全菓連、同共済ビルヂング㈱（理事長、社長岡本楢雄氏）では１月

日、丸の

内東京會舘で新年拡大合同役員会を開催。本年も理事、監事以外の各都道府県の
理事長も参加した。会議終了後には業界関係者を招いての新年会も開催、約１５
０名が参加した。

食材を海外の料理に使って

で日本の
made by Japan

推進しています。ＦＢＩと

臣がＦＢＩ戦略と命名し、

の輸出促進は林農林水産大

します。農林水産物・食品

国内外に向けて発信を強化

ノ万博で、日本の食文化を

たので、食がテーマのミラ

ネスコ文化遺産に登録され

図ります。また、和食がユ

絆、ルネッサンスのスロー

央会鶴田会長より「組合、

次に全国中小企業団体中

と思います」と挨拶された。

て取り組んでいただきたい

れず、消費者の立場に立っ

したが、固定観念にとらわ

年来、表示の問題がありま

消費者の信頼の確保で、昨

で重要なのは、食の安全・

実行していきます。その中

月、

かれ、農林水産省食料産業
局山下局長より「昨年

方と連携を図り、価格競争

書作成、改築、新築のＣＡ

連絡していただきたい。

べく２月中に全菓連まで、

際にコンサルタントを起用

や、ＨＡＣＣＰ導入をする

消費税の転嫁・表示カルテルを届出

代金の請求の都度本体価格

と消費税額分とを別記し、

②表示の方法の決定につい

の４点となっている。

員会に対し、流通菓子につ

げ後に発売する新製品につ

定を行う。消費税率引き上

税額分を上乗せする旨の決

請求段階で消費税額分を示

引の相手方に示しておき、

税額とを併せて示す旨を取

の際、妥結した価格と消費

日。

年４月１日から

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。

新年拡大合同役員会を開催

も ら う、

を進めている」と説明され

力を強化するための経営支

Ｄを使用したゾーニング図

業組合の負担金精算支出に

した場合、その契約金額の

これを合算する方法により

①消費税の転嫁の方法の決

ては、価格交渉を行う際に、

いて消費税の転嫁及び表示

す旨の決定を行う、以上の

は、平成

加賀で育って76年

新年会には関係者１５０名が参加

地域の活力創造プランが決

日本の食文化・食産業の海

生産量日本一の広島産レモ
た。

は

定されたが、本年は着実に

会議では年間スケジュー
ンを使用した広島レモンス

ガンのもと、全菓連の皆様

実行する初年度になりま

ルと全菓連、ビル会社の試

援や、生産性向上支援、税

制及び金融支援、消費税の

など６次産業化の取り組み

made from Japan

す。具体的には農商工連携

外 展 開 を 図 る、 made by
輸 出 そ の も の で す。
Japan

をはじめ、昨年２月に発足

昨年は品目別・国別の農林

その後、山本専務理事よ

適正転嫁を推進します」と

り、菓子博に関する今後の

水産物・食品の輸出戦略を

品を開発した。

した、株式会社農林漁業成

まで含めると、約１００万

円。ＣＡＤの設計図面は無

く、エクセル等でコンサル

タントが作成したゾーニン

子製品の高度化基準計画認

万円程度になっている。

グ図の提案までであれば、

定まで受ける場合は、申請

希望者は２月中に連絡を

工場の一般衛生整備などを対象

コンサルタント料を２分の１補助

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

会議終了後は新年会も開

対応方針が説明された。

ィーツ新商品開発プロジェ

初めて公開した。また、混

挨拶があった。

クトでは

雑緩和のため夜間と再入場

決めたので、今年は着実に

算表が説明されたあと、三

覧会について「今新年会に

を実施した。広島市内の飲

長産業化支援機構の展開を

重県菓子工業組合岡理事長

は間に合わなかったが、５

食店１５０店をはじめ、サ

褒章審査会は、報道機関に

月の全菓連総会までには、

ービス情報を掲載したガイ

回全国菓子大博

開催に向けての具体的な案

より、第

を出せるように現在、計画
ドマップも
万７千

万部配布、こ

を進めている」と報告され
の結果、再入場が

今年度、全菓連では組合

人あった。ボランティアは
１９０５人に協力していた

員が工場の一般衛生の整備

回全

た。広島県菓子工業組合大

だ い た 」。 こ の 後、 収 支 決

谷理事長よりは、第
国菓子大博覧会・広島のお

算報告では「広島県菓子工

ついては、広島県か広島市

補助を希望する方はなる

万７

０００人、経済波及効果が

に寄付することとし、どち

•••••••••••••••••••••••••••••

礼と次のような事業報告が

約１５２億円で、広告宣伝

あ っ た。「 入 場 者 数

効果も含めると総額約１６

２分の１を補助する事業を

全日本菓子協会内の流通

定については、各事業者が

税抜価格を提示する旨の決

となっている。このため希

カルテルの実施届出を行っ

いて各事業者がそれぞれ自

２点となっている。

平成

はちみつカステラ・チーズカステラ・ブランディケーキ
組み合わせて大・小2本入、3本入に出来ます。

（Ｘ・Oたっぷり）

（型焼き）

17
20

まんまろん

あんてぃらみす

花豆マフィン

12

ブランディケーキ

チーズカステラ

本格的カステラ

全菓連・ビル会社

らにするかは現在、手続き

菓子消費税転嫁促進協議会

それぞれ自主的に定めてい

定を行う。あらかじめ請求

行う旨の決定を行う、以上
事業費に余裕があるた

る本体価格（消費税額分を

参加事業者数２６６企業
め、まだ応募可能だが、農水

では、４月１日に引き上げ

転嫁する前の価格）に消費

実施している。

省の補助事業なので、平成

日に公正取引委

られる消費税に対応するた

望者は至急、全菓連まで連

主的に定める本体価格（消

め、１月

年３月末日までのコンサ

絡していただきたい。コン

た。参加事業者数は２６６

費税額分を転嫁する前の価

ルタント料支払い分が対象

サルタントに心当たりがな

・６

者２４９企業（割合

する旨の決定を行う。消費

年３月
税額分の清算は、その商品

同カルテルの実施期間

企業で、そのうち中小事業
コンサルタントの費用の

％）、 全 菓 連 の 組 合 員 は １

93

同カルテルの内容は、

６５企業となった。

26

格）に消費税額分を上乗せ

い場合は、全菓連に連絡を。

万円程度。
30

相場は、一般衛生の整備の
10

（スライスしてあります）

26
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場合、 万円〜

31

サンプル･案内書送ります。
電話･FAXお待ちしています。

27

26

ＨＡＣＣＰ導入のため、菓

29

あなたの笑顔に
会いたくて…

12
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６億円になる。また、国内
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（１） 平成26年２月15日

