輸入バター ２月に３千㌧入札

品から優先して充当するた
め、需要が変わらず供給が
減っていくと、最後に充当

年度は対前年比

％だったが、これは飲

にある。
▲

年度末までの１年間に

用向け生乳の生産者価格が

円／㎏上がり、牛乳の小売

する加工原料乳に、しわ寄
せが来てしまう。加工原料

価格が上昇したことが要因

にある。生乳の取引価格の

る脱脂粉乳やバターは、加

減る見込みとなっている。

いたが、

ている。平成

カーの交渉の結果、決定し

決定には、政府は介入して

工原料乳という用途の中で

なお、生クリーム向けの生

傾向にあったので安心して
業界と意見交換会を開催、同省からは最近、バターの生産量と在庫が減少してい
作られる。生乳は、飲用乳

メリカのとうもろこし価格

年度は、ア

年度の国家貿易の入札を２月に早め、３千㌧入札したと説明された。

乳は引き続き増加している。

るため、
や生クリームといった生鮮

おらず、生産者と乳業メー

年度１６３万㌧から回復

乳は

年度は１７５万㌧と

13

同会には生産局畜産部牛乳乳製品課菅家課長、同松本課長補佐、同藤岡課長補佐、

の生乳生産及びバターの生

同意見交換会では、最近
も増加していない。このた

ており、一頭あたりの乳量

財政的な面での下支えもし

者の意欲が持続するよう、

ないが、政府としては生産

暑、また、

い。需要は、夏の冷夏や猛

需要と供給が釣り合わな

生乳の需給は、なかなか

で、弾力的な需要に合せて、

供給は牛の生理活動なの

響を受ける。一方、生乳の

上げたら、消費が減り▲

ため飲用牛乳の小売価格を

格となった。コスト転嫁の

ーズ、脱脂粉乳、バターの

生乳や乳製品の需給上、チ

生産量も下がる見通しで、

内で不足することがないよ

し、早めの輸入等により国

乳製品の需給状況を注視

ており、バター、その他の

ち込み等、天候や景気の影

れた景気冷え込みによる落

ーマンショックなどに見ら

といえる。

バランスが生じがちな産品

い。このため、需給のアン

供給を調整するのは難し

の需要は

・成分調整牛乳まで含む）

飲用牛乳等（牛乳に加工乳

％と大変な減少となった。

った。

いて、次のような説明があ

生産量は減少すると見込ま

年度

昨年は夏が暑かった影響

まで、継続して減少してい

年度から

で、牛がダメージを受け、

る。他方、栄養成分等を添

加し機能性を付与できる乳

飲料の生産が伸びている。

発酵乳もヨーグルトなどが

月まで）は対前年比
▲１・７％で推移している。

、

年は下がったが最近は高

需要者価格）は、平成

需要者への販売価格（大口

粉乳の卸売業者からの大口

国内のバラバターと脱脂

て、増えている。

健康に良いと消費者に受け

乱高下を繰り返している

国際市況は振れやすく、

価格の推移

○バターと脱脂粉乳の国際

乳製品の需給状況

牛乳の生産量は微減傾向

○牛乳類の生産量の推移

（４～

プラスに転じたが、

最近の生乳需給をめぐる状況
生乳の生産量は減少傾向

25

高い水準にある。これは中

量・在庫量の推移

○バターと脱脂粉乳の生産

水準で高止まりしている。

バターの生産量は、平成

品を輸入する時も非常に高

ることもあり、日本に乳製

乳は生産量が対前年同期比

年 比 ▲ ４・ ３ ％）。 脱 脂 粉

在庫量は１万８千㌧（対前

比は▲３・７％、

月末の

月の対前年同期

くなっており、場合によっ

年４～

ては国産のものより高いこ

め。為替が円安となってい

要が非常に高まっているた

国をはじめとする新興国の

が、最近は、価格が総じて

10

○生乳の需給状況

25
ともある。

で▲５・１％、在庫量も▲

３面に続く。

０・１％。
価格の推移

○主要乳製品の大口需要者

12

年度は対前年比

21

12

にあり、

資料：農林水産省「牛乳乳製品統計」
注：
（ ）
内の値は前年度比

12

経済が発展し、乳製品の需

11

25

24

年度

う対応していく。

資料：農林水産省「牛乳乳製品統計」
注：
（ ）
内の値は前年度比

20

10

れる。頭数はすぐには増え

年秋からのリ

め、本年は対前年比の生乳

ったことを反映した生乳価

が上り、エサの価格も上が

20

25

国内の生産量と在庫の減少対策で

21

生乳需給の推移

日、全菓連会議室においてバターの安定供給に向けて菓子

10
20

菓子業界からは㈿全日本洋菓子工業会、㈳日本洋菓子協会連合会、全菓連関係者

農林水産省は２月

24

年度は５％程度

23
生乳生産量が減少してい

819.3
836.9
895.8
987.8
760.1
（＋1.7％） （＋2.2％） （＋7.0％）（＋10.3％） （＋2.1％）

ており、菓子原料に使われ

170.2
148.8
134.9
141.4
（＋9.6％）（▲12.6％） （▲9.3％） （＋4.8％）
生産量

25年度
24年度
23年度
22年度
21年度

（単位：千㌧）

【表２】主要乳製品の生産量・在庫量の推移

生乳需給の構造

はっ酵乳

る。生乳生産量は牛の頭数

加工乳・
662.2
669.1
573.5
499.6
362.5
成分調整牛乳 （＋45.4％） （＋1.0％）（▲14.3％）（▲12.9％） （▲6.2％）

と一頭あたりの乳量の掛け

1181.7
1215.4
1297.2
1345.3
1065.7
（▲2.2％） （＋2.8％） （＋6.7％） （＋3.7％） （＋2.0％）

生乳は用途別に取引され

乳飲料

算となるが、頭数が減少し

58.3
57.4
41.8
40.3
40.3
（＋91.0％） （▲1.6％）（▲27.1％） （▲3.5％） （▲0.1％）
在庫量
（12月末）

29.6
21.0
16.5
19.0
18.2
（＋31.8％）（▲29.0％）（▲21.5％）（＋15.3％） （▲4.3％）
在庫量
（12月末）

122.1
107.5
95.9
99.6
94.5
（＋10.9％）（▲12.0％）（▲10.8％） （＋3.9％） （▲5.1％）
4－12月
脱脂粉乳

82.0
70.1
63.1
70.1
（＋14.0％）（▲14.5％）（▲10.1％）（＋11.2％）
生産量

58.6
50.2
43.0
48.9
47.1
（＋18.3％）（▲14.3％）（▲14.3％）（＋13.7％） （▲3.7％）
4－12月
バター

3116.9
3048.0
3085.6
3047.4
2315.0
（▲10.0％） （▲2.2％） （＋1.2％） （▲1.2％） （▲0.7％）
乳
牛

第900号
（平成26年3月）
● http://www.zenkaren.net/

25

産、輸入、在庫状況等につ

が出席した。

26
3717.1
3659.2
3547.0
2677.5
3779.1
（▲3.5％） （▲1.6％） （▲1.6％） （▲3.1％） （▲1.5％）
飲用牛乳等

25年度
（4月－12月）
24年度
23年度
22年度
21年度

（単位：千キロリットル）

【表１】牛乳類生産量の推移

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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（１） 平成26年３月15日

