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同封のリーフレットはお客様はじめ︑皆様に差し上げて下さい︒

産地と実需者の結び付き強化を

年度事務局連絡報告会を開催した︒

年産の加工用米の取

組みに移行された方もい

加工用米から飼料用への取

った︒今年度について︑来

に１万㌧位しか取引が無か

が︑昨年は破砕精米を中心

り︑生産数量は︑確定的で

組みが多かったこともあ

で積極的に参加する所は︑

り︑ＭＡ米のＳＢＳの部分

在の国産米の価格動向もあ

週から入札が始まるが︑現

る︒

はないが約２〜３万㌧位減

が︑主食用米の作付面積は︑

需要者が必要な数量を契約

特に加工用米はこれまでも

方向に向けたこともあり︑

を契約ベースで取引をする

た生産を行う︒必要なもの

や生産者団体が需要に応じ

な変動は無いと考えてい

い方向なので︑近々に大き

める方法で︑当面変わらな

水準を一定期間見ながら決

輸入価格や特定米穀の価格

が︑現在の価格の決め方は

げて欲しいとの要望もある

面について︑これまでも下

年産からは需要者が生産者にニーズを伝え︑生産者が加工用米を

見越している生産数量は︑

び付きをより強めていくことが大切だと確認された︒２︑４面に関連記事︒

作るかを決めることが検討されているため︑複数年契約の継続などで︑需給の結

席した︒特に

ると見ている︒

相当数減る見込み︒

ベースで取引しているの

まだ意欲的ではない︒価格

○米の相対取引価格の月別

で︑全国流通︑地域流通含

年産から生産者

格は︑９月から過去最低と

また︑

言われる位低迷してきた︒

る︒できるだけ安定的な価

今計算している最中である

複数年契約の継続を要望

日︑浜松町東京會舘で

加工用米
全菓連では９月

作況が１００であった場

めてさらに積上げていく必

全農米穀部原材料課柿原調査役︑名取調査役︑株式会社神明アグリ八幡課長が出

合︑７４７万㌧位になる︒

５︑６月に来て少し上がっ

年産〜

年産︶

としては減るが︑もち米の

要がある︒数量的には全体

だける形で進めたい︒

格で︑需要者に使っていた

年度産の主食用米の価

㎏にな

た︒７月は全銘柄平均で１

温や長雨︑また︑大雨で関

ている︒ただ︑ここ数日低

０万㌧を少し超える位とみ

い契約が︑割引が高いもの

いるが︑これは取引量の多

っている︒前年は下がって

○ＭＡ米の販売状況

る見込みである︒

加工用米は︑昨年より増え

が︑

価格や為替の影響を受ける

万１千９４９円／

７３９万㌧と出した︒これ

である場合︑安くなるため︒

米粉の調製品は︑現地の

を示したところ︑全農が飼

東・東北で水害が発生して

年度の主食用米

年産に向けて主食用から飼

ＭＡ米の販売状況は︑Ｓ

な変動がない見込みである︒

準で取引されており︑大き
ＢＳの

○作柄について

いる︒また︑豪雨により栃

や品質低下が心配と聞いて

温や日照が無いので︑食味

りが遅れている︒併せて気

旬で４日〜６日ぐらい刈取

に遅れ︑北海道では９月初

ラスで進んでいたのが徐々

・北陸・北海道で４〜５日プ

降︑急に気温が下がり︑関東

まり良くなかった︒お盆以

り︑収量的も品質的にもあ

夏の気温や天候の影響によ

いて︑この時点で西日本は︑

統計部で公表した作柄につ

よほど作柄が落ちない限り

用米は契約ベースなので︑

らないと考えている︒加工

を計算すると︑不足には至

部分があり︑実際に需要量

防止対策で先送りしている

食用米は

のかという話もあるが︑主

切ると米の供給量が足りる

上減少し︑作況が１００を

もある︒生産量が

００程度か１００を切る話

が︑その後の低温などで１

国的な水準と言われていた

１００を少し超えるのが全

日の段階で︑作柄が

えている︒全体的なことで

木・茨城で水没した稲の分

影響は無いと思うが︑今回

は︑
て︑主食用米の面積も需要

で︑収穫皆無や減収がどの

日に農林水産省の

に応じて減っている︒一部︑

くらいの数字になるか︒５

の大雨による被害の状況を

万㌧以

万〜６万㌧という話もある

２︑４面に続く︒

見ないと分からない︒

８月

況指数への影響があると考

万㌧の枠がある

10
が︑被害状況により県ごと

料用に取組んだ結果とし

万㌧を下回る位の水

月にかけて修正がかか

万㌧で推計している︒ただ︑

料米への取組等を含めて︑

また︑
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や場合によっては全国の作

年産の売り過ぎ

40

見通している︒

と主食用米以外の数字は︑

加工用米の生産量は︑

り︑少し減る予定である︒

199
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○加工用米
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年６月末の在庫量は２０
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して米価も下がる。一方

