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な
を提案
ど

第３回栄養表示に関する調査会で

表示義務の対象外の食品
消費者庁

導入された以下の２点を維

厚生労働省告示第８号）で

ー以内となる）。

満の場合は、±５ｋカロリ

以上のほか、以下の事項

については、消費者庁の提

持する。
①原料の個体差等により、

以上の提案に対し、賛否両

の販売に供する食品

④学校給食や病院給食等へ

られた値を記載することを

ど、合理的な推定により得

ら算出して得られた値な

料における栄養成分の量か

製品を分析した結果を基準

れまでは、販売されている

て許容範囲を規定する（こ

考慮し、表示値を基準とし

消費者の分かりやすさを

する値について

③誤差の許容範囲の基準と

案が概ね了解された。

％以内）に収まるこ

表示値が誤差の許容範囲
（±

討内容の概要を報告した。内容は表示義務の対象外の食品と、誤差の許容範囲

論が出され、さらに検討す

とし、製品に表示されてい

とが困難な場合には、原材

の新基準についてが提案された。
備を設けてその場で飲食さ

可能とする（これにより、

る数値が誤差の許容範囲内

個々の商品の含有量が結果
として誤差の許容範囲「±

であるか否かが判断され

定値」などと明記するとと

許 容 さ れ る ）。 た だ し「 推

誤差の範囲内であるか否か

れている製品の分析結果が

る数値を基準とし、販売さ

た。今後は、表示されてい
年厚生労働省

もに、設定の根拠資料を保

基準（平成

管する必要がある。

告示第１７６号）に準じる。

が判断される）。

が提案された。

概略以下の新基準（案）

％以内」を超えることも

る必要があるとされた。

１．栄養表示の対象食品について
同一で、同一の施設内、

なった店舗で販売される菓

②低含有量の場合に限っ

④「誤差の許容範囲」とい

⑵誤差の許容範囲

う用語を「許容差の範囲」
に改める。

て、誤差の許容範囲が拡張

ｋカロリー未

する（例えば、熱量が１０

年９月

０ｇ当たり

日付の栄養

２．
栄養成分等の分析方法等及び
「誤
差の許容範囲」
の考え方について

せる食品

消費者庁は、第３回栄養表示に関する調査会を開催、このほど関連団体に検

20

環境整備の一環として、
平成

表示基準の改正（平成

年

⑴分析方法等
分析方法、表示単位、最
小表示の位については、原
則として、現行の栄養表示

20

消費者庁より、以下の容
敷地内で製造販売する食品）

子は、表示対象外に該当す

注同一業者の同一菓子で

器包装された食品は栄養成

（案）が提案された。

るが、直営店などで販売す

分の量及び熱量の表示義務

①業務用加工食品（加工食

る菓子は該当しないので留

あって、製造場所と一体と

品の原材料として使用され

意が必要。

の対象外とする旨の新基準

る加工食品）

③（レストランなどの）設

②製造場所で直接販売され
る食品（製造者と販売者が

25
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「お菓子で元気になろう！」作文
コンテ
スト

でまっています。

ゃんがきょうもかいさつ口

ママとおとうとのはるち

その日、ぼくは勇気を出

がある。

友達と遊ぶと違う楽しみ方

お年寄りかと思った。この

る。せんべいが好きなんて、

に食べたりしたこともあ

せんべいが大好きで、時々

られていた友達は、今でも

少ないけど、ぼくといじめ

せんべいが食べたくなる。

ど、この友達と遊ぶと必ず

たくさんの友達と遊ぶけ

しい日がたくさんできた。

べいは、特別おいしかった。

「きょうはなんのおやっ

せるようにせんべいを食べ

この話をしたりしながら、

たべたくなりま

おうちでおやつを

す。かえりみちは、はやく

って小学校にいっていま

ぼくはでん車とバスをの

ふってきた」。

「ソーダあじの水あめが

気になろう！」作文コンテストを行った。最優秀賞
は次の通り。

小学校の部
「おかしで元気」
東京都小学校一年生男子

友達には、大好きなお菓

がまっているかな」。

た。

仲良く遊ぶ。この出き事が

たくさんたのしいことを

だからみんなが腹を立てて

「 も う や め よ う よ。 さ す

ある前のせんべいはふつう

うおもいました。ブルーハ

なぐっている。その子は、

が に や り 過 ぎ だ よ 」。 そ の

においしかったけど、この

次の日は、みんなと仲良く

でつくって、貝はわさんぼ

ぼくと関わりのある子だ。

瞬間、なぐっているやつの

出き事のおかげでせんべい

子がある。それはせんべい

ん。あさ、ママと見るふじ

ぼくは、友達なのに、守っ

手 が 止 ま っ た。「 も う、 ふ

が大好きになった。今食べ

かんがえたら、もうすぐお

山は、大きいかきごおりに

てあげられなかった。勇気

ざけないならもうなぐらな

ると思い出がよみがえって

ワイのおあじのジュースの

たっぷりのれんにゅうで、

が出ず、なぐられているの

い」と言ってくれた。ぼく

きます。この時のせんべい

なってグループの中に入っ

くもはもこもこのわたあめ。

を見ているだけだった。

はその一言でほっとした。

た。笑い話をしながら、楽

あっ、まただ。またいじ

ぼくはその子と遊ぶこと

その時からいじめはなくな

は２人にしか食べられませ

だ。せんべいが好きでいつ

められている。遊びだと言

がある。その時は元気だ。

った。その日、ぼくは安心

ん。

も食べている。だから一緒

す。でん車のまど

いながら、なぐっている。

その友達はゲームが好き

してその友達とせんべいを

うちのえきにとうちゃくで

から雨が見えてそ

なぐられて平気なのか。い

だ。一緒にゲームをやると

食べた。その時食べたせん

す。

うおもいました。

じめられているのは、ちょ

とてつもない上手さで、ぼ

うみに、コーラあじのおさ

「ラムネがなが

っと変わっている子だ。い

くはいつもやられてしまう。

年度菓子需要喚起対策

最優秀賞２作品決まる
全日本菓子協会では平成

れているぞ、草に

つもふざけていたり、人に

「今までになかった味」
愛知県中学校一年男子

せんべいが好きという人は

見えるのはみどり

ちょっかいをかけている。

中学生の部

のほそいあめざい

とうのすな、かにはスイカ

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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く 」。 川 を 見 て そ

として、全国の小中学生を対象とした「お菓子で元

25

第901号
（平成26年４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901号
聞 （平成元年２月９日
第三種郵便物認可）
新
業
工
子
菓
（毎月 15 日発行）