と親しく呼ば

「お伊勢さん」

特の建物は、弥生時代稲を

一神明造といわれる神宮独

大御神をまつる正宮は唯

続いて皇大神宮（内宮）の

も師・清順の意志を継ぎ、

三年後に入寂。四世の周養

九年ぶりに実現したがその

宮（外宮）の正遷宮を一二

（一五六三年）に豊受大神

なり、寺領三〇〇石を有し

宮から神宮との関係は薄く

文六年（一六六六年）の遷

密接な関係にあったが、寛

光院に下されるなど神宮と

戸幕府から遷宮朱印状が慶

四九年）の正遷宮では、江

お祭する木本祭が、山中で

中央にたてまつる心御柱を

た。その夜には神殿の床下

行われ遷宮行事が始まっ

口に座す神に祈る山口祭が

を伐り出すにあたり、山の

七年五月晴れのもと御用材

一日神領民が奉献する「御

の市民をはじめ全国からの

きつめる「御白石」を伊勢

五年には新宮の御敷地に敷

の行事があり、又平成二十

し、外宮は御木曳車で陸曳

同様内宮は五十鈴川を川曳

のように宮域林でまかなえ

ている。そこで神宮では昔

を調達するのが困難となっ

は国有林となり次第に良材

が木曽の山にあったが、今

あられた。昔は、神宮備林

一が、宮域材を以って充て

解けば、南北朝から室町時

遷宮の一三〇〇年をひも

けた。続いて勧進を行った

に内宮の仮殿遷宮にこぎつ

い天正三年（一五七五年）

けたが明治維新後明治二年

府・御三家からの崇敬をう

江戸時代を通じて朝廷・幕

奉仕出来る秘儀である。

でも特に限られた者だけが

しめやかに行われた。神職

遷宮には総額五七〇億円の

昨年の第六二回神宮式年

白石持行事」があった。

業を進め、今回はその宮域

二〇〇年計画で桧の造林事

るように、大正一二年から

年で第六二回を迎えた。

れてきた伊勢
保存した高床式の穀倉が原

正遷宮を目指して勧進を行

古くから

神宮は正式名
型といわれている。

称は「神宮」である。天照

代にかけての中断があっ

大御神を祀る内宮と、豊受
大御神を祀る外宮を中心に

た。その時には、慶光院の

材がはじめて使用されたの

一二五社からなり、皇室の

経費が必要で、前回一九九

である。

祖先をお祀りする神社であ
六月には緑したたる御杣

三年の約１・７倍。昔は税

造りが殆どなくなり、鉄骨

（一八六九年）に廃寺にな

や寄進に頼ったが、明治以

・鉄筋コンクリート造りが

周養は、織田信長と知遇を
山、長野県上松と岐阜県加

降は国の運営に、戦後は宗

増えている。宮域林でまか

初世守悦が勧進を行って、

子母で御神木を伐り出す御

教法人になった伊勢神宮の

なえることがいづれ不可能

るとともに、日本人の総氏

杣始祭が盛大に行われた。

自己資金三五〇億円に加え

な時代が訪れてくるかも知

〇貫文の寄進をうけ、本能

又戦後初となった昭和二

も古代そのままの様相を維

われわれの家屋でも総桧

樹齢三〇〇年の御神木は、

二二〇億円を財団法人伊勢

れない。日本文化は必ずし

った。

木曽の山から多くの人々に

神宮式年遷宮奉賛会が募財

得て造替費として銭三〇〇

奉迎され一路伊勢へ最後に

した。

延徳三年（一四九一年）と

「伊勢神宮の式年遷宮」
について思考する

は伊勢の人々の手により神

神として崇められている。
この地に天照大御神が鎮座
されて以来二〇〇〇余年に
わたり、神宮では一日も欠
かさず五穀豊穣と国家の繁
栄を願い、瑞穂の国の恵み

宮に奉曳された。

永正二年（一五〇五年）の

遷宮に必要な御用材は約

に感謝するお祭りが営々と
続けられてきたが、中でも

九月には御神木を納める

のも文化であり、一三〇〇

一氏（埼玉県三郷市）

八年の遷宮では、国家事業

年の伝統伊勢神宮式年遷宮

寺の変で信長が没した後は

四〇〇年以上の巨大なもの

の永続性を希求し、世界に

▽ケーキハウス

二度にわたって、宇治橋の

も使用される。今回は全て

誇れる日本文化の発揚を国

とりわけ重要なお祭りが神

桧材を使用した先例を見直

民こぞって支援していきた

持出来ないようになるかも

遷宮行事は祈りを重ねなが

し、社殿以外の施設部材の

いと願うものである。

知れない。それを補完する

品の寄贈があり、遷宮を続

平成一八年には第一次御

ら一歩一歩進んでいった。

一部に限り桧材の代替材と

八五〇〇立方米一万本余。

けてほしいという先人達の

木曳行事があり、伊勢の旧

してヒノキアスナロが用い

なかには直径１米余り樹齢

って天正十三年（一五八五

強いメッセージが伝わった

神領民及び全国の崇敬者に

御船代の用材を伐採するに

年）に内宮と外宮同時の遷

のだ。

より御用材を古式のままに

あたって御船代祭を斎行、

年（一五四九年）に宇治橋

宮が実現したが、内宮の正

平成二五年の第六二回式

を離れた試みに資金調達な

式年遷宮は二十年に一度

の架け替えを実現、天文二

遷宮は実に一二三年ぶりの

年遷宮に至るまで凡そ三〇

どを憂慮した画家達らの作

社殿や御装束神宝のすべて

〇年に後奈良天皇からその

ことだった。五世周清が院

豊臣秀吉から銭一万貫文の

を新しくして大御神様に新

居室に対し「慶光院」の綸

主であった慶長八年（一六

られた。

寄進をうけた。これらによ

宮へお遷りいただくわが国

旨を賜り、更に百年余途絶

両宮域内に奉曳、平成一九

架け替えに尽力し、三世清

最大のお祭りである。

えていた伊勢神宮の正遷宮

ものお祭りと行事が、八年

年には第二次として第一次

順も勧進によって天文一八

持統天皇四年（六九〇年）

〇三年）と寛永六年（一六

にわたり行われる。平成一

術を駆使し、優れた業績を

和菓子作りを目指してい

最良の材料で最高の品質の

創業の老舗の和菓子屋で、

従業員を外部団体主催のセ

ミナーに参加させ、接客マ
ナーや経営効率化対策をは
じめとする、様々なスキル
アップを図っている。
◎農林水産省食料産業局長

▽㈲パレット・高橋寛氏

賞

（宮城県栗原市）

▽松華堂菓子店・千葉伸
一氏（宮城県宮城郡）

素材の品質、皮の焼き加減、

餡の量、包装全ての工程で

◎（公財）食品流通構造改善

・原勇作氏（宮崎県小林市）

▽㈱パティスリー・ハラ

和菓子科・川瀬あきら、金

◎努力賞

山本涼香

邊志映、製パン科・一瀬舞、

・松本友美氏（奈良県葛城

（広島県広島市）

市）

大野莉奈、岡本清美、加藤

科・遠藤未奈美、大野未希、

瑓貴大、脇田好恵、洋菓子

善、松村昌仙、村木康真、

テル・小林照

政氏（北海道釧路市）

▽㈲中島菓子舗・中島徳

促進機構会長奨励賞

▽ケーキ

▽㈲欧風菓子研究室（Ｓ

明氏（和歌山県橋本市）

Ｉ Ｅ Ｂ Ｅ Ｎ ）・ 新 田 博 久 氏

奥野葉月、立石麻由子、松

る香、洋菓子科・小川美月、

和菓子科・石井愛、加瀬は

◎優等賞

不同、敬称略）

委、原有香里、藤井麻衣、

麻由、田中俊光、長谷川優

猿谷歩、角田ちはる、高橋

翰、製パン科・市川美月、

本郷李奈、湯口未来、賴仕

川大輔、曹翠、直井咲樹、

佐藤綾香、佐野なぎさ、品

なぎさ、木村真実、蔡海琳、

木えみ、製パン科・川野結

宗片浩成、森由里亜、山田

•••••••••••••••••••

子

理沙

産ではなく手仕事で丁寧に

新のカステラ窯で、大量生

◎日本政策金融公庫総裁賞

いる。

▽船形屋・山本眞治氏（奈

（静岡県伊東市）

日本菓子専門学校

回製パン技

遠藤徳貞氏）の第

技術学科・第

褒章関係者は次の通り。（順

名、製パン科

子科

名

日本菓子専門学校（校長

◎精励賞

◎日本菓子教育センター理

▽堀内製菓・堀内伸浩氏

今期卒業生は

回製菓

和菓子科・内山薫、小山里

事長賞

厳しい品質基準を設け、特

術学科卒業式は３月４日、

歌、志村知美、鈴木花奈、

に衛生管理を徹底するため

東京・世田谷区立玉川区民

洋菓子科・池田妃七、小笠

昔と今のよいところ両方

会館で挙行された。今期の

を大切にし、カステラを地

良県吉野郡）

卒業生は、１９４名で和菓

和菓子科・加瀬はる香、洋

茨城ＨＡＣＣＰを導入して

◎（公財）食品流通構造改善

原幹、小川里奈子、上林萌、

菓子科・小川美月

▽㈲レマン・小内正敬氏

元にこだわった原材料と最

促進機構会長賞

名、洋菓子科１２２

國友康博、合田綾香、齋藤

▽㈲マリエーヌ・高橋誠

（埼玉県熊谷市）

彩萌、飛田理絵、花村菜絵、

名であった。

作り伝えている。広告やテ
レビ取材より、お客様から
の口コミでの広がりを重視

地域・地元の農産物を積
極的に活用した「畑のＳＷ

している。

城県土浦市）

▽㈱志ち乃・七野悟氏（茨

ＥＥＴブランド」を商品化
している。また、生産ロス
をコンマ以下に、売れ残り

あるほか、月替わりや季節

種類

のどら焼きを揃えている。

どら焼きの種類が
るようＰＯＳデーターを活

ロスを２～３％以下に収め

用し努力している。

アドレ

以来今日まで一三〇〇年間
復興のため多くの戦国大名

二 九 年 ）・ 慶 安 二 年（ 一 六

全菓連理事長・岡本楢雄

にわたって古式のままに受
などに働きかけ、永禄六年

上げている全国の中小の食

る。製品はすべて自社工場

を大切にしている。役員や

優良経営食料品小売店等表彰

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

優良経営食料品小売店等表彰

料品小売店、また、食品流

で生産し、職人が餡から練

文政元年（１８１８年）

氏（愛知県江南市）

▽㈲大口屋・伊藤かね子

◎農林水産大臣賞

次の通り。

する。菓子関係の受賞者は

農林水産大臣賞に「㈲大口屋」
（公財）食品流通構造改善
促進機構主催による「第
回優良経営食料品小売店等
全国コンクール」の入賞店
がこのほど決定した。同コ

通の効率化、環境対策、地

り上げる手作業の菓子作り

ンクールは独創的な経営技

域活性化などを共同で展開

１９４

53

又今回御用材の約四分の

け継がれてきた遷宮は、昨

宮式年遷宮である。

日本文化

する組合などを発掘し表彰

32
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40
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菓
（第三種郵便物認可）