産を

年産と比較すると相

持するため、加工用米や飼

は

万㌧で昨年比同数であ

るが、飼料用米は大幅に増

１面より続く
料用米、米粉米、備蓄米の

年産は東日本大震災が

当減り、生産数量目標７５

・

年と

年産を考える

るかが、加工用米の動向に
影響する。

上で、政府備蓄米の落札価

この中で、

全農よりの説明
１万㌧に対し、主食用米生

格により、全体的な相場感

産見込みが７４７万㌧で、

加し、米による転作１位が

あり、在庫は１８０万㌧位

程度である。

年産も、全

が、全農のシェアは

生産量は

った。

加工用米から飼料用米に移

まで圧縮しており、米価は
較すると、共に水田面積が

年を比

半年くらい米穀部で各産地
生産抑制がだいぶ進んだ。

新規需要米を作っている。

○米の需給等をめぐる情勢
回復している。こういう相

が分かり、それから農家が

担当割りをし、ＪＡや生産

年産の加工用米の

近年、需要量を上回る主
と１６４万

ほとんど変わりがないが、

で

今年は備蓄米、加工用米、

１６５万

飼料用米にするのか考え出

一方、飼料用米や麦・大豆

万㌧

が増えてきている。
から

加工用米は、主食用米と

年産も同じ価格で据え置き

年産１俵９千６００円、

す。加工用米は、全農は

万㌧弱あった

関関係があることを、生産

加工用米は３・８万

農の取扱いは９万㌧弱位で

米価がどう反応するのか
新規需要米の間に板挟みに

ならない。加工用米を安く

減っている。

が、最大の関心事である。

供給したいという思いはあ

に増加している。

２で推移しており、作柄に

ＪＡグループが出している

と北海道・東北・関東で約

４・９万

関係なく在庫は増減してい

秋の概算金の水準も、去年
として、

６割を超える状況になっ

０万㌧まで圧縮されると、

年産の飼料用米は

る。この間、東日本大震災

は加工用米が中心であった

ながら増減している。傾向

なっており、その状況をみ

産は東日本と西日本で半々

画認定数量の推移は、

場に作ってもらわなければ

定供給のためには、生産現

要である、と強く認識した。

向けて民間在庫の圧縮が必

踏まえ、米の需給の均衡に

米価が下がるという相関関

が２００万㌧を超えると、

また、６月末の民間在庫

相当する取組みになった。

万㌧程度の需給改善効果に

作付転換を合わせると約

と訴え、飼料用米への取り

水田の継続ができなくなる

で、これ以上積みあがると

我々も在庫が２３０万㌧

に直接関与しない姿勢で、

た。この中で、政府は需給

米の需要は減少しており、

移している。一方、主食用

水田面積が１６４万

年産は備蓄米

米で米による転作を補正さ

加工用米と飼料用米と備蓄

年産では、

比較すると、相当構成が変

・関東がどのような米を作

いったなか、北海道・東北

合が増えてきている。こう

いので、加工用米を作る割

取引関係を構築したい。

の取組みを通じ、安定的な

たい。実需者と複数年契約

であったが、

年産米

年産

れている。

○ の コ シ ヒ カ リ 〟〝 ○ ○ の

年産は米の転作

年産になる

をしているが、飼料用米の

万㌧で

や政府が買い入れし需給を
に比べ各産地設定が若干高

が、政策的な変更もあり、

加工用米の地域別取組計

大幅に増加する見込みにな

い水準でしているのが全体

るが、安いと作ってもらえ

万㌧作る目標を掲げ、

の作付けに向け、飼料用米

係を見られる。

これに対し、水田面積を維

結び付けることができるの

ひとめぼれ〟という取組み

○平成

を

ＪＡグループは、

行政と連携して飼料用米に

は２２０万㌧～２３０万㌧
年

へ提案していかなければな

かが問題だと感じている。

培基準価格

契約栽培で、３か年による

契約数量がある。３か年に

合や他の団体から契約した

今年６月に提示し、県組

米の取組み

○今後に向けての、加工用

と、

～

年は一貫として

わっている。

けられ契約が進んだ。東北

に刈った生産者の所へ集荷

ている程ひどくなく、普通

なかには、ＴＶで報道され

不安がられている。ただ、

り遅れが懸念され、品質も

前後と平年並みに落ち、刈

いものだと思う。今こうい

継続的に行わないといけな

需の方まで結び付け、毎年

逆に言うと、加工用米は実

いので、不安な要素がある。

で補助金が続くか分からな

扱う循環的な取組みを始め

協・生産者の米や他の物も

やっていきたい」など、農

い 」「 こ こ の 農 協 と 一 緒 に

地のこの銘柄で取組みた

造やお菓子でも「ここの産

年

で推

・

年産

では

米の価格の概算金は、関東

に行っている人もいる。刈

う状況だから目先の事だけ

ている。

ので分からないが、
て、飼料用米の収量に応じ、

産のこの銘柄でこう使用す

年産は６千５４２

るという方と産地を結び付

にとらわれ、飼料用米に転

ける。これまでの加重平均

り取りの方は、これだけ雨

年以降減反が

が昨年、安かったこともあ

作すると、

・５万円の

なくなった後は、苦しくな

５・５万円～

が降って中に入れないの

年産４千１５６㌧、

で、週末晴れて、なんとか

交付金が出ることが大きく

り、全国平均で２千円以上
注目を浴びた。弊社も飼料

高くなる予想。相対価格の

合計５万４千９６８㌧の契

年産４万４千２６９㌧、

価格を提示した。北海道か

年産に向けて

給を心掛けている。

みで、 年以降は継続的に、

でどうですか」という取組

れはこうだから、この値段

での販売ではなく、ガラス

平均は

今後の見通しだが、加工

念されてくると思う。

ると思われるので、今ある
用米に取組み、加工用米か

５００円～１千円上がって

刈れる感じだが、品質は懸

約数量になっている。来年

いる。

用米に関して、今年は需要

・

ら熊本までの基準価格があ

ら替わったケースも多く見

張りにし、現物に対して「こ
られた。その中で、加工用

実需の方々の満足できる供
年の３か年産

月位に

今後についてだが、今年

～

のもち米の契約栽培は、６

販売価格とほぼ同額であ

米は減ってはいないが、そ

の時からだが、我々の部署

年の複数年契約
による契約栽培を提示する

は玄米を販売しており、実
需に向けて、生産地と実需

いく。

産地と実需者を結びつけて

また、

る。もち米の収穫時期は９

年産まで考え
ると、転作で飼料用米を選

年産以降

量より供給量が上回るが、
㌧のうち、５～６割が契約

やりたいと言う実需者もお

段取りになっている。

からの複数年契約は組めな

月下旬になる

は若干落ちたが、弊社にお

者との一体とした取組みを

ので、出回り開始前に正式

栽培とあるが、残り４割は

行っている。例として〝○

に本価格を決定する。本価

ぶ方が増えている。それに

４面に続く。
対し、どこまで加工用米で

％以上が

26

複数年契約で、それらに助

いては

り、今後、農水や全農を含

26
めてどう取組むのか、皆様

29
年産の
月に第１回、

70

月、九州は

年以降は、ここ

日以降の発表になる

価格も安定している。

年産と

限らず、麦や大豆など主食

組みもだいぶ進んだ。

在庫過多になり、

らない。また、作況が当初

をするスーパーや量販店と

複数年契約の取組みを行っ

よる複数年の提示を行って

ている。

用米以外の品目への転換を
という在庫水準で、必然と

予定である。年間契約以外

と生産抑制したため、需給

組んでいる。

年産が

水田の利用状況を見る

推進してきた。我々もこの

に年間契約の提示があり、
も個別にお客様と産地でス

飼料米を扱っていて思う

～

年産もち米契約栽
その時に正式な契約栽培の

が、インフラ整備にどこま

本価格を案内する。

ている。毎年６月に各販売

いるので、今年度提示した

26

かった。複数年契約をまた

27
れは複数年契約によること

26
が大きい。全体の取扱数量

り、昨年

年産の最終的な

10

年産から酒

１０２から１０５としてい

○

年産もち米契約

全農では、もち米を年間
年～

万㌧の取扱いしている。

事業所を通じ、各県菓子工

栽培決定内容

業組合へ案内を提示し、契
分で

株式会社神明アグリよりの説明

約している。本年も６月に
㌧、

年産非主食用米につい

各県組合員様向けに提示・

そのうちの５～６割近くが

26

50

10

26

26

20

20

27

ha

26

27
万

30

月に第２回の提示をする

年間契約で
11

格は基準価格並みで決定す
月

28

29

契約を頂き、その際に基準

27

25

27

25

27

る予定であるが、来月

10

10

10

30

29

28

26

30

28 27

11

27

29

27

の需給について、

たが、長雨で作況が１００

16

環境も整い、均衡になって

26

42

ポット契約をする。もち米

20

万㌧から

り、その他、麦や大豆を増
締めたりして、在庫の増減

的な傾向となっている。

た。東日本は米が主産地な

ない事情があるので、安定

方に移っている状況で、安

続けられないという危機的

があった。主食用米は、こ

徐々に飼料用米が増えてき

的な価格で今後もしていき

年

状況に陥った。この状況を
やすという地域もあって、

れまで過剰作付が続いてい
○加工用米について

ので主食用米を作らければ

から１０

26

別の物を作らないとならな

く、作況指数は

年産の在庫数量が２０

現場に伝えて回った。この

年間、推進に回った。その

年位大豊作や大不作もな

者のところに行って「飼料

25

用米という制度があるの

23

食用米の生産が続いたた

結果、

27 26

10

27

26
ha

め、新米が出る前の平成

去最大の２３０万㌧となっ