（１） 平成26年４月15日

拡大を論じる

食品の需要
効果の出る対策に分けて考

効果の出る対策と中長期で
もある。

年のオリンピッ

しろが大きいということで
している。国も、これまで

十分育っており、日々拡大
できれば、その状況は変え

選択に影響を与えることが
いるのは、労働体系の変化、

に様々であるが、共通して

いる。一方、子供１人の４

年金を支えることとなって

必要ではないか。その他に

行政が役割を果たすことも

れるのは、入

際に必ず言わ

増加を図ること及び輸出に

ては、海外からの観光客の

える必要がある。前者とし

っかくの機会を逃すことな

る。菓子業界としても、せ

った取り組みが求められ

クに向けて、官民一体とな

くことが可能になっている

海外の需要を取り込んでい

ており、菓子業界としても

料品の輸出に力を入れてき

はほぼ輸入一方であった食

策、体質改善を最優先で講

つつも、抜本的な少子化対

えた場合、対症療法は施し

である。国家百年の計を考

ることができるということ

国家・社会のあり方を大き

税体系のあり方等、まさに

利の保護、教育のあり方、

マザーの増加、婚外子の権

婚姻概念の変化、シングル

立 ）、 政 府 調 査 で 約 １ ３ ０

３ ０ ０ ０ 万 円（ 全 て 国 公

で、民間保険会社調べで約

は、同じ２００５年の調査

年生大学卒業までの費用

希望を不安なくかなえるシ

子供は欲しいという女性の

さらに結婚は希望しないが

てをどうアシストするか、

も、シングルマザーの子育

る口、腹は一

く、我々の得意とする「お

ステムを検討する必要はな

取り組むことであろう。政

０万円となっている。どち

府も観光立国をうたい文句

く変える事態となってい

いのか。子供は社会の宝な

つということである。しか

じるべき時に立ち至ってい

どという単なるお題目では

し現在は、人の口の数が減
のではないか。

らが実態に近いのか議論は

もてなし」により、多くの

あろうが、子供を育てるこ

にその推進に取り組んでお

る。鶏と卵の関係かも知れ

なく、子供を育てることが

少して行っている。もちろ

ないが、国情の違いはあれ、

少子化は先進国共通の問

とにより得られる幸せはあ

負担感ではなく、大きな喜

後者の中長期で効果の出

そのような変化に適切に対

びとなるような社会づくり

る対策は、少子化対策であ
題であると言われるが、先

るにしても多額の負担であ

観光客に日本の美味しいお

る。少子高齢化問題として

り、少子化の大きな原因と

菓子を是非とも味わっても

効果で行き過ぎた円高が是
らいたいものである。

応した政策を講じてきたか

年はアベノミクスの

ないが、じわりじわりと確
正されたこともあり、初め

らこそ、出生率の回復を実

制度全体を見た負担と給付

なっているであろう。社会

引き上げられたが、政府は

いか。今月から、消費税が

が求められているのではな

まで低下した出生率

現できたのであろう。

の関係からしても公平なも

１・

年に

そのことは、もう一つの

進国でもフランスは

り、

実に減少していく。国立社
て１０００万人を達成した

例えば、フランスの対策

をさまざまな政策により、

の中には、子供を３人以上

位スペインの５７００万人

７００万人、３位中国、４

３００万人、２位の米国６

位、１位のフランス８

ると、日本は８３６万人で

年の数字で国際比較をみ

とのことである。しかし、

格な食料品の需要層は限ら

国の高品質ではあるが高価

の経済格差が大きく、わが

る。これまでは、わが国と

層の増加が著しいものがあ

年の経済成長により、富裕

である。アジア地域では近

輸出の振興につながるもの

口の数を増やす手段である

化ということは、一人ひと

のではないか。一方、少子

対症療法ということになる

であり、政策手法としては

体は生命としての自然現象

るが、高齢化ということ自

もちろん、それも必要であ

中心に置かれがちである。

支えていくかということが

ば高齢者の社会福祉をどう

策を講じており、それらが

とも様々な知恵を絞って対

上げに成功している。各国

を

１・

１・

低下した出生率を

ェーデンも

２・

まで引き

まで低下した出生率

げることに成功し、

年には

年に１・５に

現在の日本の賦課方式の年

た対策ではないかと思う。

と、これは非常に理に適っ

論されていることからする

金制度が維持できないと議

おいても、少子高齢化で年

とのことである。わが国に

されるというものまである

専ら政治の責任であろう

ての地域から形成するのは

な経済環境を生活の場とし

が安心して結婚できるよう

因があるが、適齢期の男女

には経済的要因と社会的要

婚者が増加している。これ

また、子育ての前に、未

ないと思う。

てわが国に出来ない理由は

いただきたい。他国に出来

として、その充実を図って

いる。まさに国家百年の計

育て、少子化対策を上げて

少子高齢化と菓子の需要を考える

会保障・人口問題研究所の
推計（出生中位、死亡中位）
によると２０１０年１億

年は

年には２・０まで引き上

には遠く及ばないのはもち

れていたが、現在では高く

し、昔は地域の世話役が果

・３％減少す

４，１３２万人の減少、率
にすれば▲
るとしている。

第

、イギリスも

年には１・

年に

10

▽光塩学園調理製菓専門学

（継承略、順不同）

の学校名、氏名は次の通り。

理事長賞を贈った。受賞者

学生に対して、同センター

卒業生の模範となる優秀な

は加盟校より推薦を受けた

▽埼玉ベルエポック製菓調

・青木京香、松井まみ子

▽東日本製菓技術専門学校

三浦なつ美、木村早希

▽宮城調理製菓専門学校・

やめ、彌八愛里

ッキングカレッジ・鈴木あ

▽北日本ハイテクニカルク

学校・前田美貴

▽国際フード製菓専門学校

森田勇也、藤井香帆

▽専門学校二葉製菓学校・

一児島啓悟

▽武蔵野調理師専門学校・

美月、加瀬はる香

▽日本菓子専門学校・小川

岡田紗也加

▽東京栄養食糧専門学校・

吉田桃子

▽名古屋ユマニテク歯科製

中藪拓、渡辺舞

▽国際製菓技術専門学校・

間彩花、鈴木志穂

▽名古屋製菓専門学校・本

芦澤郁美、若森菜摘

▽浜松調理菓子専門学校・

柴田晴香

▽東海調理製菓専門学校・

岡校・千代みか

▽中央調理製菓専門学校静

大坪千晃、西真実子

▽金沢製菓調理専門学校・

・佐藤聖佳

藤本尚紀、松尾靖矢

▽日本調理製菓専門学校・

校・山本伸枝

▽兵庫栄養調理製菓専門学

校・則武美緒、小池沙奈恵

▽神戸国際調理製菓専門学

優里、鎌田良美

▽神戸製菓専門学校・吉岡

・小澤奈菜、山本奈美

▽大手前製菓学院専門学校

校・島田祐輔

▽辻学園調理・製菓専門学

森下晃穂、寺島雄大

▽京都製菓技術専門学校・

専門学校・正木千夏

▽西九州大学佐賀調理製菓

・津田佳奈

▽北九州調理製菓専門学校

・吉村秋穂、山口あい

▽平岡調理・製菓専門学校

坂本貴幸、范瑞君

▽中村調理製菓専門学校・

徳岡麗美、合田美月

▽愛媛調理製菓専門学校・

中山奈穂子

▽山口調理製菓専門学校・

和樹、金村友紀奈

長谷川綺見

▽綾羽高等学校・中野新、

沙織

▽花咲徳栄高等学校・市川

・八木友美、木曽林直樹

▽兵庫県洋菓子技術専門校

・木場一彰、田中真美

▽大阪府洋菓子技術専門校

中澤彰人、青木信久

▽京都府菓子技術専門校・

木村茂晴、上村恵

▽愛知県菓子技術専門校・

学園・田南裕樹

模範学生に理事長賞

校・中村絵理

理専門学校・寺﨑美波、中

菓専門学校・篠原有紀

ッジ・手島由貴

▽松江調理製菓製パンカレ

▽千葉県菓子共同高等職業

デミー・迫郁実

▽今村学園ライセンスアカ

▽日章学園高等学校・桐野

か、松岡由季乃

▽飯塚高等学校・嶋田あす

日本菓子教育センターで

日本菓子教育センター

▽経専調理製菓専門学校・

▽伊勢調理製菓専門学校・

▽鹿児島城西高等学校・黒

・瀧口ひとみ

木美佳、脇田万惟子

▽にいがた製菓・調理師専

久美

里優

▽職業訓練法人東京都菓子

▽東京ベルエポック製菓調

・杉本吉野、景山由梨

鈴木麻綾

▽広島製菓専門学校・宮村

▽札幌ベルエポック製菓調

▽ユマニテク調理製菓専門

果歩、那須しおり

学校・玉置晶野

訓練校・中村真理子、畠山
美

▽西日本調理製菓専門学校

▽北陸食育フードカレッジ

奥村大輝
佳菜

門学校えぷろん・本田愛沙

▽東京製菓学校・周盈甄、

理専門学校・林愛倫、男澤

藤真紀子

理専門学校・佐々木朋、齋

▽宮島学園北海道製菓専門

全菓連専務理事・山本領

その使い道の一つとして子

この間の人口構成の変

位１１

金制度の下では、その子供

のであろうか。

化、いわゆる少子高齢化の

ろん、お隣の韓国

効果を上げているのであろ

％加算

影響はおくとしても、この

１４万人にすら後れを取っ

りの国民の選択の結果であ

たしていた仲人役ももっと

養育したら年金が

ままでは菓子の需要が絶対

ても安心できるもの、美味

たちが祖父母、父母世代の

となっている。スウ

的に減少することは避けら
ている状況である。しかし

う。その詳細は、各国ごと

これへの対策は、すぐに

10
98

01

99

01

63 98
10
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23

12
33

年には８，６７４万人と、

れない状況である。

り、政策的に個々の国民の

年後の２０６０

２，８０６万人の我が国の

論じられる場合、ともすれ

ん、急に減少するわけでは

るのではないか。

20

しいものを求める需要層が

人口は、

66

94
12

06

13

これは、政策次第では伸び

50
32
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（毎月 15 日発行）
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「その他」においては、生
に伸長している反面、直売

