるんですが

コレートが大好き！

羹︑生菓子らしい最中︒

ね﹂は店主の口癖となりが

して︑取り組みも新たに︑

評の様子です︒なにより工

どのお菓子もお客さんに好

ョコレートもさまざま︑甘

コレートを使いますか？チ

つくるとしたら︑どのチョ

コラ大福︑ショコラ上用を

てはどうでしょうか︒ショ

して多様にアレンジしてみ

ート︑もっと冬のお菓子と

行事︒２月集中のチョコレ

お年をお迎えください︒

福を呼びます︒どうぞよい

笑顔が︑年の瀬を盛り上げ︑

しさのピークだからこその

あらたまる店の姿︒慌ただ

ありの年末︒そして迎春で

総選挙あり︑クリスマス

■忙しさもウリになる！

季節感こそありませんが︑

夫されたのは︑お菓子を全

さもコクもさまざまです︒

した︒バレンタインは年中

恵方巻の菓子版も増えま

位をしめ︑菓子そのものに

甘いお菓子が必要だった時
代 の 話︒〝 甘 す ぎ ず 美 味 し

変わらず人気です︒いずれ

面的にしっとりとさせたこ

い〟が︑今の甘党好みなの

感じさせない〟が︑正しい

も餡の甘さが決め手︒初春

ととの由︒思い切って全部

甘くないと菓子ではあり

〝甘くない〟より︑〝甘く

■伝統菓もどこか新しい！

です︒

表現かもしれません︒

仕立てあり︑節分用のデザ

羊羹や最中もよく売れて

ませんから︒

城戸翔寉︵きどしょうかく︶
イン包みありと︑プラスワ

その 235
12 月

ちですが︑それは︑何より

第 一 〟︒ と も す れ ば﹁ 食 べ



の梶山浩司先生をお迎え

元の愛媛調理製菓専門学校

２年生のように︑後継者で

ににぎやかで活気がありま

のほか︑なんて言わず︑切

日︑菓業

はない若い方が和菓子に興

を見直したことで︑幅広い

り口を見つけてみるとよい

28

年９月

当日は︑煎茶︑ほうじ茶︑

味を持って︑熱心に和菓子

世代に受け入れられるよう

60

平成

し︑当日は菓子組合の若い
五穀米など︑ヘルシーな素

ンで着せ替え可能︒

になったとのことでした︒

愛媛県菓子工業組合広報

後継者の方だけでなく︑地

います︒日頃保存が効く羊

十五年ぶりに訪れた菓子

■しっとり感が違うのです

秋の和菓子６品学ぶ

東京より来られて︑熱心

って設けられた︒選定にあ

生活文化賞授賞式を挙行し

銀賞

菓子関係受賞者４名発表

26

11
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チジク「とよみつひめ」を

県産オリジナルブランドイ

（ＪＡふくれん）との間で

合ではＪＡ全農福岡県本部

現在、福岡県菓子工業組

て横のつながりを持ち、同

ています。同時に組合とし

はとても良いことだと思っ

子作りに頑張っていること

消費者に受け入れられる菓

など、互いに切磋琢磨し、

格・品質・オリジナリティ

我々組合、福岡県農林水産

素 材 を 扱 う Ｊ Ａ さ ん と、

約三年前に、一次産業の

この事業が始まりました。

に、全国的にも生産量が多

会議を続けていくうち

話し合いを続けました。

品化に向けてのさまざまな

りを行い、商

回程度の集ま

成させ、さらにそれぞれの

を重ね、基本的な五品を完

と、お菓子制作に試行錯誤

ジク餡など原材料の加工

ドライや、ペースト、イチ

ーで市場で高い評価を得て

と高糖度、とてもジューシ

色、糖度は平均一八・八度

は赤紫色、果肉はち密で紅

ジクで、果形は卵形で果皮

服するために育成したイチ

種の「蓬莱柿」の欠点を克

井ドーフィン」と国内在来

は、海外から入ってきた「桝

よりますと「とよみつひめ」

樹チーム長

姫野修一氏に

業総合試験場豊前分場・果

の育成地である福岡県農林

普及した「とよみつひめ」

の面積を占める品種にまで

福岡県のイチジクで一位

妖精をイメージして作られ

かわいらしい、イチジクの

デザイナーに依頼、笑顔が

九州在住の若い女性二名の

スコットのデザインは、北

「とよみつ姫」に決定、マ

リジナルブランド名と同じ

ターは、県産イチジクのオ

商品名やイメージキャラク

象づけるうえで重要となる

た。また、今回の事業を印

れたことで弾みがつきまし

の二分の一）の対象に選ば

年、補助金率＝販促費など

（農商工連携、事業期間二

次産業化推進事業費補助金

とをめざしています。

するブランドに成長するこ

がこれからの福岡をリード

ます飛躍し

の「とよみつひめ」もます

「あまおう」があり、今回

れているブランドいちごの

福岡には、全国的に知ら

ることを期待しています。

た新たなアイデアが生まれ

れぞれの連携が生まれ、ま

歯止めをかけ、県内支部そ

とにより、組合員の減少に

この取り組みを始めるこ

ました。

登録も取得することができ

お店独自の商品開発を進め

いるとの説明でした。

ました。

イメージキャラクター「とよみつ姫」

使った新しい菓子作りを進

じ目標に向かって取り組む

部園芸振興課、材料組合な

く、県が知名度を上げよう
と取り組まれているイチジ

とよみつひめを使ったお菓子

めています。

仕組み作りが必要なことで

どの関係者約二十名が一堂

福岡県産イチジクを

取り組むことになったき

はないかと思いました。そ

に会し、初めての会議を開

使った新たな菓子作り

っかけは、福岡県食品産業

こで、福岡県産農産物を素

き、これ以後、新商品実行

ています。

長・丸山道和

福岡県菓子工業組合理事

｣と「姫」

協議会事務局長の鍛冶茂樹

材に使い、将来福岡を代表
するお菓子を組合でつくり
クを素材として選び、セミ

王｢

今の世の中にはおいしい

さんとの雑談からでした。

スィーツがたくさんあり各
委員会を立ち上げ、毎月一

平成二十六年十月、商標

たいと夢を語ったことから

平成二十五年度に県の六

店とも独自商品を開発、価

会と後継者育成

技の伝承委員会：技術講習

話係

開する事業の自信につなが

売上もクリアーでき今後展

客でにぎわい、当初の目標

ャラ集合でたくさんのご来

トで菓子作り体験やゆるキ

て頂き、共に徳島の菓子業

子協会の会員様にも入会し

会員増強については洋菓

中心に）を発足したいです。

おもてなし委員会（女性を

ます。

質向上に組合活動して参り

ように、人心とお菓子の品

晴らしいと言ってもらえる

将来、徳島のお菓子は素

であります。

結成を致したの

島菓道奉賛会の

情堪え切れず広

念願し、この心

らぎを得ようと

副理事長、専務理事、常務

ります。

ます。

理事、以上の陣容でスター

菓子屋の仕事委員会は、

なし〟の心を大切に、来年は

慮しているのが現状です。

トしました。

ホームページを作成中で全