で、活用して下さい」と半

た。米価がこれに連動して
前年の

27

ha

25
ha

ha

年６月末の民間在庫は、過

下落し、生産現場は営農が

28

26

28

24

10

27

年産を

18 27

98
24

27
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凍バター）等２千㌧につい
今後とも、小売店でのバ

◎今後の輸入判断について
は、８月前半は猛暑で心配

じているバターについて
に対し全菓連より各

する都道府県菓子工業組合

活動（島根）等でした。

ことを指導する。なお、こ

速やかに需要者に売り渡す

のために、輸入され次第、

いない。なお、平成

年度

追加輸入は必要とは考えて

は対応するが、現時点では

向等を注視し、必要な場合

ターの販売状況や価格の動

等の消費が減少し、バター

量が増加する一方で飲用乳

推移したことから生乳生産

襲等もあり、気温が低めに

されたがその後は台風の来

告がありました。

得られたこと等について報

につき５月の総会で承認が

の支援金を支出すること等

菓子博の基本計画が説明さ

準備委員会濱田理事長より

組合岡理事長、三重菓子博

その後、三重県菓子工業

うした状況は小売店、洋菓

万円

ては、国内での円滑な流通

子店等にも説明することに
年度と

の生産が増加したことから

主なものは、各種研修、菓

が配布されましたが、その

について取りまとめた資料

続いて、各県の活動状況

県組合の負担をさらに低減

組合のご意見を踏まえ、各

交換会等で寄せられた各県

ック会議、２月の全国意見

れ、さらに昨年度の各ブロ

輸入により、年度末在庫見

についても、平成

込みも２万１千４百㌧にな

追加輸入は行わず
日

より、安心感を持っていた
日に現

税率については財務省案が

されること、消費税の軽減

国アトランタにおいて開催

なるであろう閣僚会議が米

日本時間では明日、最後と

と、ＴＰＰ交渉については

の必要はない旨公表したこ

時点ではバターの追加輸入

様化・機能強化のため新規

２０１５を実施、組織の多

ら徳島スイーツグランプリ

を中心に県の助成も得なが

意 見 交 換 会（ 同 ）、 青 年 部

知 県 ）、 青 年 部 と の 交 流・

の視察研修と意見交換（高

松江市・尾道市の菓子店へ

子 祭 り 等 の 実 施（ 各 県 ）、

入りましたが、三重菓子博

これを受け、質疑応答に

されました。

お願いしますとの説明がな

請している金額でご協力を

治体との関係もあり昨年要

と入場券については地元自

半減することとし、協賛金

にお願いしている展示料を

を行った上で、各ブロック

するため所要経費の見直し

農林水産省は９月

公表されたものの批判が多

に協賛会より員外理事４

の負担金の詳細、褒賞審査、

同様に１月、５月及び９月

く今後の検討を見守る必要

名、女性理事を１名から３

に輸入の判断を行う方針。

国菓子工業組合連合会大窪

年度に

名 に 増 員（ 徳 島 ）、 酒 造 地

会場での販売手法等につい

だき、安定的な需給につな

幹夫理事長の挨拶乃後、議

回全国菓子大博覧会を

三重県伊勢市で開催される

広島の酒粕を活用した新製

最後に、次回開催県の愛

て意見が交わされました。

げていく。

報告が行われましたが、そ

第

品 開 発 絵 の 取 り 組 み（ 広

○年末の需要期に向けての

の概要は本年４月１日に施

支援していく必要があるこ

島 ）、 復 活 し た 青 年 部 の 活

取り組みとして、主要乳業

催されました。会議では、

行された食品表示法及び食

と、さらに、２月に開催さ

込みを踏まえ、９月時点で

開催地の島根県菓子工業組

品表示基準への対応、原材

れた菓子博に関する全国意

は、バターのさらなる追加

月末までに順次輸

合山口研二理事長の歓迎の

料の価格・需給動向、特に

◎平成
給見通し

月にかけての供給

計画は、前年比１０８％増、
（輸入小物バターを加味し

菓子博参加組合に

時より、松江

り

全菓連
よ

万円の支援金

現在・未来を生きています。

いをつなぐ懸け橋、過去・

値段も一般売りより半額に

合員に利用して頂くため、

年選ばれている。多くの組

と、等が報告されました。

在り方を検討していくこ

菓連として今後の菓子博の

見交換会の議論を踏まえ全

０６名、青年部が他ブロッ

申し込みが現時点で

校２

高校生の菓子作り講習会の

ー制度を利用した小・中・

動 強 化（ 鳥 取 ）、 マ イ ス タ

室において和やかな懇親会

となりました。その後、別

理事長の挨拶があり、終了

媛県菓子工業組合小泉泰方

まず、全菓連より、状況

事に入りました。

中・四国ブロック会議開催される
日

市の松江エクセルホテル東

９月

急にて平成

た場合は１２２％）で、バ

る。

中・四国ブロック会議が開

ターの供給量を増加させ

○１月及び５月に輸入を決

バターの生産、供給及び

以下の通り。

定した１万２千８百㌧のバ

西

クの青年部と交流、活発に

年度の全菓連

年

増加傾向にあり、平成
度のバターの生産量は、昨

ターが

○最近の生乳生産について

輸入の見通しについては、

•••••••••••••••••••

入され、国内の需要者等に

挨拶、中・四国ブロック幹

このところ供給に不安が生

月から

売り渡される。特に、規模

事長香川県菓子工業組合田

年度のバターの需

年度に比べて増加し、供給

の小さい洋菓子店等でも直

村日出男理事長の挨拶、全

内容は、１月「十日戎

特に、三重菓子博への支援

全菓連では２０１６年

津々浦々で、

祭。日本列島

なす日本の

る。神をもて

なぐ日本の祭編」を斡旋す

人のきまりごと～感謝をつ

だんじり祭（大阪）」、

り（青森）」、９月「岸和田

都）」、８月「青森ねぶた祭

手）」、７月「祇園祭り（京

６月「チャグチャグ馬子（岩

阜）」、５月「神田祭（東京）」、

城）」、４月「高山祭り（岐

３月「鹽竈神社帆手祭（宮

午大祭

枚（表裏共４色刷り）

▽構成・表紙１枚、本文

受付（送料別・

▽注文単位・

のし袋付）４９０円（税別）

▽価格・
（１冊・ＰＰ袋入り、

斡旋概要は次の通り。

れすることも可能。

上であれば店名などを名入

としている。また、百冊以

冊以上は

日、いし

日～

月６日、

月

日、『 食 品 製 造

業者における食品アレ

ルギー対策について』の講

習会、講師・林典子氏（独

日、不二製油㈱
阪南事業所見学会、泉

路市

月３日、

階、横浜市
日～

日、和菓子講習

屋山口商店、会津若松市

（ 東 京 製 菓 学 校 ）、 ㈱ 二 丸

会、講師・梶山浩司氏

月

２０１５、大手前公園、姫

第７回姫路菓子まつり

月

業センター

模 原 病 院 ）、 神 奈 川 中 小 企

立行政法人国立病院機構相

月

日、和菓子講習

日、和菓子講習
会、講師・阿部大三氏

月

会館３階、名古屋市

（ ㈱ 本 松 葉 屋 ）、 愛 知 菓 子

会、講師・西尾智司氏

月

立文楽劇場、大阪市

文楽公演を楽しむ集い、国

佐野市、

日、第１回

月

•••••••••••••••••••••••••••••

日～

行事予定
月

かわスイーツ博２０１

足立区
月

之 氏（ 菓 匠 庵 白 穂 ）、 生 涯

講習会、講師・新澤貴

日、菓子づくり

ち、足立区立郷土博物館、

スイーツランドあだ

月

５、しいのき迎賓館、金沢
市

がもたれました。
については、菓子博に参加

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

「日本人のきまりごと
感謝をつなぐ日本の祭編」

近い、 冊４９０円（税別）

版、卓上カレンダー「日本

海の幸山の幸

「伊勢神宮神嘗奉祝祭（三

冊以上より

を供えてお迎

重）」、 月「唐津くんち（佐

送料無料）
えし、神輿や

・
２㎝

10

（ 会 津 宝 玉 ）、 清 野 商 店 ２
階講習会場、弘前市

11

月

山車をしつら

・５㎝×

▽注文締切日・

▽サイズ・
玉 ）」 と な っ て い る。 最 終

月「秩父夜祭（埼

面には、次年のカレンダー

▽購入を希望する方は各県

学習センター菓子づくりホ
ール、松江市

29

13
30

17

賀）」、
り、歌、演奏、

も載せている。同カレンダ

組合へ。

10

10
11

え御旅所を巡

踊りをふるま

ーは大手文房具店のカレン

月末日
って無礼講。

ダーフェアの販売品にも毎

大阪

伏見稲荷（京都）」、

宮神社（兵庫）」、２月「初

27

日本の祭は、

神奈川

兵庫

福島

14

石川

1

した

が需要を上回る。生産量は

接利用できる小物バター

50

10

郷土と人の願

22

11
27

28

18

12

10
10
10

17

20

21

愛知

青森

10

10

10

12
18

10

10
14

30

11

12 11

東京

島根

の斡旋品ご案内

29

15

12
10

27

年版卓上カレンダー

27

30

27

２０１

6

があること、平成

６万５千９百㌧と前回の予

（１～５㎏に包装された冷

メーカーにおいて、特に

り、前年を上回る見込み。

供給が需要を上回る見込み

農林水産省は、９月

50

測から２万６千㌧増加し、

輸入は行わないことを発表

し、供給が需要を上回る見

にバターの生産量が増加

25

また、５月に決定した追加

25

28

27

バター
２０１6 年版
卓上カレンダー
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面より続く
でごはんお代わり自由とい