第900号

バター等の状況について
１面より続く
産量が回復してくれること

助により、来年度は生乳生

政府としては、こうした補

策的に支援を行っている。

草をたくさん作れるよう政

ーは２月６日と

日に計３

入札を２月に早めた。バタ

在庫が減少しているので、

の減少でバターの生産量と

からだが、最近の生乳生産

決めていく。また、必要で

るのか、国内需給を注視し

で、これをいつ何で輸入す

度輸入枠の残量があるの

あり、生乳換算で５万㌧程

逆に今年の冬はあまりに寒

なくなる。寒いのは良いが、

は減る。牛も暑いと乳が出

あまり暑すぎると牛乳消費

牛乳消費が増える。ただ、

不安感がある。

状を見ると足りないという

いないが、輸入品が高い現

ターの価格の話はまだきて

う。乳業メーカーからはバ

しており、チーズを生産す

め、全脂粉乳の生産を増や

ら、利益率がよい。このた

脂粉乳は乾燥するだけだか

る乳業会社から見ると、全

和しても困るが、足りない

り入れ過ぎて国内需給が緩

既に手を講じている。あま

ないことがおきないように

需給状況を見ながら、足り

たということであれば、入

のか。利ざやが大きくなっ

とも予定通りという感じな

も大きくなったのか、それ

初予定していた利ざやより

生産者にしっかり生産し

は輸入のエサに頼っている
には頭数が増えなければ生

を期待しているが、最終的
今後、国内に入ってくる。

千㌧を入札した。この分が、
量的には国内で足りないと

あれば、追加輸入も実施し、

生理現象であるので、コン

すぎて、乳量が出なかった。

品の需要が増えていること

回答・中国で驚異的に乳製

た。生乳生産量だけでなく、

への輸出も減り価格が上っ

る生乳が減ったので、日本

できるように輸入を調整し

で、適切な量を国内に供給

とユーザーの方が大変なの

回答・量的には不適当では

たということだと思われる。

札した量が十分ではなかっ

ないと考えている。今の状

などが国際市況が高くなっ

況は、落札価格は高いが、

トロールは難しい。

ている。ただ、これまで国

いうことのないようにす

産は価格が高く、輸入品は

また、脱脂粉乳５千㌧、ホ

製品ごとのバランスで、あ

産量も増えないため、しば

る品目が伸びるとそれ以外

部分も大きいので、生産者

ている原因。特に全脂粉乳

ていただくため、財政支援

を使う。内陸はコールドチ

は薄くなった。一昨年は輸

日の入札の時、

質問・２月

入価格が安かったので、結

商社に聞いたら１、２００

る。ただし、輸入価格はあ

だったが、最近は輸入品価

る程度高くなるものと思わ

エイ３千㌧の入札も実施し

格も上がっている。

果的に利ざやは厚めになっ

た。２月の輸入入札数量は、

らく時間がかかると思う。

粉乳の原料となる加工原料

ということもある。バター

質問・新聞報道などで、今

た。

輸入価格も高いので利ざや

も同様の傾向がある。

回の落札価格が高くなった

落ち着いているという構造

で、粉で持って行き、水に

質問・今年のクリスマスや

とあるが、政府としては当

はあおりを食って逼迫する

溶いて使っている。また、

年末への影響はあるのか。

ェーンが発達してないの
たという。前回のニュージ

これまで、日本はオセアニ

回答・脱脂粉乳もバターも

円／㎏でも落札できなかっ

ーランド産の落札価格は９

アからチーズをたくさん輸

れる。

粉乳の国内の需給状況を見

５０～９７０円／㎏だっ

入していたが、輸出してい

生乳換算で８万７千㌧弱で

ながら、品目と数量を決定

高かったので需要も落ち込

た。こういう現状を見ると、

年度は ・
指定乳製品等（脱脂粉乳、

質問・バターの消費量は予

かなり逼迫していると思

乳には補給金（

バター等）については国が
して輸入している。この国

んだ。その結果、供給量が

わらないと思うが、天気や

在庫が増えた。一方、供給

いる。

回答・バターを作っている

使えない。

菓子業界より農水省への質問

らはチーズ向けの生乳にも
関与し、国家貿易による輸

上回りバターと脱脂粉乳の

円／㎏）を交付。 年度か

円
測が立つのではないか。

・

回答・大本はそんなには変

補給金を交付（同
際約束数量だけでは不足す

年

質問・酪農関係の財政支援

製品需給が逼迫し、価格が

んだことに加えて、国際乳

ックで国内の景気が冷え込

相当減った。リーマンショ

すのも大切な仕事と考え、

また、弟子の力を引き出

回答・夏はそこそこ暑いと

どのように受けるのか。

質問・夏の暑さの影響は、

と言う。このようにシェフ

ね。シェフのおかげです」

弟子は「ありがたいです

し、自動的に決まってくる

は外国サプライヤーが出

回答・特にない。輸入価格

る。クリスマスケーキの注

て思っています」と言われ

いいお菓子を作りたいなっ

れるわけですから、精一杯

が、クリスマスとして選ば

高めの水準でも、欲しいと

入札では、国産と比較して

格を決めてもらう。今回の

質問・生乳の国内生産量が

ない。

も安くなるという状況では

ったが、仮に６千㌧入れて

原因。今回３千㌧の輸入だ

況が高いというのが一番の

回答・それ以前に、国際市

は、量が少なかったのか。

欲しい方が多いというの

意欲を喚起できない。逆に

ので、短期的な策では生産

どうしていくか考えている

酪農家は中長期的にこの先

るかもしれないが、一方で、

と出せば、生産刺激にはな

回答・例えば補給金をもっ

ではないか。

足することは、なくなるの

を、もっと増やせば毎年不

質問・輸入バターではなく、

もらった。

術的に可能。足りなかった

ターに改装することも、技

く。バラバターをポンドバ

れるようにお願いしてい

小菓子製造業者用も供給さ

やシートバターなどで、中

国内のメーカーに、ポンド

、

いう方が多かった。

フの店は、外観はおとぎの

の指導は、味の追求に厳し

減っている原因は、高齢化

もしている。平成

質問・輸入価格が高めでも、

ついては、必ず輸入する数

ようなもの。それに利ざや

が上っている。アメリカの

を加えて、最終的な落札価

は本来、年度開始後の４月

国のお城のような造りだ。

実行している。弟子が試食

く、教え方は懇切丁寧だ。

文は、実に３、５００個。

～

食感を生み出すために、惜

を頼んでくると、厳しいが

人を超える職人

景気で振れる。

質問・乳製品の落札の最低

度は２年続けてバターを２

価格は、決められているか。

千㌧追加輸入した。

は比較的硬直的なので、ア

量として国際約束してお

ンバランスが生じやすい。

り、その年のバターや脱脂

しみない手間を掛ける。チ

厨房は店舗の真下にあり、

的確なアドバイスをする。

これまで

24

弟子は更に工夫をして再度

23

年度の国家貿易の実施状況

年度の国家貿易の運用

年は

とうもろこしの相場が上が

着いたが、為替で円安が進
んだ分相殺され、価格は下

平成

り、今の相場はかなり落ち

また、最近、エサの価格

／㎏）することとしている。

41

がっていない。日本の酪農

26

21

乳に換算して

ることがあれば追加で輸入

18

万７千㌧に

12
入を行っている。毎年、生

26

を売り上げる。店の主は何

個、焼き菓子３、０００個

「一日にケーキ１、５００

していた。ナレーションは

生区）の横溝春雄氏を紹介

リ エ ン ベ ル グ 」（ 川 崎 市 麻

ナル・仕事の流儀」で「リ

Ｋの番組「プロフェッショ

▼今年の２月３日、ＮＨ

にも通じるので、この放送

ための経営改善の手引き」

した「中小菓子製造業者の

問いは、先に全菓連で作成

ぜなのか」と続けた。この

れほどの人気を誇るのはな

横溝シェフの洋菓子が、こ

０組以上にのぼる。素朴な

ンは「毎日訪れる客は４０

と言われ、更にナレーショ

ーキ屋って面白いですよ」

洋菓子の世界ですから、ケ

「創造力を発揮できるのが

紹介した。そして、本人が

地道で手間がかかる作り方

ッとした食感が生まれる。

結晶を作ることで、シャリ

繰り返えす。きめの細かい

い結晶を作る。この作業を

まし、シロップの中に細か

れを板の上で練りながら冷

まさに職人技といえる。そ

と人差し指の感覚でとる。

シロップを指に取り、親指

をする。その調整は、熱い

で熱を掛けて粘り気の調整

ョコレートシロップを、鍋

あたらしいチョコレートで

販売員を大切にしている。

づくりのために、シェフは

そして、街に根付いた店

る。

房が出来ている」と言われ

しているイメージでこの厨

ら穴の中で熊さんが仕事を

厨房をのぞいたときに、ほ

シェフは「子どもたちが

ぞくことができる。

窓から菓子作りの様子をの

それが１００人中１００人

は笑顔があると思うので、

「自分の作ったものの先に

アドバイスした。シェフは

べても果実があるようにと

いところがある。どこを食

中身で、いちごの果実がな

はまだ満足しない。菓子の

試食を頼む。だが、シェフ

だなと思って頂けると思う

の人が「あっ帰って来たん

けている。シェフは、地域

閉店してからも、ずっとつ

くと「ランタン」を灯す。

▼店を閉める時間が近づ

納得できる。

レーションは言う。それも

を送り出してきているとナ

じてやり遂げる人。そして

シェフは「自分の仕事を信

ショナルとはと問われて、

そして最後に、プロフェッ

ョンとともに放送された。

て作り上げる姿がナレーシ

に許されない。総力をあげ

ケーキだから、ミスは絶対

家族の団らんを担う大切な

戸数は減っても牛の数は減

引き取っていたので、農家

酪農家の牛は、近くの人が

ている。これまでは辞めた

海道では１年に２百戸減っ

回答・離農は進んでおり北

れる。

している問題があると思わ

が進み酪農家が離農、廃業

やすいと思う。ただ、相場

たほうが皆さんも手に入れ

落ち着いたところで入札し

回答・国際価格が高いので、

か。

質問・次の入札はいつなの

う思いもある。

に、なかなか増えないとい

これだけ支援しているの

や脱脂粉乳の需要は維持し

政府としても国産のバター

ないと言っている。また、

給できないのは、もったい

需要がたくさんあるのに供

る。北海道の酪農家には、

回答・国産は量に限りがあ

への対策はあるのか。

国産バターがよいという方

全菓連だより

時も店の中を飛び回ってい

を参考にさせて頂くことと

の愛情は、尽きることがな

し、出来るだけ正確に伝え

だが、横溝シェフはこの作

試食した結果、従来の方が

想を、販売員にたずねた。

試作したザッハトルテの感

はいけないという責任感が

いものですから、裏切って

笑顔にならなくてはいけな

のお店を目指している」と

さんと思ってもらえる感じ

から、ふるさとのお菓子屋

を与えられる。そういう人

力し続け、最終的には感動

現状に満足しないで常に努

人が引き取り切れない状況

た。しかし、最近、周りの

ってない状況が続いてい

に為替の影響も大きく受け

るので予測できない。さら

物で国際価格は大幅にふれ

あってもバターや脱脂粉乳

調製品ではなく、輸入品で

たい。植物脂肪等が入った

る。この道

い。見た目は普通の洋菓子

り方にこだわる。シェフは

良いとする意見が多かった。

ある」と言われる。そうし

言われる。

がプロなんだと思います」

産をしっかり継続して、投

いるが、先ずは酪農家が生

がでてきた。対策は打って

けの小口バターの対策はあ

質問・中小菓子製造業者向

る。

る。そして、国産の生産が

はつなぎ止めることはでき

を使っていただければ需要

▼店一番の人気商品「ザ

心にほっと温かみを感じて

と答えた。これほどの人気

ッ ハ ト ル テ 」（ ス ポ ン ジ の

を誇るお店になっているこ

いクリスマスシーズン、弟

また、クリスマスについ
もらえるような、そういう

て、シェフは「普段はいろ
温かいお菓子を作り続けて

た信念で弟子を育てる。そ
上からチョコレートを掛け

して完成した菓子は店頭に
て固めたシンプルなケー

シェフは「販売員は直接

子とともに３、５００個の

お客さんと結びつく人です

ケーキ作りに挑んだ。伝え

回復してくれば、国産を使

〜

るのか。トン単位で使う企

並び、一日

全菓連理事・千田仁司

資も行い、生乳を絞る意欲

から、販売員の人たちが売

はその中から選ばれた一軒

とが、納得できる放送だっ
いきたい」と言われる。

シェフは「ヒットですね」

んなお菓子屋さんから選ぶ
キ ）。 表 面 の チ ョ コ レ ー ト

と評価した。

個出る。

なければならない職人の覚

りたくないと思ったものは

っていただけるものと思う。
売らない」と言われる。

業はバラバターだが、小さ

▼街を灯すような温かい

い町の菓子屋はポンドしか

店を作りたいと考えるシェ

を持ってもらいたい。そう

がシャリッとした独特な食

いう意味で政策支援をして

感を奏でるのが特徴。その

たと思う。

悟。厨房で繰り広げられる

けど、クリスマスというの

熱きドラマに密着した」と

洋菓子店にとって最も忙し

「買って食べて頂く人に、

24

るべく心がけた。

50

年もそうしたことをして

年。ケーキへ

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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26

国家貿易

の経営は苦しい。国内で牧

18

を行っている。バター、脱脂

年度の酪農関係経営安定対策

26
80
が、なぜか笑顔を生み出す。
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パン講習
日本菓子専門学校