いよいよ消
して受け入れているという

増税をやむを得ないものと

性の向上により納入価格が

れない。勿論、本当に生産

せよ影響が出るのは避けら

り国民の消費に一時的にも

ことになりはしないか。デ

却という希望にも水を差す

ついた長いデフレからの脱

われるとすると、折角緒に

菓子協会の取りまとめによ

子業界においても、全日本

届け出て発足している。菓

結ばれ、公正取引委員会に

ることを明確にすれば、こ

滑にするために、税別であ

また、消費税の転嫁を円

の負担を掛けるだけでな

を民間業者に任せ、納税上

あるにもかかわらず、それ

収はそもそも政府の役割で

費税の引き上
ことである。

思う。

げが目前に迫

フレ脱却のためには個の利

り、流通菓子メーカーを対

れまでの総額方式以外の価

生じるとすれば、本末転倒

を悪化させるような事態が

く、これら業者の経営状況

一方消費税について、デ

ってきた。そ
下がるのは何ら問題にする

格表示も認められている

フレの中で価格に転嫁する

が、 特 に 製 造 販 売 業 者 の

もそも消費税
象として流通菓子消費税転

ことではない。
嫁促進協議会が同様のカル

のは難しいという声が大手

益の追求だけでなく、全体

小売業界を中心に聴かれ、

の利益の視点も必要ではな

は、少子高齢化が進む中で
しかし、自社の売り上げ

今後ますます増加すると見

費税の転嫁を巡りいわゆる

というべきではないか。消

弱い者いじめなど決して見

方々にあっては、これまで
ご愛顧いただいているお客

テルの協定に向けて準備を

様は、たとえ総額方式であ

いか。自由主義経済の中に

税が上がるのであればその

日に公正取引委

れるのではなく、大局観に

おける競争原理のみ主張さ

加された企業の方々には、

３分の２を占めている。参

下の組合員が１６５社と約

で２６６社、うち全菓連傘

発足した。参加企業は全体

員会に届け出され、正式に

保障のために国民全体で負

消費税は、国民全体の社会

解いただけるものと思う。

であるか否かは容易にご理

税をきちんと反映したもの

っても変更後の価格が消費

円の補正予算の速やかな執

事の無いよう、５兆５千億

がデフレ脱却の妨げとなる

きたい。

逃さないようにしていただ

が、先月

進めていたところである

が減少するのを恐れるあま

込まれる年金、高齢者医療
費、介護費用、少子化対策

り、そのしわ寄せを立場の

立った判断をぜひお願いし

費用などを賄うために社会

弱い納入業者に押し付ける

たい。

消費税引き上げを目前にして
分仕入れ価格をコストダウ

ことは、あまりにも利己的

保障改革と一体のものとし

ンにより引き下げるよう暗

な行為というべきではない

らの消費増税実施決定後の

これら業界は、価格が上

ても、仮に納入業者の側で

売り上げは維持できたとし

か。しわ寄せにより自社の

消費者価格に転嫁するため

費税について、スムーズに

このような中で、この消

然のことを行うというカル

に納めていただくための当

税金を最終的な納税義務者

し、お買い求めいただきた

義務としてきちんと上乗せ

担するものであり、国民の

ら万全の対応をお願いした

に、経済情勢を注視しなが

行に全力を挙げるととも

なお、政府には、税の徴

がることによる売上の減少

について、表示の方法につ

責任者」の名称については、

を恐れているわけである

査会が開催された。栄養表

議論を踏まえ、従来のＪＡ

世論調査で見ても、消費税

示の対象食品は、新たな表

食品表示部会には、加工

Ｓ法表示のままとする、と

の引き上げをやむを得ない

示ルールでは加工食品と添

食品の表示に関する調査会

い。

場合は任意の表示項目とす

加物について、義務化され

も設置されている。同調査

の考え方が消費者庁より説

いものである。

る。

るが、水など栄養上で意味

会における経過の概要は次

明された。

テルの趣旨を踏まえ、粛々

○菓子業界としての意見表

のない食品、加工食品の原

の通り。

に様々な業界で、価格表示

明
説明会の席上、菓子業界

材料として使用される食

○第１回（

コストカットのために従業

から「食物繊維については

品、小包装食品、ごく短期

が、政府も試算しているよ

これまで議論されていなか

間でレシピが変更される食

とする人が過半数を占めて

必要性、②事業者における

ったにもかかわらず、いき

全菓連専務理事・山本領

いるものには、現行の一般

表示の実行可能性、③国際

なり、提起されるのはおか

と対応していただきたいと

表示事項（エネルギー、た
整合性

カルテル、転嫁カルテルが

んぱく質、脂肪、炭水化物

員の賃金引下げ等がおこな

及びナトリウム）のほかに

日に消費者庁から

いて

加工食品の表示に関する調査会

品、以上は表示義務を免除

現行のＪＡＳ法に基づく

インストア販売などに係

○次回以降の検討課題

具体的には、①から③の

しい。また任意と言いなが

日）

全ての観点を満たす義務、

る表示基準の取扱いについ

月

も飽和脂肪酸や糖類があ

表示基準においては「表示

ギー表示（代替表示などの

する。

見直し、表示方法（個別、

ら、推奨とする案を検討さ

を表示させている。今回、

一括）の整理、加工食品関

①の観点を満たす場合は推

消費者庁は、現行の「製造

係の用語の整理

る。対象成分の検討に当た

表示義務の免除などを検討
１月

年

関係団体に対して、第１回

（平成
ける検討の経過説明があっ
た。概略は次の通り。

５人以下の事業者の表示義

者」「加工者」「販売者」ま

○消費者庁から提出された

ての検討、レイアウト、文

務を免除する」と提案され

たは「輸入者」に加え、新

食品表示における今後の検

字の大きさの検討、アレル
物繊維が不足するのであれ

たが、５人という基準につ

たに「表示責任者」と記載

内容に責任を有する者」の

ば、野菜や穀物を食べて摂

いて合意されず、次回に持

することも可能とするとの

氏名または、名称及び住所

るように働きかければ良い

ち越しとなった。ただし、

討課題

また、栄養表示の対象事

ことで、加工食品の表示に

家族経営などの小規模事業

加工食品の原料原産地表

業者については「従業員が

するのは反対である」との

案を提案した。しかし、各

示、昼食・外食へのアレル

れている。菓子業界として

要がある」とされている。

意見を述べた。

者は免除が必要、との意見

委員から、さらにわかりに

また、栄養成分表示につ

くくなるなどの反対意見が

日）
前回、提案された「表示

○第２回（１月

え表示、食品添加物表示

販売の取扱い、遺伝子組換

ギー表示、インターネット

が多くあった。

「誤差の許容範囲」の考え
方について、栄養強調表示

多く、否決された。

○次回以降の検討課題

は、これは反対である。食

○第１回調査会の議論を踏

の表示の在り方について

日には第２回同調

○第２回栄養表示に関する

１月

調査会

栄養成分の分析方法及び

いて、中小企業者は除くべ

奨、①の観点を満たさない

国の義務表示の実態を踏ま

消費者庁）において、対象

委員会の栄養表示ガイドラ

は、次の３点を勘案して決

きとの要請をしている。

っては、これらを含め、各

食品表示一元化検討会報

えつつ、幅広く検討する必

○これまでの検討経過

年８月９日・

成分については「栄養表示

まえた各栄養成分の在り方

告書（平成

の義務化に向けての環境整

について

として説明された。

次の考え方と新基準（案）

備の状況を踏まえつつ、実
際の義務化施行までに対象
成分を決めることが適当で

25

23

新基準における栄養成分

インにおいて、栄養表示を

①消費者における表示の

定する。

22

糖類、トランス脂肪酸、
コレステロール、
ビタミン・ミネラル類
その他
意
任

飽和脂肪酸、食物繊維
奨
推

ある。なお、コーデックス

12

栄養表示に関する調査会

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

月４日）にお

栄養表示に関する調査会

うに消費税の引き上げによ

加えて消費税の引き上げ

これら費用を現役の世代だ

に要求されているとの話も

えても無理であり、昨年

て決定されたものである。

けで負担することは誰が考

聞く。

27

いる。つまり、国民はこの

月の安倍総理による４月か

10

行う際には必ず表示すべき

【新基準（案）】

12

24

栄養成分として定められて

義

務

エネルギー、たんぱく質、脂肪、
炭水化物、ナトリウム

15

25

平成26年２月15日 （２）
（毎月 15 日発行）
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種の原材料を判別 味覚グランプリで