価格が異なり、どのような

の他、ＭＡ米も産地により

価格帯はいろいろある。そ

に中米、くず米を含めて、

可能になったので、生産者

制度が変わり商社も取扱い

が全国団体のみだったが、

加工用米を取扱いできたの

方を変える方針を打ち出し

マーケットインに仕事の仕

て、プロダクトアウトから

た。全農も全体の方針とし

質問：政府より備蓄米の放

てだと思う。

た。米の歴史の中では初め

を改善させる効果が出てき

く、１年～２年位のもので

古古古米のような物ではな

が、その際は以前販売した

販売を行う可能性はある

っ迫する場合は、備蓄米の

お願いしたい。

場が混乱しないよう対応を

に、次の切り替えの時に現

の制度が続いているうち

に対しての助成なので、そ

農水省：

お願いしたい。

に産地助成金が付くように

に切り替わる時、同じよう

分が３年で切れ、次の３年

たため、低価格だった加工

出荷している。競争ができ

勝るものはないと思われる

格で提供されれば、これに

のを安定的に、均一で低価

からすれば、安全安心なも

農水省：平成

ある。

前で販売することは心配で

備蓄米を古くし、捨てる手

古い米であった。そこまで、

円割引セールスや定食

う所が一時期より増えてお

年産など

れれば、販売になるのかと

用米の価格が、ここ５、６

が、生産者の毎年の水田営

り

り、その辺りで需要は増え

出があったが、

いうのは、経営的な部分が

年上下がある。

年主食米の値段が上がっ

年の複数年契約とあ

り、今年も

年、

年の複数年契約で、３年あ

る。古いものは基本的に飼

料用として使用しているの

れば産地交付金が付く。

年、

で、ＭＡ米も備蓄米も、販

年、

売の目途が立たず古くなっ

年から米の世界

始めている。原料を使う方

我々としても外食産業、例

入ると考えている。

全農２：実需者目線という

年、

も農協も手取りの良い所へ

えば牛丼屋に出向いた際に

全農１：加工用米について、

全農：加工用米は

ものをどれだけの価格で入

ちにくい状況である。その

「使ってください」という

平成

供給をすることになってい

て い る と 期 待 し て い る。

中で、原料単価は上がって

話をしているが、原料価格

も ち 米・加 工 用 米・Ｍ Ａ 米 に 関 す る
質疑応答より

、

質問：生産者側の目線で話

も、販売価格は上げないで

等や人件費の問題で使用量

をしている気がする。

くれと言われている。

年までどうする

が変わるのは、すでに説明

したが、

かは、予算的な話で、今の

要綱要領の中で行うのでそ

う変わらないと思う。実は

くれればいいという思いは

新規需要米は、行政が生産

りに入った時、加工用米や

年から需要に応じた米作

うが、米はあるが加工原料

ＪＡグループの中でもある

年も支援対象にして
農を継続していきたいとい

る。

年産だと思

農水省：平成

年と

提案に対して、東日本大震

質問：６月に３年契約の扱

年に東日本大震災が

たが、外食産業から話を聞
年の時、

くと、値段が高くても単価

た物は、その処理をしてい

あ り、 米 が 一 時 期 不 足 し

用に適した米が国内でひっ

を戻せない状況と聞いてい

迫し、備蓄米から特別販売

年の震災の影響や作柄によ

う思いもつないでいきた

は変えず、提供する量を減

い。生産現場はすぐに対応

をしたことがある。その際

米の契約栽培は、平成

災があった際、福島の犠牲

る。

に、古いものがあったと言

の上に米価が上がっていた

り米価が上がり、外食産業

できない状況もあるので、

う話だが、今は棚上げ備蓄

年は値下

やコンビニのおにぎり１個

徐々に時間をかけ、主食米

に替わり、持っているもの

措置し、助成していくのか

月末に

は、細かい所を詰めている。

から始まり３年契約なので

あった。ここでも加工用米

いいものを選択できるよう

を実感として受け止めた。

通構造が変化していたこと

我々としても需要構造・流

していたが、今年初めて生

ば、政治的な世界で何とか

需給の帳尻が合わなけれ

ていきたい。今までは米の

需要者の結びつきを強化し

により原料用米の供給がひ

なっている。今後、作柄等

基本的に販売しないことに

のもので、加工原料用には

る。今は実際、過去４年位

に飼料用へ供給処理してい

か。３ヵ年契約をすること

年契約の扱いはどうなるの

か。また、

らの３ヵ年契約になるの

の

からになっている。その間

方、米政策の見直しは

）

クタールが蒔き直しになっ

らなくなって、１０００ヘ

ホクレン農業協同組合連合会
販売本部農産販売室農産係長

生育が停滞した。小豆の葉

た。そのうち５００ヘクタ

（

は交互に出るが、７枚目ぐ

ールはできず、予定面積を

氏

北海道産豆類の情勢について
竹林 佑介

らいまでは、草丈が膝丈し

下回った。また、９月

豆類定期作

か成長できなかった。ほと

現在、台風が北海道に向か

年産

んど生育できないまま一定

っており、雨が降り続いて

◎平成

状況と需給状況について、

期間過ごした後、７月下旬

はおそらく

年、

年、

年の３年に付く話になると

考えている。

する継続をどうするのか公

年以降

表できるには、もう少し時

間がかかる。今、

１５１ヘクタールというの

るのに対し、その他の水田

では十勝産は５俵近く取れ

地の作りやすさもあり、面

り、数量もある品種で、産

約し、現在、走っている部

は、小豆の風害の影響があ

０ヘクタール増えているの

なので、段階的に示す。

年からの３ヵ

が今年の作付実態。小豆類

の政策作りを詰めている所

ルという指標面積を示し

年まで契

た。指標面積は需給を見た

年から

いぐらいの供

傾向にあり、

年々やや減少

消費実績は

ていく経過だが、実態はそ

を示し、生産者にお願いし

ときに適正と思われる面積

である。

ファが見込めるような環境

計も平年作ややプラスアル

量の割合は７割が十勝産で

ぜい３・５俵なので、生産

転作で作られる小豆はせい

定の評価があって、面積を

えがし、風味があるので一

る側からも粒が大きく見映

積が増えている。使ってい

余儀なくされた結果、５０

が、大手亡への作付変更を

に間に合わなかった地域

る。小豆の播種蒔きの時期

０ヘクタール面積増があっ

ある。霜によるリスクを考

た。大手亡も今季の供給量

◎小豆類面積の比率につい

増やしている。エリモ小豆

れを５００ヘクタールほど

も根強いファンがいるの

万俵で消費に対し２年

えると、作付の比率が全道

である。

に広がっているのが理想的

今年の雑豆年

北海道の豆作地は、東北
タールで、反収は４・１俵

と道東のはずれを除き、ほ

繰り越しと合わせると１７

間消費に見合う見通しで、

とした小豆を除くと大豆、

きい。逆に畑作地帯を中心

館内の作付比率が非常に大

る。近年の傾向として十勝

めてきたろまんという品種

あり続けた。平成

っても作付の一番の品種で

リモ小豆が平成の時代にな

移は、昭和

クタール、生産量１１１万

年産は作付面積２２４０ヘ

で、白餡の原料になる。

込）

◎大手亡暦年消費実績（見

う取組をしている。

量だ。

して使っていただける供給

分以上なので、皆様に安心

９万４千俵で約２年分とな

麦、そばといった保存作物

が全道作付の一番の品種に

俵の空前の大豊作で、繰り

気象の温暖化が続いている

品種ごとの作付面積の推

俵を供給量か

り、需要者には安心して使

なった。きたろまんは産地

越しは８万３千俵で小豆と

ことが、小粒化の原因にあ

格差を設けながら集荷を行

は

て

を見込んでいる。商品化数

ぼ全域に小豆の作付があ

で、面積を維持するため価

下回る２万１千５００ヘク
消費に留まる

万８千俵、消費は年

度は

のではないか

量は

ら引くと次期

用いただける供給量を十分

としては非常に多収で、早

年

年産の小豆の生育

という見込

万６千表で、こちらを残し

への作付が増えており、十

生で収穫時期が早いため、

産の作付面積が急激に５０

似ている状況になる。

年産の収穫を

年代に出たエ

付面積は２６３００ヘクタ

確保している。

年産は全道２１５００ヘ

勝に率が偏っている。平成

霜のリスクも回避される。

万

あたると品質低下が懸念さ

◎小豆の大納言と普通小豆

クタールに対し、１３３０

非常に生産量が安定してお

27

み。この

れる。

たまま平成

の内訳

％になる。収穫量

０ヘクタールが十勝産で、

95

ると思う。

いう傾向がある。北海道の

くなるけど収量は少ないと

で、逆に低い年は粒が大き

は多収になるが小粒化傾向

小豆は積算気温が高い年

◎エリモ小粒化について

ョロッとした弱い茎の作り

迎えている。こういう需給

面積は一定程度減少して

面積は

27

在の北海道の農政部の発表

で生育しているため、畑に

ールあり、去年は大豊作で

環境であることを分かって

おり、大納言は１３７０ヘ

10

大手亡は白系いんげん

では、小豆類はマイナス１

◎小豆類暦年消費実績（見

いるので、一定の生産調整

クタール、普通小豆が２０

60

年に初

日で、およそ平年並みなの

よっては倒伏といって倒れ

収量が採れた。生産量では

が必要な環境と判断し、北

57

繰り越しは

で、平年作を予想しており、

込）

１２０万俵採れており、繰

海道では２万２千ヘクター

ａの

てきている。また、６月４、

り越しを併せると期首供給

㎏）／
５日に風害があり、小豆の

ら翌年９月までの雑豆年度

量は１８０万俵で、過去無

俵（

大産地である池田町、豊頃

年産を見ると作

という括りで１年間を見
る。平成

27

４・

順調に推移している。ただ、

ｍぐ

月か

本年産の特徴は先ず５月末

町、裏頃町に、風速

26

27

豆類の場合、収穫

に播種、種を蒔く６月の中

らいの風が続き、ものにな

平成

日～９月１日）

帯広支所が作柄調査を半月

の雨以降は、一気に８、９、

況（８月

に１度報告している。今年

いる。倒れたところに雨が

日

の作柄状況だが９月１日現

枚目と伸びていった。ヒ

21

旬から７月中旬まで、ほと

62

10

50

83

んど雨がない状況が続き、

26

20

10

88

11

88

27
31

27

万俵の
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給量だ。年間

質問：

年に対

の複数年契約３年の場合は

になった。５年くらい加工

市場動向を無視した行動を

産者自らの取組みで、需給

年までの部分と

年

販売ありきという考え方も

用米の価格は変わらなかっ

すれば、需要減少で返って

産地交付金とあるが、これ

年までになっている。一

需要者サイドではあると思

たが、生産者の選択の幅が

来ることを学んだ年であっ

年は据え置き

上げになった。

、

らして対応したという。生

構図があったが、他の産地

であれば種をまく前に契約

は長くても５年、年数が経

だけ下がったなかで、外食

う。しかし、そこは契約に

広がることにより、価格の

再生産可能な価格設定

産単価を考えて販売単価を
げになり、

は「米の価格が上がってよ

する播種前・収穫前契約や、

った物は１００万㌧を目安

数量目標の配分を行わない

は、統計情報でも西の方の

かった」で終わってしまっ

もち米や加工用米も複数年

が、実態は３年おきという

の量などを含め、使用量を
で推移している。昔、転作

た。その後、需要が大きく

契約を浸透させ、生産者と

いについて菓子業界から要

決められるが、販売単価も

の米は加工用米しかなかっ

減少するという大きなカウ

と決まっている。代わりに

小さい面積の経営では、１

たが、今は飼料用米、備蓄

ン タ ー パ ン チ に な っ た。

加工用米、新規需要米それ

反当たり生産地として１万

米、米粉など生産者が助成

形で産地交付金の措置をす

のきなみ減らしたことがあ

５千円になる所もあれば、

金との絡みで一番手取りの

る仕組みになっている。８

る。この時、需要量は減少

大規模で合理的にしている

年

考えないと、消費は安定し

している。その後、

所は１万円で難しい。また、

請書を提出したが、加工用

ない。主食米は統計で見る

年産がこれ

年に向けて米価は下がって

ぞれの取組みをどのように

と毎年減っている。再生産

いるが、特に

年度の概算要求が

可能な文化という説明を受

産業に聞くと、使用量は戻

もなるが、米と言っても主

変動も出てきている。昔、

年産の頃、加工

っていない。理由は、米が

食用米の高いものから安い

年産か

年産は１万２

㎏で８千円少しだ

下がった分、他の原材料が

もの、国産で言えばその下

年の契約は、

千円まで上がり大変苦労し
上がっているので、下げら

・

けるが、販売もありきでは

25

30

29

26

24

れない。その代り、おにぎ

ないか。

26

10

た。お菓子屋さんの皆さん

用米は

30

29

27

29

29

30

25

が高齢になり、後継者も育

29

30

30

ったのが、

27
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年は２年連続して値
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菊池「中原松月堂」
りました。