社参加のイベン

どのような形でも良い組合

幸いなことに青年部が活

会員様の紹介、ブログ、フ

内で和洋

活動ができる組織に変え、

動しておりましたので、青

ェイスブックも併せてスタ

会、組合活動に必要なお世

当組合は創立

年の歴史

して参りたいと思っており

に

長・岡田健次

献菓祭開かれる

•••••••••••••••••••

嚴島神社

て

上記の役員は全ての計

を開催しました。その技を

特産品を使った技術講習会

技の伝承委員会は地域の

菓道奉賛会による「第

回

島神社本殿において、広島

滔々として、実に人心の帰

がしろにする風潮の如き

旨にご賛同下さ
いまして絶大な
るご支援を賜り
ますよう衷心よ

昭和

りお願い申し上
げます。

九月」

回献菓祭

博覧会に向けて今までに無

そして３年後開催の菓子大

ら９名が発起人となって結

県下の各製菓業団体の理事

三十年（１９６２）に広島

広島菓道奉賛会は、昭和

ろであります。

ことも疑をはさみ得ぬとこ

する識者の少なからずある

を慨嘆し之を黙視し得ずと

の世相の中にあつて、これ

観があります。併し乍らこ

趨はその赴く処を知らずの

の通り、平成八年（１９６

だいています。またご存知

本全国から厚い崇敬をいた

宗像神社三女神とされ、日

ます。御祭神は九州博多の

余年という長い歴史を有し

の御鎮座で、以来千四百有

古天皇即位元年（５９３）

期 も あ る そ う で す ）。 神 前

社と交代で開催していた時

（一時は広島市内の護国神

を行なってまいりました

の菓子屋が集い、毎年事業

たかな嚴島神社に広島県下

発足以来、その霊験あら

に参列しました。

あり、各社から

合から

合の県内各支部はじめ、広

嚴島神社は推

三十年

まず、ブランド戦略委員

成された団体です。会の趣

賜って下がります。

回とな

も社会万般の事象猶安泰を

「今や戦后十年を閲する

れています。

えそれによつて心自らの安

家業の菓子を通じて神に仕

製菓を業とする者相集い、

一人でありましたが、今般

小生等又之を憂うる者の

産として守られていくこと

の人々に知られ、人類の遺

今後は国内のみならず世界

化遺産に登録されました。

６）にはユネスコの世界文

す。

界の発展を祈願する祭事で

お慰めし、各社の繁栄と業

に菓子を奉献して御神霊を

き、参列者全員でお祓いを

ます。宮司の祝詞奏上に続

社の菓子を神饌として運び

り、鮮魚や酒に加えて、各

部代表の４名が給仕とな

存じます。

ますの発展を祈念したいと

ない、菓子業界全体のます

ります。ぜひ盛大に執り行

来年は節目の第

年の記念の年です。会員参

得るに至らず、就中世人の

四国は空海開場１２００

加のお接待をさせて頂こう

月６日より実

と計画中です。この〝おもて

部会長・竹内恒彦

広島県菓子工業組合青年
施。第一回スイーツ博覧会

していただいた後、撤饌を
を地元ショッピングモール

当日は広島県菓子工業組

員会：総務の職

発起人由縁の若手と青年

り行いました。

本殿の参拝客や外国人観

会は、地元多店舗スーパー

い出店を企画したいと思っ

意書には、次のように書か

光客の注目を浴びつつ、終

設けました。

様とコラボで毎日曜日に地

ております。

社の菓子の奉献が

ブランド戦略委

元お菓子屋の逸品お取り寄

島県洋菓子協会や同業他組

員会：売上を伸

せスイーツの企画を始めま

始荘厳な雰囲気で神事を執

ばす為の施策と

名が本殿

実施

になりました。

第
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ある組合であり、前理事長

組合活動の主役は私です、

年部員に多数理事になって

ートします。

人心とお菓子の品質向上

も長年組合活動に専念さ

という自覚が持てる活動、

頂き、委員長を引き受けて

画、実施、進ちょく状況は

ヒントにスイーツグランプ

献菓祭」が執り行われまし

徳島県菓子工業組合活動報告

れ、また歴代の理事長様も

組合員の共通認識と目標が

頂きました。

業界全体の発展を祈念

メールで情報を共有出来る

リの開催を計画中です。消

た。

何卒本会の趣

素晴らしい方ばかりです。

なければならないので、組

徳島県菓子工業組合理事

組合規模は県内でも有数で

織の変更と目標を明確にし

規模です。
ました。

ようにしております。その

費者にどうアピールできる

神仏をややともすればない

ぐ幸せづくり

結果、各理事のご意見や進

か県民を巻き込んだ事業に

日、宮島の嚴

スローガン：徳

ちょくと実施内容を全て理

月

島のお菓子を全

解して頂けるように成りま

去る

国へ

したいと思っております。

59

した。また

理念：徳島のお菓子でつな

また、理事会の

した。

21

中に各委員会を

10

島

広

菓子屋の仕事委

59

しかし、組合の実態は会
員の減少と組合維持費に苦

界が発展するように活動を

１００社の会員様を有する

30

組合内の勉強

11

52

第一回スイーツ博覧会

60

26

45

岡
福
島
徳
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（５） 平成26年12月15日

高級手作り半生菓子の王道

り、大正末期から昭和初期

関東大震災の影響もあ

て活躍した。

覧会では、大阪の会計とし

れた第６回全国菓子飴大博

眞鍋金栄堂
にかけて大阪は「大大阪（だ

焼、製造中止の

材があり、手づくり半生菓

り、大阪市東住

雄が３代目とな

統的な半生菓子をどう今の

する時代だと考えます。伝

互いの強みを生かし、協力

大阪の半生菓子業者も、お

ある。

眞鍋金栄堂の従業員の皆さん

吉区今川にて製

時代に提案していくのが大

（注１）現在の半生菓子の

眞鍋金栄堂のお菓子

造を再開し業容

切です。」と語る。

彰宏氏は「これからは、

された。

やむなきに至る。 子の製造される様子が放映
戦後、三女き

拡大に努め、大

く子の婿眞鍋武

阪半生菓子業界

るが、近々５代目となる専

原型

現在、大阪菓子業界にあ

務眞鍋彰宏氏に事業継承さ

では大手と評さ

中国、アメリカと戦争状態

れる。彰宏氏は、大阪半生

（注２）大阪の商家の娘は

大阪の他の菓子業者の多

に入り当初は勢いがよく暑

長女は「いとさん」次女は

い お お さ か ）」 と 呼 ば れ、

務として事業を継承した。

さに強く日持ちが良い商品

菓子研究クラブの部長を数

「なかさん」三女を「こい

って、高級半生菓子の王道

「宵の明星」「明けの明星」