青年部 関東・甲信越ブロック埼玉大会を開催

だいて埼玉県青年部の方に

ような大会を開催していた

しようと思ってもなかなか

自分たちの活動費の捻出を

出席できる人は５～６人。

激を頂けるのがいい部分だ

話をさせていただいて、刺

力は外部の県、外部の人と

たい。青年部に参加する魅

い魅力ある組織にしていき

情。その中で、負担が少な

に、青年部が参加し、関わ

をまとめた東菓工協力会

親会の原材料・資材の業者

が無いのが現状。その中で、

り、青年部としてまとまり

様な組合が入り組んでお

東京都・東京都は多種多

瞬間空中結晶製塩法、４年

もの。海水１００％で常温

○塩・沖縄宮城島で取った

０円／㎏）

円 ／ ㎏）、 カ ナ ダ 産（ ３ ８

○小豆餡・北海道（５５０

は次の通り

らこだわった有機栽培物

○抹茶・宇治産で土作りか

社のもの（４００円／㎏）

０ 円 ／ ㎏）、 普 通 の 精 糖 会

○黒砂糖・沖縄特産（８２

工の生醤油と７倍違う。

司屋で使用。値段は脱脂加

人いるうち、

玉県菓子工業組合内ヶ嶋青

は大変感謝しております」
うまくいかない。今後の課

と思う。その部分をアピー

おり、部員

年部長より「埼玉県が次回

題としては、甲府の生菓子

いいと思っています。この

開催県と決定して以来、私
と述べた。埼玉県菓子工業

組合と一緒に活動できれば

綱領唱和の後、開催県の埼

たちは何度も会議を重ねよ
組合神戸副理事長より「人

うやくこの場を迎えること
の姿を見て、いい所だけを

ができました。新幹線や高

（ １ ６、 ６ ０ ０ 円 ／ ㎏）。

玉県菓子工業組合副理事

名の青年部

連続モンドセレクションを

長、ほか中島青年部部長が

開催され、約

りを深めている」と報告が

員が参加した。全菓連から

第７回全国菓子工業組合

ルしてメンバーを増やして

連合会青年部関東・甲信越
いいと思う。

京都産の茶葉１００％だ

取っていく考えでやってき

が、宇治産は少しブレンド

速道路が発達し、埼玉県を

受賞（４、２００円／㎏）、

参加した。

鳴門の塩（６６０円／㎏）

は岡本理事長、大窪副理事

あった。

この後、次期ブロック長

８３円／㎏）、中国産（２、

○蜂蜜・長野県産（７、５

色も無し（８、４３０円／

○栗・愛媛県産で漂白も着

（５、９６０円／㎏）

長野県・去年は主に懇親

いきたい。

に埼玉県青年部の内ヶ嶋部

１００円／㎏）

栃木県・年に一回、勉強

長が選出され、次回のブロ

会と総会を行っている。昨

会をやって、青年部の中で

ック大会開催県は茨城県と

ました。健康と人の話をよ

仲良くしている。他に去年

く聞くことに気をつけてい

２回勉強会を開催したり、

通って東京方面や他県の観

て、地元で賞を取った方を

㎏）、 韓 国 産（ ２、 ０ ０ ０

光地に向かうことは多いと

ブロック埼玉大会は、２月
大会では、全菓連青年部

長、山本専務理事、神戸埼

講師に迎え、実施した。約

○黄な粉・国産で直火仕上

年はディスプレイについ

各都県の活動報告は次の
通り。

なった。

ます」と述べられた。

中下車するのはなかなか珍
しく、首都高速近くのサー

有志で善光寺の灯明祭り

その前は講習会・勉強会な

動できていないのが実情。

れ替えたりして、何か新し

ボレーションし、材料を入

までは年に一度行っていた

埼玉県・勉強会は一昨年

本部マーケティング部次

氏（赤城乳業株式会社営業

本会議終了後、萩原史雄

（ ２、 １ ０ ０ 円 ／ ㎏）、 国

ネモチを杵で搗いたもの

○餅・新潟県魚沼産のコガ

外国産（３２７円／㎏）

げ（ ３、 ４ １ ２ 円 ／ ㎏）、

外国産（８９０円／㎏）

る（１４、７００円／㎏）、

土からこだわって作ってい

○胡麻・長崎県産白ごまで、

円／㎏）

神奈川県・この２年は活

程度の方が多いのではない

い事ができないか考えてい

長）を講師に迎え「ガリガ

ビスエリアにちょっとよる

でしょうか？そんな埼玉で

どを計画し実行してきた

リ君のマーケティング戦

すが、その土地土地で名物

が、昨年はブロック大会を
が、会員の都合がつきづら

設営するための会議が中心
い。青年部以外の活動をし

る。多店舗で行いメディア

があり、愛された菓子があ

に取り上げられるようなこ

ります。それを作っている

○白餡・価格の高い方は北

茨城県・年に二回事業を

内産だがクエン酸など調整
とをしたい。

行っている。ひとつはソフ

梨県）が

（神奈川県）、石井勲氏（山

略」をテーマに講演会が開
ている方もおり、昨年６月

新潟県・メンバーの数が

○醤油・香川県小豆島で国

になった。

我々は、誇りがあり、郷土

減っているなか、新しいメ

トボール大会を開催し、業

材料をそれぞれ、高価なも

の登録文化財の天然醸造蔵

海道産手亡使用、安い方は
の総会で神奈川県青年部を

ンバーが入ってこない現状

のと安価なもの２種類を試

アメリカ産ベビーライマー
止めるかという話も出た

がある。今年の活動方針の

の際、提案する機会を設け

食し、どちらが高級食材か

剤が入っているもの（４７

に対する愛もあります。そ

が、若い人たちが続けたい

中心としては、メンバー拡

た。また、勉強会や親会と

８円／㎏）

の埼玉に皆様にお集まりい

との声があり、親睦会でも

大を始めた。対象となる方

一緒に新年会と総会をして

「ベテラン菓子職人による、

種の原

判って当然、味覚グランプ

リ」が行われた。

円／枚）

円 ／ 枚 ）、

全国各地で収穫されたもの

ろ 一 番 摘 み（

（

最終的に、全問正解者は

ー豆を使用したもの。

いなかったが、山口浩司氏

問正解だった。
山梨県・部員数が減って

グラニュー糖

た。会場の中も、人がいっ

沢山の人が行列を作ってい

で広場以外のところ、一塁

物産展は、グランドの中

いで、約一万人。合計二万

展の通路、休憩所もいっぱ

席で、約一万八千人。物産

観客席全体の三分の一は満

らく、大方の人も満足した

く食べ満足したので、おそ

訳ではないが、私は美味し

ではと思った。人に聞いた

で熟成したもの。銀座の寿
いっぱい語らいができれば

められるものでなければ、

上割合を下げると固まらな

側、三塁側の一部観客席を

当てるもの。出された問題

を作る。作った製品は美味

と社長は言う。

ぱ い だ っ た。 イ ベ ン ト は

いる

時や試合後のバーベキュー

続いて、懇親会では席上

ただいたことが、誠にあり

飲み会でも年に一度の顔合

が既に地元の他活動に入っ

催された（以後掲載）。

がたいと思います」と挨拶

わせでいいから、できると

ており、青年部に時間を取

11
られるのはできないのが実

もしくはミャンマー産バタ

を述べた。青年部滝沢関東

ころから行う方針を考えて

月ご

・甲信越ブロック長よりは

いる。

49

○海苔・有明海産で

「大会で各県の皆様が親睦

者に協賛してもらい、昼食

をはかり、お菓子について

で、振舞い餅を行った。

社の活動で、互いにコラ

思います。が、埼玉県で途

４日、パレスホテル大宮で

味覚グランプリ

11

い）のみを使用する。

11

19

12

30

聞いたので紹介させて頂く

一社長から、興味ある話を

関連で㈱パパラギの鈴木敏

▼「夏に売れる商品」の

鈴木社長の美味しいものを

などを製造している。だが、

リ ン 」「 ソ フ ト ク リ ー ム 」

ーグルト」「生クリーム」「プ

かした「牛乳」
「バター」
「ヨ

で美味しいので、これを活

然が生んだものはそれだけ

物などは一切使用せず、自

スに、加工の段階でも添加

味しいものを作りたいとの

るそうだ。鈴木社長も、美

さけて欲しいとの要請があ

っては、前回と同じ商品は

▼百貨店への出店に当た

いるとのことだった。

商品は高いが、良く売れて

に出店している。私の作る

くらいのペースでイベント

売の要請があり、年間百回

また、百貨店から出店販

話題になり、その波及で他

とする。そうすればむしろ

いと言われるなら売らない

は高くなるのは当然で、高

があがる）のだから、値段

手間を掛ける（これは価値

だが反対に、良い材料と

高ければ売れないと言う。

なる。従業員は、そんなに

しいが、値段は高いものに

１ カ ッ ト が ２ ９ ４ 円（ 税

円（税込）。「ロールケーキ」

ークリーム」１個が４６１

４５１円（税込）。「生シュ

レ プ リ ン 」（ １ １ ０ ｇ ） は

て も 高 く な る。「 カ フ ェ オ

糖で煮る。だから、どうし

でとれるエリモ小豆を氷砂

最中に使う餡は、池田町

には最適とのこと。

自分が作るソフトクリーム

械は、回転数が高いので、

ア製の機械を使う。この機

・ジャパン㈱が扱うイタリ

展示、その前の広場で各地

ド側に青森ねぶたの山車を

寄りに広場を作り、マウン

場のマウンドから、ホーム

のサブタイトルの通り、球

「全国ご当地どんぶり選

た。

肩が触れるほどの混雑だっ

通路、休憩所兼食べる所は、

利用していた。それでも、

「日本のまつり・故郷の味」 撤去したところのすべてを

がいたと思う。

三万人。その位は、入場者

八千人。延べにして一日約

のではと思っている。

％（これ以

ことにした。

作りたいとの気持は、更に

いる。同牧場は、自分たち

在は息子さんが担当）して

これらを販売するために、

商品を作っている。そして、

ケ ー キ 」「 ジ ャ ム 」 な ど の

シ ュ ー ク リ ー ム 」「 ロ ー ル

てみたいと考え実際に商品

あれば、ロールケーキにし

ば、美味しいマスカットが

くりに努めている。たとえ

た食材探しをして、商品づ

気持ちが強いから、徹底し

値段だけの価値はあると認

実際に食べて、確かに高い

売の一つ。そのためには、

わけではないが、これも商

る。戦略として考えている

の商品が売れるようにな

ソフトクリームは、牛乳と

用 ） が ４ ０ １ 円（ 税 込 ）。

れ物は手作りワッフル使

込）。「ソフトクリーム」（入

ビ ン 入 り は ２ ８ １ 円（ 税

込 ）。「 牛 乳 」（ １ ８ ０ ㎖）

場料は１，５００円だが、

に東京ドームへ行った。入

われ、日曜日（１月

ので、見に来てほしいと言

～

日）

東 京 」（ ２ ０ １ ４ 年 １ 月

ドーム開催「ふるさと祭り

▼これらの商品を『東京

いた。

要だが、ほぼ満席になって

だけ別に１，０００円が必

この観客席は、日曜・祭日

の席に観客を入れていた。

し、見やすくしたネット裏

い た。 バ ッ ク ネ ッ ト を 外

のまつりの踊りを披露して

放していたので、ドームの

休憩や食べる席用に全て開

料席と外野席以外の席は、

４３店が出店していた。有

メ逸品ストリート」など３

ち ょ い の せ 市 場 」「 オ ス ス

ト リ ー ト 」「 絶 品！ 逸 品！

手 権 」「 ご 当 地 ス イ ー ト ス

ば、入場者は不満を持つの

ど美味しいと感じなけれ

る物は購入するので、よほ

払い、入場してから、食べ

１，５００円の入場料を

ようだ。

くらいの人が入場していた

人の話を聞くと、ほぼ同じ

ではと思い、平日に行った

日曜日だから多かったの

じた。

には参考になるのではと感

店していた。高いと言われ

ラギは、出口のところに出

ている感触を持った。パパ

は、景気は良い方に向かっ

裏付けは薄いが、感覚的に

の手で育てた牛から搾った

帯広市や釧路市に出店して

日 ）』 に 出 店 し て い る

10

４０頭、

乳を、牛乳などに商品化し、

いる。

13

19

全菓連理事・千田仁司

そしてもう一つ、菓子博

列が出来ていた。

たソフトクリームに長い行

本物造りを進めている。パ

機械は、カルピジャーニ

11

パラギは、この牛乳をベー

全菓連だより

鈴木社長は、北海道中川

広がり「手作りもなか」
「生

この盛況を見て、数字的

㌶）を経営（現

郡池田町で鈴木牧場（牛１

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

青年部関東・甲信越ブロック埼玉大会
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（３） 平成26年２月15日