％

教師

【基礎編】
益山 洋三

最強力粉………………
パン酵母（生）………４％

島の安納地区で収穫された

〈４種のさつま芋〉

全卵………………１００ｇ

モルトシロップ…０・５％
ものを、一定期間貯蔵した

③黄金千貫…芋を２００℃

蔵庫で休ませる。

熱いうちに皮を剥き１日冷

あらかじめ篩っていたフラ

③アーモンドパウダーと、

て混ぜる。

加えたものを、数回に分け

②全卵にバニラオイル数滴

芋の中でも糖分をもった色

線状に白い刺しが入り、紫

種子島ゴールドは、放射

淡泊な味の中にも少し甘み

原料として使われる芋で、

黄金千貫は、主に焼酎の

る甘さをもつさつま芋。

紅はるかは、紅芋を超え

です。

ｇ

バニラオイル……………～

アーモンドパウダー…

①バターを軟らかくし砂糖

①種子島安納蜜芋…芋を２

１時間後

ねっとりとした甘みが特徴

焼き、熱いうちに皮を剥き

を加え、少し白っぽくなる

食塩……………………２％

℃

ｇ

１日冷蔵庫で休ませる。

まで立てる。

フランス産小麦粉……

②紅はるか…芋を２００℃

００℃のオーブンで２時間

％

のオーブンで２時間焼き、

砂糖……………………８％

％

脱脂粉乳………………３％
牛乳……………………
水…………………８～

のオーブンで２時間焼き、

ンス産小麦粉を混合わせる。

折込バター………５００ｇ

冷凍…

をゴムベラで混ぜ１日冷蔵

を待つ様はいいものです。

つぼみがふくらんで開花

す。そこから興味もふくら

るお菓子とは、いいもので

（くらし）のなかで語られ

こういった、普段の生活

ーツ、父の日は幸せの黄色

母の日は花やかな赤いスイ

その企画を考えたいもの。

ここは、菓子舗だからこ

はなく、朝生菓子と上生菓

包むもよし。カップだけで

しいきな粉を添え、桜葉に

やや難しいようです。美味

蕨も漢字表記では、最近は

ょう。その後は、サマーバ

やかにお菓子を演出しまし

テーマカラーを決め、晴れ

スプレイに変わります。

連休を境に一気に夏のディ

■夏もそろそろ

した。

神社

日、「 和 菓 子 文

日、まんじゅう
祭、奈良市漢国町・林

４月

関市・ベリーノホテル一関

化 を 親 し む 集 い 」、 一

３月

行事予定

•••••••••••••••••••

を感じるほくほくとした芋。

℃

熱いうちに皮を剥き黄金千

鮮やかなさつま芋です。

ミキシング…………Ｌ５分
捏上温度………………
分

貫３００ｇに対しバターを

※種子島安納蜜芋は、種子

大分割…………１７７５ｇ

発酵……………………

ｇ、塩２ｇ、こしょう少々

庫で休ませる。

℃で１晩
折り込み……３つ折×３回

２月号の５面の記事のな

訂正とお詫び

焼き、熱いうちに皮を剥き

かで、間違った箇所があり

００℃のオーブンで２時間

成形…４㎜の厚さまでのば

分

④種子島ゴールド…芋を２

％

し、８㎝の四角にカットす

℃
種子島ゴールド３００ｇに

ま し た。「 橘 本 神 社 」 に 訂
正させていただくととも

ｇをゴ

対しグラニュー糖

に、深くお詫び申し上げま

ムベラで混ぜ１日冷蔵庫で
休ませる。

春という言葉のルーツは、

んで、きっと、ご両人は桜

いスイーツというように、

歳時の物語とともに、お

レンタイン。七夕ですね。

城戸翔寉（きどしょうかく）

29

る。
ホイロ…

ｇ塗る。

分

アーモンドクリームを生地
の中心に
焼成上火…２２０℃
下火…２００℃

す。

＂張＂からきていると聞い

餅を買って帰られたことで

店も次々と様相を変えてい

笹飾りだけでなく、もっと

春が来るよね」と話してい

27 73

〈アーモンドクリーム〉

ｇ

バター……………１００ｇ
グラニュー糖…………

個乗せ

仕上げ…１個５ｇに丸めた

ナパージュでツヤを出す。

売れそうです

４種のさつま芋を

も、もとはと言えば、量販

た事がありますが、そのよ

しょう。

は、冷蔵庫やクーラーが無

眼で見て涼を楽しむこと

どうでしょうか。

子に分けて仕立ててみては

くず餅、わらび餅。葛も

うに、新芽が葉となって空

店、百貨店の企画。

に広がる頃が待ち遠しい季
節でもあります。
■生活シーンの中の菓子で

日本海沿いを走る列車の

ありたい

きます。バレンタインデー、

身近に感じていただけるよ

かった時代の工夫の１つで

ホワイトデーは、量販店の

うアピールする予定です。

なか、車窓は小雪まじりで

低価格帯が売上げの一部を

■涼菓、くず、わらび餅、

■物語が続く企画で

「 で も、 な ぜ、 ひ な 祭 り

る方々がいました。

占めていますし、次なる、

した。「桜餅食べたねえ？」

に桜餅だろう？桜の葉の芽

母の日、父の日のイベント

「食べたよう！あの香りで

も出ていないのに…」と、

初夏が目前です。五月の

話は、リアルな展開に。

岩手

20

４種のさつま芋クロワッサン
％

10 50
60 22
-4
80
18

30
４種のさつま芋クロワッサン

〈配合〉
フランスパン専用粉…
70
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第900号

店頭ディスプレイ講習会を実施して
プレイ部門」にて準優勝を

ショー東京２００８ディス
菓子店のディスプレイには

っしゃられておりました。
てしまうという事でした。

イの目的が本末転倒になっ

ズをくみ取りながら会の運

発展をめざし、会員のニー

した。今後とも会員相互の

という間のうちに終了しま
す。

営をしていきたいと思いま

会長・野部武典

栃木県菓子づくり研究会

分間は、あっ

題がすぐ把握出来る。②意

•••••••••••••••••••••••••••••
ある。特に中小零細企業は
東京都菓子工業組合
①トップが現場に近い、問
東京都菓子工業組合協力会

聞き入った

宇賀神先生の熱い話術に

ジカラーや季節感のあるイ

季節感を出すことが大切

ベントなど皆に問いかけな

で、その為に季節のイメー

りました。そして講習会に

がら講習を進めていきまし

された宇賀神敦子氏に講師

は、会員はもとより、会員

を依頼し開催することとな
は、勉強会を年に１～２回

拡大を狙いオブザーバーと

栃木県菓子づくり研究会

栃木県菓子づくり研究会
実施しており内容は、製菓

た。当初座学のみという事

技術、販売、マーケティン
して非会員にも声掛けをし

名の会員
グなどについて学んでいま

は、菓子工業組合青年部と
同様の集まりで
を有しております。当会で

の人間が多くの部門を学べ

志決定が早い。③一人一人

催することが出来ました。

恒例
「新春合同懇親会・新春講演会」開催

毎春恒例の東京都菓子工

でしたが、前半に座学を行
い、後半は実際に持ち帰ら

て参加を募りました。
講習会は、宇都宮市内の

今回は、会員各

す。

①『先人の知恵に学ぶ』上

る。④資金力が大企業に比

杉鷹山・渋沢栄一、二官尊

今回の大雪でライフライン

ている組合員は前日出荷し

徳、小林一三、岩切章太郎、

業組合・東京都菓子工業組

た商品がお店に届かず賞味

先人たちの知恵は、厳しい

れるようにと参加者全員前

期限切れで廃棄、当日製造

時代の経営に大きな示唆を

ホテルを会場に行いまし

年３月４日、上野「精養

した商品は出荷できず廃

与えてくれる。②『経営力

自が学びたいこ

日に開催予

軒」にて開催されました。

棄。二日分の売上がなくな

を鍛える』経営力とは組織

べ弱いことで知恵がでる。

定でしたが当日は朝から

ってしまった組合員もいた

を持続的に成長させる力。

そして経営に必要なことは

いので、お金をかけずにア

雪、天気予報も夕方にかけ

り、従業員が出勤できず工

③『元気な会社から学ぶ』

の数々が寸断され、物流が

イデア次第で素敵なディス

て積雪の恐れがあるとの予

場がストップしたり、原材

元気な会社には必ず共通し

ストップ。日販品を製造し

がらお話を進められ、ディ

プレイを作ることが出来ま

報でした。協力会外海会長

料の入荷が送れたり大変な

たものがある。新しい顧客

合協力会との「新春合同新

スプレイの目的はもちろん

す。しかし１００円均一で

の素早い決断で延期の決定

被害がでました。

の獲得。古い顧客の維持。

年会・新春講演会」が平成

ディスプレイ方法のいろい

揃えることはやめましょ

をいたしました。結果は関

今回新春講演会にお迎え

色々な事例を紹介し、大変

に出て参加型の講習会とし

ら意見を集約しま

ろなテクニックをご披露頂

う」ともおっしゃっていた

東甲信越地方は記録的な大

した講師は、経営ジャーナ

わかりやすくどれもすぐや

て 行 っ て 頂 き ま し た。「 お

した。その結果「店

きました。先生は「ディス

ことが印象的でした。１０

雪、東京の交通網も夕方か

リストの疋田文明氏です。

れそうな、元気のでる素晴

た。宇賀神先生は、とても

頭ディスプレイ」

プレイは、お客様に楽しん

０円均一の物は、菓子自体

ら大混乱。予定通り開催を

『元気な会社の経営』をテ

キュートな女性で、冗談を

について学びたい

でいただきながらお買い物

までも安っぽく見せてしま

進めていれば、当日自宅ま

ーマに講演をしていただき

と、困っているこ

という声が何件か

をして頂く為にするもので

うことになり、ディスプレ

で帰れない人が大勢でたと

とを解決して行く

寄せられましたの

あり、お客様に〝笑顔〟に

や市長賞をいただくなど五

考えられ、会長の立派な判

金をかけることが目的で無

で、講師の人選を

なって頂く為のもの」とお

つ星のみやげとして表彰を

交え笑いで会場を和ませな

進め、最終的に地

います。その「五徳みそ」

受けました。

事を念頭に各自か

元壬生町ご出身で

と小麦粉、砂糖、卵、はち

塩から作る普通のみそです

ります。米こうじ、大豆、

に近い二条町に来られてか

で、その後奈良市の平城京

田福栄堂の社長横田進氏

考案し作り始めたのが㈱横

げた新しい味のせんべいを

ています。２０１０の遷都

市の関係にあり交流が続い

の西安市（長安）と友好都

た。ちなみに奈良市は中国

都１３００年を迎えまし

２０１０年奈良は平城遷

そして次回の予定。大変な

会場、講演者に延期の連絡

上の参加者に中止の連絡。

ながら事務局は１００名以

けずにすみました。しかし

断で会員の皆様に迷惑をか

して、事務局長に就任。現

来経営研究会』を企画設立

村健一氏と共に竹村健一未

奈良に生まれ１９７９年竹

疋田文明氏は１９５０年

ました。

役）の司会により黒川耕次

司氏（二葉製菓㈱代表取締

しての懇親会です。二葉晃

らしい講演で、参加者一同

町で創業されました。

して企業経営の現

コンサルクントと

国内営業本部長片山芳夫氏

ン自動機㈱取締役執行役員

締役）の挨拶があり、レオ

名誉会長（三黒製菓㈱取取

場を直接取材し、

在は経営ジャーナリスト、

て、この平城京と「五徳み

の乾杯で開宴し、懇親会に

ご苦労があって３月４日開

そ」の関わりをもつみそせ

事例の紹介を中心

入りました。１００名近く

あと平塚正幸氏（平塚製菓

の参加者で会場は大いに盛

㈱代表取締役）の中締めに

に講演、執筆、経

講演内容は現在

営指導を行ってい

祭りには全国から多くの観

ところで味噌は天平時代

べいにとどまらず、くず餅

も大変厳しい経済

り上がり、しばしの懇談の

焼くようになったとのこと

に中国長安で味噌つくりを

んべいをお買い上げ頂きま

やサブレなど奈良銘菓を多

川耕次

東京都菓子工業組合・黒

てお開きとなりました。

でも元気な会社は

が、そのような中

状態が競いている

ます。

光客が来られ、みやげとし

学んだ遣唐使が帰朝して平

した。

くで味噌せんべいを作るこ

種取り揃えますますの発展

㈱横田福栄堂はみそせん

城京に味噌つくりを伝えた

とに因縁を感じると共に使

と言われており、平城京近

命感に似た思いがあるそう

が期待されています。
奈良県菓子工業組合

です。
みそせんべいは菓子博で
の高松宮賞はじめ県知事賞

新春講演会

です。

さて、その後会場を移動

大変勉強になりました。

年奈良県田原本

横田福栄堂の社長横田進

が、郷土味、自然長時間醸

ら本格的にみそせんべいを

氏は昭和

造、塩控えめ、無添加など

当初、２月

「ジャパンケーキ

みつ、海苔を加えて焼き上

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

店頭ディスプレイ講習会

90
14

五つの徳があると言われて

㈱横田福栄堂 のみそせんべい

五つ星のみやげ

京
東

20

奈良には地みそである

良

26

木
栃
奈
「五徳みそ」というのがあ

みそせんべい

30
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（５） 平成26年３月15日