ビニでの売上が好調で大幅

った。米菓全体の生産数量

置く企業への打撃が大きか

特に国内産米にウェイトを

が米菓業界に強く影響し、

る売上伸長率にはバラツキ

の減少があり、各店におけ

の、１件当たりの販売個数

数は微増傾向にあるもの

とから、商戦が長期間にわ

需要は日並びが良かったこ

が落ち込んだ。クリスマス

長期化の影響によって需要

いることから、全体の売上

の、既存商品が伸び悩んで

品が好調な企業があるもの

油菓子については、新商

ど、調査方法の違いが要因

要を含んでいないことな

答用・土産用商品などの需

調査が、家計支出以外の贈

⑶チューインガム
年のガム市場は、
店の売上を圧迫している。

金額と小売金額は前年をわ

は前年を下回ったが、生産

菓」は、生産数量について

額とも前年を上回った。「米

対比で少しずつ減少してお

人あたりの購入数量が前年

た。市場減少の構図は、一

少となり厳しい市況となっ

前年と比較して

ードビスケットが大幅に減

動向を見ると、引き続きハ

ビスケットの種類別生産

用する「あられ」が対前年

％減であるが、もち米を使

としては、対前年比３・７

における和菓子の販売数量

ていない。一方、コンビニ

て、好況感を持つには至っ

格差は広がる傾向にあっ

がみられ、各店間における

した差別化等により、米粉、

健康志向、小分け等に対応

価格競争が継続する中、

⑼スナック菓子

すことが出来た。

たったため、売上げを伸ば

涼菓子等が堅調に推移した

その他菓子は、錠菓・清

が利益を圧迫している。

る原材料費と燃料費の高騰

は低迷している。円安によ

因分析は難しい。

と考えられるが、明確な要

平成

⑸ビスケット

では業界全体の取組みとし

ずかに上回った。「飴菓子」、

比５・４％減と大きく落ち

は、依然として伸びを示し

産数量、生産金額、小売金
％近い減

て「世界にとどけ！笑顔を

込んでいる。生産金額、小

平成 年 菓子生産数量・
金額推定結果コメント
全日本菓子協会は平成

むすぶお菓子のちから」を
少する一方、クッキーにつ

売金額については、原料米

年の菓子推定生産数量、生

り、ある時からガムを全く
いては、前年並みとなった。

産金額および小売金額を策

年の菓子需要はジ

⑾その他菓子

「チューインガム」、「せん

防災意識の高まりもあっ

テーマに、旧広島球場跡地

定した。

平成

【全体概要】

年を下回ったことから、ス

平成

結果】

年家計調査報告の

５月７日、組合事務所

開所式、盛岡市・マリ

～

日、いばら

オス盛岡地域交流センター

５月

況は低迷し、飴菓子全体と

どによって、キャンデー市

変、原料高、デフレ圧力な

や夏季の猛暑などの天候異

春から夏にかけての低温

⑷せんべい（小麦粉）

る商品もある。

ラクター商品で伸長してい

るが、フーセンガムやキャ

化による縮小傾向が見られ

た。子供向け商品は、少子

者が納付する消費税が、４

▼消費者が負担し、事業

平成

⑹米菓

打っていると理解している。

を上向かせるあらゆる手を

い。このため政府は、景気

所期の目的を達成できな

うだ。うち１、０００社を

％増、

を集計すると、今期通期で

体約１、５００社で見通し

分を加えた３月期企業の全

た。これに、未発表の企業

済新聞は、経営者アンケー

報じた。３月

日付日本経

及するかが焦点となる」と

っており、中小企業まで波

実施は小売り大手にも広が

を組合側に回答した。ベア

金改善や一時金（ボーナス）

アップ（ベア）に相当する賃

電機など主要企業がベース

のではなく、投機の対象に

正常な経済活動に活用する

した。その原因は、土地を

のときの地価は異常に高騰

と報じた。かつて、バブル

デフレは、ほぼ終息した」

点で地価が上がった。土地

スに転換した。過半数の地

０８年以来６年ぶりのプラ

ーマン・ショック前の２０

前年比０・７％上昇と、リ

てる状況になってきた。努

経済活動が将来に希望の持

は多いと思う。しかし今は、

した現実を実感した経営者

利益は減少していく。こう

経費の切り詰めをしても、

少していく。リストラなど

頑張っても、売り上げは減

道等で多く使われた。事実、

きは閉塞感と言う言葉が報

が実感できる。デフレのと

程をみると、明らかに違い

ぎスイートフェア２０

また、砂糖業界とともに

しての生産数量・金額は前

せんべい（小麦粉）につ

月１日より８％に上げられ

超える企業が、増収増益（黒

トを実施した結果として

力すれば売り上げが伸び、

は前年並みにとどまる結果
となった。

る。しかし、販売機会、客

で昨年実績を上回ってい

場の異常気象による猛暑の

洋生菓子については、夏

沢

５月

日、ナイト茶会、

日、アート茶会、金

30
後退し、減収になったでは、

▼企業が給与を上げるに

経常利益が

％増となっ

は、売上高が前期比

日、自動車や

世紀美術館内松涛庵

競争のある経済活動であれ

た。この背景には、失業率

いう言葉も使われなくなっ

うになってきた。閉塞感と

使交渉は、

復に加えて、デフレ脱却に

ば、需要のあるところは上

の低下や自殺者数の減少も

％増となりそ

▼報道を見る限り、企業

向けた政府の賃上げ要請に

昇傾向になる。反対に、需

経常利益は

追い風に海外需要を取り込

は着実に利益を上げている

要のないところは下降傾向

は、利益を上げていなけれ

は、２０１３年度の補正予

み、国内需要の復調も目立

も応え、給料アップに踏み

算５・５兆円の内、３・４

切る」と報じた。これらの

つ。リストラで利益を捻出

ようだ。企業の利益が上が
してきた局面から、売上高

れば、政府の要請もあるの

兆円程度を９月までに９割

理由としてはあるだろう。

程度実行する目標を決め、

になるはず。そうならない

で、給与を上げることにな

だと思う。実行権限を持つ

報道から、景気の好循環は、
を伸ばして利益を拡大す

政府には、経済成長が続く

ど

に、２０１３年４〜

19

20

95
を作るため、政府は異例の、

18

12

更に、２０１４年度予算

日付日本

バブル崩壊から長い間、

経済活動は、前向きに成長
るだろう。２月

聞は「国土交通省が

正しい政策が実施されず、

よう、更なる正しい政策の

していくことが一番良い。

経済新聞に「トヨタ、６年ぶ

２０１４年１月１日現在の

経済は低迷、デフレとなり

実現を期待している。

のは、正常な経済活動でな
る、脱デフレ型の収益成長

公示地価を発表した。全国

苦しんできた。だが今、経

いからで、正常にするため
へ着実に移行している。３

りベア、業績回復で、日立

の平均は６年連続で下落。

済活動が好循環していく過

日付日本経済新
月期企業（金融を除く）の

日付け日本経済

も実施へ」とあり、反応が出

ただ、東京、大阪、名古屋

12

31

▼３月

日まで

新聞は「賃上げの春、ベア

の三大都市圏（全用途）は

出来つつあると考えられる。
兆円程度を９月までに

・９兆円の内、公共事業な

うち４６３社が

相次ぐ一斉回答。一時金も

そのための基盤は人と技術
６割以上実行する方針を決

決算を発表した。９ヶ月決

高水準。２０１４年春の労

飴菓子

日に
めた。また、景気の好循環

％増、

算の実績を集計すると、売

た。３月
給与の引き上げを経済界に

上高は前年同期比

12
11

月期

要請した。財政健全化を目

全菓連理事・千田仁司
指して増税したが、景気が

の政策が必要になる。

全菓連だより

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

る米の原料不足及び原料高

石川

１４、県庁舎（県民ホール）

取り組んだ菓子需要喚起キ

年を大きく下回る結果とな

いては、アベノミクスで期

た。

ばならない。２月１日付日

字転換を含む）を見込む」

した結果だった。そのため、

利益を得ることが出来るよ

年の全国１世帯当

行事予定

食べなくなる離反層が大き

べ い（ 小 麦 粉 ）」、「 ビ ス ケ
く増えているわけではな

ット」、「洋生菓子」、「油菓

ことから、全体でも生産数

とその周辺地域において、

豆類等のその他スナックや

菓子産業の振興発展と地域

ているほか、スーパーマー

て、平成

の値上がりを受けて微増し

い。カテゴリー別に見ると、

ャンルによって差が見られ

ナック菓子全体としては、

年を上回った。

り、全体として前年を若干

反面、ファブリケートポテ

上回っている。

傾向にあるなど、手土産需

期にわたった低迷から回復

⑺和生菓子

年と高水

子」については、生産数量、
準にあった乾パンは平年の

ケットに比べて、ソフトビ

の兆しがみえ、百貨店にお

【平成

スケットの需要が多い傾向

ト及び小麦系については前

ザーの購入減少が目立っ

は変わりがない。

要や家庭内消費は堅調であ

た。ミント系商品は、ブラ

ャンペーンにおいて、店頭

待された良い影響は見られ

ここ１年の景気は、アベ

本経済新聞は「２０１４年

と報じた。全菓連も、経営

バブル崩壊後、地価は下落

りの菓子支出金額は、前年

キャンペーンへの応募総数
った。

ず、むしろ原材料高などの

ノミクス効果で上昇傾向に

３月期は、７割近い企業が

「ベア回答は７割に達した。

した。土地は本来、正常な

数量は横ばい、金額は若干

国内景気は、アベノミク

は１９４、９６３件となり、

チョコレート菓子につい

⑵チョコレート

影響が先行している。また、

ある。そして、増税前の駆

増収増益を見込めそうだ。

業績回復が追い風になって

⑻洋生菓子

スの取組みと２０２０年の

小中学生を対象とした「お

ては、ミルクチョコレート

地方では国内観光客の減少

け込み需要があり、その反

改善手引書を作成し、組合

いる。多くの企業が業績回

ける和菓子売場も大半の店

東京オリンピック開催に向

菓子で元気になろう！」作

やホワイトチョコレートな

により土産物商品の需要が

動があることも予想され

員の売上向上、利益向上に

菓子の持っている力を再確

けた経済活性化による景気

文コンテストには、前年を

どが貢献するなど、一部の

落ち込んでいる一方で、京

全体では、売上高が前期比

努めている。

取り戻すことが困難であっ

回復への期待から、様々な

４％上回る３１、０５７作

菓子類を除き全体では順調

都や大阪では海外からの観

１割増え、経常利益は３割

比１０１・５％となってい

業界でその恩恵を受けた一

品の応募があり、菓子には

に推移した。また、一昨年

た。このため、反動による

増となる見通しで、円安を

る。推計値との差異は家計

年であったが、菓子業界に

心と体を元気にするチカラ

の厳しい残暑とは異なり、

光客が増えているものの

落ち込みから、いち早くも

の伸びとなっている。

おいては、依然としてデフ

があることを多くの方に知

「せんべい」の売上増加に

⑽油菓子

レ傾向が続いている一方

っていただくことができた。

９月後半から気温が低下し

はつながっていない。コン

年は、主原料であ

で、小麦、乳製品等の原料

たことも需要を押し上げる

認することが出来た。

価格の上昇が見られ、依然
ジャンル別の動向でみる

要因になったと思われる。

31

21

25

前年比
構成比
チョコレート
前年比
構成比
チューインガム
前年比
構成比
せんべい
前年比
構成比
ビスケット
前年比
構成比
米 菓
前年比
構成比
和生菓子
前年比
構成比
洋生菓子
前年比
構成比
スナック菓子
前年比
構成比
油菓子
前年比
構成比
その他
前年比
構成比
合 計
前年比
構成比

平成25年
生産数量
生産金額 小売金額
トン
億円
億円
166,000
1,710
2,390
97.6
95.5
95.2
8.7
7.3
7.5
220,080
3,260
4,520
105.4
101.6
101.7
11.6
13.9
14.2
30,220
825
1,220
91.2
90.7
92.1
1.6
3.5
3.8
57,500
508
718
98.6
98.6
99.0
3.0
2.2
2.3
236,600
2,270
3,260
98.8
99.1
99.1
12.4
9.7
10.3
216,524
2,558
3,413
96.3
101.1
101.1
11.4
10.9
10.7
304,500
3,820
4,670
100.5
100.5
100.4
16.0
16.3
14.7
191,401
3,342
4,248
97.2
98.0
98.4
10.1
14.3
13.4
225,784
2,903
4,135
100.2
100.8
100.8
11.9
12.4
13.0
56,863
339
499
97.8
98.0
96.9
3.0
1.4
1.6
197,665
1,892
2,684
110.0
110.0
110.0
10.3
8.1
8.5
1,903,137 23,427 31,757
100.3
100.1
100.2
100.0
100.0
100.0

そのような中、菓子業界

かれている。

12

13

10

35

28

たこともあり、全体として

として難しい経営環境に置
と、「 チ ョ コ レ ー ト 」、「 和

贈答品、法人需要は、長

【ジャンル別動向】

ンドにより好不調が分かれ

24

⑴飴菓子

23

生菓子」、「スナック菓子」、

万７千人にのぼり、お

年、

の活性化を目的とした「第

水準に戻った。ハードビス

量・金額、小売金額とも前

特にフルーツ系商品の市況

ポテトチップスが伸長した

が厳しく、主に若年層ユー

ケットにおける客数も増加

生産金額、小売金額とも前

島」を４月

日から５月

年を下回った。

ている。

10

25

回全国菓子大博覧会・広

日の

たものの、台風・豪雨によ
って全国的に大きな被害を

した。開催期間中の入場者

日間にわたって開催

受けるなど、秋の需要期の

は

25

25

天候不良の影響で、夏場の

23

12

岩手

茨城

25

猛暑による需要落ち込みを

24

80

25

25

19

26

25

との上昇に戻すため、政府

平成25年 菓子生産数量・生産金額
及び小売金額 推定
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代替地で土地の造成してい

ピングセンターの後ろに︑

陸自動車道のイオンショッ

変な時期を迎える︒今︑三

住宅の問題はこれから大

日和山に避難した︒５︑６

なければいけないので大変

ない方々は︑自分で選択し

住宅危険区域で建てられ

余るという見通しになった︒

てきたので︑造成地が少し

りたいという人が多くなっ

者の方々は︑公営住宅に入

つれて︑２人暮らしの高齢

った︒しかし︑日が経つに

て︑バスで千人近くの方々

ここは失業対策の一環とし

％まで処理が進んでいる︒

いぶ入ってきた︒

いところは︑移動販売がだ

バスが少ないから︑店が無

物に行けない︒交通機関も

無いので︑車がないと買い

いいが︑山の上のほうには

所に建てられた仮設住宅は

また︑店が近くにある場

住宅を建てる状態にある︒

いっても山を崩してから︑

が少ないので︑高台移転と

っていない︒特に島は土地

だ︒買い上げの値段も決ま

料会社が

社ほどある︒こ

倉庫街︑運送会社︑化学肥

ターまでは︑大きな会社や

くりが大変︑困ったという︒

年はコミュニケーションづ

が隣同士になり︑最初の１

た︒入居したら知らない人

的には抽選になってしまっ

るのか問題が起きて︑最終

こからの被害の人を優先す

ことは不可能になった︒ど

多くて１ヶ所に全員が入る

う段取りだったが︑被害が

め︑地域ごとに入ってもら

ケーションを大切にするた

仮設住宅は最初︑コミュニ

をしたことを学んできた︒

ーションがとれなくて苦労

入った方々が︑コミュニケ

行き︑震災後︑仮設住宅に

また︑市の職員が神戸に

ンクの中は︑硫酸や苛性ソ

を待っていた︒ところがタ

方々が上で津波が過ぎるの

をしている︒

本当につらい﹂という思い

れなければならないのは︑

て仲よくしていたのに︑別

コミュニケーションがとれ

なる︒今までせっかくいい

全然わからない人が一緒に

興住宅に入った時に︑また

いたら﹁新しく代替地や復

設住宅に入っている人に聞

かないと言っていたが︑仮

くりが︑なかなかうまくい

い︒コミュニケーションづ

が︑小さいところはできな

的にできたところもあった

は︑おのずと自治会も自然

大きな仮設がある場所で

石 巻 の震 災 と復 興

る︒最初は﹁代替地に家を

名がケガをしただけで助か

大街道地区

住宅事情

先月号より続く︒

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︑

建てよう﹂という方が多か

っている︒

瓦れきは︑全部こちらに運
れる瓦れきを︑手作業で

る︒ベルトコンベアから流

が瓦れきの処理に来てい

る時︑高くて登れる場所が

クが３ヶ所あった︒避難す

た︒その中に階段付のタン

をしようかと右往左往し

なかったので︑どこに避難

ちらの方々は訓練をしてい

と胸をなで下ろしたそうだ︒

ンクが助かってよかった﹂

引いてからびっくりし﹁タ

け上がったが︑後で津波が

ーダだった︒無我夢中で駆

石巻で初めに津波が襲っ

搬されて処理を行うように

で終わる予定だ︒壁には瓦

ヶ所あった

には日本製紙という印刷用

なった︒瓦れきは３１４万

れきが早くなくなるように

石巻市内の

紙を作る会社があり︑従業

トンで︑石巻で処理してい

あったので︑そこで数名の

たのが大街道地区だ︒ここ

員が千三百名いる︒当時︑

る年間のゴミは６万トンだ

と︑子供たちがアートメッ

初め北九州の皆様などのご

月末

海岸は現在︑ちょっとし

セージを掲げている︒

品目に分けている︒

六百数名が勤めていたが︑

年かかる︒東京都を

ので︑防災無線が鳴ったら
厚意で順調に進み︑大体



日本菓子専門学校教講師会

岸で︑展望台もあり遠くに

前は一切なく眺めのいい海

月

日帝国ホテル２Ｆ宴会

一同にした教講師会が︑３

日本菓子専門学校関係者が

新年度迎えるに当たり︑

部長が就任︒遠藤徳貞前校

が︑副校長には三浦秀教務

た︒新校長は秋田勝副校長

て校長交代の報告があっ

新校長に秋田勝 氏が就任

金華山が見える憩いの場所

時は︑ここから大きな津波

ら選抜された評議委員の

はじめ理事の方々︑全国か

催︑会場に秋山昭八理事長

浦秀一教務部長の司会で開

室で開催された︒

杯を上げた︒帝国ホテル自

田克幸和菓子講師の発声で

職員７名の紹介があり︑鎌

に当たることになった︒新

顧問として今後も学校教育

年間校長を務め学校
が一帯を襲っている︒今は

方々︑教師・職員・講師の

慢の料理に一同堪能して

三ツ股地域

長は

更地になっているが︑去年

皆様百余名が列席した︒遠

時お開きとなった︒

時︑三

までは車の瓦れきで︑地面

藤徳貞校長から労いのあい

が見えないほどだった︒

さつがあり︑新年度に向け

15

皆さんそろって避難場所の

た防波堤が築かれている
が︑これから７〜８ｍの堤

だった︒残念ながら地震の

防が築かれる予定だ︒震災

次号に続く︒

防災訓練はきちんとしてお
から

50

り︑津波の訓練もしていた

25

その③

三ツ股地域は︑大変被害

18

16

85
仮設住宅

16

が大きかった︒石巻湊イン

28

50

12

平成26年４月15日 （４）
（毎月 15 日発行）
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「廣島クリームぜんざい」