には嬉しくて︑お菓子は欠

て甘いものが配達された時

ものが食べたくなる︒初め

く続いた︒そうなると甘い

水がやっとという期間が長

おにぎりとペットボトルの

震災の時は食べ物がなく︑

きなかった︒５階︑６階が

行政の方もすぐには行動で

水位で囲まれていたので︑

は当時︑１メートル以上の

かなかった︒石巻の市役所

以上の水位で３日間水が引

た︒駅のほうも１メートル

間︑すべて水の被害があっ

もいる︒５キロ圏内は３日

に行方不明の方が４２０名

々が犠牲となった︒いまだ

思う︒

療関係がどうなったのかと

あった︒移転しなければ医

災で被害があった湊地区に

築して助かった︒以前は震

る︒日赤病院は震災前に移

るので医療も助かってい

少し先には︑日赤病院があ

免れたので助かった︒もう

大学がある︒ここが水没を

学校︑その先には石巻専修

た︒左手には石巻商業高等

津波は右手のほうにのぼっ

なったと思うが︑たまたま

しあふれたら大変な状態に

５番目に長い川なので︑も

から流れている︒日本では

一番に仮設住宅が建てられ

ず土地が残っていたので︑

た土地だった︒全部埋まら

にする予定で︑確保してい

ネスタウンという工業地帯

る︒ここはトゥモロービジ

り︑千百世帯が暮らしてい

一番大きな仮設住宅があ

開成地区には石巻市内で

の中でもすごく差が出た︒

なかった場所があり︑石巻

がすぐ目の前なのに被害が

位が上がった場所と︑海辺

だった︒今回は川からの水

没していたら︑全滅の状態

撤去をされた︒この辺が水

捜索活動や住宅の瓦れきの

石 巻 の震 災 と復 興

かせないものだと認識した︒
議会の部屋だが︑地震で崩

石巻の現在
震災より本日︵平成
月

ヶ月だ︒毎月

年

口は

万２８００人で︑宮

町が合併した︒震災前の人
仙石線は仙台までいってい

れて今は修理をしている︒
く専修大学に来て︑ボラン

社会福祉協議会はいち早

設住宅に７千８百世帯が住

た︒今なお１１３ヶ所の仮

石巻は平成

き︑力を合わせて頑張って

暖かいメッセージをいただ

石巻は全国からご支援や

れる︒

日で手を合わせる姿が見ら

25

明をいただき︑被災地を視察しました︒

齋藤敏子氏︵石巻観光ボランティア協会会長︶の説

全菓連では︑震災復興を進めている石巻市を訪問︑

日は︑月命

日︶で︑もう２年９

年に１市６

11

きた︒通る道々には瓦れき

17

11

12

その①

ボランティアの力を借り

でいる︒特に市内の道路は︑

％まで進ん

多い︒瓦れきの処理は思っ

いのだろう﹂と感じる方が

もないので﹁何て復興が早

ことは︑本当に認識不足だ

た︒津波が川を上ってくる

が逆流し︑大変な犠牲が出

では太平洋から大きな津波

北上川が流れている︒地震

は市街地を分断するように

城県の第２の都市だ︒石巻

いる︒北上川は盛岡のほう

っと取り巻く地形になって

を分断するとともに︑ぐる

北上川で︑市街地の真ん中

おり︑大川小学校の方は新

北上川は二つに分かれて

再開には時間がかかる︒

高台に線路が移動するので

たが︑途中がまだ工事中で︑

まずこちらにテントを張り

警察の方も全国から来て︑

動をしてくださった︒消防︑

上テントを張って︑救助活

り︑自衛隊の方々が１年以

は野球場やサッカー場があ

を行った︒総合運動公園に

いろな被災の救助の手立て

ティアの受け入れなどいろ

設住宅が建てられた︒

とした公園にも︑次々と仮

仮設住宅があるが︑ちょっ

にのぼる︒飯野川沿いにも

んでいる方も６千３百世帯

というアパートを借りて住

足りないので︑みなし仮設

んでいるが︑それだけでは

たよりも早く

て︑１つもなくなった状態
った︒すごい勢いで北上川

次号に続く︒

を逆流し︑３千４百名の方

16

アジアの主要都市を結ぶ便

ウル︑上海︑台北をはじめ︑

福岡はアジアへの玄関︑ソ

を歩いています︒私が住む

くさんのアジアの方々が街

東京︑大阪︑福岡⁝︑た

ーネットでリアルに情報チ

人もいるそうです︒インタ

に持ってきて問い合わせる

ターも多く︑包装紙を大切

を再び買うといったリピー

のように︑もらったお菓子

お土産がお土産を呼ぶか

売り場との印象を持っても

ている︒なかなか配慮ある

には見本がちゃんと置かれ

や写真など︑ディスプレイ

装は美しく︑商品サンプル

入って日本が感じられ︑包

も多くおられます︒お店に

です︒

う︑準備しておきたいもの

しく購入していただけるよ

それぞれの目的に応じて楽

様︑海外からのお客さま︑

いものですね︒日本のお客

伝えるための気配りは欲し

てなし﹂も広がりつつあり

各 国 で 通 じ る 言 葉︒﹁ お も

﹁ か わ い い！﹂ は ア ジ ア

内で

■インターナショナルな店

とをぜひ日頃から︒

できるように︑といったこ

菓子皿︑湯呑みはどう置く

お菓子とお茶を出す場合︑

ためというより︑日頃から︑

外国の方々をお迎えする

ひお店のみなさまと︒

ですね︒そんなプランをぜ

夫を重ねていただくといい

をよぶ取り組みとして︑工

いますが︑ここは店の活況

が後押ししてくれるとは思

ます︒お店のなかの国際化

か︑など︑お店に立つ若い

は︑オリンピックの近まり

方に覚えてもらう機会にし

■お店や菓房の方々にも国

但し︑ネームプレートに

際感覚を

ェックして旅を楽しむの

欧文やハングルや北京語の

問わず︑交流も盛んです︒

は︑いまや世界共通です︒

デパートにも量販店に

■アジアにおける和菓子

も︑春節前後にはたくさん

■海外の方も来店する店づ

旅 先 の お 菓 子 と し て︑

しいのでしょうが︑商品を

ちろん全て対応するのも難

表記がないことも多く︑も

ち会わせ︑お菓子の説明が

者も︑もてなすシーンに立

てください︒工場で働く若

らえているようです︒

の異国の言葉があふれま

〟を求める方々
wagashi

城戸翔寉︵きどしょうかく︶

す︒九州博多で人気のお土

重なるお菓子もランクイン
しているそうです︒

〝

くり

変わらないことから︑官民

所要時間も︑東京︑大阪と

が多いことでも有名です︒



私はお菓子が大好きで︑

である︒

85

産には︑カステラや和洋が

その 226
２月
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った。

肉や野菜を詰めたものであ

形を作り、ごま油で揚げた

をこねて蒸し、臼でひいて

れている。これは米粉と水

事に餢飳（ぶと）が供えら

どこすだけで栄養たっぷり

豆腐は、簡単な調理をほ

ばらしい文化です。

い豊かさで日本の誇れるす

ションは世界でも類を見な

本の大豆加工品のバリエー

もので飛竜頭とも呼ばれま

ぜて丸め油で揚げるという

う、きくらげなどの具を混

た山芋を混ぜ合わせ、ごぼ

とくず粉またはすりおろし

第に古今和歌集などにちな

そこで肉食を嫌う僧のた

もの。京都の下鴨神社では

のおかずになります。きな

自然界の無数のカビの中か

めに、小豆を甘く煮て餡を

御手洗祭に厄除け団子を供

がんもどきは油揚げの一

作り、小麦粉を寝かせて自

える。白い団子は上新粉で

んだ優雅な菓銘をつけるよ

然発酵させた皮で包んだ。

ら日本人が選び生み出した

はこの故事に由来している。

この饅頭は、後村上天皇も
す。

種で、製法はつぶした豆腐

お菓子の語源は木の実と

粉は、大豆加工品の中でも

大豆と和菓子

毎年、春になると京都府

果物で、菓子の菓は古くは
五個の団子は五体を表し、

うになる。茶席の菓子はも

菓子工業組合ではお菓子の

召し上がられ非常に喜ばれ

オリゼである。

神様、田道間守（たじまの
中国で果と書き、木の上に

しその陵に橘を捧げて命を

されていた。公は落胆悲涙

末、持ち帰ると天皇は崩御

なもので、十余年の辛苦の

日の橘か小密柑か橙のよう

に行かれた。この果実は今

きじくのかぐのみ）を探し

か東南アジア）非時香菓（と

の理想郷、常世の国（中国

天皇の命を受け、不老不死

ております。第十一代垂仁

林神社、橋本神社へ参拝し

通）（りんなせい）の遠縁で、

宋の有名な詩人、林和靖（林

れて帰国した。林浄因は北

因（りんじょういん）を連

山徳見禅僧が、元から林浄

建仁寺の三十五代住職、龍

す。貞和５年（１３４９）

まれ種類も多いのが饅頭で

和菓子の中で最もしたし

果実、種をあらわしている。

文字だった。子は木の実、

なっている様子を表す象形

でも奈良の春日大社では祭

作ることが始まった。現在

穀物をひいて粉にし菓子を

間で唐様模倣が大流行し、

八世紀頃までは、貴族の

なっています。

が林浄因をまつる林神社と

の起源であり、埋めた場所

に埋めた。これが紅白饅頭

席者に配る一方、一組を土

婚式には紅白饅頭を作り列

誉が与えられた。二人の結

女官の一人を娶るという栄

た。当時の習慣から天皇の

代後半とされています。日

栽培が始まったのは鎌倉時

通じた稲作とともに入り、

のある中国から朝鮮半島を

年前の弥生時代に、原産地

伝来した一説では、約二千

評価を得ています。大豆が

く、ヘルシーな素材として

った大豆加工品の人気は高

でも豆腐、味噌、醤油とい

文化遺産になった和食。中

海外で注目を集め、無形

味があると考えられます。

夏越の祓いの人形と同じ意

す。

た美しい文字が当てられま

ばれ、雪月花（菜）といっ

にすむことからきらずと呼

から卯の花や包丁を使わず

残りますの意で、その白さ

おからは、茶殻と同様に

ばと呼ばれます。

は厚みがあることから男ゆ

いため女ゆば。対して日光

有名で京都産は薄く柔らか

す。湯葉は、京都と日光が

養分を受け継いだ食品で

大豆そのものに一番近い栄

豆と小麦とで作った麹と食

発酵させたもの。醤油は大

麦、大豆の麹と塩を混ぜて

主原料として米または大

雄の存在で、みそは大豆を

ど。味噌と醤油は和食の両

した赤色の江戸甘みそな

して麹をたっぷり使い、蒸

もの。京都の白みそに対抗

けながら手作りされてきた

に合った食文化の影響を受

の土地ならではの気候風土

るように、みそは本来、そ

手前みそという言葉があ

味噌と醤油ができ、この麹

酒とみりん、大豆と麹菌で

たものです。米と麹菌でお

塩水とを原料として醸造し

質を１００％糖に変える、

カビで米や大豆のでんぷん

という６ミクロンの緑色の

菌はアスペルギルスオリゼ

はきな粉餅など、単純に素

影響である。江戸初期まで

るようになったのも茶道の

魅了していった。菓銘に凝

しい菓子はたちまち人々を

る。見て美しく食べて美味

たのもこのころと思われ

こなし、練り切りが登場し

に小麦粉や餅の粉を加えた

れた。細工しやすいよう餡

肥や細工物の羊羹が工夫さ

り、京都ではなめらかな求

子屋があつらえるようにな

菓子も変わっていった。菓

会の隆盛にともない、茶席

る素朴なものであった。茶

菓子は亭主自らが手作りす

ってきた。千利休時代には、

和菓子は茶道とともに育

史

情報委員会委員長・青山征

京都府菓子工業組合ＩＴ

あろう。

美を生み、和をつくるので

このようにもてなす精神が

時間を逆算して作業する。

主は配慮し、菓子屋もその

に食べていただけるよう亭

ってくる。一番美味しい時

らないような淡いものとな

も茶の香りのさまたげにな

がふさわしい。また、香り

溶けが良くやわらかいもの

般の菓子と異なる点で、口

茶で菓子は脇役。そこが一

のである。あくまで主役は

美味しくいただくためのも

てなしのものであり、茶を

受け止める息子の姿に、思

矢澤一良氏（東京海洋大学

税担当係、上野東天紅

応、講師・経済産業省消費

務局・惠島理子

館

２月

日、食品表示研

修会、笠間市中央公民

日、鹿児島お菓

３月

日、研修会、講

師・鈴木徹郎氏（船井

日、被災地支援

総 合 研 究 所 ）、 富 山 国 際 会

議場

３月

日、

菓子販売会、東京・丸

の内マルシェ、３月

「菓子文化を親しむ集い」、

講師・加藤淳氏（農学博士）、

藪光生氏（全国和菓子協会

専 務 理 事 ）、 一 関 市・ ベ リ

ーノホテル一関

材を表していたものが、次

その頃中国から点心として

わず「親子鷹」のことばが

今後もますます地域を超

「 社 長 は、 ど の 規 模 で や

えて愛される菓子店に発展

いました。

要 」「 三 代 目 と し て 守 り に

児島の和菓子職人の若手を

あります。

入るな。つぶすつもりで頑

けん引する旗頭の一人でも

俗に「三代目はなんとや

供し、お客様の反応や手ご

き込んでいくという店主の

ら」と言われますが、この

たえを直に感じ、現場で磨

一店舗へのこだわりこそ

象的な店主の此元正明さん

こちらの代表銘菓「生茶

が、「ここでしか買えない」

は二代目。

だ い ふ く 」「 鼓 腹 」 は、 こ

れる、まさに自然の恵み豊

その景色に調和し、思わ

れを求めるために、遠方か

浮かびました。

ず引きこまれる、凛とした

されることでしょう。

れるかを見極める力が必

たたずまいの菓子店「竹林

張れ」と檄を飛ばしつつも、

の里」ともよばれており、

「親父の背中」を見てきた

竹林面積日本一の鹿児島

というレア感を生んでいる

乃郷

らわざわざ車を走らせ訪れ

川内川がとうとうと流れ、

湯気院」があります。

県ですが、その中でも薩摩

行事予定
日、講演会「心

ンプラザホテル福岡

•••••••••••••••••••••••••••••

特 任 教 授 ）、 Ａ Ｎ Ａ ク ラ ウ

鹿児島県菓子工業組合事

信頼し寛大に見守る父親の
とても勉強熱心な方で、

思いと、それをしっかりと

作ったものをその場で提

三代目の瞳は、臆すること

訪れたお客様と和気あい

なく力強さをたたえ輝いて

あいと語らう姿がとても印

のでしょう。

初夏にはホタルが舞い踊

様々な研修会や講習会でお
見かけするので、お聞きす

２月

治 氏（ 菓 子 処 喜 久 春 ）、 村

２月

子の商談会、鹿児島市

日、消費税転嫁

・勤労交流センター
２月

対策特別措置法への対

12

ると、「どんな話の中にも、
少なくとも必ず２％は為に

日、菓子技術講

氏（ 菓 匠 庵 白 穂 ）、 ㈱ カ リ

２月
師・関橋英作氏（㈱МＵＳ

で 食 べ る お 菓 子 」、 講

Ｂ 代 表 取 締 役 ）、 八 戸 グ ラ

なる情報がある。たとえそ
の時すぐに役に立たなくて

ョー

田友希（洋菓子マウンテン

習会、講師・新澤貴之
もいい。いい情報を意識し

ンドホテル
日、製菓技術講

を求めがちなものですが、

ス ー シ ェ フ ）、 京 都 府 中 京

習会、講師・西山喜久

２月

てキャッチし、学び続ける
ことが重要」と話されまし

その２％を見抜く洞察力に

た。得てして人は１００％

感心させられました。

日、「 機 能 性 お

区・堀九来堂
２月

やつ」勉強会、講師・

富山

り、大地の恵みの温泉が溢

るほどの人気商品です。

かな風光明媚な地域です。

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

新養生訓 ｢大豆を尽くす｣
（日本放送協出版協会）

29
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26
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27