期歴任し、現在は、全国半

を歩んでいる稀有な存在で

船が行き交い物資は運搬さ

（商品写真ご参照）など代表

としてゼリーが陸海軍に重

生協会の会計理事として活

れた。現社長尚

れた。その後堀は埋められ

用され、南方戦線向きの菓

平氏は壮健であ

陸路となったが便利な場所
商品として業界でもかなり

子として軍隊の御用達とな

くが松屋町筋周辺で創業し

業し、昭和初期には西区薩

有名な商品であった。眞鍋

たのに対し、眞鍋金栄堂は

摩掘に工場を持っていた。
であったであろう。

金栄堂の三人娘はよく知ら

さん」と呼んだ。

日本経済の中心であり、人

で、眞鍋金栄堂は「仲物菓

大正の頃には、船場島之内

次女はま子が２代目社長に

躍されている。

口が一時期東京を上回っ

子（注１）一式製造所」と

に堀割が南北に何本もあ

り砂糖等の供給は十分にあ

年に創

して名を馳せた。当時の仲

り、秀吉の掘った堀に加え
れ、こいさん（末っ子、注２）

初代又次郎が明治

物業者で唯一新聞広告を出

就任。３女きく子が工場長、

機能性、栄養成分が豊富な

出かけました。小豆やテン

海道十勝帯広に視察研修に

秋には協会有志により北

験をさせたいと思いました。

若い人たちにこのような体

かが課題であり、次はぜひ

まにどのように伝えていく

５５７５）にご連絡下さい。

組合（☎０５４―２８３―

希望の方は静岡県菓子工業

今年、６月には読売テレ

会長・森田紀

委員長・静岡県和菓子協会

静岡県菓子工業組合広報

近畿ブロック長・中島慎

向上心がより高まったので

回の講習を受けて、技術の

年又次郎死去後、

すほどで、特に寒天ゼリー
支掘が多数できていた。薩

った。しかし、昭和

小豆に対する関心が高いと

菜の畑を視察、成育状況を

昭和

がよく売れて全大阪菓子業

は営業担当で問屋間の人気

聞きます。これは和菓子店

現場で確認し、農協や業者

年３

４女まつ子が常務、５女ま

にとってまさに好機ではな

見直そう！小豆の力

まれています。し

いクリーム類が好

ように喉ごしの良

の言葉に表される

菓子は「スイーツ」

ります。最近のお

研修など行ってお

の製菓講習会、講演、視察

事業としては工業組合共催

提げ袋などの物品販売、県

配布や行事販促の斡旋、手

による四季折々のポスター

新店舗「ニコエ」や有名店

マパークを思わせるような

の和菓子を主体としたテー

「うなぎパイ」の春華堂様

活用方法を学習しました。

比べや、小豆の正しい知識、

種類の小豆をたき上げて味

の話」の聴講と十勝産の各

田中様をお招きして「小豆

十勝の本別農業協同組合長

と定め、まず総会に北海道

マを「見直そう、小豆の力」

当協会では本年度のテー

く事が出来るなど、収穫の

十勝地方の作物のお話を聞

長様には、金融面から見た

た。特に帯広信用金庫理事

お話を伺うことができまし

様から直にご丁寧な案内や

の見学では館長さんや社長

ーズ工房、お菓子の有名店

ート資料館、豆資料館、チ

た。３日間の旅でしたがビ

声を聞くこともできまし

交流会を催し生産者の生の

農家の皆さんをお招きして

見学させて頂き、一方では

の豆選別工場や製粉工場を

関心のある内容になると思

ですが、組合員の皆様にも

者が、対象のシンポジウム

も同時開催されます。消費

菓子工業組合の「菓子祭り」

しております。また、沼津

理事の「藪光生氏」を予定

氏」と全国和菓子協会専務

の著者で農学博士「加藤淳

講師には「小豆の力」など

ヴェルデ」で開催致します。

線沼津駅北口前の「プラザ

い」を静岡県のＪＲ東海道

と「和菓子文化に親しむ集

全国和菓子協会の支援のも

と菓子業界発展を図るため

日（金）には、小豆の普及

どの話を、熱心にメモをと

原料の特性を考えているな

方、お菓子をつくる時には

っている材料の保存の仕

作り方以外にも講師が行

子の講習会を開催しました。

種類の趣向を凝らしたお菓

菓子、甘酒プリンなど計５

し饅頭・蒸し羊羹・ロール

に、小豆を原料に使った蒸

内外より

名の受講者を前

森信由紀氏をお迎えし、県

県 の「 ㈱ も り し ん 」 社 長

行いました。講師には千葉

催の菓子製造技術講習会を

が多く、今

いとの希望

催してほし

講習会を開

なお菓子の

次回も色々

の感想で、

であったと

のいく講習

般的に満足

ートでも全

後のアンケ

した。終了

習を終えま

４時間の講

来春「和菓子文化に親しむ集い」
開催

はないかと思います。

かし、食品の健康

の見学も実施して現場の学

多い研修旅行となりまし

います。多くの方のご参集

去る

島

日に、組合主
22

りながら時には質問をして

島佐枝子

島根県菓子工業組合・高

ります。

今後、自店の商品開発に

•••••••••••••••••••

静岡県菓子工業組合には

志向が高まる中で

習も行ってきました。製菓

た。観光をする暇もない密

をお待ちしております。ご

年３月

全国和菓子協会に所属する

再び和菓子が着実

講習会では全菓連よりサン

度の濃い視察研修でした

年度末の平成

いう。大正 年京城で行わ
摩藩が掘ったのが薩摩掘で
さ子 現
( 在１０２歳 が
) 専 者であった。折から日本は 月 の 大 阪 空 襲 で 工 場 は 全 ビ「土曜はダメよ！」の取 介
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

いでしょうか。

活用される事を期待してお

会員で構成する静岡県和菓

に見直されて来た

プルに頂いた「カナダ産小

が、この成果を会員の皆さ

作り方・材料の保存まで学ぶ

子協会が併設されていま

ように感じていま

豆」をたき上げ国産豆との

10
64

月

す。事業は全国和菓子協会

す。特に若い女性

試食もしてみました。
春華堂「ニコエ」様視察研修にて

の方にポリフェノ

27

15

ールに代表される

菓子製造技術講習会
根

菓子製造技術講習会

た。そんな活気のある大阪

眞鍋金栄堂

摩藩屋敷に便利なように薩

店舗データ

界で売上１、２を争ったと

〒 546-0003
大阪府大阪市東住吉区今川８－10－７
ＴＥＬ . ０６－６７０２－２２２２
ＦＡＸ . ０６－６７０２－２２２５
ホームページ http://manabekineido.co.jp

20

10

13

株式会社
27
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静
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第909号