広島県菓子工業組合青年
の成功を経て、今期は廣島

の、中四国ブロックブース

復活に向けて
日「第２

回広島みなとフェスタ」に
検討事業を立ち上げました。

クリームぜんざい普及支援

部ではこの３月

ブース出店し、昨年に引き
製法の見直しや改善、地

を、古くて新しいスイーツ

であったクリームぜんざい

かつて戦後、広島の名物

せるための施策について検

クリームぜんざいを普及さ

般への売り込みなど、廣島

理、菓子屋以外の飲食業全

域ブランド商標の登録や管

として復活させる取組み
討・協議しています。そし

日の２日間

メンバー全員、作業はすっ

す。普及支援のため、現場

は以前は年配の方だけが活

部会長・竹内恒彦

広島県菓子工業組合青年

えています。

いをお買い上げいただきま

れは、メンバーの都合で日

日〜

菓子博をはさんで、こう

３月

曜日１日だけの参加という

した単発イベントへのスポ

タは、

こともあって、予定数には

での経験を生かして、かか

開催となり、目標来場者は

満たなかったものの、おか

かり慣れたもの。とはいえ、

７万人と倍増。飲食出店ブ

のスタッフを必要とし、手

した。

〈広島の海の玄関広島港を

ースの数も３倍近く増え、

ット出店は、３回めになり

間がかかるのがネックで

る課題を解決できればと考

中心に「みなと」をテーマ

げさまで７００人近いお客

ます。当日参加してくれた

幾らかでも少なくなりまし

名前後

にした、大規模なイベント
それだけ競争が激しかった

様に、廣島クリームぜんざ

大量の廣島クリームぜんざ

を開催することにより、み

ものと思われます。われわ

売店と、菓子販売店の親睦

た。

弘前菓子組合の歴史

百十八年の歴史で、明治二

弘前菓子組合は、今年で

まで続いております。組合

現在、私が二十代組合長

しました。

業会の初代会長として発足

子委託加工組合とか、弘前

戦後間もなくは、弘前菓

うです。

び製品の統制に対応したよ

合と組織替えし、原料およ

り戦時中は弘中菓子工業組

秋は菊と紅葉祭、冬は雪灯

されます。夏はねぷた祭、

弘前公園の桜まつりが開催

日本一の桜の名所で有名な

には弘前城が有り、春には

軽藩の城下町で、町の中心

弘前市は江戸時代には津

役員になって頂き、組合を

下役員の方を早めに組合の

た。そして青年会の会長以

う様にして交流を図りまし

事業を出来るだけ一緒に行

で親組合の事業と青年会の

にくかったようです。それ

動していて、若い方が入り

クオフイベントとして、海

十九年に弘前でも一番の老

名は何度か時代に合わせ変

理解してもらう様にして組

したが、昭和は十五年頃よ

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

と技術の向上を目的で発足

いを提供するには

なと界隈の魅力をＰＲし、
にぎわいを創出します〉
〈第２回は、広島県・愛媛
県の島しょ部・臨海部で繰

や島の魅力を知る機会とな

舗で江戸時代初期創業の、

篭祭と、組合員は祭にちな

り広げられる「瀬戸内しま

る内容を目指します〉とい

大阪屋さんの店主、福井三

生菓子委託加工組合名で、

組合員の為になる活動を！

う趣旨のもと、昨年より規

わりましたが、菓子製造販

のわ２０１４」の春のキッ

模を大幅に拡充して開催さ

郎衛門さんが、弘前菓子商

合活動を活性化し、組合員

て今回は、ＰＲ活動という

れました。

の為になるような情報の提

多ぶらぶら」を販売してい

ない。今回はその銘菓「博

購入したことは言うまでも

調製したお餅を、北海道産

ないように噛み切りやすく

ブレンドして、喉につまら

なっている。餅粉と米粉を

関守・富樫左衛門が由来と

頃、十八番だった勧進帳の

浪曲師として活躍している

菓子屋を創業する以前に、

衛門」は、初代の三好氏が

デザインは福岡を代表する

ーについて聞いてみると、

多ぶらぶら」のキャラクタ

れているそうだ。改めて「博

欲しいという想いが込めら

ぶらと散策しながら食べて

ミングにも博多の町をぶら

て人気を博している。ネー

売され、今も博多土産とし

れる直前の１９７４年に発

陽新幹線が博多駅に乗り入

年の歳月を要し、山

りをコンセプトに、開発に

名産のずんだを使用した

興支援の一環として、東北

ている。東日本大震災の復

じみの愛されキャラとなっ

するなど、博多っ子にはな

という人気レスラーが活躍

も「ばってん×ぶらぶら」

ぶらぶら」を模したその名

り、九州プロレスで「博多

ーのイベントに参加した

出して、ご当地キャラクタ

お菓子のパッケージを飛び

かいたものだそうだ。現在、

ムのサクサクサブレ「黒官

河ドラマ黒田官兵衛でブー

徴 の「 博 多 塩 麹 饅 頭 」、 大

へそ」や風味の豊かさが特

らか生クッキーの「博多の

く考えている。他にもやわ

のブランドを水平展開すべ

ら、今後も「博多ぶらぶら」

企業や団体とコラボしなが

品を開発・販売し、様々な

多らぶらぶ」などの派生商

み に「 博 多 ぶ ら ぱ い 」「 博

いつつ、知名度の高さを強

の付加価値を高めて販売す

一層向上させる為に、商品

和菓子のステイタスをより

ていきたい。また、福岡の

図り、全体の収益性を高め

営業力・販売力の底上げを

考え、凡事徹底を周知し、

力によるところが大きいと

社は従業員の皆さんの人間

いた下積みの経験から、会

で、物産展の売り子をして

中学生の時からアルバイト

みについても聞いてみた。

社長就任５年目の取り組

青森県菓子工業組合中弘

多数の加盟者の組合でした。

が殆んど加盟しており、大

販売だけの店と菓子関連店

・パン・最中種・お菓子の

子製造販売・餅・煎餅・飴

弘前菓子商組合は和洋菓

別々の組織でした。

菓子工業組合中弘支部は

弘前菓子商組合と、青森県

十六年に統合するまでは、

商組合となりました。平成

り、昭和三十年に弘前菓子

組合の本来の組合活動とな

す。和洋菓子店の方は両方

入っている方がほとんどで

専門店の方は洋菓子協会に

餅店・煎餅店で、洋菓子の

は和菓子店と和洋菓子店・

店は二代目以上です。業種

のお店も多くほとんどのお

お店が数軒と、八〇年前後

組合員は創業百年以上の

るからかも。

すが、季節菓子の他に売れ

子屋さんが多いと言われま

弘前は人口の割にはお菓

がたくさんおられます。

菓子を作って売っている方

性化に努めております。

力し参加し、菓子業界の活

で、当組合も市の企画に協

成してくださっていますの

連のイベントを企画して助

子業界に理解頂き、菓子関

ます。現弘前市長も近年菓

つつ各種事業に参加してい

組合員の相互の親睦を図り

定を広め、食品衛生思想啓

鑚し、製菓衛生師・技能検

子製造技術と販売促進を研

開催して、従業員と共に菓

供や和菓子の講習会などを

きたいということだ。

いかにして消費者の印象

左衛門の代表

小豆を上品に炊き上げたこ

沙舞礼」などの新商品も好

ることで、業界の活性化に

周年を迎え、好治さんが

に残る効果的な広告を打つ

る博多菓匠

し餡で包んだ「博多ぶらぶ

「博多ずんだぶらぶら」を

評で、銘菓として育ててい

URL：http://www.saemon.jp

E－Mail：saemon＠sight.ne.jp

は約

かという事は、皆共通の課

取締役であり、福岡菓青会

販売して収益を寄付するな

電話：0120－153－612

３代目となる。屋号の「左

題だと思う。ついこの間、

でもご活躍されている田中

祭り「博多どんたく」の傘

ど、社会貢献も積極的に行

福岡・博多の愛されキャラクター

福岡でおみやげを購入しよ

ら」はシンプルで飽きられ

鉾のイメージに、２代目の

本店：〒810－0001
福岡市中央区天神２-7-22

店舗データ

㈲ 左衛門

で、苦心したいということ

つながると信じているの

十店位の組合でした。昭和

販売店で、弘前支部は約四

す。弘前の和菓子店はあま

に入っている方もおりま

きたこの歴史ある組合を無

最後に、諸先輩が築いて

るので、せめて現状のまま

くさない様、次世代へ継続

でいかに、組合員の為にな

していくかです。組合費を

様な状況の中で組合員の増

る活動ができるか、役員と

り増えて無いですが、洋菓

強はなかなか難しく、むし

共に志向して活きたいと思

子店とパン屋さんは随分増

その後菓子販売店だけの

ろ世代が代ると退会したが

います。

の後半には統合しようとし

方は殆んど退会し、青森県

る方もおります。ただ、弘

ましたが統合出来ませんで

も必要だが、仕事は楽しく

菓子工業組合中弘支部の組

前には昭和三〇年代に発足

弘前菓子組合（青森県菓

だ。創業の信念である『お

なければいけない。これか

合員と同じようになり、一

子工業組合中弘支部）組合

客様の得になる商売をす

らです。と笑顔で語ってお

部の方には両方に加入して

した弘前菓業青年会が活発

長・中弘支部長・菊地浩

上げると組合員に負担が掛

られる好治さんの表情が愛

に活動していますが、当所、

えて多くなりました。この

されキャラの「博多ぶらぶ

もらい統合出来ました。統

親組合に当たる菓子組合に

した。

ら」とダブって見えた。

合することにより支部費を
太郎

九州ブロック長・田中耕

一つにして組合費の負担が

る』を実現するために改革

蒙活動しております。また

うと迷っていると「博多ぶ
好治さんを訪ねてみた。

治雄氏をモデルとして顔を

博多ぶらぶら

博多菓匠

らぶら」というお菓子が目

ないおいしさのお菓子づく

代目の田中好治氏

「左衛門」は今年で創業

題になり恐縮の至りです
が、その瞬間私が子供の頃
の記憶が鮮明に蘇ってき
た。太い眉と垂れた眼の何
とも憎めないキャラクター
が、珍妙なメロディーにの
せて「一口食べれば忘られ
ぬー♪」と歌い踊っている
ＴＶＣＭである（このＴＶ
ＣＭはインターネットで検
索すれば見る事が出来ま
す ）。 も ち ろ ん お み や げ、
というか自分が食べたいが
ために「博多ぶらぶら」を