そして千葉で５年間修業
を積んだ三代目の一晶さん
は、真摯に努力精進し、鹿

茨城

鹿児島

東京

14

福井

17

19

19

岩手

青森

京都

福岡

郡さつま町宮之城は竹林の

竹林乃郷

湯気院

町として有名で「かぐや姫

此元さん親子

竹林乃郷 湯気院
～ 親子鷹 ～

伝わっていた饅頭は、中に

和菓子／中島久枝
（柴田ブックス）

絶えたという。右近の橘や
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伝統の銘菓

﹁生姜せんべい﹂と﹁おいり﹂

た貯蔵庫﹁しょうが穴﹂で

姜をぜいたくに使用してい

甘くて香り豊かな生姜蜜を

た︒砂丘の撮影のたびに来

あられと違って︑水飴で固

﹁おいり﹂を製造している︒

ン菓子とピーナッツ入りの

そして深澤製菓のポン菓子

められ︑着色されてない︒

昔は︑残したご飯を使っ

店した写真家の植田正治

て各家庭で作っていた︒家

たっぷりのせて仕上げてい
は︑城北たまだ屋のせんべ

がある︒

いを亡くなる日の朝も食べ

老舗の宝月堂は﹁民芸の

る︒

る︒

年 の 創 業 時 よ り︑﹁ 生 姜

いずみ屋製菓では︑昭和

半年以上も貯蔵︒土の中で
熟成させることで︑生姜の
美味しさをさらに引き出し

鳥取県東部には旧暦３月

父﹂といわれる吉田璋也の

によってはかき餅を入れる

せんべい﹂を焼き続けてい

ていた︒

本海の白波に見立てている︒

ている︒

鳥取市の代表的なお菓子

３日にひな祭りを祝う習慣

る︒数種類の小麦粉をブレ

が残っているが︑それに欠

ンドし︑シャキッと焼き上

など︑それぞれの家庭の独

江戸時代から伝わるとい

自の﹁おいり﹂が作られて

われる﹁生姜せんべい﹂は︑

もう一つの鳥取の代表的

かつて鹿野城主の亀井公

なお菓子は﹁おいり﹂だ︒

が朱印船貿易により東南ア

年より生姜せんべいの製

の一つに﹁生姜せんべい﹂

プロデュースにより︑昭和

がある︒緩やかな波状は︑
げ︑地元産の生姜で作った

か せ な い お 菓 子 が﹁ お い

この地で育まれた上質な生

米粉でつくった三種類の

谷寛

鳥取県菓子工業組合・小

売される︒

り ﹂︒ １ 月 か ら ４ 月 ま で 販

いた︒

ジアから生姜を移入し︑現

年創業のホテイ堂

もともとは干した飯を炒

昭和

﹁おいり﹂を製造している︒

では炒った米︑ポン菓子︑

城北たまだ屋が玉田やか

り︑水飴を絡めて︑手で握

務所大会議室において広島

日︑組合事

埼玉県菓子工業組合では

た︒

人に賞状と記念品を授与し

栄誉に輝いた受賞者一人一

機械関係各社に来賓頂き︑

進め︑それぞれの賞を受賞

・茶道家元賞と順次表彰を

たが︑農林水産省受賞２社

名誉総裁賞受賞は無しでし

上映した︒今回本県からは

て︑式典終了まで繰り返し

枚をスライドショーにし

ろしま菓子博の写真２００

のやり難さは埼玉が全国一

です︒おそらく菓子店経営

業界内の競争は激化の一途

有名観光地の無い埼玉菓子

てきていまして︑なおかつ

から同業各社が進出をかけ

な事は無く︑それだけ全国

売しやすいかと言うとそん

平成

年
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はじめに当組合理事長小

と喜びをあらわにしていま

に菓子工業者としての誇り

した受賞者は︑晴れの舞台

感じている会員が特別多い

った﹁今でしょ！﹂を強く

でしょう︒昨年流行語にな

な酒好きな人に食べさせた

っている︒この菓子はそん

子供や女性の食べ物だと思

む︑特に男性は︑甘い物は

悲しいにつけ︑すぐ酒を飲

ではないが︑嬉しいにつけ︑

い︒何十回も試作を重ね︑

を絞ると酒が浸み込まな

酒が抜けてしまい︑又生地

ましたが︑生地を浮かすと

速︑生地作りに取りかかり

込ませてはと思い付き早

きました︒大事なのは肝心

やっと今のパッケージがで

度となく打ち合わせをし︑

トに︑デザイナーさんと幾

日本酒や土佐をコンセプ

す︒

た︒次は﹃パッケージ﹄で

き受賞者への賞状と記念品

賓の皆さまにご挨拶いただ

開始となった︒つづいて来

れ︑晴れやかな雰囲気での

の栄誉を讃える挨拶がなさ

の博覧会で受賞した皆さま

説明・経過報告︑及び今回

大博覧会︵広島菓子博︶の

い︑広島菓子博の反省や次

式典終了後に懇親会を行

無事式典を終了した︒

ている内容の説明があり︑

子博にむけて全菓連で進め

回開催予定の三重県伊勢菓

した︒最後に理事長から次

最新日付の真新しい賞状は

る良いものです︒それでも

状は時代と歴史を感じさせ

大博覧会ですから︑昔の賞

現状です︒

のが埼玉県菓子工業組合の

酒の国土佐で試行錯誤

男性も女性も良く酒を飲

試行錯誤の上生地が完成し

ん﹄をサンドしてはどうか

その時社員から﹃小豆あ

おります︒

のお客様よりご好評頂いて

の代表銘菓に成長し︑全国

長・刈谷義明

圏大都市部に属す

通り当県は︑首都

ました︒ご存知の

と印象深い話も出

のが重要でないか

客にアピールする

をしている姿を顧

状で︑今現在努力

賞状より最新の賞

で︑色あせた古い

組み方とさせていただきま

向けた今現在の提案と取り

県菓子工業組合の組合員に

菓子博覧会に向けた当埼玉

いかと言う事を︑次回伊勢

ルする必要があるのじゃな

賞し︑併せて顧客にアピー

で今売りだしてる商品で受

るには最新の菓子大博覧会

の方も︑その価値を維持す

兼広報・中島祥夫

埼玉県菓子工業組合監事

す︒

人口が多ければ商

も全国有数です︒

る地域も多く人口

１００年の伝統ある菓子

む︑﹃日本全国酒飲み音頭﹄

いと言う思いから生まれま

改良を重ね現在の味にたど

気持ち良いものです︒菓子

り着きました︒

博覧会の古い賞状をお持ち
人達と飲みくらべ︑味も香

最後に﹃ネーミング﹄で

回の取り組み方など︑出席
ある日酒造メーカーの人

りもまろやかな︑吟醸酒に

す︒これも色々意見も出た

者各自話も膨らみ話のなか
達と酒を酌み交す機会があ

決定︑やっと生地にたっぷ

が︑いかにも酒の国土佐を

の授与と移り︑併せてパソ

り︑日本酒の消費がだんだ

りの日本酒を浸み込ませた

表現するにふさわしい﹃吟

コンとモニターを用い︑ひ

ん落ち込んでいる︒なんと

菓子が出来上がったが﹃ブ

醸カステラ蔵出し﹄に決定︒

の味︒これもお客様のご意

か消費を伸ばしたいが日本

ランデーケーキ﹄の日本酒

見も取り入れ︑幾度となく

酒を使った菓子が出来ない

パンのようで何か今一ピン

ました︒次は酒をどんな酒

かという話しになりまし

と提案があり早速試作をし

それより 年︑今では我社

れ以外に何か出来ないかと

てみたところ︑まずまずの

と来ない⁝

た︒
今まで﹃ゼリーや酒まん

考えた時︑フッと頭に浮か

出来で一つの菓子が誕生し

じゅう﹄などはあるが︑そ

んだのが﹃ブランデーケー

高知県菓子工業組合理事
キ﹄のように日本酒を浸み

ひろしま菓子大博覧会褒章授与式

にするか︑酒造メーカーの

島正二より第

回全国菓子

最新の賞状で顧客アピールを

月

位及び業界関係材料関係や

開催した︒当日は受賞者各

19

玉
埼

ひろしま菓子大博覧会褒章授与式

菓子大博覧会褒章授与式を



姜せんべい﹂の製造を担っ

年創業の和楽ではポ
った形にしたお菓子︒ひな

守り続けている︒

12

27
ら昭和 年に分家して﹁生

付けられたようだ︒

製造過程で米を炒っている

在の鳥取市気高町で栽培を

造をはじめ︑手仕事による

砂丘の風紋を︑そして︑刷

奨励した︒今では︑収穫し

大正

毛でさっと塗られた生姜砂

ところから﹁おいり﹂と名

糖は︑砂丘にうっすらと降
た生姜は︑防空壕を利用し

﹁民芸せんべい﹂の概念を

り積もった雪︑あるいは日

おいり
した︒

我社の人気銘菓
年前︑この菓子

は誕生した︒土佐は酒の国︑

今から

知

52

42

11
30

高

26

23

取
鳥


生姜せんべい
吟醸カステラ蔵出し

35

平成26年２月15日 （６）
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聞
新
業
子

工
菓
（第三種郵便物認可）

第899号

わ れ る〝 金 太 郎 飴 〟） で、

の手芸キャンデー（俗に言
幾ら…〟の商売になりがち

くややもすると〝㎏あたり

ました。

らないのも現実となってい

価格競争に勝ち残らねばな

流通に乗せる為には厳しい

満載したＨＰは、一般の消

的だった菓子業界の情報を

が、その反面これまで閉鎖

何とも心細いものでした

た。

を展開するようになりまし

ページでのウェブビジネス

を切っ掛けに一般へのパソ

た同社の試みは、商品の完

…」をキャッチコピーとし

ナルキャンデーを作ります

用、その中の１人は３年間

今までに４人の若者を採

ら多くの問合せもあって、

釜が目一杯と言う

成長し、多くの企業がイン

には無理がある…」と考え

でＨＰの管理・運営をする

しかし「仕事の傍ら自前

なって今では流通〜ウェブ

なり、同社の柱的な存在と

える注文が舞い込むように

現在月に１００件を優に越

このビジネスモデルは、

らすればものの数ではなか

こで売っていますか」など、

は 初 め て で す 」 と か、「 ど

な気もするが、いたに萬幸

昔からどこかにあったよう

か る。「 亀 甲 せ ん べ い 」 は

り、問い合わせに拍車がか

ーからであり、彼らの情報

はなく、スーパーのバイヤ

る。火が付いたのは問屋で

約１００円高い設定であ

高いからだ

気に召さず、

の菓子問屋の

格設定が当時

少し高めの価

う。以前から

していたとい

から製造販売

となっている。一見和風の

のカラメライズが命の商品

ンスが絶妙であり、砂糖類

う。それに生地と豆のバラ

気を使っているのであろ

ところ（塩の銘柄など）に

ている。表示されていない

べると確かにおいしくでき

のものと姿は同じでも、食

結びつけるのである。他社

※和菓子技術者としての各種菓子製造技法を懇切に指導する。

技能開発コース < 56.0 時間 >

少人数で和菓子技術を学びませんか。 資料をご請求ください。

< お問い合わせ先 >

《締切》 ２月２８日 （金）

手芸キャンデー
でした。ところが同社の作

では「後継者の育成」を目

コン普及は一気に加速し、

の遊園地〝花やしき〟そば

ターネットを通じた直販事

た浅野氏は、このノウハウ

ラリヤでほとんどが死んで

った。夜遅くまで機械の整

もっとも「亀甲せんべい」

め、という評

顔をしているが若い女性か

http://itani-m.com/

大阪府菓子工業組合・中
島孝夫

基礎学科コース <28 時間 >

繁盛店訪問

る手作りの手芸キャンデー
費者から結構な反響を呼

また、情報発信と言う面

㍉の飴を

そこへ、第一の大きな転

的に、ＨＰで若手飴職人の

㍉×厚み

１個１個をピロー個包装し
は、絵柄を飴で作り込むと

募集を告知した所、全国か

直径

㍉〜

び、中でも「世界にただ一

たタイプから、直径

つだけ、貴方だけのオリジ

インターネットＨＰなどの

で独立開業したお弟子さん

業を展開していますが、当

を旧知の菓子卸商社の若社

しまう。九死に一生そのま

にはＱＲコードがついてお

ころが大阪市内に盛業中で

価であった。

らも声が寄せられる。ます

網が、客の声として取引に

備に携わる父の姿を祐一現

あるが、勝廣氏の弟さんが

それでも続け

年前

社長は見て育った。

戦争体験者に２種あっ

戦後一緒に仕事をはじめら

たことが良か

ます今後も有望商品である。
った。

３０円が現在
の１袋価格で
ある。確かに
他のせんべい
より袋当たり

㈱いたに萬幸堂

枚３

堂でも

まに、奇跡的に生き残られ

て、あまりの悲惨を見てし

れ、切磋琢磨し今日では両

当時の意識は「飴」が入っ

「こんなおいしいお菓子

合わせが届く。

JR 松江駅より徒歩 10 分

㈾浅野製菓
（名古屋市中村区）
のヒットです。これ

機が訪れました。ウィンド

状 況 で、〝 生 産 効 率 が 良 い

ウズ

…〟とはお世辞にも言えな

１日に生産できる数量は

いう手間仕事で、オマケに

㍉の棒付きタイプまで

るのが、手作りの手芸キャ

一般流通〜土産物ルートで

の修行を終えて東京

様々な形態があります。

ンデーメーカー㈾浅野製菓

したが、数ある菓子製品の

成度の高さから徐々に広が

化を図って盛業を極めてい

占化や後継者難、製造設備

（浅野和彦社長・本社＝名

情報発信も手軽に行えるよ

大手小売業への販路の寡

の老朽化など厳しい業界環

古屋市中村区）さんです。
い状況。加えて、精魂込め

りを見せＨＰ開設から３年

㎏釜で

境が続く中、自らの企業規

中でキャンデーはどちらか

ほどでリピーターを有する

今でこそ〝楽天〟に代表

うになりました。

時は自前のＨＰを展開して

とバランスの取れた事業形

も見えます。

いる企業もまばらで、管理

長に相談し、ＨＰの運営と

態となっています。

されるウェブビジネスは急

の手間や代金決済の部分で

商談〜代金決済を卸商さん

局

愛知県菓子工業組合事務

に委ね、自らは製造に徹す
る事とし、現在の様な独自

ＨＰ専門のデザイナーも
無く、素人が作るページは、

も色々な問題がありました。

にまで拡大しました。

て作り上げた商品が、一般

これまで同社の主販路は

模や製品特性等を熟慮して
同社の主製品は、手作り

大阪柏原の
『亀甲せんべい』

㈱いたに萬幸堂

大阪萬幸堂という同じせ

まった人たちは、戦後活躍

社長が貴重な記録として校

なさる事無く過ごされた例

社は大阪のせんべい量産メ

場は信貴山麓に位置し、そ

と、あの苦労以上の苦労は

ーカーとして有望視されて

この菓子工業新聞は、マ

まず、㈱いたに萬幸堂の

ないのだとばかりに、慣れ

いる。

んべいを製造されていると

号線沿

ぬ仕事に挑戦して大いに財

甲せんべい」に戻ろう。売

正し出版されている。

いの柏原市今町に工場があ

を得た方々も知っている。

れ続けるものに実は共通点

の心配は無用である。ほと

る。現社長祐一氏は二代目

初代伊谷勝廣氏は後者の方

がある。口コミの凄さであ

んど宣伝もしていないにも

ているように、一般菓子（流

で、創業者の伊谷勝廣氏は

で、農地はそのままに心機

ークのデザインからして、

通菓子）も大いに仲間であ

柏原市雁多尾に広大なぶど

一転、せんべい製造業にま

和風生菓子が意識されてい

ったはずである。そこで、

う畑と畑を有していた豪農

る。特に最近はスマホが、

かかわらず、どうして売れ

今回は大阪府柏原市にある

の出身である（現在は桜の

い進されることになった。

良し悪しの情報を瞬時に伝

る。記事もどちらかと言え

㈱いたに萬幸堂の「亀甲せ

名所）［あゝ悲しき従軍記］

決して１本調子で事業が

えてくれる。今でも毎日数

続けているのだろうか。

んべい」を紹介したい。こ

という菓業人必読の書を残

成功したのではなかった。

回「亀甲せんべい」の問い

ば和洋生菓子中心になって

の商品、とにかくよく売れ

しておられる。既に敗色濃

戦地の苦難と異なる厳しさ

いる。全国菓子飴大品評会

ていて３年前から季節に限

年、海軍兵として

話をしよう。国道

らず、１週間に２日は徹夜

い昭和

であったが、忍耐と真面目

それでは売れ続ける「亀

作業を続けている。町中の

さはあのレイテでの体験か

㈱いたに萬幸堂の亀甲せんべい

たという手記である。祐一

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

浅野和彦社長

と言うと差別化が図りつら

浅
･草

新たな販売先や製品の差別

95

35

小さな輸送船でレイテ島に

専門実技 （56.0）

10

渡り、戦友たちが飢餓とマ

okasi-simane@mable.ne.jp

http://www2.crosstalk.or.jp/cake/

授業料 （年間）
99,000 円

※菓子製造の基礎となる製菓材料、 製餡などを指導する。

20

工場なら、ご近所から文句

島根県松江市白潟本町 43 スティックビル 4F
TEL.0852-32-0814 FAX.0852-32-0848

島根県菓子工業組合

10

授業料 （年間）
66,000 円

※名産品開発、 茶席菓子、 その他、 応用技術をマスターして
より高度な技術を習得し、 商品開発を行える技能者を育成する。

松本茂治 島根県優秀専門技能者
大江克之 全国和菓子協会認定
「選 ・ 和菓子職」
狩野郁雄 全国和菓子協会認定
「選 ・ 和菓子職」
太田聡 島根県優秀専門技能者
山口章 山口商店社長
永江宏 永江製粉社長

2.

手芸キャンデー

基礎学科コース、
実技コースはセッ
ト受講になります。

実技コース < 56 時間 >

訓練場所と訓練方法

蒸し物 （10.5）、 餡物 （10.5）、 焼き物 （10.5）
流し物 （7.0）、 求肥 （7.0）、 包餡 （3.5）、 総括 （7.0）

島根県松江市 ・ 市民活動センター 4Ｆの菓子づくりホール及び研修室
を訓練場所として、 座学指導と実技指導を午前９時から午後５時まで
の、 一日７時間で集団指導を行い、 菓子技術者としての基礎知識と
応用技術を身につける。 月１回程度 （全て金曜日） 開校しますので、
仕事をしながらの受講も可能です。

松江和菓子についての特別講座 内籐 守（島根県菓子工業組合 顧問）

認定職業訓練校 ～ 優秀な指導員・充実の設備 ～

製菓材料 （3.5）、 製菓理論 ・ 製餡 （24.5）

1.

島根県菓子技術専門校

3.