格的に和菓子職人の道に入
けた「武光公」などは特に

菊池が誇る武将の名前を付
菊池の農家の方に地域産業

新たな取り組みとして、

そして、色とりどりの練

人気商品です。

わっており、あんこを作る

あんこは自家製餡にこだ

資源に指定してある 肥｢後
小豆 ｣を栽培していただい

ら午前中遅くと

やコープ秋田か

配送が難しい点

品単価で個別の

は、当番表を決めて配送手

話し合いを行い、７月から

ため、改めて納品店舗との

ッフからも不満が出てきた

支部（秋田市）会員を中心

おり、個別の配

件が提示されて

務所から行うことを決め、

行うことや、発注を組合事

コープ秋田土崎店菓子組合限定販売ブース

現在、運営は青年部メン

数料を支払う形での納品を

金額を生協に収める形を取

バーが中心に行い、立地条

時までの条

問題になっています。

が大人になった時、親父の

も

として納品頂いております。

りました。

姿 を 見 て 憧 れ、「 カ ッ コ イ

件などから賛同頂いた秋田

思ってくれるよう繁盛店に

４代目（現在幼稚園児）

イ 」「 家 業 を 継 ぎ た い 」 と

していくことが今の目標で

ています。まだ少量しかお
菓子に使用できていません

りきりも季節に合わせてい

が、徐々に増えていくよう

ときは朝６時頃火を入れま
ろいろな種類があり、ひと

使用する小豆は、北海道

す。
つひとつ手間ひまかけて作

そんな菊池市に「中原松

風光明媚な地域です。

す。

現在はスムーズとはいかな

頑張っています。

送が難しい状況

っています。

月堂」はあります。

きっかけは、川口専務理

産の小豆のみ。小豆の場合

あり豊かな自然に囲まれた

「お父さん、かっこいい！」を目標に

熊本県北部に位置する菊
池市は、肥沃で農業が盛ん
な地域で、日本名水百選に
も選ばれている菊池渓谷が

局・野田尚美

いまでも運営当初よりは改

菊池の商店街もここ数年

善されております。

店舗が減少、後継者不足が

でしたので、落

「 和 菓 子 は 見 て 綺 麗、 食

ち着くまでは配

べて美味しいのが基本」と

事のところにコープ秋田か

は炊き上がりの色が重要で

ら既存の店舗が撤退するた

す。中原松月堂のあんこは、

熊本県菓子工業組合事務

初代・中原敬

また、コープ秋田とも１

之氏が隈府内の

送効率の良い店

ういう現店主は和菓子づく

め、個別に出店してくれる

きれいな薄紫色をしてお

カ月に一度話し合いの場を

菓子店（山代屋）

•••••••••••••••••••

設け、商品の入れ替えやイ

りについては常に勉強、い

舗一か所に集

つもそんな気持ちで取り組

め、川口専務理

り、口に入れるとなめらか

店舗を打診されました。そ

ですっと溶けます。

が交代で配送しました。注

ない金額ですが、この取り

の際、川口専務理事の提案

にて修行し、創

文も当初は部長が引き受

組みがぜひ成功出来ればと

ベントの提案などもしてお

当初は、初の試みと十分

け、スタートしました。伝

思います。

事と部長の遠藤

な話し合いがなかったこと

票の管理や支払いは組合で

で組合全体の出店が出来な

業。

秋田初！コープ秋田
で共同販売開始

いかお伺いしたところ相手

から、さまざまな問題が発

行うことにしました。

んでいます。

も快く承諾して頂きまし

生しました。一番は、配送

白餡・黄身餡などは、北

た。その際、準備期間が１

の問題で納品先が、秋田市

現店主の大松

仕組みは、組合を通してコ

カ月きった状態での話だっ

ころから、部長の店舗スタ

賞品‥グランプリ作品１名

丁目会場にて実施。

部部長・遠藤善衛

秋田県菓子工業組合青年

売り上げは、まだまだ少

秋田県菓子工業組合で

ープ秋田土崎店に仕入れる

たので、早急でも、協力出

上かかることから少しの納

ります。

日より、コ

形を取り、組合にある一定

また「子どもたちにも和

は、今年２月

の掛け率で仕入れ、それか

菓子づくりに興味を持って

ープ秋田土崎店にて菓子組

海道産手亡豆を使用。こち

合限定の販売ブースを設置

らもすべて、自家製餡して

様々なイベントで精力的に

さんが大学卒業

お菓子体験の講師を務めて

後、福岡のお菓

商品はたくさんの種類が

ほしい」という思いから、

ありますが、菊池を代表す

内中心部より、車で

います。

菓子作りをして

来る秋田支部の青年部会員

子店で修行。和

いるうちに面白

ら手数料などを引いた残り

確かに現在のトレンドか

し、コンセプトや詳しい特

にトロフィーと旅行券

さすがに、３ヶ月超えた
し、販売を開始しました。

もあって以前

分以

る銘菓「松風」や「松の雪」、 います。

㎏の鯛落雁

店舗にお願いしました。

さに目覚め、本

約

徴や主に使用した食材な

北海道スイーツコンテ

万

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

ど、着想や訴求ポイントを

円相当

した。それな

の卸も始めま

売。常識を越えた所にも商

ま さ か の 受 注！ そ し て 販

だろうなと思っていた所、

型は作ったものの売れない

焼やういろう、八ッ橋など

このコンテストは、人形

催する。

スイーツコンテスト」を開

１月

日（金）に「北海道

会議所）では、２０１６年

しくは菓子を製造・販売す

であり、かつ個人事業主も

応募資格‥プロの菓子職人

道）

道洋菓子協会、㈱電通北海

業組合、一般社団法人北海

商工会議所、北海道菓子工

条西

芸文館（札幌市中央区北１

審査会場‥ホテルさっぽろ

とも可。

現物を郵送し審査に臨むこ

負担。遠方在住者の場合は、

が発生する場合は応募者の

航費、宿泊費、滞在費など

審査に際し、発送費、渡

札幌商工会議所

ーシアム事務局

プ事業委託業務受託コンソ

北海道菓子職人レベルアッ

《問い合わせ先》

（ http://www.sweets-h.
）にてご確認ください。
jp/

しくは公式ホームページ

鯛落雁の型

らは外れてしまったお菓子

色々作ってお客様のニーズ

重点的に記入し郵送または
に応える事ができるように

しかし、そ

はありません。 ですが、当店では大きさを

ほどの賑わい

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

鯛の落雁の新しい売り方

中島和志

二代
目

スト開催のお知らせ
れを逆手にと

りに成果も出

機はあるのだという事を教

る企業・団体などに所属し

まれ育った七宗に帰ってき

《開催概要》

始め、特に老

えてもらいました。現在二

全国各地の銘菓に匹敵する

ている役員・従業員。なお、

岐阜県加茂郡七宗町と言

北海道の委託事業とし

参加費‥無料

て、道内菓子産業の売り上

詳しい募集要項と申込書

人ホームへは

代目には二人の男の子があ

を生み出すことを目的に行

「北海道を代表するお菓子」

の希望者は、下記事務局も

しかし、その後何度かに

毎月毎月新しいお茶菓子を

り、長男は小学校の将来の

日（金）

日（月）必着

申込締切‥２０１６年１月

なった事、原材料を見直し

選考（記載事項の確認）

メールで申し込み。
て味や食感の向上を図った

二次審査／試食審査

審査方法‥一次審査／書類

って、国道沿

主催‥北海道

１６年１月

を行う。
いの道の駅に

実施主体‥北海道菓子職人

分けて店の前の県道が整備

作る事に、基本に立ち返る

目標で和菓子屋と言ってく

たのだそうです。その頃は

げ拡大を目的としている北

レベルアップ事業委託業務

り、全国的に見ても珍しい

され、下呂温泉へのアクセ

日本各地の大多数の和菓

事の大切さと新鮮さを感じ

卸半分店売り半分くらいの

海道菓子職人レベルアップ

「甌穴群」がありますが、

スが次第に良くなるにつれ

子屋さんで言える事かも知

ています。

っても、ご存じの方は少な

事が功を奏して、現在でも

事業委託業務受託コンソー

普通の人にとっては全く関

お客さんも増え、より沢山

ライブインでのお茶饅頭の

れませんが、主に若年層に

いでしょう。全国的には全

卸を始めた

売れ筋商品となっていま

心の無い事でしょう。それ

の通り客を引き込むために

ヒットがあったお陰で現在

おいて和菓子離れが進んで

割合で、とても独立した店

す。特に五尺五寸（約１７

受託コンソーシアム（札幌

よりも、隣に全国的にも名

同じ町内の現在の場所に移

までやってこられたのだと

くの無名な田舎の町です。

り、若い人が

シアム（代表者‥札幌商工

２０
いなければと

㎏の鯛落雁は、

を知られた温泉地を抱えた

転しました。駐車場を拡充

思います。

舗だけではやっていけなか

０㎝）で約

下呂市がある事の方が有名

し、店内も広く取ってお抹

ったそうです。

老人ホームへ

です。

茶やぜんざいなどを召し上

われるもので、北海道らし

グランプリ作品のレシピを

に札幌市内において開催を

日（金）～７月３日（日）

表彰式‥２０１６年６月

ＦＡＸ‥０１１―２３１―

１３５２

ＴＥＬ‥０１１―２３１―

中島龍雄

E-Mail sweets@sapporocci.or.jp

３６６７

当‥西川、葛城）
れたようです。その夢をつ

予定している「北海道お菓

食産業・貿易課（担

国際・観

その無名の地に父が和菓

以前は結婚式によく使わ

公開するため、勤務先のオ

います。田舎では若い人自

ーナーまたは代表者の承諾

現在は、岐阜市の名店・

さ、原料、食味などを審査

光部

子店を開いたのは今から五

がっていただけるようにも

基準に、グランプリ１作品

体が減ってきています。お