な
｣ どを
催

開

お菓子の力でみんなに笑顔を
姫
｢ 路菓子 ま つ り
なりました︒
日ま

ひ｢めじと黒

月

制作にも応用できる講習と

②

兵庫県菓子工業組合では
本年度も多くの行事を開催

で姫路市にて

月１日から

いたしました︒
日に小
田官兵衛スイーツラリー

月

を開催︒姫路市内の対象店

日︑

竹睦夫氏︵二つ茶屋︑現代

｣

の 名 工 ︶︑ 井 上 正 蔵 氏︵ 本

学生による工芸菓

合連合会理事長賞⁚芦屋柳

い 散 る ﹂︑ 全 国 菓 子 工 業 組

児童絵画展なども

教室︑実演販売︑

制作実演や︑菓子

した︒上生菓子の

古川春光堂・神榮聡・佐伯

工芸菓子︵一般投票︶⁚加

孝 則﹁ 白 鷺 ﹂︑ 私 の 選 ん だ

理事長賞⁚本髙砂屋・遠藤

く ﹂︑ 兵 庫 県 菓 子 工 業 組 合

月堂玉川・安達文輝﹁夏め

投票により︑表彰

菓子の展示︑マラソン参加

す︒パビリオン会場に工芸

戸マラソン﹂が開催されま

姫路菓子まつり２０１４
点を展示しま

行いました︒工芸

徳仁﹁早春賦﹂

子

菓子については審

⑤

日には﹁第４回神

査員による審査と

を行いました︒主

月
来場者による人気

な賞は次の通り︒

りの地を記したマップを作

者抽選会への賞品提供︑マ

成し︑対象店舗をまわって

近畿農政局局長賞

を講師として工芸菓子の技

催︒初の洋菓子の講習で︑

ラソンコース内給食ブース

術講習会を開催しました︒
をお迎えし﹁姫路と黒田官

やハーフマラソンゴール地

スタンプを３個集めてご応

⁚ケーキハウスツマガリ・

昨年初めて実施したところ

岩佐康雄﹁物語︵ストーリ

点でのお菓子の提供をいた

鮮で刺激になったとたいへ

ー︶﹂︑兵庫県知事賞⁚加古

兵庫県菓子工業組合・奥

します︒

山優子

神 ﹂︑ 姫 路 市 長 賞 ⁚ 西 村 清

川春光堂・宮田洋﹁風神雷

ん好評でした︒

恒例の

マドレーヌなどの洋菓子５

募いただいたお客様に︑抽

０１４

点に加え︑工芸菓子︵飴細

選で姫路銘菓をプレゼント

きました︒洋菓子や飴細工

兵衛﹂の特別講演会を開催

好評につき︑本年度は２回

の工芸菓子の制作工程を初

しました︒

の実施となりました︒今回

︵ケーキハウスツマガリ︶

月堂・西村欣祐﹁さくら舞

と榮子お母様は話し掛けら

姫｢路菓子まつり２
｣を開催し︑匠の館

月１日から５日までは

します︒また︑９月

をお迎えし︑神戸製菓専門

④

はオープニングイベントと

では県内の和洋菓子職人と

たところに東日本大震災に

日には岩佐康雄氏

は工芸菓子制作の初歩︵松

して園田学園女子大学名誉
めて見る受講者も多く︑新

などからの注文を受けて製

月

葉︑流水︑カルメラ︑鮎︶

学校にて技術講習会を開

へ方向転換し現在に至りま

③

や新年に向けた生菓子制作
教授で歴史家の田辺眞人氏

がい知ることができます︒

11

す︒

24

宮城県菓子工業組合の副理

10

〝祈り〟前進あるのみ

てレシピを手帳にまとめな

り︑その間に記憶をたどっ

日くらいお世話にな

震災直後は︑奥様のご実

一躍を担ったお菓子もあり

宮城県産業功労県知事賞の

気仙沼の観光土産品として

ヤボーヤ﹂のネーミングで

ております︒焼き菓子で﹁ホ

造しており又店でも販売し

す︒と言って帰られたそう

した事があると思うんで

れ︑何かお嬢さんがやり残

り合いの方が訪ねてこら

と︑しばらくして秋田の知

て尊い命を落されたとのこ

て下さる方もいるそうです︒

て癒されますぅー﹂と言っ

ようで﹁中にはこの絵を見

被災した思いを重ねている

れた人︑その人︑その人の

店頭に並べましたところ訪

れたそうで︑宣伝もせずに

る責任感の強い人物であり

みないご尽力を注いで下さ
年先に復興完了しましたと
ます︒

内海さんは東日本大震災

家に

がら︑空き店舗や道具を集

です︒その後何回も同じ絵

事長として組合運営に惜し

内海哲郎さんは菓子屋を

ます︒

年に開業︑弱冠

いえるのでしょうか︒

お嬢様の包装デザインと共に

宮城県北東部に位置する
漁港で有名な気仙沼﹁㈲菓

めたりゼロからの始まりで

昭和

で本支店︵住居兼店舗等︶

東京の在住のご住職が気

お伺いしました︒観光客も

仙沼に来たとき︑お寺で出
た︒昨年

の夢を見ているけど︑と言

のころ︑始めは作ったお菓

って﹁母子のお地蔵様﹂の

子を卸と委託販売にて軌道

そして７月に被災地視察

の全財産を流され︑菓子造

に天皇陛下と皇后陛下がお

りを止めようか迷った時も

周年を向かえ震

少しずつ戻ってきているそ

４ヶ月後に開店できまし

うですが風景はまだまだ歯

災前の店舗数である２︑３

様を亡くされました︒それ

震災の時︑お母様とお嬢

嬢様は２人のお子さんを残

を見せて下さいました︒お

様が︑その可愛いデザイン

内海社長と専務の榮子奥

榮子奥様は︑このお菓子

いるようです︒

お客様に幸せをお分けして

下さり︑現在ご来店下さる

彫りの置物を作って送って
ました︒大変光栄に存じま

した︒皆さん︵取引先

して旅立ちましたので︑私

は宣伝してないけどお客様

す︒これを糧に頑張ります︒

関係者︑従業員他︶の︑

までは︑お嬢様が後継者と

は目頭が熱くなりしばらく

場に開店することができま

力をお借りし苦難を乗

なるべく内海社長から指導

年に店舗を構え小売

り越え何とかここまで

が購入してくれます︒とお
した︒震災の２︑３ヶ月前

は︑この絵はデザインとし

る感無量の取材をさせて頂

りがしみじみと伝わってく

内海さんご夫婦の人とな

話してくれました︒

言葉が出ませんでした︒
本人いわく︑商売に

に︑新しく機械など設備投

て難しいので︑そのままを

来ました︒

対して人脈と人材に恵

使いますとおっしゃり包装

藤あや子

宮城県菓子工業組合・佐

きました︒

﹁売らいんよ﹂︵販売してね︶

紙が出来上がったそうです︒

いてデザインを検討してい

に開発してほしいと頼み︑

資をしたそうです︒そのと

種
20

種類︑

一周忌の時に天国から

きお嬢さんが新商品を社長
事なんですねぇ︒

〜

30

現在は︑和菓子
類︑洋菓子

20

パンは幼稚園︑保育園

商品は出来上がり包装につ

まれ︑そして信用が大

デザイン会社の担当者

を受け︑順調に進むはずで

26

50

昭和

（下）

きに穏やかな人間性をうか

／新商品の包装
（中）

蔵﹂の絵が目に留まり︑木

されたお茶菓子の﹁母子地

に乗るまで続けました︒後

店舗目を今年の夏︵平成

絵を届けて下さったそうで

あったそうです︒お父様が

年７月︶に︑市内及び魚市

いでになりました︒当店の

抜け状態︑工事の車両がほ

に榮子奥様と結婚二人三脚

す︒
で菓子製造に精魂を込め︑

お菓子をお召し上がり頂き

マニラで内海さん３歳の時

しか稼動してない様子︑何

／﹁母子地蔵﹂の絵と木彫りの置物

49

50

内海哲郎さんと榮子さん

（上）

路︑水産関係も

戦死︑いらいお母様のお導

20

％くらい

22

こりを巻き上げ行き交う道

38

子舗うつみ﹂さんのお店に

歳



日に

32

工︶の制作実演していただ

工芸菓子の技術講習会

などの講習で︑日常の菓子

店舗︶と官兵衛ゆか

舗︵

18

髙砂屋︑神戸マイスター︶

①６月

15
30

23

11

10
29

11

23
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（７） 平成26年12月15日

光地としては吉野ヶ里遺跡

どなど、素材を活かしてお

秋の木の実、冬のチョコな

定商品…。春の桜、夏の桃、

ると、お客様の方からこち

呼びできるよう努力してい

お客様の名前を覚えてお

りを心にとめて接します。

けました。

結んでくれるようにと名付

場面での絆をこのお菓子が

がお使いになられる場面、

た。今まで組

もありまし

こそ得たもの

ワクワク感も増しませんの

また、一年前と同じでは

フのやりがいにもつながっ

下さることもあり、スタッ

らの販売員の名前を呼んで

のつながりを励みとして、

客様、スタッフ同士など心

人と人とのつながり…お

ご縁のなかっ

がらなかなか

合に加盟しな

やったから

があります。

菓子にします。

で、その年毎の工夫が必要

高崎菓子まつり

「のどか」という表現が

そのような場所柄の影響

お菓子マーケット

ピッタリな地域と感じてお

でしょうか、土日は福岡、

ります。

私共の店舗「クルール・

ました。

ド・銀月」は佐賀の東の端

高崎菓子まつり 開催

•••••••••••••••••••

・田中昌信

佐賀県菓子工業組合理事

にもかかわら

いにくの天候

い雨が降るあ

に買いたいものが買えなか

ある一方「長時間並んだの

た」など多くの喜びの声が

れんばかりにそろいまし

った仲間からのお菓子で溢

には趣旨に賛同してくださ

した。「お菓子マーケット」

これだけ大規模なイベン

た。業界関係だけでなく、

トを高崎のお菓子屋さん単

った」など課題も残りまし

ころで長蛇の行列ができる

体で実施するのは初めて

た。

大盛況となりました。同日

ず、開会と同

る「 お 団 子 実 演 販 売 」、 新

に隣接会場で開催された食

時にいたると

絆が深まりま

してくださり

的にサポート

ケーキ屋にとっての大イベ

でも、お客様がいつも楽し

て参ります。

ントを前に厨房も店舗もた

一番人気の焼き菓子に

た仲間が献身

『ＭＵＳＵＢＩ』というね

より良い店づくりを心掛け

ーキの種類に悩みながら考

ているようです。

え、デコレーションも新し

です。今年もクリスマスケ

もお見えになりますが、や

長崎など遠方からのお客様

はり地域のリピーターの

一週間と日を空けずに来
くお買いものして頂けるよ

このネーミングも、お客様

じりパイがあるのですが、

てくださるお客様が少なく

す。

うな接客を心がけておりま

また、販売していくうえ

くなりました。

に位置しており、近くの観

教師

ｇ

ｇ

冷凍のカシスホールを約
粒を上面にのせて、１８０

分）

℃のオーブンで焼成する。
（約

③Ｃのクレーム・マロンを

⑥⑤のクレーム・マロンを
覆うように⑤のメレンゲを
全体にナッペしてパレット
で模様をつけて、粉糖を軽
くかけて、バーナーで焼き
色を付けて、タルトとメレ
ンゲの接点の周囲にフィン