くまモンおやつプロジェクト

「おやつもなか」
発売だモン

会場には各店が持ち寄っ
ものから、小豆入りの生ク

り、小豆餡や芋餡の和風な

た。

加入された会社もありまし

で、これを機会に組合員に

限定になっておりますの

日よ

リーム、イチゴ、生チョコ、

月
種類の最中が並べら

パフチョコ、フロランタン

年

れ、副知事やくまモン、そ

ので、平成

して招待した小学生や先生

熊本県菓子工業組合で

この取り組みを地元県民

まだ試行錯誤の過程にあ

やつもなか」を開発しまし

年１月

産物を使用した「おやつ」

材 の や さ し い お や つ 」「 手

ック菓子ではない「熊本素

保育）の子供たちに、スナ

の熊本県産素材を使った、

り、それに各店オリジナル

った共通のもなか皮を作

モンもかけつけ、熊本のテ

副知事はじめ、人気のくま
空港などにも徐々に広がり

らず、各地物産館やホテル、

社が参加し、自店のみな

んでいます。

自性とバリエーションに富

などの洋風なものまで、独

マシュマロのようなもの）

す。

っていく事を期待していま

みをそろえ、ますます広が

た約

の皆様に伝えるべく、平成
（ナッツ等をおキャラメル

り、販売に至っていないお

り発売を開始しました。

プロジェクト」に賛同し、

方に試食をして頂き、子供

店もありますが、今後足並

は、この「くまモンおやつ

くまモンをかたどった「お
日にホテル日航

でコーティングしたもの）、

を提供し県内の子どもたち

作りの温かさが伝わるおや

つつあります。

熊本にて、発表＆試食会を

の食育や、消費拡大、地産

つ」「季節を感じるおやつ」
レビ、新聞社等マスコミも

会場には、熊本県の小野

行いました。

地消などを進めることを目

和風・洋風いろいろな中身

組合で、県産もち米を使

指した「くまモンおやつプ
など熊本の自然と食を感じ

組合員の得意な技術によ

最中の中身は、それぞれ

は、熊本県菓子工業組合員

おやつもなかの皮の販売

局・野田尚美

熊本県菓子工業組合事務

ロジェクト」を推進してい

の高さがうかがえました。

菓子」として弊社の団子が

現在「道後温泉本館のお茶

今年は弊社の創業記念と

ました。

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

団子

の出会いは、五年程前にさ

愛媛マラソンとうつぼ屋

ィアに参加することにしま

休業し社員総出でボランテ

会だと思い、当日は会社を

た。地域貢献できるよい機

重ねるごとに社員一同楽し

慮しました。しかし、回を

度目は要領を得ず対応に苦

ん団子の提供において、一

愛媛マラソンでの坊ちゃ

喜んで頂きました。そして

方や地域の皆様にも、大変

を用意し、応援に来られた

の提供、顔出しパネルなど

いぜんざい、お菓子とお茶

茶屋」を設け、白玉ふるま

して「うつぼ屋おもてなし

かのぼります。２０１０年

めるようになり、それと同

提供されています。

に市民マラソンになり、そ

した。そこでうつぼ屋らし

うつぼ屋のおもてなし

れによってルートも変更に

ンナーの道端カレンさんに

地元マスコミはもちろんＮ

も坊っちゃん団子を食べて

ＨＫの「ランスマ」という

て元気をもらった。美味し

伊狩詩朗

％以

・㈱うつぼ屋代表取締役・

愛媛県菓子工業組合理事

できればと思います。

われるようなおもてなしが

に、参加して良かったと言

も感謝の気持ちを忘れず

大変嬉しく思います。今後

るイベントになった事を、

後温泉と共に愛媛を代表す

日本最古の歴史を誇る道

りました。

上という素晴しい大会にな

加があり、完走率も

今年は約８２００名もの参

気ランキング一位となり、

昨年市民マラソン全国人

か っ た。」 な ど、 あ り が た

時にランナーの方々から

県菓子工業組合阿部大司技

松山名物の坊ちゃん団子

「坊ちゃん団子を食べるの

術部長は「本事業の講習内

は、夏目漱石の小説「坊ち

さ、愛媛らしさを出すため

今回は「新作スイーツの

容は、事業成果として報告

頂きました。

に、坊ちゃん団子の提供を

開発」と題して、丸鯛、組

書にまとめ、今後も積極的

い言葉を頂けるようになり

なりました。本社・工場前

より協力の依頼がありまし

笹、花びら餅、ミルク饅頭、

に技術習得に取り組んで行

ゃん」に由来したお菓子で、

を通過することに伴い、大

講となりました。特に「組

番組の密着取材でゲストラ

おやつもなか（写真は熊本日日新聞より）

笹」は、参加者も一個一個

を 目 標 に 頑 張 っ た 」「 食 べ

お迎えし、去る十一月十四

手に取り笹の包み方の実技

することにしました。

日、盛岡市大沢河原のマイ

北国岩手の
「新作菓子の開発」

de

会を運営する地元テレビ局

スター日の本を会場に菓子

指導を受け、実り多い講習

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

技術講習会を開催しました。

当日は、多くの組合関係

会となりました。

酔いどれ饅頭、竹笹包み栗

90

鎌田講師迎え菓子技術講習会を開催

講習会は、広島菓子博出

者、日本菓子専門学校卒業

展に伴い導入された「いわ

生など、多くの皆様が受講

総括として、日本菓子専門

て希望ファンド」事業の一

され鎌田講師の説明を熱心

岩手県菓子工業組合で

環として実施されたもの

に耳を傾けていました。

学校講師の鎌田克幸先生を

で、鎌田講師を招聘した講

蒸し羊羹の六品目のほか

きたい」と語っています。

講習会を企画した、岩手

「酵素糖化水飴」の最中餡

沢仁

岩手県菓子工業組合・小

催となりました。

習会は、本年度二回目の開

は、広島菓子博の関連事業

菓子技術講習会

48

愛媛マラソン

媛
愛
等への導入法など基礎的な
知識も再講習しながらの受

愛媛マラソンにて坊ちゃん団子を提供

くまモンおやつプロジェクト

たくさん取材に訪れ、関心

放課後児童クラブ（学童

ギモーヴ（フランス菓子の

20

を詰めて仕上げるというも

熊本県では、県産農林水

この取り組みには組合員

達にはお土産にしました。

12

てもらう取り組みです。

20

25

28

ます。

た。

26

本
熊
手
岩
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となっていましたが︑当日

高知道や徳島道も通行止め

などで面識があったので︑

とは︑ブロック会や広島博

様です︒岡萬の岡田社長様

３番目は︑石井町の岡萬

や︑希少糖入りの﹁大禹謨﹂

学と︑香川特産のオリーブ

すえ︵包末さん︶で工場見

郷東店で済ませた後︑かね

た︒お昼を宗家くつわ堂の

の接待を受けおいしくお菓

は︑晴天に恵まれ︑高速道

つい話が弾み︑長居をして

品などのお話もしていただ

の通行止めも解除されまし

て評価されているこの地が

代表する小説のひとつとし

知られ︑日本の近代文学を

の中である﹂の書き出しで

前﹂に﹁木曽路はすべて山

文豪島崎藤村の﹁夜明け

り出し︑すり鉢でつぶし︑

蒸した栗を切って中身を取

な食べ方をしていました︒

など生活の知恵でいろいろ

栗︑茹で栗︑かち栗にする

んにしたり囲炉裏で焼き

収穫し︑秋の味覚を栗ごは

生している栗を各家庭では

前７時中村市を出発して︑

問して︑その夜は︑淡路島

理事長の斉藤さんを表敬訪

紹介にお世話になりました

後は︑このたびの研修先の

ました︒そこでは︑切れ目

んの広大なお店に立ち寄り

営する﹁夢菓房たから﹂さ

室も見学後に浜田さんの経

て︑さらに菓子木型の陳列

激戦区で︑その中で各和菓

りの数になります︒まさに

八万五千人︶比するとかな

すと七十店を超え︑人口︵約

あり︑非組合員も合わせま

く︑中津川市内で約四十店

複数店構えている店が多

に感じられますが一店舗で

菓子処にしては少ないよう

十三軒で構成しています︒

現在︑中津川菓子組合二

くる︒菓子処中津川を支え

新製品誕生のきっかけをつ

の菓子店が一堂に集まり︑

日々努力し︑まつりで市内

を持ち技術力向上のため

合員が良い意味で対抗意識

た︒同まつりを通じて各組

んを目当てに来られまし

十四万人の方々が栗きんと

まつりでは︑市外県外より

すが︑昨秋開催された菓子

じまん祭︶を行っておりま

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。

ツアーとして実施しました︒

てもらうことにしました︒

たので︑予定通りの研修を

子とともにいただきまし

研修先には最初は︑山口

のお菓子まで土産に頂い

けました︒

本年度高知県菓子工業組

県や︑島根県も考えていま
しまいました︒徳島県の最

研修前日までは︑積雪で

合への研修旅行は︑従来の

することができました︒

岐阜県中津川市でありま

塩︑あるいは砂糖を入れ出

子店が独自性を出しながら

る原動力なのです︒

善一郎

中津川菓子組合顧問・原

努力しているのが現状です︒
当組合員らは結束してい
ます︒一般的には同業者は

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。

四国内の 菓 子 店 め ぐ り

どちらかというと観光に傾
したが︑今回は︑四国内の

す︒和菓子にはその土地︑

来上がったものを餅や︑ご

栗きんとん

加賀で育って76年

高知県菓子組合へ研修旅行

きがちな旅行を脱してお菓

途中︑高知の組合事務所と︑

のロイヤルホテルに投宿し

日午

高知駅で人数を拾って︑吉

化したもので︑今までの旅

競争相手ですから︑あまり

嘆しながら︑帰宅の道につ

和三盆の工程の説明を受

行の中でも一番意義深い研

立ち入った話もしません

き午後７時無事に帰宅でき

け︑実際に﹁研ぎ﹂と﹁絞

香川県菓子工業組合理事

修旅行であったと思います︒

中津川では古くからお茶を

が︑当組合では何でも話し

翌日は︑香川県入りをし

り﹂を見学しました︒また

飲みもてなす習慣があり︑

ます︒組合が結束できるの

て︑まず︑東かがわ市の三

堂様のお店を見学しそのあ

そのあと高松市に入り︑菓

お茶を愛する人が多く︑そ

町の川田光栄堂様では社長

と本店に移動して研修しま

匠柴山︵鈴木さん︶の店舗

ようになりました︒また︑

れで必然的に菓子について

の 川 田 様 か ら︑﹁ う だ つ ﹂

次いで︑鴨島町の青山様

を訪問し︑そこではお抹茶

中津川では文化・伝統など

ました︒今回の旅行は観光

をお訪ねして社長様から︑

れて菓子屋も増え︑それぞ

に秀でた所であり︑数多く

は顧客の住み分けが進んで

盆糖の製造メーカーで名高

お菓子の説明や︑売れ筋商

れの店が味を競い合い鍛錬

いるからでしょう︒中津川

の街並みを案内してもら

で栗の栽培がはじまり︑大

し︑その結果︑地域ぐるみ

﹁うるさい﹂人が増えたよ

菓子組合では昭和六十二年

と

粒の栽培栗をたくさん使え

の文化人たちを輩出してい

うです︒口の肥えた粋人が

した︒

るようになると︑栗きんと

で 菓 子 文 化 が 発 展 し︑﹁ 栗

良い菓子を育てたといえる

長・田村日出男

んの生産量はどんどん上が

ます︒このような事から︑

を排して︑仕事の研修に特

野川沿いに徳島県に入っ

名は︑２月

菓子店をめぐる菓子店見学

その環境でしか生まれなか

飯にまぶしたり︑余ったも

ふるさとじまん祭

より菓子まつり︵ふるさと

菓子の里﹂として知られる

い︑黒川梅光堂を見学して︑

なく訪れるお客様の数に感

一行

子の勉強や経営を勉強させ

栗きんとん発祥の地 中津川

ったものが数多くあります

のをふきんで絞ったりして

組合の結束・交流で技術向上

が︑その一つが﹁栗きんと

食べていたものが栗きんと

ん﹂であります︒
この地方は山間地であ

その後︑明治の中ごろに

んの始まりとされています︒

なり菓子屋によって商品化

り︑古来より春夏秋冬自然

大切に利用してきました︒

大正時代になると中津川

されたと伝えられています︒

からの恵みはとても貴重で

江戸時代にさかのぼります

でしょう︒

っていきました︒それにつ

い︑その街並みにある光栄

ました︒

16

て︑まず最初の訪問先の脇

12



「たから菓舗」前にて
が︑秋には山栗が実り︑自

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。

阜

（Ｘ・Oたっぷり）

（型焼き）

本格的カステラ

川
香
岐

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…
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だった方の中には、ヘリコ