ぶさないためにも、頑張っ
客さんが減り、客単価も落

て和菓子屋を続けていきた

香梅で修業してきた二代目

れるため、沢山作っていた
に代替わりはしましたが、

お菓子に鯛の落雁がありま
その間には、地元の名産

す。しかし、最近は結婚式

子 フ ェ ア ２ ０ １ ６」（ 主 催
ち、頼みの綱の店の前の主

を得られていること。
後期高齢者となってしまっ

栄堂

岐阜県菓子工業組合・松

を選定し、そのレシピ公開
であった松茸を模した洋風

で使われる事はほとんどあ

いと思っています。

二軒ほど回ってから「職人

要県道も、より早く移動で

りません。

‥北海道お菓子フェア２０
た今でも意気軒昂、毎日仕

きる高速道路や国道の整備

応募方法‥規定のエントリ
和菓子の「かぶちまつたけ」

事をしています。

ならびに道内各地の複数の

だけでは結婚もできない」

のヒットがあり、卸でもド

１６実行委員会）大通西２

24

ー用紙に作品の写真を添付

と開業する事を決意し、生

の後も名古屋市内の名店を

丁目）

〇年前の事でした。愛知県

地質学的には、日本最古の

20

してきました。

石が発見された土地であ

松栄堂

10

29

犬山市の老舗で修業し、そ

70

20

25

菓子製造業者における販売

12

29

70

11

北海道

中原松月堂

田
秋

本
熊
阜
岐

第919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）

（５） 平成27年10月15日

古くからはあまり考える必

産と広がり定着してきまし

板を立て宣伝をして水戸土

うに常磐線沿線に大きな看

蘇葉で包む。というように

漉餡を求肥で包み、蜜漬紫

水戸の梅は白餡又は、小豆

委員会の承諾が必要です。

産及び近郊の梅の実を用い

現在、若い人中心に水戸

戸銘菓となっております。

の梅」は当地を代表する水

高木史充 『夏の桃ムース』

プロ部門グランプリ

吉田愛衣 『桃・モモ・ＭＯＭＯ』

一般・学生部門グランプリ

まスイーツフェスタ」の会

で開催されていた「ふくし

ィブセンター

同日「福島市シニアアクテ

で歴史的にはそれほど古く

的には佐竹氏時代からなの

つ、三十五万石です。歴史

戸 の 梅 」「 吉 原 殿 中 」 の 登

銘菓として育てようと「水

化を防ぎ、より水戸の代表

より周知保護し製品の粗悪

先人がご当地銘菓として

「吉原殿中」並びに「水戸

琢磨を期待し、今日では、

で各社の味覚を尊重、切磋

細かいレシピは規制しない
始まっております。

て新しい水戸銘菓の模索も

をはじめ、審査員、ご来賓

場において、小林福島市長

アオウゼ」

要が無かったと勝手に、推

た。

南限、ミカンの北限と栗、

なく、当地には古来より受

録商標を当時としては珍し

水戸は徳川御三家の一

測します。

４年前の東日本大震災を
メロン、蓮根等数多くの農

け継がれる由来の菓子、料

支部・木村恒雄

•••••••••••••••••••

とより遠くは大阪府、兵庫

理実習室にお

短期大学内調

月５日から９月

学生部門の入賞作品は、９

日まで、

県、熊本県などからあり、

式が行われました。一般・

た来場者も参列して、表彰

の方々や、会場を訪れてい

産物が全国一、二を競い、

理などが少なかったようで

茨城県菓子工業組合水戸

除けば常陸国は住みやすい

ズクガニ、鮎、鰻が取れ、

ばつ、冷害、豪雪、台風等、 県央を流れる那珂川ではモ

所、気候は温暖、台風、干

将軍家献上鮭が遡上する生

ふくしまスイーツコンテスト

ところです。更

残り御飯でお女中（吉原）

江戸時代に、殿中の食事の

水戸の銘菓、吉原殿中は

の水戸殿中、水府殿中、常

一般名使用権の放棄、類似

に使用している企業には、

めました。まず、当時すで

得しようと協力、努力を始

などの後援で昨年に引き続

の主催、福島菓子協同組合

テスト２０１５」が福島市

「ふくしまスイーツコン

菓子を作りあげるというコ

モ」をテーマに、新しいお

福島市の代表的な果物「モ

査を行い、２次審査に進ん

のテーマ「りんご」に続き、 して福島市民３名が１次審

拭などを目的として、昨年

日、福島市内の桜の聖母

だ各部門８名ずつが、８月

パティシエ、一般審査員と

方々、福島市在住のシェフ、

料理ボランティアの会の

では、東京都在住の吉田愛

ース』が、一般・学生部門

高木史充さんの『夏の桃ム

ロ部門では、郡山市在住の

行いました。その結果、プ

が実技審査を

と同じ審査員

賞、市民賞なども選ばれ、

ンプリ、金賞、アイディア

れました。ほかに、準グラ

ＭＯ』がグランプリに選ば

衣さんの『桃・モモ・ＭＯ

る予定です。

回のコンテストが開催され

島の「梨」をテーマに第３

されました。来年度は、福

ル、レストランなどで販売

く地域商標として組合で所

に、発酵に適し、

が節約から創り、生まれと

盤殿中、黄門殿中等、各企

き開催されました。

す。

酒、味噌、納豆

言われております。水戸の

業所有の商標及び類似商標

こ の コ ン テ ス ト は、「 く
ふくしま

名、一般・学生部

プロ部門には前年より
名多い

ス貼りで新築しました。自

っていくと、写真屋あたり

す。自分で印刷の原稿を作

内、店外に効果が大きいで

色々調べたところ、カッテ

費がかかると言われ、断念。

私は自分で作ることが基本

まだ方法はありますが、

早速自分で作ることにしま

も自分で作ることを目標に

き、ネットで調べ、下手で

思ったら、プロから色々聞

です。これを作りたい！と

カ所の菓子店、ホテ

と美味しい発酵

梅は明治に入ってから、烈

の権利の放棄をしてもら

だものの宝石箱

分で店名、ロゴ、イラスト

万円位

した。悪戦苦闘の毎日でし

23

者七十名以上と盛況の基、

に参加して来ました。参加

学校で青年部主催の講習会

横浜の国際フード製菓専門

す。今回は七月二十七日に

皆様は御忙しい事と思いま

迎えて、全国の和菓子店の

いよいよ秋本番の季節を

業種からの和菓子業界参入

による客足の変化、また異

大ショッピングモールなど

足や冠婚葬祭の簡素化、巨

達が置かれている後継者不

をしてくれました。今、私

達にエールを送る為に指導

て次代を担う若い菓子職人

「季節の和菓子」と題しい

を駆使して全部で約千種類

お店の上生の絵を、色鉛筆

生や若い頃に足繁く通った

より自分がイメージした上

自分の作った上生菓子は元

成ってから今に至るまでに

のが、土門氏が和菓子屋に

中でも私が一番感動した

を味わう事が出来ました。

じられ、充実感のある一日

という大先輩の心意気が感

か乗り切って行って欲しい

などの厳しい状況をなんと

たんぽぽ色又は絹クリーム

える

仕上げた物でも美味しく見

の製品に黄色を少し使って

すが、菓子では赤やピンク

と言う食用菊が有るそうで

形県では、「もってのほか」

象徴

一、薔薇色は喜びと幸せの

ます。

章を一部紹介したいと思い

が平成十年六月に記した文

事長・菅野嘉春

神奈川県菓子工業組合青年部

和菓子技術講習会

和菓子技術講習会にて

土門氏の上生菓子

山

にして茫然と

を目の当たり

い時間の流れ

た。途轍もな

あった事でし

ルが展示して

以上のファイ

き、ユーモアを交えながら

の講習も勢力的に教えて頂

きます。その他、焼き菓子

明るい緑色

は紫色の染料を取る

も出て来る

と神秘を表す

色も良い

一、紫色は品格

しました。自

五時間以上の講演を本当に

報部・亀岡肇

神奈川県菓子工業組合広

お祈り致します。

益々のご健勝とご多幸を

以下記事は続

一、

桐とか藤の根

源氏物語に

分はまだ努力

有難う御座いました。

ここは恩師

たと思います。

大半も実感し

い、参加者の

が足りてな

果物も黄色が多い

黄色は食欲をそそる色

桃色は美善力を表す

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

県の重鎮の土門千次氏が

福島県菓子工業組合副理

市内

食品に適した地

公（徳川斉昭）が好んで食

い、昭和三十八年、水戸市

市」を全国にＰＲし、東京

からは、そのデザインをベ

等を自由に張り替えできる

で１枚２千円～３千円位で

なければ自己責任にて印刷

ィングマシーンが

②店内、店外ディスプレー

たが、何とか物になり、家

いて一次審査

域です。よって、

したといわれる星の梅を基

菓子工業協同組合で協調し

名多い１

ースに、写真の入替えだけ

作ってくれると思います。

され、郵送されます。１枚

で購入できる事が分かり、

菓子屋は外から見ても楽

しています。とても楽しい

８月６日に、一般社団法人

農産物等をわざ

に水戸の菓子職人が紫蘇巻

登録、現在に至っておりま

門には前年より

福島産
「モモ」
の美味しさ、
福島市の想いをスイーツに

わざ加工、料理

きの梅干しを模して創った

電力福島原子力発電所の事

６３名の応募が、県内はも

鮮食品の豊富な

自然災害の少ない広大な平

い

するより新鮮な

（諸説有り）と云われてお
す。

故でまだ残る風評被害の払

④Ａ１サイズのプリンター

かります。（野辺地町は６，

で完成する為、とても楽に

と考え、ガラスにしたので

ラミネートをかけると店外
はアドビのフォトショッ

のコスト約３円前後で済み

しくなければなりません。

中に作っては貼りまくって

事長・佐藤文雄

22

たか ぎ ひ と み

まま美味しく食

商標使用には当組合商標

③カッティングマシーンで

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