仕込む。マロンペーストに
クリームとラム酒を合わせ

ティーヌを付け、冷凍カシ

カシスの鮮やかな薄紫色

【作品アピールコメント】

スを飾り仕上げる。

滑らかなクリーム状にする。
④冷めた②のタルトの上面
の中央に少量の③のクレー
ム・マロンを絞り、渋皮付

が目を引き、そのメレンゲ
のカシスの香り、中央にあ

き栗を一粒載せ、その栗の

り感やタルトに焼き込んで

周囲に残りのクレーム・マ

あるカシスの酸味が絶妙に

備を重ねました。

「おいしいお団子やぜんざ

体験できて楽しかった」

た 」「 お 菓 子 作 り を 初 め て

対応など、すべてが手さぐ

確保、行列ができたときの

気・水道の確保、駐車場の

・宮澤啓

す。

機会になればと願っていま

会を迎えました。時々冷た

平成二十六年十一月十九

和菓子講習会

締役会長として御活躍中で

年に一度ですが四十年以

智司先生を

工場に西尾

日㈬、岐阜の御菓子香梅の

水 仙 」、 ふ の 焼 の「 梅 衣 」

の「牧場の羊」、外郎の「花

子 文 庫 本 」、 浮 島 と 白 村 雨

た。上南羹とこなしの「菓

子を教えていただきまし

講習会では七品の新年菓

岐阜県菓子工業組合理事

続けていきたいと思います。

を消さぬよう、これからも

上続く和菓子の講習会の灯

お招きして

流しもので抹茶羊羹の「元

す。

和菓子講習

日草」、上用の「千代の友」、

本紙

月号８面に掲載し

訂正とお詫び

長・小森文夫

会を開催い

受講者五十四名の参加を

に、深くお詫び申し上げま

正させていただくととも

記事執筆を平泉博仁氏に訂

た洋菓子講習基礎編「アル

得た講習会も世代交代が進

す。

煉り切りの「日の出」を学

み、若い人達が熱心に勉強

デショワ」の記事ですが、

連合会会

しておりました。将来が楽

びました。

長、大阪二

子研究団体

六会会長を

は、全国菓

西尾先生

たしました。

岐阜県和菓子講習会

若い世代が熱心に勉強

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

高崎菓子業組合広報担当

時の開

そして当日。市長さんに

りでした。

しみです。

もご出席いただき

いが格安で買えて嬉しかっ

務められ、㈱本松葉屋の取

改善するべき点はたくさ

いました。

たくさんの方がご後援下さ

小豆の極上ぜんざいに新米

お菓子の力でみんなを笑顔に！

のつきたて餅を添えた「振

これだけネットなどでの
あげる企画を、和洋お菓子

選んで利用して下さるお客

屋さんが手作りで練り上げ

んありますし、大変なこと

高崎菓子業組合では、

も多いですが、このイベン

月 ９ 日（ 日 ）、 高 崎 シ テ ィ

で、やって初めてわかるこ

トを通して、市民に貢献・

販売が普及している昨今、

とがたくさんありました。

店舗では直接お客様の顏を

イベント「キングオブパス

お菓子作りはプロですが、

様の期待を裏切らないよう

る 舞 い ぜ ん ざ い 」、 プ ロ の

タ」さんとの相乗効果もあ

誠実な仕事で、ひとつひと

軒の

り、来場者は６，０００人

ました。高崎市内約

職人さんからお菓子作りを

ーギャラリー広場ハローフ

教えてもらえる「体験教室」

見て接することができるの

お菓子がズラリとそろいワ

奉仕するだけでなく、高崎

つの商品を大切に心を込め

ンコイン１００円で買える

のお菓子屋さん自体も魅力

ォーラムにて「高崎菓子ま

イベントは素人です。行政

を増し、成長できるような

つり」を開催致しました。

を超えたと伺っています。

やメディアとの連携、各種

マニュアルに沿った会話

などなど、お子さまからお

許認可、交差点の警備、電

です。

う心がけています。

「ワンコインお菓子マーケ

「高崎にこんなに色々な

「お菓子の力でみんなを

お菓子があるのかと驚い

だけでなく、それぞれのお

年寄りまで、お菓子の魅力

定番の商品はもちろん、

を堪能いただける内容で準

笑顔に！」を合言葉に、ふ

ッ ト 」、 名 店 の 焼 き 立 て 団
るさと高崎をお菓子で盛り

子がリレー形式で提供され

客様に合わせてのお声かけ

風味のイタリアンメレンゲ

したり、常に目配り、気配

を作る。

お客様に飽きさせない工夫

②Ｂのクレーム・ダマンド

をするため、季節ごとの限

を通常に仕込み、①に絞り、

てお菓子に表現していくよ

ですから私共も、うちを

ないのです。

います。

方々が多く足を運んで下さ

いへん気忙しくなって参り

阿部 悟

【基礎編】

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

洋菓子講習
日本菓子専門学校

卵………………………

Cassis Mont-Blanc
直径（内径）６・５㎝×
薄力粉…………………

（カシス・モンブラン）

高さ１・７㎝のタルトリン

ｇ

ｇ
ｇ

⑤Ｄのムラング・カシスを

マロンペースト………

仕込む。グラニュー糖、水、

ラム酒…………………

ュガバッター法で仕込む。

ｇ

冷えた生地を２㎜厚にのば

ｇ

Ｅ．仕上げ材料：渋皮付き

るマロンクリームのまった

栗、冷凍カシスホール、フ

ロンを栗を覆うように絞る。
Ｄ．ムラング・カシス

ｇ

卵白………………１００ｇ

カシスピュレを手鍋に入

クリーム………………

ｇ

し、内径６・５㎝高さ１・

た菓子になりました。

マッチしている秋冬にあっ

ィヤンティーヌ

ものを卵白に入れ、カシス

グラニュー糖……１５０ｇ
水………………………

れ、１１６℃まで煮詰めた
カシスピュレ…………

７㎝のタルトリングにフォ

ｇ

10

50

ンサージュする。

ｇ

Ｃ．クレーム・マロン

粉末アーモンド………

バニラオイル…………少々

個分

【配合】
サ
･ ブレ

粉末アーモンド………

薄力粉……………１００ｇ

卵………………………

粉糖……………………

バター…………………

Ａ．パート

グ型

2014

【工程】
ｇ

Ｂ．クレーム・ダマンド

10

①Ａのパート・サブレをシ

バター…………………

阜

11

馬
群
30

ｇ

カシス・モンブラン
ｇ

グラニュー糖…………

11

50 10 60

30 60 70

30 30

30 60 70
50
60 60

岐

お客様に直接手渡し

クリスマスまで一ヶ月…

クルール・ド・銀月

人と人とを繋ぐお菓子作りを

賀
佐
10

平成26年12月15日 （８）
（毎月 15 日発行）
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第909号