かぶり、ぬれたままの状態

した人が多かった。津波を

石 巻 の震 災 と復 興
全菓連では、震災復興を進めている石巻市を訪問、
齋藤敏子氏（石巻観光ボランティア協会会長）の説
明をいただき、被災地を視察しました。

山形や東京に運んだ方もい

だった。火葬をするために

っているので、本当に大変

３千４百名の方々が亡くな

遺体置き場になっていた。

に体育館があるが、当時、

津波の被害が無かった地域

状況だった。高台で地震と

海のそばであっても、流れ

の状態で残った。同じ川や

が低いのに、家がそのまま

また、横川の川付近は土地

は、津波で元に戻らない。

ヨシが群生していた場所

百選にも選ばれた。しかし、

ていい風景になり、風の音

６、７月になると青々とし

によって被害がないところ

た。

だった。私も身内が病院に

てきて、野戦病院さながら

助けられた方々など運ばれ

う光景を見たのも初めてだ

て帰される状況で、こうい

た。少しよくなると外され

ながらしゃがみ込む方もい

ルシートが敷かれ、点滴し

のは亡くなった児童のおじ

が出て、実は畑に来ていた

そうしたら大川小学校の話

分で探して」という大変な

いるかわからないから、自

すか」と聞いたら「どこに

聞きましたが、どこにいま

っ た。「 身 内 が 運 ば れ た と

アルだけでは、いざ大震災

が多かった。ただのマニュ

所を確保していないところ

ニュアルはあっても避難場

り始める。けれど、防災マ

かった。川沿いのヨシは、

響があるので漁獲量が少な

文があるのだが、津波の影

が大きいので、全国から注

うしじみがよく捕れる。粒

た。こちらの川ではべっこ

まさかまさかの連続だっ

を上って被害を出すことは

旧北上川で、津波がこの川

町を通っている方の川は

瓦れきがたくさんあった

は住宅があったところだ。

田んぼのように見える場所

くなっている。

護岸工事のダンプカーが多

は冠水が続いているので、

どの漁業を営んでいる地域

プカーが大変多い。桃生な

工事が続いているのでダン

被害があった地域は、まだ

再建したばかりだ。大きな

下した新北上大橋は、最近、

プターで病院に運ばれて

運ばれたので、３日過ぎて

が来て色々調べているが、

いさんとおばあさんである

が起こった時には役に立た

も、低体温症で亡くなった

から行った。玄関にビニー

津波に対しての防災の意識

ことがわかった。驚いてお

時や２年目に入るころまで

うに言い伝えていれば、認

のあと津波が来る間に雪が

撮影はご遠慮願っている。

がなく、訓練もしていなか

話をするようになった。児

ないと、教訓として教えて

は、肉体的なボランティア

識が変わっていたと思われ

降り出し、本当に寒かった。

最近、お地蔵様を建ててく

った。本当に全体が津波に

童の祖父母は自分のことば

くれた。

方々が心の支えを必要とし

もあった。また、津波で落

２階にいる方は、津波が来

ださった方もいるが、皆さ

対する認識が少なかったこ

かり痛みを感じていたけれ

ているので、そうした面の

旧北上川沿い

ると慌てて屋根の上に避難

ん力を合わせて慰霊碑を建

とが一番の原因だ。大震災

ど、亡くなった先生のご父

雄勝も大変な被害があっ

ボランティアが活躍されて

方がいた。そういう犠牲者

いた。職員室でほっとして

てた。ここで助かった男の

が起こって初めて気づいた

兄が、息子が亡くなったこ

た場所で、以前はホタテの

いる。また、いろいろなイ

る。そのような状態だった

いた時に先生方が揺れを感

子がおり、今は中学生にな

大川小学校の慰霊碑の葉

状態である。

とを言い出せないままでい

とれるいい浜だった。雄勝

ベント、催しをしながら、

地震津波が来て以来、被害
がなかった。チリ地震津波

大 川 中 学 校、大
川小学校付近

日の２時

分、大きな揺れ

大川小学校

という。

には１０８名

わせて

と言う。

一晩中鳴り響き、ボートで

市立病院が津波で全壊し

じ、屋上に避難したが、津

って、津波の被害を伝える

ボタンはＮＨＫで放送され

ると知った。その亡くなっ

はスレートが有名だ。東京

仮設の方を激励するなどの

も含まれている。

波が襲ってくるのでどこに

ために東京に行った。遺族

た。大川小学校にはまだ行

た先生のご両親が葉ボタン

の東京駅の屋根は、雄勝の

ボランティアが多い。石巻

ので「津波が来る」といっ

も行けなくなった。中学校

の人は「大変なので、いつ

方不明の児童が４名いる。

を作っており、慰霊碑に飾

スレートでふきかえられて

に住所を移した方もいる。

ても２階に避難していれば

の前に電柱があり、津波で

までも残してほしくない」

今もご父兄の方は、その時

るようになった。慰霊碑が

いる。震災当時は、東京に

社会福祉協議会を通してだ

今回大きな犠牲者を出し

流された女性がつかまって

という人が多いのだが、そ

の状態を検証している。児

できる前は旧校舎に、生徒

出荷するためにスレートを

た原因は、津波を考えてい

いた。その方

の子は「この学校があるか

童のことはいろいろ報道さ

の数だけ並べて置いてくれ

置いていたが、津波で流さ

たので、日赤病院しかなか

の時は、海岸に２ｍの被害

を助けるため

ら、その時のこと、自分た

れたが、実は先生も亡くな

た。お互いにつらい思いを

「この前だって、こんなと

だったので、恐ろしさを知

に、先生方は

ちが学校に通っていたこと

っている。先生の親御さん

していても、言い出せない

なかった人が多かったこと

っている方も少なくなって

綱引きの綱を

が思い出される。なくなっ

は、自分の息子も亡くなっ

けのボランティアは、去年

った。ヘリコプターの音が

いた。それを風化しないよ

何度も投げ

たら寂しい。残してほしい」

たけれど児童が犠牲になっ

れてしまい、一時は東京駅

の８月ころまでのべ

ころまで来なかったよ」と

大川中学校は津波でかな

て、体に巻き

女川の中学生も「津波を

方もおり、大川小学校の惨

もふきかえられないとがっ

言う方も多かった。３月

りの被害があり、全部解体

付けて助けた

代々伝えていきたい」と、

事はいろいろな大変さを知

だ。石巻は昭和

された。地震の時は卒業式

の児童がいた

たので、ひた隠しにして、

らせてくれた。

犠牲者が出

が必要とされた。その後、

仮設住宅に暮らす多くの

万

万人は来

人、個人的に来ている方も

次号に続く。

ただろう。

かりしていたが、残ってい
分たちで募金をして集めた
た。住民感情

こういう問題が起きてか

て送ることができた。この

含めれば、のべ
仕事を営んでいるところ、

地域もだいぶ被害があり、

たものを１枚１枚手洗いし
お金で、まず１ヶ所目を建

ら、その時の防災マニュア

も強いので、

ルはどうなっていたかと語

てている。

あるご夫婦が来て、時々顔
お参りをする

また、現在、第三者機関
時には、記念

ボランティアの
活躍

で、その前に式が終わって

が、先生と合

千年も持ちこたえる石碑を

口に出さなかった。震災が

11

（田畑ではなく住宅等が流された跡）

28

雄勝地区

名の

終わった後に、ご両親が畑

大川小学校

ヶ所につくるという。自

年にチリ

犠牲者を出した
原因

その②
を会わせるようになった。

21

84

46

35

大川中学校付近
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全国菓子工業組合連合会青年部では第

回東北・

北海道ブロック大会で鈴木隆一氏︵株式会社でん六
代表取締役社長︶を講師に迎え︑﹁マメに生きる﹂

を出して一字一句違わずに

をテーマに講演を行いました︒
先月号より続く︒

その②
じる︒私が勝手に別の条項

長いかがしましょうか﹂と

ある︒私のところまで﹁社

棄処分した︒という事例が

い︒金額は大きかったが廃

っかり守っていく一方︑も

信頼の経営︑この２つをし

私は顧客第一主義と相互

きたい︒工場で朝礼をする

く喜びの循環をつくってい

働く︒このように喜んで働

喜働の原動力となり喜んで

でお客様の声として返って

を加えて５つ︑６つにする

来ることはまずない︒下の

う１つ私なりの経営に対す

時︑経営計画の発表会も含

方だ︒

ことは簡単だが︑敬意を表

者が判断して︑上の者は﹁そ

年前

主義の経営理念を制定した

転換した︒これが顧客第一

かなければならないと方向

様の望む商品をつくってい

変化に対応しながら︑お客

づかなかった︒これからは

お客様が変化することに気

だと思い上がって︑社会や

製造能力イコール売り上げ

に浮かれ︑つくれば売れる︑

今まではでん六豆の成功

ずつ引き抜く︒

をつないで畑に入り︑１株

の子供たちが︑みんなで手

収穫してもらう︒５︑６歳

に来てもらい長靴を履いて

祭をした︒近くの保育園児

り方︑やり方を自己否定し︑

分で自分の会社︑自分のあ

もあるのだが︑あの時︑自

ていない︒別に大事なこと

ある︒これは全てを網羅し

ます﹂という４つの誓いで

つ︑安全衛生に万全を期し

商品をお届けします︒ひと

とつ︑お客様に鮮度のよい

望む商品をつくります︒ひ

ります︒ひとつ︑お客様の

一おいしいよい商品をつく

を貫きます︒ひとつ︑日本

たちの誓い︒顧客第一主義

み︑工場の人にも紹介して

客様のファンレターも読

うという気持ちになる︒お

の子たちのためにも頑張ろ

子を見ると経営者としてこ

が楽しそうに遊んでいる様

いも煮会バス旅行で︑親子

たちと接することもある︒

その時の経営者の覚悟を感

えていった︒私はいまだに

打ち立て︑経営の行動を変

覚悟を持って新しい方針を

している会社がたくさんあ

の高いラジオ体操や朝礼を

実践をしているか︒レベル

今︑会社でどんな喜働の

からも続けたい︒

遷が感じられるので︑これ

今までの自分の考え方の変

年やっており︑読み返すと

している︒社長になって

従業員には掲示板で貼り出

調べると︑商品には使えな

た原料を使ってしまった︒

が間違えて使用期限の切れ

た時︑例えば現場の従業員

の行為はどうなのかと考え

と思う︒お客様にとってこ

従業員の決定の判断基準だ

者だけでなく︑全社員︑全

する物差しだと思う︒経営

いないか︑正しいかを判断

分の経営と決断が間違って

者が経営理念に照らし︑自

経営理念とは何か︒経営

アップした︒

ラジオ体操も朝礼もレベル

返しを４年くらいしたら︑

ードバックする︒その繰り

てからうまくできたかフィ

日のテーマを言い︑終わっ

ましょう﹂など具体的に今

た時に真上に行くようにし

朝礼が始まる前﹁手を上げ

方針を決め︑ラジオ体操と

１回程度会議をして指導の

ェクトチームをつくり︑月

の経営理念についての考え

という経営コンサルタント

社長が教えを乞うた一倉定

るものではない︒これは前

するものであり︑額縁に飾

らないだろう︒また︑実践

簡単に守れる経営理念は要

が︑だからこそ価値がある︒

しい面︑つらい部分もある

実現できない︑守るには苦

でもあると思う︒簡単には

経営理念は︑情熱の源泉

経営理念だと思っている︒

ニュアルもあるが︑根本は

家庭では朝４時半に起き

れる人を思い描いて挨拶す

自分が一番素直に笑顔にな

の家族でもいいからきょう

でなくても構わない︒自分

上げた︒それは仕事の関係

挨拶してください﹂と申し

くりやすい人を思い描いて

きょう自分が一番笑顔のつ

向かって挨拶をするのか︒

ーがある︒その時に﹁誰に

はなく︑クレームという形

返ってくる︒時には喜びで

レターや売り上げ︑利益で

たお客様から例えばファン

ただける︒喜んでいただい

れて︑お客様にも喜んでい

ができて︑いい商品がつく

働く︒そうすればいい仕事

て︑従業員がみんな喜んで

身︑私が喜んで働く︒そし

んで働く経営︒まず自分自

一言でいえば喜働経営︑喜

を究め︑喜びを創る﹂だ︒

に自分で決めたテーマ﹁豆

その日のスケジュールを紙

いる︒次に︑机に座り朝と

言葉を唱え︑スタートして

前︑東日本大震災からその

化しないことだ︒

が出てくるので︑マンネリ

され︑やればやったで結果

たのは︑毎日テーマが提出

ようにしたい︒一番よかっ

いないが︑頑張って行ける

とだ︒そこまでは到達して

目に形︑動きをそろえるこ

を込めた挨拶︑笑顔︑３番

る︒朝礼で大事なのは︑心

繰り返しだと思う︒

る︒それでまた働く︒この

っとお役に立ちたいと思え

感謝の気持ちもわいて︑も

た︒当然嬉しくなる︒また︑

ありがとう﹂と言ってくれ

るいは従業員から﹁社長︑

客様に喜んでいただく︒あ

だと思う︒自分が働き︑お

い︑そういう心で働くこと

ありがたい︑お役に立ちた

喜働とは何か︒嬉しい︑

マにしながら話している︒

め︑色々な時に喜働をテー

てることもある︒

思う︒お礼状を書くのにあ

い︒逆に後悔はできないと