このプリンターは商品を

５００世帯で、印刷は６，

万前後の経

すが、業者に見積もりを依

大きく印刷できるので、店

０ ０ ０ 枚 作 り ま す。） そ し

作ることができます。その

頼しましたら

年前に店舗を前面ガラ

販売の一般的な店です。そ

原稿は東京近郊の大手印刷

カラーで１枚約

の中で、自店で行っている

て折込料は１枚３円かか

屋にメールで送信、問題が

分で作る。

プ、イラストレーターを独

ます。

思わず入りたくなるような

ですよ。興味のある方は連

致します。

絡いただければ詳しく説明
ます。色々なＰＲに使えま

いました。現在このマシー

すので、一度見る価値はあ

ンは３～５万位で購入でき
商品を多く利用していま

ります。

最近は安価な１００均の

す。１００均の商品に少し

青森県菓子工業組合副理
手を加え飾っています。

あ

べられる処です
ります。その後、数社の菓

成しました。その後楽しく

自作看板

㈲別当庵 佐藤製菓

菓〕は安政２年（１８５５
安価で効果的である販売促

り、７８，０００円前後の

佐藤製

年）創業です。私で五代目

経費が必要になります。私

通常は印刷

学で勉強しながら何とか作

でもＯＫですね。

①チラシを自

（

22

‼

店作りを目指しています。

15

よし だ

ので、料理・菓
子業者が来水客に目立つよ

なり、一年間チラシを作り

33

屋へデザイン

20

神奈川

ンテストです。

子等の加工品を

等を依頼するようですが、

続けました。すると２年目

55

進を紹介したいと思います。

当店〔㈲別当庵

森
65

23

円前後か

２０１５

その場合、Ａ４サイズ片面

島
福
23

『販売促進紹介』

㈲木村屋本店

地で米処、果実はリンゴの

㈲木村屋本店

常盤国の水戸銘菓

城
茨
青
歳 ）、 和 洋 菓 子 を 製 造

10
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奈良の老舗製菓材料問屋

創業者増尾傅次郎は安政

にあります。

いまち「ならまち」（奈良町）

― 砂糖傳 ―

奈良の菓子屋で砂糖傳増
尾商店から原材料を買って
いるところが殆どと言って

を採用し、オリジナルの米

な原因の一つと考えられ

ルケーキを作り、二日目は

敦賀ふわっセ

ンド米（コシヒカリ）の福

なすべてのものを扱ってい

濃厚で酸味

ビスで現在に至っています。

菓子屋さんとしてねりきり

日本伝統のお菓子を作る和

に挑戦してもらった。時間

る。小学校の早い時期から

ものづくりに対する関心や

や人数に制限のある中、技

粉を使用しています。

体験をさせることが効果的

術はもちろん、手洗い消毒

井県産のみを１００％使用

ます。

ではないかという考えのも

などの衛生面や作成過程の

の強く敦賀市

営業品目は主要メーカー

と、キャリア教育の一環と

片付けなど、講師となった

福井県菓子工業組合・㈲

して、小学生を対象に職業

組合員の指導により計百二

猛暑続きの七月二十四日

キッズワークみやざき

月

日～

開

催

のものづくり

「キッズワークみやざき」

いて大成功だったといって

な計画、準備手配が整って

会が少ないま

りに触れる機

達がものづく

の中で、子供

先させる風潮

には進学を優

っており背景

んとしてキッズ職人がロー

である。初日は洋菓子屋さ

崎菓子協会が参加した次第

してお菓子屋さんとして宮

ンキ屋さん、大工さん、そ

裁士さん、板金屋さん、ペ

さん、ヘアメイクさん、洋

さん、園芸屋さん、お花屋

ん、たたみ屋さん、和裁士

う企画に繋がったと話す。

文化すべてを発信するとい

ざき」参加だった。

感じた「キッズワークみや

を育てていけたらいいなと

な企画で将来を担う子供達

けの問題ではなくこのよう

後継者不足は菓子業界だ

も過言ではないと思う。

ま成長してい

で着色されたポストカード

看板屋さん、はんこ屋さ

であった。

くことも大き

を進呈。菓子と地域文化双

・大西みつ子

宮崎県菓子工業組合事務

日開催）」

れが問題とな

離れ、技能離

子供に菓子職人体験を！

キッズワークみやざき

•••••••••••••••••••

小堀菓舗店主・小堀真嗣

の疑似体験により働くこと

十名のキッズ職人の体験と

し、手間暇かけた米粉製法、

の意義や仕事の楽しさを経

《どんつきによる米粉粉砕》

験し、自分の将来の職業に

なった。

民の誰もが愛

～二十五日「キッズワーク

ついて考える機会になるこ

した懐かしい

挟み込むカステラ生地に

みやざき」が

そして材料以外にオリジ

は、小麦粉を一切使わず、

宮崎県では初めての試み

ナル商品として「御門米飴」

福井県が発祥地であるブラ

とは言えない位、きめ細か

の各種砂糖はじめ糖化製

ある敦賀みかんを採用しま

量第一位で隆盛を極めた敦

とを目的とした宮崎県職業

品、小麦・ライ麦、穀粉・

時代のニーズ

明治時代に欧亜国際列車

賀みかん。

クリームと敦賀みかんを

選ばれた、こだわりの商品

能力開発協会主催による

味は、今では

に取り残され

途を辿ってい
ました。

が走り、日本の海外への玄

です。地元産の敦賀みかん

近年、若者

があります。
米を麦芽で糖化した健康

奈良県菓子工業組合専務
理事・野崎充亮

連携し栽培から携わり、冷

造ファンド事業の農商工部

関口（国際港）であった敦

商品政策は、郷土の文化

開催された。

ミックス粉など粉類、米飴、

食品飴で奈良町のお土産と

・色素、イースト・膨脹剤

当社はこの
敦賀みかんの
復活の一翼を
担い、東浦の

と福井県産コシヒカリを使

温貯蔵で年越しをした、昔

みかん農家と
物を活かした菓子作りを心

用した、地産地消率の高い

小堀菓舗

て、衰退の一

ハチミツ、栗加工品、油脂

などおよそ菓子作りに必要

しても人気を博しています。

・乳製品、チョコレートや

を大阪や堺に卸していたが

ナッツ、フルーツ類、香料

その帰りの便で、当時まだ

年間奈良町で大和名産の茶

らず大阪、京都も営業圏で

いい。奈良県だけにとどま

広く販路を伸ばしている。
貴重品であった沖縄の黒糖

当社は福井県敦賀市の北

福井の逸品
『敦賀ふわっセ』

•••••••••••••••••••

その店砂糖傳が奈良市の古
や阿波の白下や
和三盆を持ち帰
り商うことにな
り ま し た。「 砂
糖屋の傅次郎で
がけています。

陸道総鎮守

越前国一ノ宮

砂糖傳だ」と呼

ながらのコクと酸味のある

今回ご紹介する『敦賀ふ

日本最北限栽培地の一つで

わっセ』は、福井の逸品創

『敦賀ふわっセ』の紹介

年から商売を営んでいる

の氣比神宮の門前で、明治

商品になっています。

ばれたのが屋号

門で認定を頂き、金沢で開

の始まりでした。

催された北陸道食のグラン

・歴史・伝統農作物・海産

上生菓子

和洋菓子専門店です。
おかげさまで今年度、創

賀港の、当時福井県の輸出

以降１６０年

業１１４年目を迎える事が

リにおいて準グランプリに

した。

れに従ってその
できました。

近く、時代の流

時々のお客様の
要望にこたえて
の原料提供サー

ご子息の健一朗氏にお話を

崎

宮

良
奈

４代目の中島康博氏と５代目の健一朗氏

このように、生業に対す

月

に於いては、伝統×現代を

納屋橋饅頭の４代目、５

る飽くなき探求心、課題を

伺った。

方の発信を行う企画意図が

見出す力、改善に次ぐ改善

は変化を恐れず、絶えず改

テーマとし、様々な文化、

元々、農業大学で醸造を

革に取り組み時代のニーズ

代目共に伝統を守るため

る。その期間中、

健一朗氏の今回の活動に

に、新たな革新的行動を起

を行い、自店、そして業界

に和菓子作り体験を行い、

取り組む発端は、菓子処尾

伺える。まさに食文化の担

団体をけん引していく姿

世代を問わず広くアピール

い手にしかできない事業で

研究、学んだ康博氏は屋号

勢、意志はしっかりと５代

していきたいと語る。同時

日

でもある納屋橋饅頭の拡販

目の健一朗氏にも伝承され

ントも企画。これは、江戸

が、古くからある商店、地

ター通り商店街であった

ほんの数年前まではシャッ

ていただけるものと確信め

オピニオンリーダーになっ

たちの業界に一石を投じる

頂き、食の担い手である私

へと活動意思の伝播に貢献

に対応し続けた結果である

時代の観光ガイドブック

権者と時間をかけて話し合

いた期待を感じた。

張名古屋の地に於いても組

「尾張名所図会」にちなん

い、商店街会費の大幅な増

に、組合の共催事業として

当する事業は、担い手の育

だ其々の地域を表す特別な

額を図るという逆転の発想

健一朗氏は名古屋生菓子

成に端を発し、街の歴史と

お菓子を同協同組合青年会

を以て、見事復活。そのよ

しさを兼ね備えた酒種の研

和菓子の融合を行い、お客

に所属する店舗で製造。お

うな経験も踏まえ、お菓子

と話すお二人。今後も名古

ック創設の際は、私たちの

様に菓子を通した地域文化

求めのお客様には、名所図

を通して、街の歴史～地域

合員数の減少という一面が

知るチャーターメンバーの

名古屋の方言で久しぶり

を伝えていくという内容。

会にある浮世絵を髣髴する

やっとかめ文化祭の開催期

り、迅速な製造現場の管理

諸 先 輩 に 対 し、 地 域 性 や

を意味する「やっとかめ（八

図会絵にデジタルリメイク

工業協同組合青年会に所属

も重要であると考えている。

各々の青年部会の意志、目

十 日 目 ）」 を 冠 す る「 や っ

究に取り組んだ。現在では

だ発展途上であると考え、