相談役︶を講師に迎

全菓連青年部では第７回中部ブロック石川大会で
小田禎彦氏︵和倉温泉加賀屋

しあわせのお手伝い﹂

きょうは﹁和のおもてな

あるが︑神髄・精神は共通

したい︒いろいろな商売が

たことを︑皆様方にお伝え

度の高温でわき

わいたと言われている︒強
食塩泉で
軒の旅館が

旅行新聞新社という新聞

年間日本一

れる︒

出ている︒約

し

あり︑１晩に８千人が泊ま

しあわせのお手伝い﹂をテ

をテーマにお話する︒今ま
しており︑そうは変わらな
社がある︒レジャー︑観光︑

その①

この４つのポイントで

要になる︒

ない時代なので︑これが重

だ︒差別化しなければなら

など︑こういう知恵のこと

だ﹂という反動がある︒

るし︑下回ると﹁これは何

﹁まあまあだな﹂と思われ

れたものと同等であれば

食事やサービスが思い描か

でくる︒ここまではいいが︑

ながらの旅館の大道を進ん

だ︒亭主１人が考えるより︑

締め︑互いに諌めあう姿勢

位を維持しようと心を引き

は︑慢心することなく︑１

商売をやっていける理由

と︑もう通用しない︒この

だったが２番︑３番になる

の気になってくれるか︒こ

は駄目だ﹂と︑お互いにそ

社員・スタッフが﹁これで

﹁どのホテル・旅館がよか

社員同士の諌め
合い

ったか﹂を投票してもらい︑

年

１〜１００位を出す︒その
コンテストで加賀屋は
間︑総合１位に選んでいた

年９月に創業

年間いろいろな観光地のホ

往復はがきを出し︑今年１

だ︒旅行新聞新社が年末に

旅行エージェントの方々

ト︑双眼鏡を貸してバード

付けして焼き物をプレゼン

企画である︒企画とは︑絵

は施設︑料理︑サービス︑

掘割に花一輪︑こういう昔

ろうか﹂と思い描く︒石畳︑

﹁日本一はどんなところだ

さること︒するとお客様は

日本一です﹂と言ってくだ

ですね︑お泊まりの旅館は

さんが﹁今日は皆さんいい

がたいことは︑バスガイド

日本一になって一番あり

ないと言う︒去年まで１番

ると茶室があり︑つくばい︑ が︑２番目を聞くと分から

のれんをくぐり︑玄関に入

あよかった︑あなた︑まだ

かと聞くと富士山と答える

社員に日本一の山はどこ

と諌め合ってくれた︒

ずかしいことでは駄目だ﹂

﹁お客様の前で︑そんな恥

一になったら社員が互いに

うるさく言っていた︒日本

妻︑息子が﹁駄目だ﹂と口

〜８年前までは私や弟︑母︑

入った﹂と言ってきたら︑

合 っ た︒﹁ 子 ど も が 高 校 に

労様だったね﹂と涙で語り

るかである︒

お客様満足を追求していけ

め︑いかに緊張感を持って

いう声もあるが︑これを諌

いことを言っているの﹂と

だから﹁何をそんなうるさ

感を持たせてくれる︒１位

がその気持ちを育み︑緊張

ではないが︑日本一の看板

作っていける︒我々も十分

気持ちを１つにした組織を

ホテル︑旅館を専門にした

した旅館であ

テルや旅館へお客様を案内

ウォッチング︑ホタルがき

行ったことがないの︑行か

当時︑時計が高かった頃な

和倉温泉は

いと思う︒

る︒和倉温泉

した中﹁また来年行くよと

れいだから食後に案内する

ないと損よ︑私はもう１回

のにポケットマネーで買い

れがあれば目標達成の為︑

一帯は︑傷つ

喜ばれたところはどこです

方は﹁気分は悪い︒駄目な

行くから一緒に行きましょ

﹁あなただけよ﹂とプレゼ

年というが︑ほんの７

いた白鷺が湯

か﹂と質問する︒ポイント

ところはあったけれど︑こ

加賀屋の女将は︑着物を

う ﹂︒ 商 売 は 絶 対 こ れ で あ

ントした︒こういうことを

だいている︒

気の立つ岩場

れど努力をします﹂と︑汗

着 て 率 先 垂 範 し て い る︒

る︒機嫌悪くお帰りになる

して社員との人間関係を作

業界紙である︒そこが執り

でいやし︑そ

をかいてみる︒持っていく

れを直せば来てやるよ﹂と

我々は大きくなったとはい

と﹁あんなところ﹂となる

能登半島観光

こから温泉が

点

え中小企業だから︑率先垂

から︑お帰りまでにいかに

行う〝プロが選ぶ日本のホ

気配り︑気働きとあるが︑

答えが１００点でなく

私の母はお１人お１人を

いう可能性を残している︒

範で社員に模範を垂れてい

テル・旅館百選〟というコ

お客様の顔をぼんやり見て

であっても︑汗をかき﹁こ

しっかり見きわめなければ

かないと﹁親方は号令だけ

の中核といわ

いてはいけない︒お客様は

れしかないので︑これで駄

ならないと言っていた︒お

れており︑加

何をしてもらいたいと思っ

目でしょうか﹂と言えば︑

１人お１人に﹁いらっしゃ

っていった︒その当時︑エ

ンテストがある︒プロとは

昔︑私の母が寝坊する大

ているのか︑何が嫌だと思

お客様はその汗を見て﹁わ

ご機嫌を直してもらうか

このことがなかったら︑の

ければならないと考えた︒

と思い︑必死にやり直さな

茶を出すが︑夏の暑い時期

賀屋は明治

きな失敗をして︑お客様か

われているのか︑見きわめ

かった︑それで仕方がない﹂

かけている︒自分たちがや

ンプロイサティスファクシ

率先垂範

らひどいお叱りを受けた︒

なければいけない︒加賀屋

いませ︑ようこそ﹂と言っ

ョンという言葉はなかった

失敗をきっかけに

母は緊張感が足りなかった

は︑お客様のご到着時に抹

と言ってくださる︒この努

だ︒私の母は﹁現場に宝物
力が大切で︑最初からノー

お客様に満足を与えること

あり﹂でお客様の顔色を見
と言うのは駄目だ︒

いろいろなもので何とかお

はできない︒客室係のお姉

らないなら︑おれたちもや

は︑氷を入れた麦茶とおし

掛け軸が傾いている︑座

も心配してくれる﹂と言う

あねえさんは︑私の母より

さんたちは︑女将のことを

らない﹂となる︒我々は︑

ぼりを出し︑汗が鎮まるの

う︒誰よりも早く起きて︑

布団が汚れている︑サービ

帰りまでにご機嫌を直し

てお部屋に入る︒トイレに

んべんだらりとやって駄目

誰よりも遅く寝て︑玄関か

スをする側とされる側で気

て︑また来ていただく為に

立つ方がいらしたら︑帰っ

な木賃宿の女将で終わって
を待って﹁一服どうぞ﹂と

越しになるが︑８％の方が

ら入るお客様を１人残らず

んなことできません﹂とす

また︑今の若い人は﹁そ

てくれない︒書いてくれる

か﹂と思う人は絶対に書い

分かることは﹁２度と来る

で行う︒このアンケートで

イナス面を潰すか︑命がけ

わかると言っていた︒

てている方はお顔を見れば

と来たくないくらい腹を立

をする︒その時︑もう２度

１人残らず玄関でお見送り

判を立てていただくか︒﹁あ

に判断する︒いかにいい評

い︑このようなことは即座

まり手がつけられていな

交代しなさい︑お料理にあ

とお姑さんに尽くしてご苦

羽織でお寺に伺い﹁長いこ

なり︑お通夜というと黒い

も︑社員のお姑さんが亡く

母は夜くたくたになって

る︒

かが︑一番大事なことであ

員と気持ちを通い合わせる

懸命にしてくれた︒どう社

ほどで︑陰日なた無く一生

ぐに言うが︑そうではなく

どう社員と気持ち
を通い合わせるか

〝おあねえさん〟と呼び﹁お

が︑社員の満足なくして︑

いただろう︒その時は悲し

言 う︒ こ の 技 量 が 気 働 き

アンケートを書いてくださ

お出迎えをする︒お食事を

現場に宝物あり

また︑監督する方︑管理

る︒２万５千枚のアンケー

き届きで﹂と１人残らず言

者︑社長が見ているところ

トを縦横斜め︑昨年と今年︑

分が合わない時があるから

万人のお客様がお

では一生懸命で︑見ていな

終えてお帰りになったら︑

年間

お１人お１人

く悔しかったが︑頑張ろう
だ︒

いところではやらないとい

先月と今月を比べ︑どうマ

店にならせてくれた︒

母は常に客室係に﹁あな

うのは駄目なので﹁陰日な

がった︒若い子も無理矢理

﹁わかりました︑難しいけ

いなのよ﹂と言ってかわい

でも︑にっこり白い歯を出

次号に続く︒

して笑っていた︒気遣い︑

気働き

たは白い歯を２本出してに

た無く﹂と言っている︒

30

っこり笑った顔が一番きれ

努力した︒

て︑社員サービス︑お料理︑

小田 禎彦 氏（和倉温泉加賀屋 相談役）
息子も嫁も一生懸命に先頭

しあわせのお手伝い

てくるまで待ち﹁ようこそ

和のおもてなし
に立って現場にいる︒

小田禎彦氏

での旅館経営を通じて感じ

え︑﹁和のおもてなし
30

ーマに講演を行いました︒

98

加賀屋でございます︑不行

34

34

34

という気持ちが︑地域一番

85

39
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会社テクノ経営総合研究所）を講師に迎え「人を

西日本食品産業創造展では、松野靖弘氏（株式

社でも、評価が高い手法で

これまで結構やってきた会

を行っている。改善活動を

気づきをノルマにする活動

活かす～食品工場の現場改革」をテーマに講演会
ある。また今まで改善に手

会・能力が、著しく不足し

停滞」だ。問題に気づく機

は「対策先行による活動の

はパソコンを使わなくて良

ペレータの方々だ。２点目

提案するのは、ボトムのオ

いから出してもらう。実際

１点目は、問題だけで良

ある。