平成 26 年度 担当指導員予定

20

12

25

も出るところだろうが、工

19

訓練コースと訓練時間 及び 授業料

平成 26 年度 （第 18 期） 入学案内

20
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（７） 平成26年２月15日

全菓連では全国組合研修会で「従業員教育と接

遇について」をテーマにパネルディスカッション

を行いました。

会社及び自己紹介

を作っていました。私が大
阪の学校を出て東京製菓学
校で和菓子、洋菓子を勉強
し、家に帰って「和菓子屋
をしようか、洋菓子屋をし
ようか」と悩みました。和
菓子は、いちご大福も栗饅
頭も中に包みます。洋菓子
は上に積み上げていきま
す。私は性格上地味でおし
とやかなので和菓子屋にな

三重県四日市市にある富寿
家の早川です。私で、４代
り

渡辺嘉一郎（全菓連総務・
コ ー デ ィ ネ ー タ ー） 毎 年
目で百年以上続いておりま

その①

２回改築と移転で、次第に

大きくなってきました。や

っていることは皆さんと一

緒だと思いますが、運だけ
で来た感じです。

目黒留美子（お菓子の蔵太

郎 庵・ 福 島 ） 福 島 県 会 津

から来たお菓子の蔵・太郎

万のところに

店舗あ

庵の目黒留美子です。人口

り、２キロ圏内のお客様を

思います。教育は最大の難

教育をテーマに行いたいと

ョンですが、今年は従業員

清月堂の西村です。私は菓

庫） 兵庫県から来た西村

西村欣祐（西村清月堂・兵

販売しております。

す。和菓子と洋菓子を製造

たと思っています。

も和菓子屋になってよかっ

械で大変です。労働時間で

菓子屋はいきなり大きな機

と機械がついてきます。洋

しますが、半自動、全自動

ばどら焼きは最初、手で流

香川） 香川県の高松市か

目です。初代は和菓子だけ

と申します。私自身は３代

戻りました。家族経営だっ

になってまた和菓子だけに

立ち上げ、現在に至ってい

営店として太郎庵１号店を

中心に会津だけにこだわっ

事業であり、１、２日では

子屋の息子ではないのです

た菓子作りをしています。

結果の出ない大変な課題で

が、おじさん、おばさんが

年、現社長の

す。まず、最初に自己紹介

年に直

すが、やる気や向上心、考

弊害とまではいかないで

皆が残って作ります。持ち

で、そういう社風ができて、

プもしますから右へ倣え

月の出品を作ります。トッ

す。終わってから社員が毎

り、工場は４時に終わりま

分から始ま

行きます。だけど洋菓子屋

うと、ほとんど洋菓子屋に

菓子屋に行きなさい」とい

屋に行きなさい。中間は洋

り返しでもいい人は和菓子

たり、地味で同じことの繰

こつこつ真面目に絵を描い

なく、おっとりした感じの

然違っていたという感じは

して来ます。採用して、全

がぴったりの人が、往々に

当にゆとり世代という言葉

ます。しかし、当社には本

方、色々な人がいると思い

気があってバリバリする

て、自信を持たせています。 業になるのか、手当はどう

うしたところで認めてあげ

ど息抜きの機会を設け、そ

ューやバドミントン大会な

います。なので、バーベキ

と思いながらしていると思

から遅いと言われ、大変だ

間の意識が強く「それは残

技術訓練が大切ですが、時

ン的な感覚です。洋菓子は

て来るよりも、サラリーマ

子の技術を高めたいと思っ

る人が大半で、本当にお菓

して創業し、昭和

２万人の町で目黒菓子店と

父が会津坂下町という人口

創業は昭和

をお願いします。

ます。

番受けるかといえば、苦労

える力をもっとつけて欲し

に行った私の友人は１年足

と聞きました。まず従業員

ってきて、弊害が出ている」

教育を受けた子供たちが入

るようになり、製菓学校の

お菓子屋さんの息子を預か

っていました。それから、

房と２人で朝から晩までや

売を引き継ぎ、その時は女

年、

ら、会社の離職率も低くな

を作ることが好きになれた

けど、工場に残り、お菓子

遊びたい」となります。だ

ドを押して早く帰りたい、

てしまったら「タイムカー

サラリーマン化しない。し

お菓子を好きになる。要は

で、写実的なことが頭に入

は抽象的な作品が多いの

に興味を持つとか。和菓子

教えたら、俳句や呉服の柄

えます。例えば工芸菓子を

戦力になるように何でも教

います。だから、私らは即

和菓子屋に来た子は残って

らずで辞めてしまいます。

も参加してもらいます。最

けます。入社前の新年会に

でになるべく会う機会を設

採用するので、先ず入社ま

辺も何となく分かっていて

る気がないというか、その

だ、欲がないというか、や

のでびっくりしません。た

子というのが分かっている

作っていけたらと思います。

間を作り、そういう社風を

遅いですが、できるだけ時

す。仕事は早く終わらず、

めると下の者は付いてきま

のですが、上の者がやり始

ういう社風がなかなかない

と思いました。当社にはそ

んがすると聞き、社風だな

西村さんのところは皆さ

いう講習会があるけれど行

形でしたが、最近は「こう

か」と会社からお願いする

う講習に参加してみない

とです。今までは「こうい

をあげて参加してもらうこ

色々な勉強会に自主的に手

そ の 中 で 気 づ い た の は、

くなったことは確かです。

なんだ」と気にする子が多

どがない気がします。

した話です。このパネルデ

寄り会に出品することで、

育成、特に最近の若い人で

教壇にも立って、私の話に

ります。女の子でも

新聞で読者に何が一

ィスカッションをする前、
いです。

苦労されていることをお話

興味を持ってくれた生徒が

その子たち一生の天職にな

菓子に興味を持ち、それが

そういうことを通じて和

ってなかったら表現できま

があります。

あげると喜んでするところ

と認めてあげます。褒めて

好きだから「歌が上手だね」

ケに行ったりして歌うのが

近の子は若い頃からカラオ

目黒

す。

めることが大切だと思いま

いいます。言葉に出して褒

ろう」というのは怠慢だと

わなくても分かっているだ

大事ですよね。経営者が「言

渡辺

褒めることはすごく

ばしてあげたいと思ってい

きたので、そういう子を伸

外にやる気がある子がでて

にしました。そうしたら意

と公休を利用しての挙手制

く人は希望してください」

代で親から商

しください。

私の会社に入ってくれまし

月に入り７月には和菓子

ります。その仕事が好きに

ただ、仕事ではなかなか

業の１つとして入社してく

私は

早川

屋、洋菓子屋、パン屋にす

褒めるところが見つからな

がないと思います。今の従
業員も時間が来たら帰れる

年間、大阪の二

ホームな感じです。
また、

年といます。大学を出て

るか迷います。私は「大き

なり、一生続ける社風を作

い。本人にしてみたら先輩

りません。製菓学校でも４

せん。

六会という研究団体に入っ

凄く優秀な方、やる

っていくことが大事です。

も好きな道はなかなか分か

ています。毎月講習会と持

なざっくりした仕事がした

濱田

名の小さな会社でアット

し、それ以上頑張らなくて

い、早く起きて仕事できる

代といわれる子供たちは欲

も給料は保障されていま

ち寄り会があり、若い方た

人はパン屋に行きなさい。

次号に続く。

ます。

す。もう少し技術向上した

ちが近畿一円から１５０名

私どもでは地域の企
集まって出品します。私の

専門学校で教えてい

た時期があり、その時に感

た。今は社員８名、パート

渡辺

製菓学校の先生をしていた
西村

54

じたことですが、ゆとり世

会社は６時

24

早川さんに「最近、ゆとり

従業員育成で苦労されていること

たのですが、運良く店舗の

年間たちました。例え

恒例のパネルディスカッシ

11

で、２代目は和洋菓子。私

全国組合研修会でのパネルディスカッション

ら来た夢菓房たからの濱田

早川 賢 氏（富寿家）
濱田 浩二 氏（夢菓房たから）
西村 欣祐 氏（西村清月堂） 目黒 留美子 氏（お菓子の蔵太郎庵）

濱田浩二（夢菓房たから・

従業員教育 と 接遇 について

駄菓子屋をしており、最中

パネルディスカッション

いとか、コンテストに出る

10

ために遅くまで練習するな

40

15

30

40

早 川 賢（ 富 寿 家・ 三 重 ）

40

20
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平成26年２月15日 （８）
（毎月 15 日発行）
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全国菓子工業組合連合会青年部では第