3

に留まった。ローカルな話

左衛門

んだお菓子と、もう一つ、

「廣島クリームぜんざいプ

10

日本一の収穫のりんごのお

ロジェクト」の一環です。

23

昭和二十四年に弘前菓子商

一方、広島みなとフェス

22

工業協同組合となり、菓子

しました。

第２回広島みなとフェスタ

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

位置づけでイベントに参加

を販売しました。

続き廣島クリームぜんざい

23

ひろしま菓子博２０１３で

森
青

島
広

支部の組合員は、菓子製造

85

10
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手洗いに

手洗いに

始ま
り

催しました。

終わ
る

品質衛生管理講習会

北海道菓子工業組合で

ました。食中毒と聞くと暑

門の岡田迪德氏にお願いし

が予防につながります。

とりが実行し継続すること

順を守り、従業員ひとりひ

ここ数年被害が拡大して

い夏に発生する印象があり
ますが、最近はノロウイル

めます。
北海道菓子工業組合事務

局長・渥美さよ子

•••••••••••••••••••

干し柿 使「
幸村サブレ」発売
用

たプリンを販売し、好評を

ンカンジュースなどを使っ

これまで新ショウガやポ

今回、幸村も食べたであ

得ている。

る有数の産地である。

ろう干し柿を、お菓子に使

真田幸村にちなみ「幸村

えないかと有志６人が集ま

り試行錯誤の結果、サブレ

和歌山県菓子工業組合の

と伝えられる。九度山町は

れ、九度山に暮らしていた

より高野山の麓に幽閉さ

食感を出したという。

れ、甘い味とさっくりした

している。

人に味わってほしい」と話

いるノロウイルスについて

の疑いがある場合は、無理

若い経営者達「菓友会」で

山本敦弘理事は「多くの

サブレ」と名付けた。

をさせないなど日頃の健康

はサブレを新発売した。

スによる食中毒など、冬期

の生地やサンドに使うクリ

てきております。講習会で

管理の重要性とウイルスの

ームに刻んだ干し柿を入

は、手洗いの必要性とその

感染経路、実際に症状が出

「菓友会」有志６名共同開発

クラスター１／２補助事業

手順、野菜・果物類の取り

の特産品を使い、期間限定

は、従業員に少しでも感染

を活用し、講師は今回の事

扱いとお菓子によく使用さ

柿の栽培が昔から盛んで、

に発生する事例も多くなっ

び食品を取り扱う業者の共

業の窓口である一般社団法

戦国武将・真田幸村は、

講習会には、農林水産省

通事項である衛生管理知識

人北海道食品産業協議会の
た場合の対処、消毒方法に

は、食中毒の発生予防およ

の再確認を目的に、品質衛

れる果物の菌が集まり易い

生の話では本人はきちんと

われているそうですが、先

まり手洗いに終わる」と言

「食品衛生は手洗いに始

した。

要望もございました。今後

業態別に特化した講習会の

ため、次回はもっと菓子や

り基礎的な講習内容だった

だきましたが、今回はかな

務に役立つとの感想をいた

は、わかりやすく今後の業

務局長・高橋義明

和歌山県菓子工業組合事

生管理講習会を札幌市内に
協力により、同協議会の技

手洗いをしたつもりでも、

２０１０年から毎年県内

日

のお菓子を開発している。

年３月

この地方一帯は日本一を誇

おいて、平成
関ケ原合戦後、徳川家康に

けたほうが良いことも含

ついて説明がありました。

め、講義内容は多岐にわた

普段の生活の中でも気をつ

代表例、菌の増殖しやすい

り出席者はメモをとり熱心

箇所や処理の仕方のポイン

環境や適切な温度管理の説

ト、食中毒をもたらす菌の

名参加のもと開

明に加え、製菓業で取り扱
に受講されていました。

検査をすると菌が落ちてい

より良い講習会の開催に努

開催後のアンケートで

ないことが多いとの事。手

点について講義が行われま

いの多い粉類で気をつける

術顧問で衛生管理学がご専

に組合員

遷座祭とは何事なのか、
王寺が真っ先に挙げられ

大阪の聖地と云えば四天

大阪半生菓子協同組合

不思議に思われることだろ
る。その西門が有名で昔か

れる。聖地とは千年以上動

ら極楽浄土の入り口と称さ

う。今回は、その謎を解き

大阪半生菓子協同組合は

いていない場所であること

明かそう。

年を経過している

ではなかろうか。それに、

られるのは、多分ここだけ

生方のご要望に即座に応え

並べられている。茶道の先

なのだが、干菓子が無数に

トハ我ガ国民ノ義務ナルヲ

受ケ血統ヲ相承ケ相継クコ

其ノ祖先ヲ崇メ其ノ加護ヲ

シ而シテ内ニ顧ミテ家々カ

歩ハ人口ノ倍加ニ有リトナ

ゲ国威ヲ八紘ニ輝カス第一

ハ我国ノ益々発展飛躍ヲ遂

藤太郎社長として見れば

藤太郎氏の時代となった。

夫氏、三代目、現在社長の

われたようである。

これも意義あることだと思

「 河 藤 」 の 故 郷 で あ り、

年の古い

家ノ宝域ヲ築キ祖先ヲ祭リ

とかして貰えないだろうか

って置くのも荷が重い。何

業界の石碑をいつ迄も預か

依頼をすれば、いとも簡単

とガヤガヤ。石の専門店に

の海南市までどうして運ぶ

のように碑を遷すことを遷

披露されることになる。こ

大阪半生菓子協同組合員に

我が墓所に昭和

忠孝両全ノ道ヲ明カニス我

うと、理事長桝井増太郎、

社で盛大に遷座祭を行なう

菓仲会の孫と曾孫が橘本神

半生菓子のいろいろ

半生菓子仲間の製品も取り

念ヒ地ヲ此処ニ相シテ我ガ
其の参道にあって「河藤」

等其ノ赤誠ニ感ジ君カ徳ヲ

座というのだと宮司が教え

相談役の青谷、中島が３月

ことになった。半生菓子に

四天王寺の河藤

入れているから正に壮観で

ところが、二代目は久仁

ある。四天王寺が聖地なら、

もまた半生菓子の聖地と呼

と分かったものの、まずは

べるだろう。

と役員会に相談があった。

どこにしようかと思案する

日、参上して、前山宮司

が第１の条件である。四天

慕ヒ以テ一石ヲ献スト云爾

ことになった。相談役の青

に直面談依頼したところ、

が、以前、それも戦前戦中

菓仲会の碑

て下さった。平成

谷禎三氏が、菓祖神社の「橘

予想以上に良い場所を指定

王寺は聖地なのである。付

橘本神社にお願いに上がろ

川口翁は、この石碑を川

本神社」のお願いして見た

して頂いた。川口翁と菓仲

は大阪菓仲会と称してい

デカい石碑の置き場所を

年の秋、

大

口家の墓所に据えた。墓参

らどうだろうか、と提案さ

会の思いが

昭和十八年四月

維新

く、菓仲会一同は仙台石の

の都度、碑にも出会い思い

れた。それは名案だ、しか

阪菓仲会一同」

巨大な碑を建立した。碑の

を新たに出来るとの考えだ

し、奈良の郡山から和歌山

年、熱誠黙し難

川口常次郎翁の功績に対

内容は以下のようである。

ったのだろう。川口家の墓

し、昭和

この時代の菓業人の思いが

所は奈良県郡山にある。

近は椎寺町と言う町名で通

「菓仲会長川口常次郎氏

凝縮されているではないか。

っていたのであるが、最近

干菓子の品ぞろえではつい

た。菓子同業組合では第４

に大阪一となった。狭い店

部に属しており、相当の組

求めて行列ができる。河藤

町名が変わってしまった。

には生菓子もあるのだが、

員を擁していたようであ

に「中物一式

て、動いていない。彼岸の

談役・中島孝夫

大阪半生菓子協同組合相

幸あれ！

聞には中物製造業として記

のれんを出した。大正の初

中日には、河藤の干菓子を

河藤」なる

録され、川口常次郎翁がほ

めであった。以来「河藤」

年振りに再び
は、四天王寺の参道にあっ

川口常次郎翁は、この地

18

とんど一人広告も出し、組

る。昭和５年当時の菓業新

創立

「幸村サブレ」１個 180 円

11

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

品質衛生管理講習会

26

今秋遷座祭を挙行

15

合会でも活躍している。

70

22

18

26

和歌山

北海道
阪
大
35
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和菓子フ ェ ア 開 催
お茶席が用意されたイート

する和菓子の展示即売会、
努めて参りたいと考えてお

業の振興と地域の活性化に

インコーナーなどですが、
特に好評を博したのは和菓

ります。
茨城県菓子工業組合大洗

支部長・柴沼慎一

う見まねで熱心に取り組ん

•••••••••••••••••••••••••••••
の後制作。生徒たちは見よ
京都府菓子工業組合青年部

このイベントは、日本人

参加してクリスマスをイメ

大人だけでなく子供たちも

部、午後の部共に盛況で、

部（北川善英部長）は１月

京都府菓子工業組合青年
道クラブの先生方を交え

茶道クラブの生徒たちと茶

作風景を見守っておられま

り、親御さん方も子供の制

めくるめく奥深い和菓子の
世界を体験してみよう
の生活文化と深く結びつ

ージした煉り切りに挑戦し

和菓子教室を開催

茨城県菓子工業組合は、

き、今日まで受け継がれて

ました。当組合員の菓匠が

子作り体験でした。午前の

風光明媚な大洗海岸を眼下

きた和菓子の魅力を、広く

護者参観日という事もあ

その後は、お茶席にお呼

した。

ばれして生徒さん達が点て

名にて行いました。

練り切りの「椿」と「鞠」

部広報・大内直之

京都府菓子工業組合青年

活動して参ります。

ます。今年も今まで以上に

も２回お菓子教室を開催し

子教室も無事に終了。２月

新年明けて一回目のお菓

を過ごす事ができました。

でき、本当に有意義な時間

とときの交流を楽しむ事が

菊」で一服。子供たちとひ

ておいた練り切り「はさみ

たお茶と、青年部で用意し

の２品を、青年部員の実演

て、計

又、その日はちょうど保

に見おろす公共の宿「オー

県民に紹介することなどを

でいたのが印象的でした。

シャンビュー大洗」の開館

４年生から６年生までの

校でお菓子教室を開催。

日㈪、京都市立西野小学

京都市立西野小学校にて

記念事業とタイアップし
月
に創作のポイントを教示し

講師となり、一人一人丁寧

年

ました。参加者は、出来あ

22

京
27

日㈭に挙行することが出来

を迎え記念大祭を十一月七

た。昨年は六十周年の節目

護神として御鎮座されまし

分霊され九州菓子業界の守

岡市の中嶋神社本社から御

うれしく思っています。ま

い言葉が実感でき、心から

に「九州は一つ」という合

祭をすることができ、まさ

業組合の代表がそろって大

立ち戻り、九州各県菓子工

あたり、創建当時の原点に

六十年の還暦を迎えるに

ら、青森りんご対策協議会

忌千百十一年祭の関係か

菓子など併せて約千五百個

料配布を行い、りんごのお

お菓子の無

り楼門前で

午後三時よ

神事終了後

しました。

前にお供え

作り、ご神

てお菓子を

んごを使っ

布、このり

業組合に配

各県菓子工

んごを九州

つ沢山のり

き、なおか

加をして頂

の皆様も参

会が始まり、青森からの使

乾杯で、和気あいあいの直

県菓子工業組合堤理事長の

て九州ブロック会長で熊本

工業組合田口理事長、そし

上、開会の辞を大分県菓子

宮巫女さんによる神楽奏

六時より開催、最初に天満

おらい）を同ホテルで午後

た。また行事最後の直会（な

さんも聞き入っていまし

いお話を頂き、参加者の皆

た。大変有意義ですばらし

による記念講演を行いまし

り大宰府天満宮西高辻宮司

航福岡に移し、午後五時よ

これより会場をホテル日

間に無くなる大盛況でした。

のお菓子が二十分足らずの

ことを祈っています。

の今後の発展の一助となる

の六十周年大祭が菓子業界

を痛感しております。今回

後輩たちに伝えていく責任

守護神、心の拠り所として

をたたえ、九州菓子業界の

を忘れず、先輩諸氏の偉業

となりました。今日の感激

長の閉会の辞で無事お開き

崎県菓子工業組合岩永理事

中原理事長の一本締め、長

直会も佐賀県菓子工業組合

た。二時間以上の和やかな

にありがとうございまし

は花を添えていただき本当

者、ミスりんごのお二人に

側、天神の杜に、兵庫県豊

意を頂き、天満宮ご本殿東

に、太宰府天満宮様のご厚

州菓業界の熱い思いを一つ

和二十九年七月二十三日九

中島神社九州分社は、昭

了致しました。

と、大祭行事が滞りなく終

がり、すばらしい秋空のも

続いた雨も、嘘のようにあ

の修復を終え、朝まで降り

全面取替えなど出来る範囲

中島神社九州分社六十周年記念大祭

ました。今回は、創建以来

た、今回は菅原道真公御神

周年記念大祭によせて

の老朽化に伴い、記念行事

長・丸山道和

福岡県菓子工業組合理事

の一環としてご本殿縁板の

た。

後世に伝えると共に、菓子

して和菓子の歴史と文化を

のような体験イベントを通

組合では、これからもこ

の声が聞かれました。

民にＰＲしてほしかったと

企画なのでもっと多くの県

や組合員からは、素晴しい

さがありましたが、来場者

の制約などからＰＲの難し

イベントについては、会場

時を過ごしました。今回の

みながら賞味し、楽しい一

がった煉り切りを抹茶を飲

主な催しは、和菓子作り体

目的として実施しました。

て、平成
15

和菓子フェアを開催しまし

12

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

お菓子教室

25

中島神社九州分社六十

和菓子作り体験教室

験教室、組合員店舗が出展

日㈰に

都

城
茨
岡
福
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西日本食品産業創造展
マリンメッセ福岡で開催
造技能国家検定制度合格技
能士による講習会、○和菓