活動には、３つの約束事が

果が出ている。この気づき

つかずの会社でも、良い成

を行いました。

先月号より続く。

３．ボトム育成を狙った改善のアプローチ

ている。ボトムの方に気づ

①改善活動が継続
しない本当の理
由

その③

を書けない事で問題が埋没

いというルールにし、対策

い。従って、問題だけでよ

金額まで書けない方が多

けれど、対策や方策・効果

現場の方は、問題に気づく

い。重要な事ではあるが、

きなさいという企業も多

知の問題は無いが、ノルマ

識改革の第一歩である。既

そうとする。その行動が意

す。すると未知の問題を探

に１件出すなどノルマを課

である。このため、１人週

衰退する会社の傾向の一つ

い。改善活動の提案制度が

くなってくるケースが多

ろが、時間が経つと、出無

いる。

が狙いで、ノルマを課して

変わる。こうした次の行動

いてみようかなどの動きに

コンサルタントの意見を聞

り、上司の意見を聞いたり、

の気づきメモを見に行った

分らなかったら、他の職場

らないので、自分の職場で

達成の為に探さなければな

果に対して褒める事であ

機会であり、上司がその効

効果を確認してもらう報奨

る。その次は、ムダ排除の

する事を防ぐのが狙いであ

知覚機会は気づいた事

③意識意欲創出サ
イクルを回す

る。基本はボトムの方に気
づいてもらい、問題だけを
書く事からスタートする。
その中から小集団で検討
し、対策を導き出すという
アプローチである。こうし

を、気づきメモで提案する。 る。報奨金を与える会社も

い。ポストイットでも、殴

たシンプルな仕掛けで、現

り書きでも良い。３点目は

ある。ボトムの改善活動で

いて頂き、上にあげる仕掛

は、こうした地道な改善の

けが薄れている。

それに対して原因対策を小

ＰＤＣＡサイクルを回して

「色々な改善をして来た

集団で話し合う。身近な事

が、継続・定着しない」あ

場の方々にまず問題に気づ

を話し合う事を共有機会と

の場所に置いてあるのだろ

例えば距離では「何故、そ

ダに分ける事から始める。

か」という視点で見ていく

た の で あ る。「 価 値 と は 何

いても誰も気づかれなかっ

何年も同じラインでやって

発生していた。これには、

がまとめる。この事例の会

て頂く。それを上司（班長）

週間行った作業を毎日書い

る。オペレータの方に、１

は「作業の見える化」であ

よく実施する改善のやり方

このような設備集約工程で

・発展につながると確信し

が、最終的には企業の存続

を活かす！」こと。この差

として提言したい事は「人

色んな企業がある中、共通

色んな企業・工場がある。

場・改善に手つかずの工場、

約の工場・改善が進んだ工

も、人集約の工場・設備集

製造業と一言で言って

ノルマがある事。

いてもらう。問題だけであ

る い は「 や ら さ れ 感 が あ

れば、結構出して頂ける。

た。作業内容が見えづらい

題だけでよいというと、意

職場は、こうした見える化

外な顔をされる企業幹部も

なる。また、トレイを取っ

１点目の問題だけで良い

②気づきをノルマ
（仕事）にする

て製品を流す作業も、２人

を行う事で、まだまだムダ

と言うのは、まず気づいた

る 」。 こ の 声 は、 多 く の 企
業から聞こえてくる。５Ｓ

あったものの、モーション

で片手作業だった。この工

が見えてくる事が多い。

いく事が非常に大切である。

に作り出すかがポイントで

・マインドの視点で見ると、

程では両手作業にする事

言っている。次は皆様で対

ある。作業の動きを見てい

まだまだムダがあった。片

で、１人作業を可能にした。

色んな既知の問題がたくさ

継続していた。このような

くと、片手だけで作業して

手が止まっている。両手が

麺類工場のミキシング工

いる。問題を提案したら、

事例は意外に多い。現場の

いるとか、手が交差してい

交差している。さまざまな

程などは、モーション・マ

事だけでよいから出しまし

ボトムの方・ミドルの方と、

るなど、色々なムダな動き

視点が見えてきた。また、

インドでは対策しづらい。

「気づきメモ」というシ

必ず「作業の目的は何か？」

が見えてくる。これも全て

コンベアそのものの幅が広

・ＱＣ活動・ＪＩＴ方式が

現象から、真の原因にたど

という点から始める事が重

価値という作業が、どの作

過ぎて、作業距離のムダも

策を実行する行動機会であ

りつくまで、徹底的に訴求

要である。目的を考えた時、

業かという定義付けを行

ん出てくるのである。とこ

する。

その作業が必要であれば、

い、それ以外はムダ・準ム

②改善の視点
（ＥＣＲＳ）

「 統 合 で き な い か 」「 変 え

う？」という事例がたくさ

事で、思わぬ所で大きなム

社は「これ以上、改善でき

ている。技術の進化・ＩＴ

５．最後に
目的に立ち返ることでゼ

ら れ な い か 」「 簡 素 化 で き

対策と改善の効果金額を書

４．ミドル育成を狙った改善アプローチ
だったので、作業者がその
時間に合わせてゆっくり作
業 す る。「 弊 社 は、 標 準 時
間で管理しているから大丈
夫です」と言われたある会

ん埋没している。

ダに気づく事は少なくない。

ない」と言われていたが、

社の製造課長に「標準時間

ないか」という見方で改善

ある会社では、かなり改

別の会社のモーション・

Ａさんは朝の係が、ほとん

また、トッピング作業な

業をするのにＡさんはハイ

による余剰もある。同じ作

が結構ある。また、個人差

ているので、現場で見えた

は、さまざまな原因を絡め

ーティングで見られる余剰

ワークサンプリングやレ

かかわらず、ダブル検査を

入れて根本対策をしたにも

導入した。その後、設備を

ームがあってダブル検査を

くせば良い。例えば、クレ

作業をしている状態をいか

作業では、両手が価値ある

方がない感覚である。反復

ムダな動作が気になって仕

ンドとは作業者の方々が、

インバランスでは合格点で

０％である。この会社はラ

状態がラインバランス１０

ており、手待ちが一切ない

んと作業のバランスが取れ

施すれば、生産性は６倍に

両手を使い３本を一度に実

つ右手で作業されていた。

ばならない作業を、１本ず

また３本の線を入れなけれ

職場からは２名活人ができ

内容を見られた事で、この

た、自分達で記録した作業

準ムダ作業が多かった。ま

Ｃ・Ｄ・Ｅさんも比較的に

々のご発展を祈念致します。

皆さまの会社・工場の益

ると考える。

わりないが、最後は人であ

これも非常に重要な事に変

コンビニ弁当を作る、手

どのコンベア生産では、ラ

価値作業が決まったら、そ

れていない例である。例え

インバランスも重要なファ

であるか否かチェックした。 て、繁忙期と閑散期の違い

はいつメンテナンスされま

善が進んでおり、ラインバ

マインドの事例では、作業

ワークサンプリングとレ

を行っていくのである。

・４％とほぼ合格

者の左手が止まっており、

したか？」と聞けば「２年

点であった。ラインバラン

ーティングの２軸評価で

スとは、例えば５人作業で、

化・ シ ス テ ム 化・ 自 動 化

促 す。
（無くせ
Eliminate
ないか）⇨
（統合
Combine
できないか）⇨ Replace
（変

する。まずムダを発見する

作業でトッピングをするな

ど手待ち状態だった。Ｂ・

前 で す 」。 こ う い っ た 話 が

為には、価値作業を決める。

どの工程をイメージして頂

右手だけで作業していた。

色々な事が顕在化する。人

れ以外はムダなので、その

ＡさんからＥさんまできち

最近多い。標準時間が逆に

作業の目的は何かを議論す

きたい。モーション・マイ

の動きで見えたさまざまな

スピードでできるが、Ｂさ

る。目的が無用なら当然無

ムダの温床になってしまっ

クターの一つである。ライ

んはできないので、Ａさん

余剰の真因の例を図に記載

で、余剰が生じる例である。

ンバランスを計測する事

に余剰工数が生まれる。

え ら れ な い か ） ⇨ Simpli
③改善の視点
（簡素化できないか）こ
fy
モーション・マ
の順番で、作業工程を注視
インド、レーテ
ィング改善

年間に限らず、１週間や１

で、見え難かった余剰・隠

ているのである。また、食

余剰の一例として、改善

日の中でも、こうした繁忙

れた真の余剰が見える場合

品業界に多いケースとし

によって生まれた余剰が是

・閑散による余剰は、発生

した。また、レーティング

正されていない事例があ

する。

では、作業スピードが適正

る。一番の典型的な例が、

ば１個３秒でできるのに、

91

元々の標準時間が１個４秒

ランス

標準時間がメンテナンスさ

①ワークサンプリ
ング・レーティ
ングから見える
様々な余剰の真
因（図３）

ロベースでの発想・試行を

ょうという意味である。問

食品工場の現場改革

ンプルなツールで、現場の

人を活かす

定着しない会社で感じた事

松野 靖弘 氏（株式会社テクノ経営総合研究所）
図３
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第909号