回東北

代表取締役社長︶を講師に迎え︑﹁マメに

年７月の大会で︑山形

成６年︒一番新しいのは平
成

役社長で︑山形県菓子工業

株式会社でん六の代表取締

私は山形市に本社がある

は何歳まで入れるのか議論

の会長をしていた︒青年部

菓子工業組合青年部連合会

持ってきた︒当時は山形県

で開催をされた時の資料を

組合の常務理事をしてい
がある︒山形県でも当時は

る︒昭和
年には還暦になる︒私

その①
受けさせていただいた︒業
トも入れて７５０〜７６０

いた︒実は私も平成

年︑

部で

体の銅像を建立して

忙しい時期なので︑これか

年末商戦向けの商品で一番

の経営理念や方針が生まれ

るので︑その中で自分なり

いると経営環境の変化があ

ている︒長く社長業をして

を建立していた︒それは会

大学生のころには毎年銅像

ある︒私が中学生︑高校生︑

うに﹂という言葉が刻んで

形の人

いる︒銅像の碑文には﹁山

が︑私が経営者としていつ

ら繁忙期に入る︒逆に夏場

てくると思う︒最初に３人

年目になっ

も心がけていることを中心

は甘納豆やチョコレートな

社長に就任し

に話したい︒

どの甘いものがあまり売れ

社の金ではなくて︑自分の

月︑１月は節分や

株式会社でん六は流通菓

の経営者と経営理念につい

人だ︒

子を製造・販売している︒
ないので︑比較的ひまな時

て話をしたい︒

界や会社の経営の話もある

比較的日持ちのする豆菓
期である︒

創業者は祖父の鈴木傳六

市内で一番有名なものは城

像を各地に建立した︒山形

り︑晩年は絵画を描いて銅

期経験した政治家でもあ

と同時に︑県議会議員を４

鈴木傳六は創業者である

くさん建立したが︑地元の

るようだ︒昭和

地に来たと思っていただけ

像を見た観光客にも︑観光

観光スポットになって︑銅

議に思っていたが︑現在は

そんなに頑張るのかと不思

財産で建立しており︑なぜ

みな幸せになるよ

子︑チョコレート︑甘納豆

で︑その名前を取って︑で

跡の霞城公園内にある最上

などを製造し︑自前の店は

していただいている︒スー

ん六豆という︒その後︑社

人たちが歴史や文化に対し

コンビニやスーパーで販売

なく問屋を通じて小売業の

パーとコンビニで売り上げ

名も鈴木製菓株式会社から

て誇りを持つものになり︑

の北にあり国後島が見える

思う︒単なる経営者ではな

山形の人みな幸
せになるように

のほとんどを占めている︒

義光公で︑後ろの二本足で

価値が随分上がっていると

年代にた

北は北海道札幌から南は九

立っている大きな騎馬像で

年くらい社長

くて︑そういう幅広い活動

の息子が青年部に入ったら

成

株式会社でん六と改めた︒

ある︒他には北海道の根室

ん六豆を発売して大変売れ

２代目とも

をした︒

は山形県の青年部の第３代
州福岡まで十数ヶ所に営業

２代目社長は父の鈴木傳四

私が青年部で活動してい
たので︑会社は年々大きく

別海町に︑北方四島返還叫

卒業と話していた記憶があ

郎で︑３代目が私だ︒初代︑

た時にお世話になった方々

びの像を寄贈している︒全

目会長を仰せつかってい
年にで

で修行しているので︑私は

業をして︑会長に退くとい

拠点がある︒昭和

道菓業青年会ブロック協議

うように長く経営者をして

０円を頂戴した︒また︑工

た︒親から開業資金︑５０

き︑最終的に認めてもらっ

が親の借金を肩代わりしな

った︒独立をするのは自分

を払い続けることが条件だ

半年に一度３００円の利息

を背負って独立したので︑

訣で﹁相互信頼の経営﹂と

る相手と商売することが秘

だから︑お互いに信用でき

いと︑後で大変な目に遭う︒

信用できる相手と商売しな

していった︒

を自分の会社の経営に生か

は危機感を持ち︑その理想

で︑政治家もしていた傳六

時は労働組合運動が盛ん

もつくり︑昭和

年から天

ん六という社名と丸いロゴ

ャラクターをつくった︒で

ちゃんというマスコットキ

のはしりみたいだが︑でん

トにコンサルティングして

定という経営コンサルタン

状態だった︒困って︑一倉

うしたらいいかわからない

くなったかわからない︑ど

す︒その観点でいえば︑今

れるか︑それが大事なんで

れだけ小回りをきかせてく

す﹂と言われて大変ショッ

ーのほうが大きな存在で

お付合いをしているメーカ

回で平

場と自宅の土地と建物もい

いう経営理念を打ち出し

創業期の苦難

ただいて大変よかったが︑

た︒お客様︑お得意様︑お

年︑関東大

震災の翌年であった︒創業

ければ︑本家が倒れてしま

取引先︑従業員︑株主︑業
界︑地域社会︑いろいろな

は︑先代が社長をしていた

２代目の鈴木傳四郎社長

知総子が歌ったでん六豆の

屋のルートセールスの車に

﹁子供の日﹂
の紙袋を斡旋

クを受けて帰ってきた︒

次号に続く︒

う︒

同バックは紋日を盛り上

げ︑柏餅︑ちまきなどのお

めに︑鯉のぼりを画いてい

乗せてもらったり︑豆屋に

歌も開始している︒昭和

る︒袋の側面には﹁ちまき

年代にはコーポレートアイ

菓子協同組合作成の﹁子供

菓子を販売促進して頂くた

の日﹂の紙袋を本年も取扱

鯉のぼりを画いた

全菓連では毎年斡旋して

話を聞きに行ったり︑お得

好評を得ている︑大阪府生

た︒でん六豆がヒットした

面で社長をカバーしてき

ていい︒若いころから実務

経営者︑共同創業者と言っ

会社なので︑その柱がぐら

でん六豆一本で立っていた

ら今度は衰退期に入った︒

り︑会社は発展︑成熟した

く影響し︑売り上げも上が

でん六豆のヒットが大き

経営規模が大きく︑いい商

し上げたら﹁でん六さんは

﹁でん六をよろしく﹂と申

訪問した︒若いバイヤーに

ビニエンス・ストアに表敬

日本にできて間がないコン

▽送料＝着払い

２箱以上から︒

▽注文数＝１箱百枚入り

別︶

▽価格＝ ・ 円／枚︵税

詳細は次の通り︒

に問い合わせるとよい︒

るので︑各県の組合事務所

連でも注文を受け付けてい

購入を希望する方は全菓

かしわもちも

意様のスーパーや問屋に行

デンティティの主なものを
してしまった︒

要因はいろいろあるが︑宣

つくと途端に経営がおかし

品を持っているのは知って

50

創業は大正

期の苦労を話すと︑もとも

うという危機意識もあっ

相手︑関係者があるが︑全



本家の莫大な借金のなか

た︒しかし︑そんな莫大な
借金を抱えて自分がどうし

て相互信頼で結びつけたい︒

いただいた︒全国のお菓子

と自分の父親と兄がしてい
で︑一番大変な高利貸しか

ようもなくなるのではない

祖父は﹁経営者と従業員

伝でマスコミを使ったコマ

くなった︒売り上げは下が

たべたべ

ったり︑売り場も見てきた︒

の相互信頼関係が全ての出

ーシャルがすばらしかっ

り赤字になった時︑初代社

いますが︑弊社にとっては︑

現役社長が１年余りそうい

今の株式会社でん六は存在

発点だ﹂と強く言っていた︒

た︒今の我々がまねできな

たいしたことではありませ

社会の変化

しない︒私の父も生まれな

﹁労使一体運命共同体﹂と

いくらい積極的だった︒昭

長から２代目に交代した︒

ん︒私どもの店のためにど

時の専務と副社長で︑共同

かと不安を感じたと思う
が︑あえて独立した︒その

かったし︑私も誕生するこ

会社に額に入れてかけてあ

年︑コーポレートアイ

実際に社長になってみる

〜﹂と書かれている︒

とはなかったので︑創業者

るが﹁労使一体であって運

和

と︑なぜでん六豆が売れな

う活動をしたそうだ︒

の独立はありがたいと思

命共同体である︒こうした

デンティティという言葉も

気持ちが最後までつらぬけ

う︒そういう気持ちで朝晩

存在がこれからの日本の運

無い時代︑今のゆるキャラ

年代の初めころ︑

仏様に手を合わせている︒

命を開いていくのだ﹂とい

昭和

そうした苦労もあり︑商

う思いを高めていった︒当

なくて︑投げ出していたら︑

売は自分が相手から信用さ

労使一体運命共
同体

30

れなければ成り立たない︒

「子供の日」の紙袋

コーポレートア
イデンティティ
の先駆け

ら借りている５︐３００円

25

た麩の製造を手伝っていた

催された︒次が第

なり︑今売り上げが１８５

る︒息子もいずれは山形に

13

〜１８６億︑従業員はパー

戻ってくると思うが︑東京

14

が大勢いたので︑講師を頼

年の東北北海

12

まれたときに︑喜んで引き

鈴木 隆一 氏（株式会社でん六）

まだ青年部を卒業していな

マメに生きる

いと思っている︒

た︒当時の書類で一番古い

定年が決まってなく︑自分

年生まれで︑平

自己紹介と会社
紹介

生きる﹂をテーマに講演を行いました︒

ん六

・北海道ブロック大会で鈴木隆一氏︵株式会社で

15

が︑独立したいと東京に行

15

ものは昭和

11
39

13

鈴木傳六氏が霞城公園に寄贈した最上義光像

39

30
4

12

会で︑山形県の天童市で開

50

29
63

31
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（９） 平成26年２月15日

︵一社︶菓子・食品新素材技術センターでは︑
西尾久美子氏︵京都女子大学現代社会学部教授︶
を講師に迎え﹁伝統産業から学ぶプロフェッショ
ナル人材マネジメント〜京都花街の自律的人材育

れることを売るのです︒こ

で︑おもてなしで喜んでく

はなく︑お客さんが楽しん

成方法〜﹂をテーマに講演会を行いました︒

先月号より続く︒

一見さんお断りを支
えるお茶屋さんを中

では料理人を雇用していな

うところです︒お茶屋さん

こが東京の料亭さんとは違

一見さんお断りは︑お茶

心とした取引関係

屋さんが蓄積した顧客情報

その③

年代に舞妓さ

しかもリーズナブルだ﹂と

街を支える関係者の娘さん

危機があったからです︒花

んのなり手が減ったという

れは︑昭和

評価をもらえることにつな

おもてなしは楽しかった︑

うに組み立てるか︑という

がっています︒

おもてなしの現場をどのよ

ことを重視する姿勢が取引

が舞妓さんにならなくなり
ました︒その結果︑短期間

そのかわり︑顧客も︑自

けるような︑○○という仕

があり︑１つは履歴書に書

キャリアには２つの側面

のです︒舞妓さんは愛らし

していく方法しかなかった

ちをプロフェッショナルに

に全く経験のない女の子た

分がメインに利用するお茶

さが大きな特色で︑

自律的人材はどう
すれば育つのか

関係を支えているので︑顧
客満足度が高まり︑高付加
価値のサービス提供につな

屋さんは︑一つの街に一軒
事をしている客観的なも

がっています︒

と決めます︒これが﹁宿坊﹂
の︑２点目は主体的と言わ

歳や

と呼ばれる仕組みです︒顧

歳で京都にやってきた未

サービスを提供するという

れ︑それに基づきよりよい

に長期にわたって蓄積さ

客情報が特定のお茶屋さん

たことです︒

きるようになった︑といっ

数に応じてこんなことがで

自己イメージです︒経験年

れる︑自分の仕事に関する

こうして︑新規参入者を

がいなくなってしまいます︒

間で育てない限り舞妓さん

経験者を︑１年くらいの期

この二つを統合して︑キ

インターネットを見て舞妓

を育ててきたから︑今では

短期間に育て︑継続的に人

流れとなっています︒

ャリア育成をすることが︑

することにもつながってい

この仕組みがあるので︑

また︑二次会の利用も可

京都花街ではキャリア論

ます︒若い人が育成される

人材育成にお客さまを上手

くという仕組みです︒つま

ライヤー関係の中で相互の

から︑業界として競争優位

さんにあこがれを抱くよう

能です︒芸妓さんや舞妓さ

かったら︑次回からお座敷

の枠組みにそったキャリア

性を保っているのです︒

自律的な人材育成の基礎と

んの人数は︑お客さんの予

形成が可能になっていま

く活用することもできます︒

り︑そのお客さんに応じた

算に応じて呼びます︒また︑

目利きや評価が︑狭い京都

す︒では︑それがなぜ可能

な志望者を受け入れ︑育成

ものをサプライヤーから選

に呼んでもらえなくなりま

の町の中で繰り返されてい

なります︒

択して︑オリジナルなサー
芸妓さんや舞妓さんは置屋

ます︒だから︑他の地域の

業界として伝統がある︑

ンにサービスを提供するで

京都花街ではお料理メイ

継承の限定とせずに︑京都

す︒こうして出身を伝統の

するといった例もありま

さんや置屋さんなどを開業

お客さまに喜んでもらえな

ん ﹂ と 言 う こ と で す︒﹁ あ

ったら﹁おおきに︑○○さ

のが︑人から何かしてもら

者たちが最初に教えられる

的背景をもつ舞妓さん志望

なります︒このような教育

さまに喜んでもらうように

場合によっては一緒にいる

自覚を表明することです︒

へん﹂とまず謝る︑責任の

し た と 思 っ た ら︑﹁ す ん ま

す︒ですので︑何か失敗を

ことなので︑責任がありま

客さんからお金をいただく

お 客 さ ん か ら も︑﹁ 京 都 の

する時︑お扇子を自分の前

舞妓さんは日本舞踊を披露

意味が込められています︒

いうことですが︑より深い

﹁お願い申し上げます﹂と

す ﹂︒ 標 準 語 に 直 訳 す る と

最後は﹁おたのもうしま

になったのでしょうか？そ

それが︑若い方をプロフェ

に接している組織になる︒

したお気持ちで︑お客さま

でしょうか？チームでこう

りでお仕事に臨まれている

内部の人材だけに頼らずに

いたわけではありません︒

都花街が︑いきなり気が付

申し上げたようにこれに京

の継続的育成です︒先ほど

価値競争の源泉は︑人材

ことに関しては︑とてもよ

うと教わっています︒その

ちは︑好きなことを伸ばそ

す︒ゆとり世代の若い人た

んになれるという言葉で

言えたら︑明日から舞妓さ

ます︒この３つがきちんと

して３つの言葉をお伝えし

お話の最後に︑お土産と

クと言いますが︑この形成

ップメンタル・ネットワー

ットワーク︑英語でディロ

自分を育てていくためのネ

の基礎が築けます︒これは

中で馴染むための人間関係

覚えられ︑慣れない生活の

周囲の先輩の名前も自然と

にと指導されます︒すると

た方のお名前をつけるよう

けではなく︑してくださっ

言われるのです︒

周囲の人が教えてくれると

応じて︑足りないところを

を自分で認めたら︑それに

さらに︑できてないところ

いい﹂と指導されています︒

も︑２００遍でも言ったら

りなさい︒日に１００遍で

ーしてくれるから︑まず謝

の人がそれに応じてフォロ

なところを認めたら︑周囲

くれます﹁あなたが不十分

先輩たちも︑一緒に謝って

と︑仕事をするたびに頭を

だき︑ご評価をください﹂

の技能をどうぞ見届けいた

でいただけます︒そしてそ

あるからこそ︑ここに呼ん

ることが仕事です︒それが

舞踊を皆さんの前で披露す

﹁うちらは舞妓です︒日本

どういうことかと尋ねると

します﹂と言うそうです︒

の中で﹁どうぞおたのもう

儀をします︒その時に︑心

に置いて︑丁寧な深いお辞

す︒

に︑深くお詫び申し上げま

訂正させていただくととも

からインフレへの変換﹂に

所 が あ り ま し た︒﹁ デ フ レ

で︑一部︑間違っていた箇

長・社長の年頭所感のなか

思います︒

ッショナルに育てていくと

皆様方も︑こういうつも

下げるそうです︒

きちんともてなしてくれる
らしさを継承する形ができ

りがとう﹂と頭を下げるだ

まとめ

舞妓さんや芸妓さんがい
ています︒

やる気のある若い人を育て

いと思いますが︑周囲と没

２点目は︑働くことはお

のための第一歩になります︒

となれば︑皆さんから﹁こ

ていく方法に変えてきた結

交渉で自分の好きなことに

この街は信頼がある﹂と認

果︑他の地域から来た人が

専念してしまうことが多く

知していただけます︒

お茶屋さんの後継者にな

新年号の１面の岡本理事

訂正とお詫び

る︑あるいは自分でお茶屋

舞妓の言葉

る︑顧客情報も守られる︑

また︑同時に重要なサプ

ビスを組み立てるというこ
す︒ある意味で厳しい競争

いので︑料理の素材を仕入

15

があるといえますが︑お客

をもとにおもてなしの場︑

40

さんから派遣されるので︑

れる必要もありません︒

西尾 久美子 氏（京都女子大学現代社会学部教授）

京都花街の自律的人材育成方法

もし彼女たちのサービスが

伝統産業から学ぶ
プロフェッショナル人材マネジメント

とです︒

バンケットを組み立ててい

16

平成26年２月15日 （10）
（毎月 15 日発行）
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全菓連では全国役員研修会で平松きよ子氏︵株