日刊工業新聞が主催し、
九州全県と山口県の各菓子

テスト、○四季の創作和菓

子職人による工芸菓子コン

本食品産業創造展」が５月
子コンテスト、○地産地消

工業組合が後援する「西日

日の３日間、マリン

の世界＝

日、伊藤宗紀氏
、 日、

全規格とバイオビジランス
対応のポイント＝
佐藤克朗氏（ぺリージョン

（ ド ー バ ー 洋 酒 貿 易 ㈱ ）、

ソンホールディング㈱）

作り＝

日、田中潮氏（ア

クティブメディア㈱）
食品工場
日、松野靖

▽人を活かす
の現場改革＝
弘氏（㈱テクノ経営総合研
究所）

催

開

出品者を募集中

第５回技術コンテスト

•••••••••••••••••••

密着型飲食店の売れるお店

地域

大井真人氏（合同酒精㈱）、

の対応＝

▽成功事例に学ぶ

三嶋隆夫氏（フランス菓子
区）

、 日、大井啓伊氏（㈱

▽顧客は突然いなくなる
＝
ミリオネット）
▽食品クレーム、発生時

～九州の生クリーム・チー

日、田近五郎氏

メッセ福岡で開催される。
（イカリ消毒㈱）
Ａ・工芸菓子

ズを使用した洋菓子の提

Ｂ・盆景菓子

大阪二六会・

全国菓子研究団体連合会

金・

新潟東和会

工

今期入学生は 名

日本菓子専門学校

全菓連からは岡本理事長

学科四七名であった。

学科一五三名、製パン技術

今期の入学生は製菓技術

•••••••••••••••••••

トしない）

㎝以内

㎝

内で上生菓子のみ）

高さ

年７月

高さ

が祝辞を述べた。このあと

ように、冷蔵庫で冷やして

ンスへの関心

すが、棹状や店頭でいただ

ちのよいものを考えがちで

してもカップに入った日持

○部門

「クリーンルミアカップ」
斡旋

グランプリ・部門金賞・部

るのはどうでしょうか。

ともに、あるいは、カカオ
パウダーをまぶした水羊
羹。ゴマかけ水羊羹、ぎょ
っとされる方もいるかもし

ます。

○問合せ先

では第５回技術コンテスト

▽食品安全の考え方＝

平成

×

○ 展 示 器 （ 上 生 菓 子・ 引

㎝

日本菓子専門学校（校長

新入生を代表して小泉ふみ

▽洋酒でひろがるお菓子

食べるものと思われがち、

ける水羊羹に立ち返ってみ

しれません。

ける生の水羊羹を試作して

められているのです。

城戸翔寉（きどしょうかく）

べ、式を終了した。

かさんが誓いの言葉を述

秋田勝氏）では４月１日、
東京・玉川区民会館で第

です。困ったよ、の前に、

せっかくの食感が、食する

グランプリ・準

菓子体験講習会、和菓子製

今、お客さんが求めている

直前で損なわれているかも

○賞状名

に出ない針金は認める）

芸菓子制作にあたり、表面

×

○ 工 芸・ 盆 景 大 き さ （

ウインナーケース）

き菓子は

時

日（金）

１点につき２千

全国菓子研究

静岡県

時～

門銀賞・部門銅賞・部門賞

日、山口茂氏（㈱

▽売上を伸ばすコトＰＯ
Ｐ術＝

東和会・名和会・菓業振興

日、長崎健一氏（日本食品

― １）。 開 場 時 間・ 午 前

案、○全九州洋菓子実技コ

会・滋賀二六会・徳島二六

ンテスト福岡大会、○サマ

優秀賞・Ｊクラス賞

会・香川二六会・松和会・

▽会場・マリンメッセ福

Ｃ・引き菓子

銀・銅賞（菓子業界５年以

岡（福岡市博多区沖浜町７
を開催する。このため、現

内、菓子学校在籍はカウン

山口茂デザイン事務所）
Ｄ・上生菓子

ーバレンタインフェスタ２

Ｅ・Ｊクラス（経験５年以

０１４

○開催場所

２日（水）

○開催日時

詳細は次の通り。

在出品者を募集している。

◎講習会
分析センター）

日、中村隆

▽小麦粉を活用した地産
地消の提案＝

団体会員

○出品資格

○出品料

男氏（太陽製粉㈱）

日、

、

６月

水もぬるみ、心地良い風

こと、店主が求めることを、

とろけるプリンになじん

までに各団体に申し込む。

○申し込み

円

▽自慢したくなるとれた
てラッピング＝
矢 嶋 佐 代 氏（ 東 京 リ ボ ン

日、中島寛氏（マ

ダムアッシュ）

▽高まるフードディフェ

㈱）、受講料・２千円

に変わりました。連休の頃

考えてもらうことからはじ

だ若者のために、少しとろ

回入学式を挙行した。

には、着るものも初夏の装

ちょっとしたことです

きでお渡しすることをぜひ

さて、一段落した入社試
験ですが、履歴書など、Ｐ
Ｃではなくペンでの筆記を
求められ、採用試験や面接

■水ようかんにプラス

と大胆なトライから生まれ
初夏のくずやわらびの菓

さて、初夏と言えば水羊

い菓子づくりが、今こそ求

子、涼感を伝えるために、

羹。壊れやすいため、どう

全菓連では、このほど株

式会社アンゼンパックスの

透 明 、白 、黒 の ３ 色

角。

上は送料無料

角で１

もしくはバラで６ケース以

▽注文がセットで３ケース

本体（２・２円）

▽ 価 格・ 蓋（ ２・ ３ 円 ）、

▽注文単位・２０００個

詳細は次の通り。

黒は

や番重にも使用できる。白、

㎜小さいので、きつめの箱

黒に比べ、外寸が

白、黒の３色。透明は白、

また、本体の色は透明と

がよくなる。

るため、中の菓子の見栄え

し、２㎜上げ底になってお

本製品は従来品と比較

を斡旋する。

「クリーンルミアカップ」

•••••••••••••••••••••••••••••

いが待ち遠しくなる頃。四
めてください。

が、販売員の方は食べ方付

とが、今では教えなくては

れませんが、夏ならではの

■手づくりは、手のぬくも

励行されますよう。生産や

＂とびきり感＂は、ちょっ

みました。他にも、黄粉と

ならないなど、販売員の方

日持ちが問われるのではな

りあってこそ。

で表現力を問われる前に、

には専門店の「専」ならで

字の力量を問われている

あの半透明が得も言えぬ風

由、伺いました。
そう言えば、餡を炊いた

情の菓子ですが、ゼリーの

はの教育が必要です。

まず筆記体、つまりペン習

と、つくづく思います。

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

季のうつろいと歳時を併せ

かつては当り前だったこ

■基本はすべて手作業です。

ナー

◎菓子業界に関連するセミ

洋菓子＝

▽乳製品を使った夏向け

㈱）

日、本田典子氏（日新化工

めのチョコレート菓子＝

▽この夏に向けたおすす

時〜午後５時（最終日は午

７１５

○焼き菓子の実演・販売、

◎イベント

また、菓子関係について
のイベントは次の通り。

・電話０９２（２７１）５

聞社西部支社展示会事務局

▽問合せ先＝日刊工業新

後４時）。入場料・二千円。

23

持つ国に生まれてよかった

○お菓子コンテスト、○和

22
23

21
22

詳細は次の通り。

〜

16
21
23

り、包む経験が少なかった

59

22

りする菓房の方も多いよう

60

最新食品安
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23
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45
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（毎月 15 日発行）
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第901号

株式会社シー・アイ・シーでは︑小松謙之氏︵同
社研究開発部︶を講師として︑﹁ゴキブリ・ネズ
ミの種類・特徴・対策について﹂をテーマにクリ
ーンドクター講習会を開催しました︒