全国中小企業団体中央会では、高見誠孝氏（株
式会社ティーティーシー）を講師に迎え「従業員
のメンタルヘルス対策の充実強化のために」をテ

とが必要だ。

業外のサポートを受けるこ

あげる。企業内あるいは企

ーマに講演会を行いました。

先月号より続く。

メンタルヘルスケ
アの進め方
まず、本人が「これはち

とを感じとってもらうこと

ょっとまずいな」というこ

していかなければいけない
がポイントになる。症状が

心身症を防ぐ３つ
のポイント

その②

をしなければいけない。お
酒やギャンブルも１つかも
しれないが、４つのＲと、

所、研究所などの事業場で

ただければいいという回答

などと同様の形で考えてい

いたら、一般的な健康診断

うな狭い状況に置かれると

がある。電車や飛行機のよ

い心の病は、パニック障害

心の健康を試す７つの要素

人以上の規模の場合、実

業医を設置しなければいけ

施義務となる。だから、産

であった。

精神的な形で病気が起きた

者は労働者の同意なしでは

師、看護師、健康管理担当

産業医にかかわらず、医

神症状が増えている中の一

がある。解離性の障害も精

うパニック障害が出ること

り、息苦しくなったりとい

厚労省への労働安
全衛生法に関して
の質問
今、国会で労働安全衛生

任意の実施になりそうだ。

事業者には情報提供はでき

になると消化器症状に出て

がるところである。心身症

と厚労省に問い合わせた。

場なのか、会社全体なのか

という質問が結構ある。職

いう基準はどういうものか

で正社員の方と同様に継続

臨時の方でも、勤務が毎日

ということ。日雇いなどの

労働者まで対象となるのか

働者は日雇い、派遣、期間

してあげることが付帯条件

ず、いろいろなサポートを

不利になるような対応はせ

情報提供してよい。ただし

には企業の総務担当者にも

ないが、同意をとった場合

と思う。結婚などの転機に

ることを聞いたことがある

って手を何回も洗う人がい

症というか、汚れが気にな

強迫性障害は非常に潔癖

つという形で入っている。

名未満の事業場では

症の状態は頭痛、めまい、
法の改正を審議しており、

調査対象となる範囲の労

ない基準と同じようであ

吐き気、下痢が出る。こう

来年秋口には実施予定であ

きたり、循環器、高血圧、

的な体系である場合は、実

る。

した状態の時はまだ病気で

ぜんそく、身体中に発疹が

厚労省では労働安全衛生法

名以上と

る。その中で、

出たり、円形脱毛症が起き

おいて精神症状があった場
準じて適用となりますとい

は、企業の総務の担当者へ
１番目に鬱と併発しやす

る。鬱病ではないが、軽い

心の病が併発する場合があ

もある。拒食症、過食症と

合に、起きやすい摂食障害

であるという話であった。

うことなので、調査義務の

情報提供は可能かどうか聞

併発しやすい症状

施をしなければいけないと

レスがかかっていること

発生する規模は同一の場所

いう話であった。

が、本人もわかる。周りの

にある本社、営業所、事業

やってみること、運動をす

、結
ある。転校、引越、

くる。

あり、鬱病との関連も出て

だ。失行や感情的な障害が

意識過剰の状況になる方

トロールされているような

統合失調症は、人からコン

後のストレス障害がある。

ったようなＰＴＳＤ、外傷

の病気では、地震の時にあ

鬱ではないが非常に重い心

る、パーソナル障害がある。

動が平均的な方と違ってく

あったり、物事の考えや行

調、恐怖症状、不安障害が

また、自律神経の機能失

がある。

たり、胃腸障害が出ること

身体の影響で血圧が上がっ

心の病気で、心身症がある。

ポイント前後である。

上司とのトラブルなどは

婚も

割になる。離婚だと

不全状態に陥る可能性が８

えると、メンタルヘルスの

が６ヶ月以内で２００を超

うしたポイントのトータル

者の死で１００になる。こ

ス度の一番大きいのは配偶

ニチュードがある。ストレ

ポイントは、ストレスマグ

いためのストレス度を見る

不調のサインを見逃さな

ストレスマグニチ
ュード

とで対応していけばいい。

られた時には、こういうこ

なる。不調のサインが感じ

と。こうしたことがケアに

人との社交の時間を持つこ

き合う時間を持つこと、他

自身でいろいろなことに向

る、何かに集中する、自分

The School Readjustment Rating Scale 1967
出典：ホームズ＆レイ

個人ではどのようにケア

か、あるいは会社としての
固定され、発病した段階で
は、なかなか元に戻ること

サポートについてお話しし

解 さ せ る。「 ち ょ っ と 今 日
はこうだから休みをとろう
か」というところまで考え
ていければセルフケアにな

職場不適合サイン
身体的な状況でサインが

全中セミナー

よく睡眠をとること、何も

状況になって仕事も休んで

をとったりと、心のケア、身

しまうと、慢性的なり、他

をバランスよく対応してい

しないでいる時間も必要な

づかせることが必要であ

く。４つのＲは娯楽をもっ

体のケアをすること。心の

る。今どういう状況にある

次に心身症を防ぐための
たり、息抜きをしたり、長

こと、逆にやりたいことは

の人たちにも影響する。

る。職場の管理者によるケ
３つのポイントである。ま

ケアを保つ７つの要素は、

かを自分自身で把握させ理

アも、見つけ次第いろいろ
期の休暇をとったり、静養

たい。最初に、個人に「今

11

ずストレスをためない工夫

はできないし、実際に鬱の

29
29
28
26
26
25
24
23
20
20
20
19
19
18
17
16
15
15
13
12

出来事

100
73
65
63
63
53
50
45
45
44
40
39
39
39
38
37
36
35
31
30
29

出来事

フォローし、相談にのって

ちょっとおかしいな」と気

ストレス度

子供との別居
昇進・降格・異動
目立った個人的成功
入学・卒業・退学
配偶者の就職や退職
生活状況の変化
個人的習慣の変化
上司とのトラブル
勤務時間・条件の変化
引越し
転校
宗教活動の変化
気晴らしや休養の変化
社会的活動の変化
150 万～200 万円程度以下の借金
睡眠習慣の変化
食習慣の変化
家族が集まることの変化
休暇
クリスマス
軽度の違反行為

ストレス度

配偶者の死
離婚
配偶者との別居
親族の死
刑務所やその他の施設への拘束
自分のケガや病気
結婚
配偶者との和解
退職
家族の健康上または行動上の変化
妊娠
家族数の変化
性的な問題
会社の合併・倒産など
経済状態の変化
親友の死
転職
夫婦喧嘩の頻度の増加
150 万～ 200 万円程度以上の借金
担保や貸付金の損失
親戚とのトラブル

条の産業医選定基準に

管理者の方もこういう状況

産業医の調査結果開示

があったら注意を向ける。

20

過去６ヶ月以内に起きた出来事の合計が 200 点を越えると、その時
から６ヶ月以内でメンタルヘルス不全に陥る確率が 80％に上がる

第
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高見 誠孝 氏（株式会社ティーティーシー）

はないけれど、それにつな

出て来た場合、例えば心気

50

る。その場合、だいぶスト

50

50

従業員のメンタルヘルス
対策の充実強化のために
ストレスマグニチュード
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