従業員教育﹂をテーマに講演を行いました︒

ェッショナルな言葉を書い
ている︒

食事が一番大変で︑ずっと

今度はお寺で合宿する︒

⑤５月中旬

お寺合宿

正座し︑迷い箸はいけない︑

相談役︶を講師に迎え︑﹁接遇と

お茶碗を持ったら︑それを

式会社たこ満

先月号より続く︒
食べ︑置いてから別のもの

ない︒いかに早く食べて︑

を食べる︑話しながら食べ

マンネリ化するので︑２〜

に食べる︒一生に一度はそ

足を早く楽にさせるか周知

先輩・パーソナルコーチ
ういう経験もいいだろう︒

３週間１クールで他の先輩

５︑新入社員教育の流れ
④現場研修
２泊３日が終わると２・

の成長と絆づくりだが︑新
⑥６月上旬

徹底しているので一生懸命

入社員は放っておいても成

と交代する︒

マンツーマンで付く︒研修

長する︒このパーソナルコ

５ヶ月現場研修に入る︒そ

ノートには自分が今日やっ
社員旅行の前日に成果発

その②
何で働くのか︒働くこと

み︑公私のけじめが大事︒

も発想を変え︑良かったと

ことが︑仕事に生き甲斐を

社員が無事に合格するか︑

くれる︒あの人に近づきた

思っていただける考え方を

はようございますと言って

い︑あの人を追い越したい︒

以前は目を見て挨拶ができ

くれる︒会社から一歩出て︑

によって幸せを得ること︒

誰かとお会いした時も必ず

そんなことが大事だ︒

どんなことを発表するか︑

挨拶ができると思う︒そし

③明確な目標設定

してほしい︒そして︑モデ

たこ満の心得の中で当た

て︑たこ満を卒業した時﹁あ

販売員を対象に面接を行っ

ルとなる先輩︑仲間がいる

り前のことが当たり前にで

の子はいい子だ﹂と他の人

た︒会社に求めるものと︑

ないのが普通だったが︑今

きる人を育てたい︒簡単な

から言っていただける︒こ

自分の考えることをマッチ

はどんな時でも１人１人お

社風になっているので︑定

ようだけれど難しい︒しっ

の会社にいてよかったと思

幸せは何か︒そんなことも

着率も高い︒

かりと目を見て挨拶できる

っていただけるそんな人を

ングさせ︑６ヶ月間目標設

一緒に考える︒

◎新入社員の教育を通して

こと︑返事がしっかりとで

定をさせていただいた︒い

休みを取って駆けつけてく

求めるもの

きること︑時間が守れるこ

育てたい︒

つもは何となく過ごす１年

れる︒このように新入社員

○先輩社員の成長

と︑明るい気持ちで出社し︑

前向きな発想︒私たちの

②仲間作り

間だが︑目標設定してもら

みたいか︑どんなことに取

し︑この後どんな人生を歩

つ合格し︑やっと終了する︒

が︑７時頃になるとぽつぽ

し︑午後から発表を始める

い環境になる︒

こそ︑新入社員も育ちやす

経営理念の浸透があって

かあった時には相談をする

てるかだ︒自分が新入社員

り組みたいか︑どんな販売

後ろにはパーソナルコーチ

○当たり前のことが当た

３月に入るとパーソナル

仲よく働けること︒これを

うことで自分のやるべき方

を育てているので︑仲間の

コーチだけではなく︑パー

３６５日できる人に育てた

会社には明元素という言葉

向が見える︒１人

のとき︑どう先輩に教えて

員がモデルなのか︒本気で

分間で︑

ィブなものとポジティブな

大変なことや困ったことを

にした︒

①社会人としてのマナー・

当たり前のこととして挨

る︒でも︑嫌だなと思って

ているので︑お手伝いがで

伺うが︑結論は目標をどう

拶や言葉づかい︑身だしな

しまったんです︒本当に申

とらえていくかをポイント
○働くことの価値の共有

点を話し合う︒最も大切な

もの︑嫌だなと思うのと良

までの日持ちで︑あと２日

かったと思うものと両方あ

時は﹁お客様は販売員の動

ルールの徹底

り前にできる人育て

ソナルコーチを教えたパー

がある︒明るく︑元気︑素

人とのつながりは強い︒何

ソナルコーチ︑先輩の先輩

いと思っている︒

直と書く︒考え方はネガテ

入する︒それを先輩・パー

いただいたのか︒教えるこ

発表しないと合格しない︒

パートナーさんも含め全

も︑ちゃんと教えられるの

◎人材育成のポイント﹁率

ソナルコーチに出すと︑コ

との大変さ︒それを通し先

表がある︒約３ヶ月間研修

先垂範﹂

メントを見て１つ１つ記入

輩は１年でこんなに成長し

がおり︑自分の教えた新入

言いたいことがある時は１

きたらいいと思い︑やった

をさせて申しわけなかっ

しわけなかったです︑これ

伝えたら︑１人の女性が﹁冬

た﹂と話してくれた︒

のは今困っていること︒同

場寒い中︑夏は暑い中ガー

しかないけれどお菓子は大

言いにくいこともあるが︑

デニングをやっていただい

きをよく見ています︒そし

話をしてくれると和解でき

項目の情報に対して社長が

問先に持っていかれるには

ることがある︒

のだけれど︑言葉が足りな

失礼かと思いますから︑私

くて誤解され︑つらい思い
たのでしょう︒うれしいこ

たちのほうでお取りかえさ

から別の人がするにしても

内容は︑例えば私たちは

とでしたね﹂そんなコメン

頑張っていただきたい﹂と

人はだれでも成長したいと

どら焼きを３種類販売して

トもある︒

じ店で困っていることがあ

考えている︒その中で私た

いる︒販売日報から﹁３種

例えば浜岡店ではガーデ

ったら︑みんなで共有する︒

私は仕事で得られる幸せ

ちが取り組んでいるのはデ

類のどら焼きがお客様には

せていただくので︑申しわ

ニング係︑掃除の担当が決

丈夫でしょうか﹂という質

とは︑﹁人の役に立つこと︑

イリーニュースで︑毎日発

このコンセプトは﹁１人

けございませんがご来店い

問があった︒その時は﹁訪

人に褒められること︑人に

行する新聞だ︒今︑販売で

のお客様の満足と１人の社

てあなたの優しさが伝わっ

愛されること︑人に認めら

好評です﹂という文章が上

員の幸せ﹂の経営理念にあ

たからありがとうと言われ

れること﹂このようなこと
は８６００号くらいになっ

がり︑本社に届く︒それを

こから持ち寄

あるので︑そ

ーショップが

門店やコーヒ

ドの洋菓子専

店と別ブラン

の店とパンの

店舗と沖縄

ている︒店は

客様にありがとうと言われ

ン ト が あ っ た︒ ま た︑﹁ お

してください﹂というコメ

えられるように自分で訓練

ない︒そこをしっかりと伝

たらお客様の満足は得られ

イントをお伝えできなかっ

ているのか︒その商品のポ

い︑どんな思いで製造をし

１つ１つがどんな材料を使

どら焼きも大切だけれど︑

ングをしている︒来月どん

月に１回部署別のミーティ

店は店で︑工場は工場で

かれなくなりました︒

思ったけれど用ができて行

ってすぐ訪問先に行こうと

たれる︒例えばお客様が﹁買

ので︑迷いなくお客様にあ

ていい﹂と教えてもらえる

いい︑こういうふうに考え

り﹁こういうふうに動いて

ではどう製造するか︑注意

販売方法をしようか︑工場

な商品が出るのか︑どんな

リーニュースのおかげだ︒

お伝えできる︒これもデイ

はすぐに﹁大丈夫です﹂と

思うだろう︒うちの従業員

と︑お客様は﹁困った﹂と

ていいのか﹂と迷っている

言っている︒それを﹁言っ

から誰かに植え替えられて

いなのかもしれません︒だ

し た︒﹁ 私 の 植 え た 花 は 嫌

ことをミーティングで発表

って悶々と過ごした︒その

なければいけないな﹂と思

からガーデニング係はやめ

選ぶ花が嫌いなのだな︒だ

いように取れなくて﹁私の

誰かが植え替えていた︒い

の時期と思い︑出社したら

たので︑そろそろ植え替え

もガーデニング係をしてい

まっている︒その子はいつ

てありがたいと思う時は１

いたり︑援助していただい

した﹃何か手伝っていただ

時に先輩に教えてもらいま

る︒ある方は﹁新入社員の

さん書いた人は表彰され

げる人に価値があり︑たく

ので︑いただく人よりもあ

た︒今は複写になっている

紙に書いて︑表彰もなかっ

なっている︒最初は普通の

だと思うので︑小さな紙に

る︒たくさん書くのは大変

ありがとうカードがあ

く男の子がトップだ︒ブッ

今︑３０００枚くらい書

います﹂と言っていた︒

枚書き︑気持ちを整理して

か嫌なことがあった時は３

たので︑守っています︒何

３回書きなさい﹄と言われ

いてありがたい︑そう思い

を見直すチャンスをいただ

れてありがたい︑私に自分

い︑勇気を持って言ってく

気に掛けてくれてありがた

もらった時は自分のことを

枚書きなさい︒注意をして

が出席し︑店は店長クラス

アメーバ会議は︑全社員

ンを作ってくれている︒

う︑いいコミュニケーショ

書く︒いただけば書くとい

ンドや︑部下も一生懸命に

人がすると︑付随してセカ

められる︒また︑トップの

署の人で︑会議でいつも褒

セやフィナンシェを作る部

たてのものをお客様におい

うことを考えている︒でき

った︒今は時間を上手に使

た分を販売することだけだ

ほとんどなく︑オーダーし

たちが数字を考えることは

ハードだが︑今まで店の人

が出席している︒長時間で

12

８︑ありがとうカード

が仕事では大事だと思う︒

目にした常務が﹁秋なので

った情報の全

て︑すごくうれしかった﹂︒

７︑部署別ミーティング

日

てに目を通

そんな情報が上がってくる

次号に続く︒

ただけるかも考えている︒

しいうちにお召し上がりい

し︑大事と思

９︑アメーバ会議

う７︑８項目︒

24

も

年間続け

成果発表

ている︒工場

長く書く時もある︒

○経営理念の浸透

してくれる︒それで大学ノ

午前中は商品説明をテスト

のときに１︑２年の先輩が

たこと︑覚えたこと︑わか
ーチ制度は先輩をいかに育

成果発表

らなかったこと︑感想を記

かと見守る︒

ート６︑７冊がそろう︒新
たかと思うくらい︑プロフ

平松 きよ子氏 （株式会社たこ満）

入社員に同じ人が付くと︑

接遇 と 従業員教育
ただけないでしょうか﹂と

６︑
仕事で得られる幸せとデイリーニュース

10
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（11） 平成26年２月15日

×

菅野 泉

軟らかくしたい時は１５０
ｇ位にすると良い。
④粗刻みした蜜漬けの栗を
加えて軽く混ぜ合わせる。

て弱めの蒸気で 分間蒸す。

し枠に流し入れ、平らにし

⑤ビニールを敷き込んだ蒸

ｇ

のを使用。手で温度を確認

用する。

⑥軽羹生地を平らに流して

らす。

し、蜜漬けうぐいす豆を散

羊羹の表面を平らになら

めること。

ら草がわずかに顔を出し始

の頃に枯れ草や残雪の中か

※『下萌え』とは、早春

ｇを使

②細めん棒で混ぜながらグ

合は、すりおろし

ラニュー糖を加える。

栗蒸し羊羹は大地、軽羹

さらに

分間蒸す。

③水（ロ）を徐々に加えて

※生の山芋を使用する場

を作る。

えてホイッパーで混ぜ芋種

①ＦＤ山芋に水（イ）を加

Ｂ．軽羹生地

ｇ

教師

軽羹粉…………………

水（ロ）………………

ｇ

薯蕷粉…………………８ｇ
蜜漬けうぐいす豆……
【工程】
Ａ．栗蒸し羊羹

個分

日本菓子専門学校

㎝枠１枚分

下萌え
＊
仕上げ

Ａ．栗蒸し羊羹
①サワリに小豆こし並餡を

ぜながら熱を入れる。

入れて弱火にかけ、手で混

上白糖…………………
ｇ

栗蜜……………約１００ｇ
しながら、焦がさないよう

％のも

食塩……………………２ｇ

生地は淡雪、うぐいす豆は

分間蒸し上げた栗蒸し

る。

わずかに芽生えた若草、春

蜜で硬さの調節をする。

⑤

合わせる。

【仕上げ】

ぜ合わせることで粘りが出

※並餡の硬さにより栗蜜

①熱が抜けたら枠から外

やすくなる。練り上げ直後

の量を調節する。食い口を

混ぜる。

こと。

の餡を使用する時は①の工

④軽羹粉、薯蕷粉を加えて、

②火を止めて強力粉、片栗

程は行わずに、熱のある内

に粉類を加える。

Ｂ．軽羹生地

粉を加えて良く混ぜ合わせ

③上白糖、食塩を加えて栗

ＦＤ山芋………………９ｇ

粘りを出す。

の訪れと厳しい冬を耐えた

ｇ

し、端を落として３・５×

ｇ

ダマにならないように混ぜ

水（イ）………………

に混ぜる。火傷に注意する

40

生命力を表現。

グラニュー糖…………

蜜漬け栗（刻み）…１２０ｇ

※並餡は配糖率

強力粉…………………

ｇ

20

小豆こし並餡……６００ｇ

【配合】

18

片栗粉…………………８ｇ

※熱のある餡に粉類を混

下萌え

４・５㎝に包丁して仕上げ

20

31

32 30
60

18

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
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