く︒反省できても後悔しな

させていくと︑前向きで積

んどない︒普通に頭を回転

後悔したりすることがほと

る︒朝は不安になったり︑

も新しい発想がわいてく

らの会社の計画をつくる時

を考えてメモする︒これか

ーリーにしたり︑起承転結

る︒スピーチや文章をスト

ってとれない中でも︑朝を

だから︑私は時間がまとま

はわかった︒自分は意外と

がままに縛られていること

レームも返ってきたものは

くるものもある︒喜びもク

し︑いまだに変えずみんな

の通り︑わかった﹂とする

る理念がある︒私が

年のことだ︒この時

引き抜いたと

いる︒私は工場を巡回する

り︑朝礼コンテストで優れ

形はそのようになった

ることを原則にしている︒

喜働とは

で毎朝唱和している︒

だけだ︒社内に規定類やマ

につくった﹁でん六私たち

き︑土の中から

のが好きで︑朝礼で皆さん

たものも見た︒でん六の会

が︑心はどうなのか︒心が

唱 和 し て い る︒﹁ で ん 六 私

の誓い﹂を毎朝みんなで声

殻付きのままの

の前で挨拶し︑その後巡回

社の商品は一流かもしれな

こもった朝礼になっている

４つの誓い

色々な機会に私は働く喜

落花生が顔を出

する︒従業員と﹁おはよう

いが︑朝礼は三流で恥ずか

経営者と全社員
の価値判断の基
準

びを感じる︒当社の蔵王の

すと﹁わあすご

ございます﹂とかわすが︑

しいと思ったので︑レベル

実践するもの

するので︑相談役か顧問の

が︑私が言うと皆さん萎縮

しして頑張ろうと思った

か︑細かいところまで口出

初は自分で率先垂範という

アップしたいと思った︒最

ある︒挨拶で﹁おはようご

ださい﹂と申し上げた事が

が︑最近﹁これをやってく

しをしないようにしている

だと感じている︒私は口出

のかと考えた時は︑まだま

安と人々の幸せを念じ︑進

う︒私の誓いは︑日本の平

ず第一番に自分の決意を誓

だ︒起きて洗面した後︑ま

ともあるが︑基本は４時半

しいので５時半に起きるこ

二次会に参加する場合は厳

ものをつくり出す仕事をす

り方だ︒具体的には新しい

時間で新しい発想をするや

デアもわきやすいので︑短

る︒頭の回転がよく︑アイ

を３〜５つ書くようにす

く︑

分刻みの仕事

いので︑１時間刻みではな

に書く︒朝は作業効率がよ

素直に自然に発揮できる︒

時間帯なので︑本来の力が

は自分のわがままが出ない

り病が顔を出してくる︒朝

苦手意識︑怠け心︑締め切

不安やおそれ︑好き嫌い︑

引き出せる︒昼間や夜は︑

本来自分が持っている力を

朝は本当にすばらしい︒

思う︒少なくとも自分のわ

っといい経営者になれると

分の力を発揮できたら︑も

朝だけでなく昼も夜も自

こそと感じている︒

も︑朝の時間を活用すれば

者として成り立っているの

い発想や決意をする︒経営

有効活用することで︑新し

というのが今の願いだ︒

中だ︒素直な心で生きたい

の習慣に置きかえていく最

のが大事で︑次の新しい心

なことがわかった︒気付く

たが︑実はすごくわがまま

までない人間だと思ってい

好き嫌いは少なく︑わがま

表情を見た時︑
私はこの子たち

20

昭和

森工場で新豆落花生の収穫

い﹂と︑歓声が

挨拶で皆さんから元気をい

朝礼提案をしている︒朝

んで困難なことに飛び込

極的な考え方になってい

上がる︒表情を

ただける︒それが私の喜働

礼で話したことを︑自分で

ざいます︑いらっしゃいま

み︑切り開くことだ︒２年

分︑

のためにもでん

立場におさめた︒比較的若

せ︑ありがとうございます﹂

15

その声を聞き︑

六の社長として

まとめ︑パソコン上の掲示

と４拍子で練習するコーナ
職場の代表を集めてプロジ

40

﹁でん六朝活委
員会﹂の活動

頑張りたいと思

代の
コンを持っていない工場の

次号に続く︒

い係長クラスの
従業員の子供

︑
板に掲示をしている︒パソ

10

う︒

朝の有効活用

見ると目の輝き

10

が違う︒嬉しそ

鈴木 隆一 氏（株式会社でん六）

の源になっている︒

マメに生きる

15

うにしている︒

新豆落花生の収穫祭

30
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ていただいている︒このた

るということで営業をさせ

従業員があって︑今があ

与えられる側から話がある

私は与える側だったが︑

だいている︒

たこ満は活動をさせていた

そんなことを大切に私たち

消による身土不二の活動︑

ている地域の掃除︑地産地

らい朝早く来てみんなでし

がとうと言っていただける

れないこと︑お客様にあり

に対して感謝の気持ちを忘

たこ満では一緒に働く仲間

だと思っていた︒しかし︑

い距離感を保ち︑常に１人

一緒に働く仲間ともほどよ

いくことだと思っていた︒

れた仕事を１人でこなして

たことを生かして︑与えら

は︑今まで自分が習ってき

はそれまで会社で働くこと

入社させていただいた︒私

自分にプラスになると思い

が多く︑自分を変えられる︑

ージとは異なり︑驚くこと

して自分が思っていたイメ

話が︑今まで就職活動に対

説明会で社長や先輩方のお

と思ったきっかけは︑会社

私がたこ満に入社しよう

きないのかから一緒に考

て見ていてくれる︒なぜで

が︑毎日そばで仕事を教え

ーチという１つ年上の先輩

員の研修中︑パーソナルコ

しかし︑その中で新入社

思いもあった︒

気持ちになったり︑悔しい

かないことで申しわけない

ていただく中で︑うまくい

きない自分と︑仕事を教え

頃は︑当たり前のことがで

ようにいかない︒入社した

うとすると︑なかなか思う

も︑いざ言葉や行動にしよ

ことは頭でわかっていて

前のことを当たり前にする

に感謝の気持ちと︑当たり

めであることを感じた︒特

ち１人１人の人としてのた

会社のためではなく︑私た

何よりも１人１人の成長が

してもらえる︒教え合える

り︑その時その時で評価を

場ですぐに褒めてもらった

る︒また︑できた時はその

の場ですぐ教えていただけ

修でもできないことは︑そ

仕事中の接客でも社内の研

きる環境だからだと思う︒

生懸命に取り組むことがで

る︒何でも言い合えて︑一

謝の気持ちも自然と出てく

てくださっている仲間に感

てくださっている方︑支え

るようになった︒周りで見

合い︑教え合うことができ

難しいんだよ﹂と声を掛け

時﹁当たり前のことが一番

なった︒また後輩ができた

と考え︑取り組めるように

り前に行えるようにしたい

日々当たり前のことを当た

し た １ つ １ つ の こ と で︑

かけてしまうことになる︒

としてもお客様にご迷惑を

間違っていることがあった

認を込めてお伝えしたり︑

いることでも︑もう一度確

イミングもある︒わかって

えさせていただくことはタ

経験のある方に︑一から教

も︑私よりはるかに年齢や

ーズに教えることができて

らない︒自分の後輩にスム

そのことを伝えなければな

操作が少し変わり︑全員に

ばレジで機械が新しくなり

しいかを感じている︒例え

と︑伝えることがいかに難

物事を見ている︒教えるこ

員だった時とは違う目線で

くことも多くなり︑新入社

からは︑教えさせていただ

店長をさせていただいて

ていけるように取り組んで

行動する力を︑もっと磨い

いからだ︒何事も前向きに

ちを︑仕事を通して伝えた

や後輩に感謝している気持

私を成長させてくれた先輩

行に移そうと思えるのは︑

いただいたことを︑すぐ実

今︑店長になって教えて

要だと学ぶことができた︒

側のことを考えることが必

何よりも︑聞いてくださる

て考えること︒教える側は

言一言を相手の立場に立っ

取り組むことができる︒一

モチベーションも高めて︑

ることができて︑気持ちの

互いスムーズに仕事を進め

教えていただくことで︑お

時︑ベテラン店長や上司に

る︒うまくお伝えできない

ートナーさんにも自信があ

れたりするが︑特に若い子

め︑創業者の思い︑最初に

と思うので︑中﨑からお話

ている︒

の親御さんが自分の子供が

歳の女の子が

たこがおいしかった思い︑

まだ勉強の毎日だ︒

と１８０〜２００人くらい

どう活躍しているか心配さ

利他の心︑

その③

書かなければいけない︒社

れるので︑社長のコメント

全菓連では全国役員研修会で平松きよ子氏︵株

と店の人がふれあう時はそ

長はパートと正社員にコメ

をつけ︑お父さん︑お母さ

行に行った時は︑宴会の２

て出し物をしてくれる︒旅

６〜８人選出されて組織し

になっており︑従業員より

会を毎年行う︒委員会組織

社員旅行と年１回の忘年

る︒店の人たちは

ていくだけ人数が多くな

のコメントが入る︒上がっ

く︒次に部長︑常務︑社長

れを見た店長が思いを書

ついての反省文を書く︒そ

その下に月間目標︑それに

年間目標が書かれており︑

人︑多

時間をどう組むか︑バスの

何人︑部長になる

ています﹂という会社通信

社では﹁こう頑張ってくれ

様もしくはご主人様だ︒会

している︒既婚者の方は奥

たときは︑気持ちよく挨拶

り︑社会的活動︑１時間く

ナルコーチによる仲間づく

心︑各委員会組織やパーソ

ありがとうと言える感謝の

理念の浸透︑どんな時にも

て︑お子さんが生まれた後

質問

女性社員が結婚され

長としては２年目で︑まだ

る︒今年で入社５年目︑店

店長をさせていただいてい

私は︑たこ満の浜松店で

◎浜松本店長

をさせていただく︒

る︒パートナーで戻ってき

パートナーになる人もい

のために行動する︒そして

て喜びを分かち合い︑誰か

をするなど︑仲間と協力し

顔︑挨拶︑当たり前のこと

思っていただけること︑笑

接客︑今日来てよかったと

ことができる︒

お茶の葉でカテキンも摂る

持ちも２倍︑３倍だ︒こう

ちは先輩と一緒なので︑気

なるとうれしく︑その気持

えてくれる︒できるように

になるのかまで一生懸命考

え︑どうしたらできるよう

ことが自己成長につながっ

しかし︑先輩やベテランパ

いきたい︒

い店で

お誕生日に渡すものがあ

みたいな形で出させていた

をしてほしいと書かれてい

しんでくれるか︒工場の人

中で飽きないようにどう楽

︑慰安旅行と忘年会

先月号より続く︒

従業員教育﹂をテーマに講演を行いました︒

相談役︶を講師に迎え︑﹁接遇と

うないので︑そんな時に工

ントを書く︒ワンウェイで

式会社たこ満

場と店の委員が考え︑色々

はなく︑ツーウェイのほう

入ってきた時の思い︑経営

だいている︒

な催しものをする︒忘年会

んのお誕生日にプレゼント

る︒大体はケーキをいただ

ている︒それが新入社員教

︑経営計画書

全てをお願いしてしまう

きてしまう︒パートナーに

ーだけで店を回す日が出て

立だった︒平日はパートナ

に明確に指示を出す人の確

いた︒私は︑私が不在の時

上司とお話をさせていただ

ョンをさせていただいて︑

中﨑

私も先日オーディシ

体的に出されているのか︒

どのような目標を具

成できるように評価し合っ

ったと話し合い︑目標を達

人のこういうところがよか

まうことがあるので︑この

たと思うだけで終わってし

ができなかったり︑よかっ

とをすぐ褒めてあげること

につくのだが︑よかったこ

また︑悪かったことは目

ることに取り組んでいる︒

に記入したり︑前日に伝え

伝えられるようにシフト表

た︒それに対し︑多分その

いと︑書かれることがあっ

のよい挨拶をしてもらいた

気分が悪い︒やはり気持ち

したのに︑上司のＡさんは

た︒今朝は気持ちよく出勤

で取り上げたこともあっ

なくて︑デイリーニュース

フは気持ちよい挨拶ができ

販売部だった︒工場スタッ

置かせていただいたのは︑

平松

う心構えが必要なのか︒

社員に徹底するにはどうい

率先垂範だと思う︒

社だと思っている︒それは

色々な方針も徹底できる会

私は挨拶ができる会社は︑

ういう中で徹底してきた︒

な感じはあると思うが︑そ

人が﹁何で挨拶だ﹂みたい

練習をしたりして︑大の大

時はリーダーが出て挨拶の

挨拶を徹底的にした︒ある

得勉強会を始めた︒そして︑

はいけないので︑たこ満心

なに評価されない︒それで

でも︑工場の人たちはそん

く挨拶をして評価も高い︒

た︒店の人たちは気持ちよ

あるので︑正社員からまた

可能だ︒年をとると介護も

う時は正社員になることも

り組みを見て︑大丈夫とい

社側がその人の仕事への取

で戻ってくる方が多い︒会

しい︒だから︑パートナー

が多いので続けることは難

時から夜７時までの勤務

土日は休めない︒正社員は

しかし︑私たちは基本的に︑

育休を取って戻ってくる︒

思うが︑辞めずに大体産休︑

平松

るのか︒

の働き方は︑どうされてい

ており︑真ん中の緑の粉は

バターがふんだんに使われ

で︑アーモンドプードルと

フィナンシェのお菓子

○茶の葉フリアン

製品

◎当日配られた︑たこ満の