が︑郊外ではヤマトゴキブ

下にはワモンゴキブリ︑ト

リ︑温泉地や古いビルの地

ビイロゴキブリなどが生息

ゴキブリの種類

種７亜種︒世界で

日本に生息しているゴキ
ブリは

されており︑未発見の種ま
流の発達によりトルキスタ

近年は︑地球温暖化や物

している︒

でいれるとその数倍はいる
ンゴキブリ︑チャオビゴキ

は現在約４︑３００種報告

と考えられる︒
ブリなどの外来種が侵入し

その①
日で

成虫となる︒身に危険が迫

で孵化し︑幼虫は約

ると︑すばやく物陰や隙間

ため︑立地条件によっては︑
建物内部に侵入し︑最近問

に逃げこみ︑危険が過ぎ去

家屋害虫となっており︑今
後︑食品工場に入ってくる
題になりつつある︒その為︑

るまで身を隠している︒こ

害虫に関する情報には︑絶

野外に生息しているモリ
えず興味を持つ姿勢が望ま

可能性がある︒

チャバネゴキブリは︑もと

ゴキブリが発生
しやすい食品工
場の特長

食品は加熱するので︑当

然温度が高くなる︒特に害

度前後

虫種のチャバネゴキブリ︑

ワモンゴキブリは

の温度帯を好む︒この２種

は厨房を中心とした熱源や

エサのある場所に多く生息

○水︑食べ物が豊富

ビルの飲食店でも同じだ

する︒しかし︑冬のある日

の身のこなしが昔から姿を
変えずに今まで生き残って

が︑水や食べ物が豊富にあ

本の温帯に生息しているク

れる︒

これた秘訣ではないだろう

る︒清掃をしっかりしても︑

ロゴキブリやヤマトゴキブ

か︒

２センチに満たないゴキブ

もと野外種であるが︑開け
た林床等に普通に生息する

を保護することは有名であ

成虫にいたるまで︑同じも

不快感︑悪臭︑食害︑異物

ゴキブリの害としては︑

え︑好む食べ物はあり︑過

雑食性のゴキブリとは言

排水の中や屋外の植物プラ

生息する︒クロゴキブリは︑

比較的温度が低いところに

度前後の温度帯を

のを食べるため︑また︑同

去の研究では︑人間の食べ

ンターの下にいる︒侵入経

る︒食性は︑一齢幼虫から

リは︑

ゴキブリ︵特に害虫種︶

じ場所で生活できる為︑潜

混入︑病原体の媒介などが

る物を餌に使った捕獲実験

繁栄の理由

リの食べるエサの量は︑わ

が繁栄するには理由があ

あるが︑食品工場で一番問

ゴキブリの害

る︒卵は蝶やカブトムシの

みやすい場所は︑集合して

題になるのは異物混入が多

ずかなものだ︒

ように一個一個産むのでは

たくさんいるように見え

個の卵が収納

る︒食性は雑食であるため︑

〜

なく︑卵鞘という硬い殻の

好む︒厨房や工場の中でも

路は︑天井の隙間から入り︑

中に︑

の結果︑シナモンのパン︑

壁の中に生息する︒このよ
チャバネゴキブリはライ

入されていると大変なクレ

てきている︒トルキスタン

いと考えられる︒誰もがゴ

白パン︑ジャガイモの順で

うに種類によって対策の方
フサイクルが他種に比べて

日本の種のほとんどは野

厨房内の清掃は︑餌を与え

多く捕獲された︒

雌成虫が卵が孵化するまで

短い︒卵は約

外に生息する種であり︑害
されており︑乾燥や外部環

キブリ＝汚い生き物と考え

卵鞘を身体に付着させ︑卵

ゴキブリは関西の倉庫︑工

ていることから︑食品に混

何ミリ︑コンマ何ミリの食

木質で出来ている場所を重

Ｗ︒﹁ Warmth
﹂﹁ Water
﹂
﹂︑暖かく︑水があり︑
Wood

ゴキブリが潜む場所は︑

○調査のコツ

らい増えるのは可能だ︒

25

位置は高い場所︑低い場所︒

点的に調査する︒調査する

査の結果をもとに︑ゴキブ

た調査を行う︒トラップ調

ッシングやトラップを使っ

せて殺虫する方法も処理後

の粉末を虫体にあて︑凍ら

ナイトというドライアイス

で殺虫する方法︑クライオ

ーを使い︑

メチルノンの抵抗性個体が

れているが︑近年︑ヒドラ

抗性は起きにくいと考えら

から入れるために︑薬剤抵

併用するとよい︒ピレスロ

プセル剤もあり︑これらを

においも少ないマイクロカ

ン剤の中で︑安全性が高く︑

度の蒸気

調査は︑座り込む︑高い所

リが多く生息している場所

に何も残らないので︑化学

い個所は︑物理的な対策を

殺虫剤を使うことが難し

巣になるダンボールの整

かには︑整理・整頓・清掃︑

では有効な手法となる︒ほ

物質の残留が気になる場所

っていくことが必要だ︒

ものをローテーションで使

でも作用機序の違う種類の

見つかっており︑ベイト剤

・空間噴霧

使い分ける︒

るので︑場所や用途により

イド剤は即効性に優れてい

〜

に登る︑潜り込むというよ

を重点的に︑対策をとる︒
なる︒殺虫剤が使えるなら
ピレスロイド剤によるフラ

つに防虫工事

とる︒その

殺虫剤は大きく分けてベ

剤を散布し︑結晶として残

クの下︑床面︑壁面に殺虫

残留噴霧は噴霧器でシン

法︒昆虫の気門や皮膚から

薬剤を散布して駆除する方

虫類を対策する際︑空間に

空間噴霧は︑飛翔する昆

・残留噴霧

がある︒ゴキブリは隙間に

させない︒できればゴキブ

イト剤︑残留噴霧︑空間噴

ったものが︑ゴキブリの手

好んで潜むため︑コーキン

リが侵入する前に︑隙間を

霧が中心だ︒

ほかには特殊な誘引を使っ

の方法も行う価値はある︒

ある︒手間はかかるが︑こ

せて駆除する︒成分的にヒ

に重点的に設置し︑食べさ

おり︑ゴキブリが多い場所

にジェル状の毒餌が入って

ベイト剤はシリンジの中

けるのではなく︑作用機序

で︑同一の殺虫剤を使い続

抵抗性の問題が発生するの

剤の２種類がある︒これも

ピレスロイド剤と有機リン

する殺虫剤は大きく分けて

ら入り作用する︒残留噴霧

足から浸透︑あるいは口か

中心になる︒

両方ともピレスロイド剤が

いう炭酸ガス製剤がある︒

散布する方法︑ミラクンと

し︑効果は非常に短い︒

で換気とともに薬剤は減少

る︒ただ︑空気中に漂うの

浸透させるので即効性があ

グ剤等で塞ぎ︑営巣場所に

埋め塞いでおくとよい︒

て︑粘着面で捕獲するトラ

ドラメチルノン︑フィプロ

の違う物を交互に使用する

して︑掃除機による吸引も

・ベイト剤

ップがある︒捕獲＝調査で

ニル︑イミダククロプリド

などした方が良い︒有機リ

殺虫剤を使わない方法と

なく︑捕獲で駆除をする方

がある︒ベイト剤は直接口

に掲載︒

※ネズミに関しては次号

方法として︑ＵＬＶ機で

法もある︒また︑スチーマ

○殺虫剤

理︑片付けも重要︒

○防除

うな︑地味な作業が必要に

法と場所が変わってくる︒

ない為にも重要になる︒

リは︑日本では小笠原諸島

らないが︑海外では重要な

品残渣で十分餌になる︒ほ

25

○温度が高い

境から卵を保護している︒

身近で主要な害虫種とし
父島に定着している︒これ

いことがある︒ポジティブ

かにはでんぷんの糊とか製

特にチャバネゴキブリは︑

てはチャバネゴキブリ︑ク
らの種は︑今は話題に上が

リスト︑有機ＪＡＳ︑取引

１年で２世代暮らしたとし

ームとなる︒

侵入する事はたやすい︒普

先の要請︑化学物質を嫌う

えるには食べ物︑水︑温度

たら２万匹になる︒算数の

℃︶

通は植物質を好むが︑環境

が必要だ︒このうち一つで

上での数字だが︑家屋内に

日︵

ロゴキブリが重要である

が良ければ厨房機器の隙間

○潜み場所が多い
チャバネゴキブリの幼虫

切らすと瀕死状態になる︒

本糊︑昆虫の死がいなども

温度は︑特にチャバネゴキ

風潮だ︒殺虫剤の使用が難

路だが︑工場は敷地が広い

ブリは下がると死ぬ︒冬に

のコンクリの壁面に巣を作

ので隣接施設よりの侵入は

都心のデパートが工事など

は︑幅三ミリあれば潜り込

だ︒鉄がさ

あまりない︒人︑物︑機械

で厨房を１ヶ月位閉店する

３

びている所

類や納品物に付いて一緒に

と︑殺虫剤を撒かなくても

﹁

にも︑チャ

持ち込まれる︒侵入して︑

食べるので︑餌のコントロ

バネゴキブ

殺虫剤を撒いていないとそ

ールは難しい︒水は４日位

リが巣をつ

いなくなるくらい︑ダメー

しくなりコントロールがし

くり生息す

こでとどまって繁殖する︒

ジを受ける︒

にくくなっている︒侵入経

る︒単独よ

あとは︑隠れ場所に潜って

ないところ

り集合体で

るか︒チャバネゴキブリは
一生に５回産卵し︑卵鞘に

も欠けると繁殖しない︒た

生息する昆虫類は天敵がい

個入ったと計算すると︑

だし食べ物は︑人間のとは

なかったり︑定期的に殺虫

侵入したゴキブリが︑増

１年間にどのくらい増え
餌と水で増える︒
が︑成長が
早いという
研究がある︒

実際に異なるので︑きれい

剤を散布しなければ︑死ぬ

使用制限が

食品工場

に掃除し︑厨房の床を見て

ものが少ないので︑このく

○殺虫剤の

○繁殖原因

暮らすほう

る︒この辺は人間では見え

虫として問題となるのは一

60

める︒ダンボールに入って

小松 謙之氏 （株式会社シー・アイ・シー研究開発部）

﹁きれいだ﹂と思っても︑

ある

30

80

ゴキブリ・ネズミの
種類・特徴・対策について

で殺虫剤が

70

場などで︑チャオビゴキブ

30

52

部の種である︒

20

20
1

クリーンドクター講習会より

使用できな

30
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（９） 平成26年４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。

ます。売れ残ったお団子な
ども従業員が見ている前で
捨てます。そうすれば従業

その③
いうことをし

前職でもそう

後４時にする決まりになっ

レジ締めは危険なので、午

ます。１人になってからの

るときにするようにしてい

店舗にもなると１人１人

必ず判子を入れています。

正しないで、他の人が行い、

て自分の間違いは自分で訂

るところまで徹底しまし

ジ打ちした人の判子をつけ

人がする。レシートにはレ

分でレジ打ちはせず、他の

従業員の接客が良くて思わ

から「社長の店に行ったら

会で質疑応答の時、ある人

渡辺

のは犯罪ですが、そういう

って帰る、レジをごまかす

業員が店の商品を勝手に持

す。よくいわれるのは、従

のモラル向上についてで

さん出かけていくとか、そ

ないです。私が用事でたく

早川

りますか。

する不満を聞いたことはあ

渡辺

私の先入観があります。

雰囲気の漂う嫌な時期でし

が皆を疑う目で見て、暗い

したか分からないので、皆

レジが合わないときに誰が

する人がいました。最初、

子をこっそり陰で食べたり

のお金を取る人や店のお菓

こってしまいました。レジ

店の商品を買って帰るス

っています。

してもうまく合うようにな

人の方がしています。誰が

いう人が何人かに１人はい

いと分からないので、そう

ります。人は採用してみな

くいっていないところもあ

か何なのか、なかなかうま

なっていますが、忘れるの

を支払い持って帰ることに

故がありました。１つは、

郎庵） 過去２回大きな事

目黒留美子（お菓子の蔵太

しています。

ってもらえると信じて今は

もないですが、いずれわか

なか分からず、注意しよう

すぐに注意しますが、なか

す。分かれば

小さな芽で

って帰るのは

しを黙って持

ん。切り落と

は言いませ

解雇だよ」と

とをするなら

て「そんなこ

す。かといっ

いたりしま

せの悪い人が

いレシートには理由を書い

を抜く人がいました。間違

マイナスレジを打ち、お金

ートを打ち間違いと称して

お客様が置いていったレシ

にしました。もう１つは、

いないことがわかり、解雇

の売り上げが記録にされて

くらい前日の午後４時以降

思って調べたら、過去２年

と言ったので、おかしいと

いじっているんですよね」

掃除も手伝わないでレジを

長はいつも朝早く来て、お

た。あるパートさんが「店

していたことがありまし

ふりをして、精算して０に

した店長がレジを点検する

ますが、それを朝早く出勤

での売り上げが何万かあり

ています。それから閉店ま

と思い、自分の買い物は自

とこういうことがあるのか

っていました。１人になる

ようなものが

個くらい入

ったものとは考えられない

以上の高いのばかりで、残

のケーキを見ると４００円

いうことがありました。中

しても見当たりません」と

れどこだろう、ゴミ箱を探

ートは？」と聞いたら「あ

す 」 と 言 い ま し た。「 レ シ

聞いたら「私が買ったんで

のケーキはどうしたの」と

に顔を出して、従業員に「こ

うことは、あるとき閉店時

商品を持って帰ってしま

仕組みにしました。

判子と理由をチェックする

ので、事務所の人が２人の

管理するわけにもいかない

接客の改善に取り組めます。

より、お客の目線で商品や

います。自分が買うことに

からレジを通すようにして

るから買うんですよ」と表

ず「私も給料をもらってい

物をするときも裏から買わ

くなってしまいます。買い

と友達だ何だとけじめがな

族にはしない。家族もする

人だけは１割引ですが、家

てます。社員の値引きも本

がチェックし、皆の前で捨

由も書いて、当日の責任者

に全部返品します。返品理

言わず、伝票を付けて工場

いってもいい」とは決して

「もったいないから持って

りをしています。残ったら

１回でも許さない社風づく

た。このように小さくても

います。

いいだろう」となってしま

いったら、社員は「おれも

払わないでお菓子を持って

くから手土産にと、お金を

例えば社長がどこそこへ行

はなく全てを見ています。

ますが、実際は背中だけで

親の背を見て育つといわれ

思いました。また、子供は

で、厳しい判断も必要だと

ボランティアではないの

い」と答えました。企業は

もしくは最初から入れな

間は、とっと辞めてもらう。

の心の痛みが分からない人

方は「それは簡単だよ。人

か」と問われました。その

業員がいるのはなぜです

した。そんな素晴らしい従

ずお菓子を買ってしまいま

業界の大御所の講演

て辞めたのか

問題もあります。従業員の

ういうことは思っているだ

た。今はお金を入金して初

ます。その人をしつけると

お菓子の蔵太郎庵「会津の天神さま」

なという、く

モラルを維持するために

ろうと思います。

めて確定するレジにしまし

タッフは多々います。製造

いうか、教えるのは大変で、 レジ締めはいつも全員がい

員も店のお菓子を買ってく

は、どういうことをされて

西村欣祐（西村清月堂）

でできた切り落としは二束

れるし、そういう感じで今

いますか。

社員を信用しているし、私
た。それ以降、レジはほと

三文の値段で分けて、お金

先月号より続く。

早 川 賢（ 富 寿 家 ） 従 業 員

んど合います。最後のレジ

コ ー デ ィ ネ ー タ ー） 聞 き

渡辺嘉一郎（全菓連総務・
ん。従業員を信じているし、

ル対策としてはしていませ
会社が高成長するとき、急

濱 田 浩 二（ 夢 菓 房 た か ら ）

人入

きょ従業員を

人、

まずやらないだろうという

なっていただ

を心底好きに

早川

お菓子

でしょうか。

持って欲しい

いう心構えを

対して、どう

子屋に入ってくる人たちに

を分かってもらいたいと思

す。そういう力があること

は見たことがないと思いま

ってお菓子を食べている人

べると心がなごみます。怒

も嬉しいときもお菓子を食

っております。悲しいとき

お菓子は凄い力があると思

う笑顔になっていただく。

ていただき、おいしいとい

ったお菓子をお客様に食べ

変な作業を経て、でき上が

するわけです。そういう大

ないので、たとえ１週間で

子の性格は分かるものでは

します。１日や２日でその

き、１週間一緒に寝泊まり

業に働きに来ます。そのと

シップで１週間、無償で企

んは１年たつとインターン

なります。製菓学校の皆さ

学校の皆さんが大体社員に

子屋さんの息子さんや製菓

西村

も、必要だと思います。

を出しもらうなどの協力

分は、関連業界に小袋製品

結構あります。そういう部

チャルではできないから、

変えて提供しており、バー

は農産物を加工して商品に

なりました。しかし、我々

した。私の町でも３軒なく

達したら本屋が整理されま

ａｄが出て、電子書籍が発

す。５年前、世の中にｉｐ

を持って会社に入るわけで

らお菓子が好きで目的意識

す。その子たちは、最初か

な」と思って、受け入れま

た子供だったら大丈夫だ

き「こんな両親に育てられ

会い、お話をさせていただ

あと思って見ていました。

人当たりもよくて、凄いな

く、フットワークも軽く、

た。その子は頭の回転も早

さん届いたことがありまし

き、お客様から花束がたく

入った子が寿退社をすると

す。数年前ですが、新卒で

仕事も楽しくなると思いま

います。ファンができると

もりで接客して」と言って

よ。自分のファンを作るつ

様を君のファンにするんだ

てくれるけれど、そのお客

はお菓子や店のファンで来

に「今、来てくれるお客様

濱田

販売希望の方に最初

ばせたい気持ちがあるかを

望してくれる方に、人を喜

と思っています。入社を希

ところが、お菓子屋の天職

く、人に夢や満足を与える

目黒

す。

持って欲しいと伝えていま

く、自分がしていく思いを

いつまでも受け身ではな

てもらうのはいいけれど、

す。幹部になり、ずっとい

で入って欲しいと思いま

年後には、独立するつもり

初は気持ちがなくても、

人は少ないです。ただ、最

ます。最近、独立をしたい

独立をしたいのか」と話し

いしいものを作り、お客様

ます。技術だけでなく、お

のかを、細かくチェックし

どういう食べ方をしている

世話、食べた後の片付け、

は気配りや思いやり、人の

ちも一緒に食べますが、実

験になっています。先輩た

らいます。その辺が入社試

せて、水もセルフでしても

意し、それを自分で分けさ

きな鍋のカレーとご飯を用

さん食べて下さい」と、大

ました。心を込めたので皆

で朝早くからカレーを作り

で、私からの感謝の気持ち

太郎庵を希望してくれたの

用 意 し ま し た。「 皆 さ ん が

お菓子ができるという信念

いやりを持つならば、いい

人、人に優しい気持ちや思

す。お互いに感謝しあえる

には親孝行手当てをあげま

きる人かです。バースディ

親に孝行することが理解で

しているのは、身近にいる

っています。社長が大切に

せて、やる気を出してもら

ますよ」などと具体的に見

ば、こんないいことがあり

売り上げや利益を達成すれ

ため「皆で目標に向かって

その幸せをお客様に与える

経営理念は幸せ文化の創造

を指導されると思います。

のあらゆる場所で若い方々

す。皆さんもこれから社会

の手本であろうと思いま

ば 人 は 動 か じ 」。 人 心 掌 握

させてみて、ほめてやらね

てみて、言って聞かせて、

せ て い た だ き ま す。「 や っ

た言葉を皆さんにご披露さ

大人物、山本五十六が言っ

岡 本 楢 雄（ 全 菓 連 理 事 長 ）

事長にお願いします。

を現します。最後に岡本理

人は、何をやらせても頭角

が、先ず自分が幸せになり、 この習慣が身に付いている

です。幸せ文化は広いです

そのときの参考になればと

付けることだと思います。

界まで努力するくせを身に

れたら、やはり不祥事が起

きたいこと。

うし、自分の作ったお菓子

世の中がどんなに変わろう

その話をすると「私もそう

私のところは、お菓

専門学校では

でお客様に喜んでいただけ

と、こういう職業に就けた

思っております。ありがと

10

これから菓子屋に入ってくる人たちへ
最後に、これから菓

何班かに分か

も一緒に寝泊まりし、お互

者は、良かったと言います。

でしています。

おいしさだけでな

れて１００ｇ

るという生き甲斐を持っ

いに納得したら雇用関係を

の笑顔を見たいと思う気持

とか小さい単

結ぼうとなります。そのと

見抜くようにしています。

て、お菓子屋になってくれ

なりたい」と感じてくれま

渡辺

たらと思います。

本人も納得し「この世界に

入って何が大切か。私は限

位でしていた

きに九州の子でしたら私も

ちを中心に、色々な仕組み

のが、お菓子

女性が入社してきま

を考えています。私どもの

渡辺

そのために入社試験も工夫

屋さんに入る

していて、今年はカレーを

うございました。
す。

社会人になり会社に
どっぷりつかっていこう」
いので小袋に分けることが

製造の方は最初に「君は
と言ってくれます。

すが、例えば
㎏になったり

と何㎏、何十

九州に行き、親御さん、お

直接は聞いたことは

従業員から会社に対

にくい質問ですが、従業員

会社はダメかなと思います。

を信じられなくなったら、

までしてきました。従業員

が店の商品を持ち帰ると
が店で菓子折を持っていく

締めも社員やパート７～８

従業員のモラル向上について

か、レジのお金を触るよう
ときも従業員の前で自分の

11

財布からレジにお金を入れ

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）

なことは今までに１回もあ

従業員教育 と 接遇 について

りません。正直な話、モラ

パネルディスカッション
じいちゃんおばあちゃんに

夢菓房たから「おいで米ラムレーズン」

渡辺

20

㎏は持てな

10

10
30
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（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

・北海道ブロック大会で鈴木隆一氏︵株式会社で
ん六
生きる﹂をテーマに講演を行いました︒

先月号より続く︒
安やおそれ︑苦手意識で自
分にブレーキをかけている

その③

父や父のような立派な経営

磨くことを続けながら︑祖

自分の弱さを知り︑長所を

で︑考え方をしっかりする︒

いる︒そして︑心身共に健

くという意味だととらえて

に真心で︑そして喜んで働

とは私が思うには︑真面目

だ︒マメに生きるというこ

う意味だが︑この場合のマ

というのは元気︑健康とい

に生きる︒﹁まめで達者に﹂

康に生きる︑自他共に幸せ

者になりたいと思っている︒

会社と商品に誇
りを持つ
年の山形新聞の元

が幸せであればいいのでは

喜働のためには自分だけ

メも体だけではなくて︑心

平成

う意味かというと︑安心で

なく︑周りの人︑それから

旦号に﹁マメに生きる﹂と

おいしい商品をお届けする

お客様も幸せにしたい︒そ

と思う︒自分で自分を押さ
えつけながらも︑頑張らな

ことは今までどおりだが︑

ういう願いを込め︑実際に

心のアクセルと
ブレーキ

ければいけないと思い︑力

ただ単にお届けすればいい

の健康でもある︒心の健康

わがままがあると︑なか

を入れている︒簡単にいえ

う話を聞くこと自体︑不思

のではなく︑お客様の心安

い う 広 告 を 出 し た︒﹁ で ん

なかうまくいかない︒何と

ばブレーキをかけながらア

議に思われるかもしれない

のためにはブレーキとアク

かしたいという思いがある

クセルを踏んでいる状態

て︑壇上に立つ︒きょうは

が︑自分の心の中がこの状

セルを両方一緒に踏まず︑

ので︑人の話を聞いた時に

だ︒これは自然ではない︒

力が入ってしまっている

六はこれからマメに生きる

感動したり︑いい出会いだ

が︑もう少し力を抜いて笑

というテーマで企業活動を

ったと思える︒危機意識や
自分にブレーキをかけるこ

ったらさらに困るだろう︒

喜んで働くことだ︒

問題意識が何もないと︑話
とを少なくすれば︑アクセ

が大事だ︒マメに生きると

ルを軽く踏んだだけで︑自

いう言葉の中にそんな意味

を聞いても感動は３日持た

カバーしなければいけな

を込めた︒

ない︒自分の危機意識︑問

い︒また︑豆の持つ力︑機

結びになるが︑皆さん︑

人のためにお役に立つこと
を上げていくことはまだま

能性を研究し︑色々な力を

まめで達者にますます元気

らかな生活に役立つまでを

だと思う︒何とか経営がで

社会に訴えていく︒あわせ

態だから︑会社経営で成果

きているのは︑創業者と２

て文化も発信する︒それが

顔で話ができたらと思う︒

代目が育て上げた人材が活

で健康で︑これから活躍さ

講演するのは恥ずかしい

私の願いは祖父や父のよ

躍していればこそだ︒けれ

社会へのお約束だ︒

分の思った通りの方向に行

うに︑立派な経営者になり

もう１つが自分の生き方

題意識があってこそ感動が

たい︒だから自分を鍛えな

ども︑理念が一番大事であ

に対する自分自身への約束

ていた時は夜型の人間だっ

はスーパーとコンビニとい

質問

でん六さんの販売先

教育用に開催している︒コ

的は︑店の経営者や店員の

がある︒展示会の本当の目

なものだ︒スーパーは秋と

このリレーをしているよう

伝ではなく︑年がら年中︑

品開発部門の開発要員は駅

走で次にバトンを渡す︒商

頑張らなければならない︒

ついていくメーカーは相当

化が実現するなら︑これに

たくさん出し︑これだけ変

かと思う︒各社が新商品を

上げたい︒

目指すもの

不安や面倒くさいと思うこ

年た

る︒理念があるから方針が

し︑そう思いはじめるとだ

とは︑自分にブレーキをか

ければならないが︑

生まれ︑行動も生まれるの

んだん嫌になってしまう︒

けることだ︒そう思わず素

ってもいまだになれるのか

くことができる︒これが私

日前という

日前に講演をお

直に受け﹁はい︑わかりま

不安に思っている︒こうい

の目下の一番大事な課題だ

願いされた︒

した﹂と迷わず︑ただ決意

ある︒また︑行動をしよう

が新しい習慣を身につけ︑
ことは主催者がよほど困っ

して力を入れずに行動し

という決意ができて行動す

少しずつ変わっていくのだ
ているのだろうと思った︒

たので︑起きるのも寝るの

う話をされていた︒今コン

ンビニではこういう店づく

れますようにご祈念を申し

それで自分が引き受けなか

も遅かった︒倫理法人会に

りをして︑こういう商品を

質疑応答より

入って講師の話を聞いて︑

ビニが菓子業界にとって脅

とか︑その場で宿題が出さ

威となり︑急激に店舗数が

れる場合もあり︑要求は厳

朝起きは大事だと思い︑し

昔︑青年部で頑張っ

その３ヶ月前に商談のチャ

しい︒

かれたのか︒

ンスがある︒コンビニは一

当社の開発要員は以前よ

鈴木

朝４時半に起きるの

り︑このように並べてくだ

年中新商品を持ってこいと

りも人数が増えた︒また︑

質問

さい︒発注してください﹂

いい︑そのタイミングで持

鈴木傳四郎社長の現役の時

は何歳ころに決められたの

いな状況になっている︒コ

ということを勉強する︒方

っていかないとほかのメー

具体的に﹁必ずやってくれ﹂
たが︑もっと早いほうがい

ンビニが増え続けると菓子

針は半年ごとに違い︑最近

カーが入ってしまう︒そん

春に新商品を陳列するが︑
いと４時半になった︒正直︑

屋が潰れるくらいの勢いで

は質の高い新商品の開発を

は︑毎朝新商品開発会議を

並べ﹁新商品はこれだけあ

自分の夜の生活を変えずに

シェアを取られる状況に︑

テーマに︑高いけれどおい

していたが︑今は週２回に

増えて︑場所取り合戦みた

５時起きくらいまでなら何

どう立ち向かっていくか︒

なことで年がら年中商品開

なった︒その代わり会議の

ばらく５時半起きをしてい

とかなるが︑４時半起きは

何かヒントがあったら教え

発をやり続けている︒開発

の場合︑６時間以上寝ない

時に寝ることになるが︑私

て欲しい︒

結構きつい︒油断すると

しいＰＢ商品の開発に力を

できなければ︑その店から

私どもはコンビニエ

鈴木

いと申し上げたが︑メーカ

ることだ︒リレーは全力疾

続けていたら本当に倒産す

ーカーが同じ商品だけ作り

と︑こんなにも変わったの

半年たって展示会に行く

そこで感じることは︑メ
時までにはベッドに入りた

ーも勉強に来いと言われ︑

ンス・ストアとの取引が多
いと思っている︒４時半起

春と秋に展示会に行く機会

と次の日が大変なので︑

入れている︒

長さは１回当たり
きになって５年くらいだ︒

分だ︒

はじきだされる︒

ていた時や青年会議所をし

10

か︒その重要性は何で気づ

でん六豆

そんな形でしている︒

２時間になる場合もあり︑

90

11
10

私は自分のわがまま︑不

ろう︒

と思う︒

鈴木隆一氏

れば︑感動がそのまま長期

鈴木 隆一 氏（株式会社でん六）

今回は

マメに生きる

間保たれ︑結果として自分

や っ て い き ま す ﹂︒ ど う い

25

15
10

10
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んだかるかん種で舞い散る

㎝枠

花びらを表現してみました。
×

にして混ぜ合わせ、その上

み、上から流し合わせる。

⑦半小豆きんとん餡を仕込

カットして包装する。

⑧冷却後、４×３・３㎝に

限定
販売

•••••••••••••••••••

周年和菓子

設置百周年を記念した和菓

子を、限定販売した。写真

は平安堂梅坪の上生菓子
「獅子（ライオン）」。

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。

ｇ同様

に敷きつめて平板で押す。

色と淡紅村雨種各

火取餡……………１５０ｇ

残りの淡紅村雨種

（村雨種〈若草色〉）

上白糖……………９・６ｇ
ｇを同

上新粉……………５・１ｇ

三越ライオン像

菓展を開催した。

今年は三越のライオン像

回全国銘菓展を開催

全国銘産菓子工業協同組

第

合（理事長村岡安廣氏）で

ぐしたもの

100

【配合】

様にしてその上から均等に

（かるかん生地）
餅粉………………３・９ｇ

教師
倍割すり芋………１０５ｇ

福本 圭祐
散らして約９分で蒸し上げ

日本菓子専門学校
℃

③倍割すり芋に上白糖を加

は４月１日〜７日、東京・

る。

※火取餡…Ｂｒｉｘ

え麺棒で良くすり混ぜ白並

～

上白糖…………………７ｇ

（村雨種〈淡紅色〉）

餡を加え混ぜ合わせる。

※約９分蒸し

白並餡（

ｇ

あいが桜色に煙っているの

火取餡……………１００ｇ

％）…………

を見つけたら、そこまで行
卵白……………………８ｇ

上白糖……………６・４ｇ

⑤粉類を加え手早く混ぜ合

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。

桜狩り （仮称）
ってみるという、遊び心に
水……………………約

桜狩りとは桜の名所を訪

塩漬け桜の花びら……３ｇ

㎖

よる春の楽しみ方でありま

ねるというのではなく、野
す。ここでは淡紅と若草色

山の桜を探しながら歩き回

日本橋三越で第

【工程】

わせ、①の上に流し合わせ

回全国銘

④別ボールに卵白を泡立て

かるかん粉……………

上新粉……………３・４ｇ

の村雨種で咲きほこる桜の

～

ｇ

るということで。足下に花

※火取餡…Ｂｒｉｘ

水、桜の花びらを加えて混

上新粉…………………

ぜ合わせ②に徐々に加えす

※約
℃

花と葉を表し、きんとん餡
餅粉………………２・６ｇ

で枝、桜の花びらを混ぜ込
※約９分蒸し

①各色の火取餡、上白糖、

で洗いよく絞り、包丁でほ

※塩漬桜花びらをぬるま湯

り混ぜる。

ｇ

びらが落ちているのを見つ
分蒸し

けては、桜の木を探し、山
（半小豆きんとん餡）
☆塩漬け桜の花びら…

ｇ

粉類を混ぜ合わせ村雨種を

【山眞産業㈱】

粉末寒天…………２・８ｇ

ｇ

分で蒸し上げる。
⑥枠から外して冷却後、セ

て約

ｇ

水…………………２１０㎖
グラニュー糖…………
トレハ…………………
ハローデックス………
分休ませる。

パレートを敷いた羊羹舟に

仕込み、 ～

②ロール紙をはった蒸し枠

白並餡……………２８０ｇ

に若草色村雨種１２０ｇを

村雨側を上にして配置する。

ｇ

蜜漬け白手亡豆…１２６ｇ

きんとんフルイでこし、敷

※仕切り板で仕切る。

小豆並餡………………

赤色素…………………適量

きつめて平板で押す。若草

68

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

加賀で育って76年

68

18

50
60

18
60

※上がり目方…約７００ｇ

20

まんまろん

58

58

ＦＡＸ ０３－３４０７－５４８６

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。

57

57

話 ０３－３４００－８９０１

（Ｘ・Oたっぷり）

（型焼き）

12

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

ブランディケーキ

チーズカステラ

本格的カステラ

15

15

35
26 18
16 14 77
70

30

電

（スライスしてあります）

あなたの笑顔に
会いたくて…

桜狩り
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