るとは感じている︒

るので︑高齢化してきてい

ゃないという空気が多くな

に入った時にフレッシュじ

雇用する︒心配なのは︑店

心なので︑

歳定年でも再

そういう人たちのほうが安

最初からの出発ではない︒

た時はある程度の時給で︑

ある︒

ているので︑昔から人気が

った商品だ︒お芋が詰まっ

コアパウダーでバターを使

さつま芋を使い︑周りはコ

ージは和菓子だが睦浜産の

○初甘藷

っている︒

たのでお土産需要も高くな

饅頭だ︒世界遺産にもなっ

茶餡で︑乳菓なのでミルク

なっている︒中が白餡と緑

が出ていて︑形も富士山に

パッケージに富士山の絵

○世界ふじ

中﨑恵美氏

いたり︑おめでとうと言わ

育から始まると思うが︑全

と︑その場のコミュニケー

ている︒

人は考え事をしていたので

質問

ションが取りにくくなって

質問

はないか︒また︑明日会っ

60

どの会社もそうだと

しまうことがあったので︑

方が気持ちよくお迎えして

12

最初に挨拶で重きを

そうした面を解消させた

くれる姿勢が会社にあふれ

秋限定の商品で︑パッケ

い︒自分が不在の時はパー

店に伺うと︑全ての

トナーの中で誰が今日の責

︑バースデー

経営計画書は１年に１回

任者か︑誰に指示を仰いだ

か︑楽しみにしている︒

発行される︒私たち自身の

らいいかをその場で明確に

接遇 と 従業員教育

◎質疑応答

16

10

12

20

︑たこ満の思い

も２︑３時間誰１人帰るこ
が働き甲斐がある︒

世界ふじ

となく︑どんな芸が出るの

平松 きよ子氏 （株式会社たこ満）
13
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けているのは「忙しいから、

早 川 賢 氏（ 富 寿 家 ） 心 が

ます。

にしないなどがあると思い

先輩は「忙しい」を言い訳

えて下さい」と聞かれたら、

しょうか。例えば後輩に「教

どのような心構えが必要で

てしまうと、商品としては

す。途中でそこダメと言っ

教えさせるようにしていま

ら、こうなったんだよ」と

る過程でここがこうだった

でき上がったら「作り上げ

さまないようにし、製品が

部やらせて、途中で口をは

してもいいから最後まで全

ではいけないと思い、失敗

会社への思い入れやビジョ

うしても「私がやったほう

ど、時間のせいなのか、ど

んもきちっと教えたいけれ

うと思っています。Ａ子さ

ってからＡ子さんを認めよ

とお菓子を作れるようにな

がＢ子さんに教え、きちっ

しませんでした。Ａ子さん

いって、私は認めようとは

作れるようになったからと

ました。Ａ子さんが商品を

た失敗談を話す人もいま

で、先輩がろうそくを忘れ

だけ大切なことかというの

渡辺

先輩は後輩を自分以

ことに取り組ませています。

ようにして、後輩に教える

わないように、思わせない

まいます。なるべくそう思

がうまくいく」と思ってし

帰っていく時は、手紙で両

習慣を身に付けさせます。

低５泊６日の規律ある生活

も、工場長、次長みたいに

て私の息子も、若い従業員

くると思います。それを見

いという気持ちが生まれて

取ると自信が出て、伝えた

ができました。何か資格を

や女の子たちに教えること

信ができて、次に若い息子

も滑って取りましたが、自

に資格を取らせます。何回

部取ってもらい、次に次長

例えば一級や和菓子職を全

資格を取ってもらいます。

が、やはり工場長に最初に

も私の会社で働いています

２年ほどたちます。私の娘

て、修行が終わって帰り、

私の息子も京都の大学を出

います。それは私の甥です。

り、その下に後輩の次長が

私のところには工場長がお

西村欣祐氏（西村清月堂）

心構えが大切だと思います。

上の人材に育てる、という

入社員の手柄にさせてあげ

させたにもかかわらず、新

スターがフォローして成功

ませることなど、本当はシ

見てやらないと違ったもの

ないことが多いです。時々

いっているかが伝わってい

れても、どこを見てうまく

この調子でいって」と言わ

ら「これうまくいったね、

教えられている方は先輩か

クをしなさい」と言います。

なっても間に何度かチェッ

そこで私は「できるように

とで仕事をするのですが、

れだったらいい」というこ

くできるようになって「こ

構多いです。その子がうま

い、伝えきれないことが結

いるだろう」と思ってしま

れくらいのことは分かって

います。教えるほうが「こ

なか完璧にはできないと思

教える方も教わる方もなか

濱田浩二氏（夢菓房たから）

っていくのと思います。

を受けます。それでつなが

なりたいと思い、また試験

まう。先輩は責任逃れをし

よけたら後輩に当たってし

矢面に立つこと。その矢を

たことがあります。先輩は

を業界の有名人の方に聞い

渡辺

に徹底しています。

を最低３、４回は見るよう

終わらないよう、同じ仕事

せず「はい教えました」で

と分かります。任せきりに

も言わなければいけない」

輩が次に教えるとき「ここ

かったことがわかるし、先

ことにより、伝わっていな

っています。チェックする

度もチェックするように言

旦うまくいっても、必ず何

あります。何の仕事でも一

分が一致していないことが

輩ではチェックしている部

くいっただけで、先輩と後

ま最初に作ったときにうま

る。ということは、たまた

けど、違うものになってい

ものを作っているつもりだ

にしてみたら、ずっと同じ

ことが多々あります。後輩

で大量の失敗作品ができる

になってしまいます。それ

まってないのに取るのはお

が、お客様が次の人に「決

う話でスタートしたのです

ットを取って下さい」とい

「商品が決まってからチケ

機械を入れました。最初は

すが、最後までやらせてみ

時間がないから」という理

正解な物ができると思いま

ン、理念を話し、あとは各

ることで、先輩を尊敬し、

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。

て、どこの時点で間違った
かを指摘する力がないと後
輩に教えられない。また、
その後輩も次に入って来る

教えることの難しさを知る

そういう理由で教えない場

やったほうが早いから」と、

今度はＢ子さんが入ってき

入り、ある程度仕事を覚え、

います。最初にＡ子さんが

うちは今、女の子が２人

ことができます。

渡辺嘉一郎（全菓連総務・

面が多々ありました。それ

後輩を教えていく上での、先輩の心
構え

が後輩を教えていく上で、

コ ー デ ィ ネ ー タ ー） 先 輩

その②

由では、仕事は覚えられな

るしかありません。私ども

部署の先輩たちが入れ替わ

親に今までの感謝の気持ち

先輩と後輩との絆を深める

全菓連では全国組合研修会で「従業員教育と接

いことです。先輩が「私が

では内定した人に、５泊６

をつづります。両親に感謝

後輩に同じような教え方を

目黒留美子氏（お菓子の蔵

日で入社前教育をしていま

す。今の子供たちは恵まれ

し、自分が変わる姿に自分

しなければならないので、

太郎庵） 会津は狭い地域

り立ち替わり来て話をしま

りしていません。先

ているので感動体験をあま

先月号より続く。

で、優秀な人ばかり、採用
す。外部からの講師は一切

す。誕生日のケーキがどれ

自身が驚き、入社するとき

ことに、力を入れています。

ないことだと思いました。

かしい」と言ったりして、

を解決してよ」と言われ、

することはなかなかできな
頼まず、まず社長が自分の

輩の私たちが入って

人待ちだとチケッ

の延長で社会人にな

通勤なので、高校生

人が地元採用の自宅

ります。ほとんどの

る気持ちに切り変わ

たい」と先輩に憧れ

せられる人間になり

とで「私も感動をさ

ういう体験を積むこ

かといつも考え、そ

ます。褒めること、やって

ター・ブラザーの教育をし

迎え入れる前に、まずシス

とができます。新入社員を

辛い３ヶ月を乗り越えるこ

何でも相談し、失敗が多く、

に出して言えないことなど

換日記をします。会社で口

シスターをつけ、３ヶ月交

新入社員に２～３年先輩の

スター制度をしています。

持ちを、払拭させるためシ

す。そもそも、お客様が一

れない状態になっていま

スタッフが便利で、やめら

が、一度導入してしまうと

自身は嫌でやめたいのです

っていただいています。私

濱田

ますか。

が、どういう方法でしてい

ってもらっているそうです

とき、お客さんに番号を取

いのですが、店が混雑した

質問者

いで中に入って、早く混雑

客様に「ここで配っていな

は人が配っていましたがお

ってもらおうとなり、最初

チケットを持って座って待

ないと思いました。では、

を、何とかしなければなら

沿って立って待っているの

年配の方がガイドロープに

お年を召された方が多く、

た。ただ、和菓子屋なので

プに並んでもらっていまし

度に来たとき、ガイドロー

のはどうかと思います。

でチケットを取ってもらう

考えると、無機質な発券機

子屋でもてなすところから

いい面もありますが、和菓

結構無駄になっています。

たりしますが、その時間も

らないので何回かお呼びし

それで、帰られた方が分か

ないので帰る方もいます。

トは取ったけれど、時間が

人、

トラブルもあります。また、

られては困るので、

みせること、成功体験を積

発券機で番号札を取

切りかえさせるため

次号に続く。
に、自宅を離れ、最

濱田さんに伺いた

質疑応答から

は別人のようになります。

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）
入社してからは、不安な気

従業員教育 と 接遇 について

来る人たちを感動さ

パネルディスカッション
せることができない

先輩としての心構え

いので、入社してから育て

西村清月堂「俵もなか」

30
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富寿家「松籟」
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ます︒好みや日持ちから︑
砂糖の量を増減してくださ
い︒
・生地の蒸時間は目安であ
り︑セイロに入る量やボイ
ラーの性能によっても変わ

氏

ってきます︒蒸し過ぎると︑

笹野 浩之

シンプルな配合ですが︑奥

かく刻んだ蓬を練り込んだ

上白糖⁝⁝⁝⁝⁝２００ｇ

水⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝８００ｇ

上新粉⁝⁝⁝⁝１０００ｇ

だけではなく︑いろいろな

ます︒お菓子を引き立てる

や薬草としての効能もあり

︿生地製法﹀

白双糖⁝⁝⁝⁝１５００ｇ

大粒小豆⁝⁝⁝１５００ｇ

︿粒餡﹀

蓬⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝適量

調整をする︒

３．蓬を加え︑水で硬さの

ハを加える︒

砂糖には生地の老化を遅ら

に砂糖を加えていますが︑

・今回の配合ですが︑生地

と弾力の出づらい餅になっ

がりの生地が柔らか過ぎる

って変えましょう︒こね上

お湯を使用すると︑蒸し時

地をこね上げていますが︑

てください︒今回は水で生

す︒様子を見ながら加減し

うな食感になってしまいま

悪腰が出てしまいゴムのよ

の深い草餅を紹介したいと

東京製菓学校 和菓子課

草餅
思います︒

草餅と言えます︒特有の風

トレハ⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

︿生地配合﹀

味を持つ蓬ですが︑お菓子

効能もあり︑昔から生活に

１．上新粉を水でこね︑布

間が短縮出来ます︒

密着していたと考えられま

％ですが季節や湿度によ

・上新粉に対して水の量は

す︒今回は生地のベースに︑
巾を敷いたセイロに入れ

ｇ

以外にも︑お灸︵もぐさ︶

春の餅菓子と言えば︑細

草餅

粳米から作られる上新粉を

50

ｇ

てしまいます︒こね上がり

ｇ餡

せる効果もあります︒砂糖

する︒

４．手水︵蜜︶を使い包餡

＊生地

の生地をギュッと握って指

分蒸す︒

の跡がしっかり残る位が良

２．臼に入れつき︑全体が

を多く入れれば︑柔らかさ

使用しています︒配合や製

を長く持続できますが︑餅

法で︑餅の弾力や食感を変

いと思います︒

80
としての弾力を失っていき

まとまったら上白糖︑トレ

30
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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



︿作業上のポイント﹀

える事が出来ます︒今回は
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