醸造研究の経験から酒饅頭

また、康博氏は組合活動

論見を考察しながら、的確

とかめ文化祭（２０１５年

業者が大正８年に暖簾分け

さらなる技術革新に意欲を

の発酵を数値管理し、製造

にも積極的に参加してい

なアドバイスをするなど、

屋、愛知県のみならず、中

庵」を開店し

もっているように見受けら

に携わる社員に伝承してい

る。現在は名古屋生菓子工

設立に尽力した。

部ブロック、如いては全国

尾張の地で歴

れた。３日間の流通が可能

く。「 勘 所 」 の 体 得 を 否 定

業協同組合でご活躍である

あるようだ。実際、納屋橋

史を重ねてい

になったことで、駅や空港

するものではないが、現在

が、全菓連青年部中部ブロ

饅頭万松庵がある地域も、

る。

などをはじめ、名古屋市内

の人材育成に於いては数値

間に併せ「和菓子でめぐる

今回、４代

各所での販売を行ってい

化されたマニュアルによ

尾張名所図会」と称すイベ

目代表社員の

る。そこに至った考え方は

し、現在理事に就任し活動

中島康博氏と

「職人気質」の「見える化」。

に取り組んでいる。その担

５代目を担う

ク長・村中洋祐

全菓連青年部中部ブロッ

営業部次長で

３日間硬くならない酒饅頭

14

に改良が進んでいるが、ま

月

を目論むも、本酒饅頭は朝

ている。

芸術分野を街なかで開催す

作って夕方に硬くなるた

こす気概を感じた。老舗と

め、お客様の利便性と美味

ある。

23

11

「革新の継続こそが伝統」
納屋橋饅頭万松庵

合名
会社

11

屋橋饅頭万松

代 表 社 員 中島 康 博 氏
中島 健一朗 氏

30

となり、名古屋市大須で「納

営業部次長
年、海運業から一

納屋橋饅頭万松庵

転「伊勢屋」で修業した創

明治
19

10

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

御門米飴

井
福
34
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ております︒
谷口社長の暖かな笑顔に
お迎えいただき︑ご挨拶を

者様６名︑親会より今西青

白衣に着替え︑ローラー掛

の案内で工場内の見学へ︒

続いて︑高橋仕込室室長

いただきました︒
京都府菓子工業組合青年

名にて貸切バ

ただき︑計

人目ではなかなか見分けが
つかないほどで︑皆さん驚

以上で滋賀県を後にし︑
無事京都へ︒

らさらに滋賀県菓子工業組

研修旅行を終え︑ここか

以上で工場見学を終え︑
合青年部様の３名にお越し

かれていました︒

最後に谷口社長に質疑応答

した︒

いただき︑懇親会を行いま

種 新 様 を 後 に し︑﹁ た ね

に応えて頂きました︒

それぞれ一日を振り返る

や

近江八幡日牟禮ヴィレ

けやエアシャワーをし︑工

年部担当理事にもお越しい

部は８月
帰りの研修旅行を行いまし
スで出発︒

まず米の精米︑粉砕︑生

た︒
まず初めに︑関部長より

ました︒

楽しい懇親会となり︑終始

挨拶と工程の説明があり︑
業組合青年部様から２名合
今回の研修旅行では普段

和気あいあいと交流を深め

午前９時︑京都駅南口に

地の製造を見学し︑詳細な

見られないもの︑体験でき

ッジ﹂内の﹁日牟禮茶屋﹂

て︒朝早くの集合ながら︑
続いて︑今西氏よりご挨拶

小西部長よりご挨

流して頂き店内へ︒たねや

へ︒こちらで滋賀県菓子工

名︑京都府生菓子協

事業部

部員
説明を受けました︒最中種

ないことができ︑非常に有

にすることで部員同士の結

拶を頂き︑昼食をいただき

続いて︑焼きの工程へ︒

束もより強くなるように感

そうに見学されていました︒

は︑京都府生菓子協同

先程拝見させていただいた
八幡﹂へ移動し︑自由行動︒

じました︒そして︑研修先

ます︒また︑一日行動を共

組合様の﹁嚥下食プロ

皆さんそれぞれ︑買い物や

コリーナ近江

ジェクト﹂のＶＴＲを
小さな生地が鉄板に挟まれ

見学をし︑楽しんで頂きま

次に﹁ラ

鑑賞し︑終始有意義な

慣れた最中種になります︒

６隻に分かれ︑のんびりと

最後に﹁水郷巡り﹂へ︒

せる経験であったと思いま

感じ︑今後の活動にも活か

研修旅行ならではであると

往路にて︑滋賀県菓

疲れを癒しつつ︑船頭さん

す︒

の他府県の方々との交流は

から歴史や地理︑植物等の

した︒

続いては梱包の現場へ︒

説明を受け︑見識を深めま

あちらこちらで続々と焼

手作業で︑細かな傷や割れ

子工業組合青年部植田

そして︑一つ目の目

を見つけ︑選別されていま

きあがる最中種の工程は圧

種新﹂

巻でした︒

的地﹁株式会社

した︒

した︒

様へ到着︒こちらでは
す︒その選別の厳しさは素

部広報・西井一樹

京都府菓子工業組合青年

﹁最中種﹂を製造され

部長に合流して頂きま

往路復路となりました︒ て広がり︑次々に綺麗な見

意義な一日となったと思い

の製造過程に皆さん興味深

同組合様より３名︑関連業

コリーナ近江八幡にて

さのためなら仕方

うですが﹁おいし

も社内にはあるそ

夫かと心配する声

材料を使って大丈

もらいたい︒岡山の良さが

お菓子もおいしいと知って

﹁ 岡 山 は い い と こ ろ で︑

くあるそうだ︒

いう連絡を受けることもよ

かったから送ってほしいと

食に頂いたお菓子がおいし

を過ぎると右手にお店の看

りを後楽園に向かい︑西川

岡山駅東口より桃太郎大通

壽軒をご紹介します︒ＪＲ

舗︑つるの玉子本舗下山松

の水質を改善したそうで

元始活水器を導入して原料

長持ちさせるためにＦＦＣ

らにふわふわとした食感を

山和己社長は守り続け︑さ

ったこのお菓子を四代目下

ます︒

自信が伝わってき

は︑商品に対する

ゃるお母様から

な い︒﹂ と お っ し

ものしか使いたく

けれど︑体にいい

してくれました︒

い﹂と華奢な体で力強く話

さざなみをおこしていきた

づく︒私ひとりでも小さな

る︒そうなれば岡山が活気

伝わればまた来てもらえ

下山松壽軒

がない︒こだわり

板が見えます︒お話は毎日

す︒また︑製品は１００％

明治

楽しそうにお客様と談笑す

鶴を眺めていて思いつい

とつとして名高い後楽園の

山治四郎が日本三名園のひ

﹁つるの玉子﹂は初代下

た︒

クノロジーによる鶏卵の生

一例を挙げると︑ＦＦＣテ

と︒原材料にもこだわり︑

料は使っていないとのこ

使用は極力控え︑合成着色

自社製造で︑食品添加物の

しまないそうで︑高価な原

現地まで視察に行く労も惜

絞り油を仕入れています︒

油職人︑大林由佳さんの手

ファームの卵や西粟倉村の

産に取り組む笠岡市の采女

とも多いという︒後日︑試

して︑しばし談笑に耽るこ

く︑お客様にお茶をお出し

た際に立ち寄るには丁度よ

店は観光客が後楽園を訪れ

桃太郎大通りに面したお

こにお立ち寄り下さい︒

お越しの際には是非ともこ

だと確信しました︒岡山に

るお客様から選ばれるお店

局・萱野美香

岡山県菓子工業組合事務

た︑マシュマロに黄身餡を

こだわりのお菓子を求め

る社長のお母様に伺いまし

つるの玉子本舗

入れた和洋折衷の創作菓子

過ぎて儲からない



です︒ハイカラなお菓子と

和洋折衷のオリジナル菓子

﹁つるの玉子﹂で有名な

して明治の時代に評判にな

つるの玉子本舗 下山松壽軒
年創業の老舗菓子

ラ

ました︒

行き帰りの道中で

33

25

をいただき︑いざ滋賀県へ︒

場内へ︒

日に滋賀県へ日

滋賀県にて盛り沢山の研修旅行

京都府菓子工業組合青年部

都
京
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山
岡
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第919号

代表取締役社長）を

西日本食品産業創造展では、河邉哲司氏（株式
会社久原本家グループ本社
講師に迎え「モノ言わぬモノにモノ言わすモノづ
くり」をテーマに講演会を行いました。

（現在の久山町）に創業し

継がないと言っていた。昔

私は小さいころから家業は

しかいない状況だったが、

４代目の候補は長男の私

た久原醤油に始まり、今年

年、久原村

で１２２年になる。久原村
の醤油屋や造り酒屋は、自

当社は明治

の初代村長をしていた河邉
宅と工場が隣接していると

その①
い、売り上げを上げたいと

継いだ以上は頑張りた
上がらないので、生活がで

だ。需要も減るし、値段も
から勉強させていただいた。

る新潟の加島屋。この２つ

をきっかけに通信販売市場

ださるようになった。それ

年目から黒字

散髪代と一緒と言われてい

すぐの醤油１升の値段は、

た。また価格面でも、戦後

どあり、競争相手も多かっ

体ではおそらく３００社ほ

は１５０社もあり、九州全

った当時、福岡県に醤油屋

業は何とか上手くいき、業

する技術に苦心したが、事

たためである。タレを製造

属のタレの需要も伸びてい

れており、餃子と一緒に付

それに伴って餃子がよく売

スーパーがどんどん増え、

レの製造を手掛けた。当時、

そこで、打開策としてタ

は高くてよかったのだが、

原料も国産にこだわり、志

と思い「椒房庵」を考えた。

と違う方向に持って行こう

グ、商品の作り方を今まで

商品名やパッケージン

う意識が強くなった。

させなければいけないとい

ほど、自社ブランドを確立

伸びたが、伸びれば伸びる

ャベツが提供される。これ

たれがかかったざく切りキ

焼き鳥とともに酢ベースの

になった。博多の屋台では、

念願の商品を発売すること

ャベツのうまたれ」という

では「やきとり屋さんのキ

の「くばら」ブランドの方

スーパーなどの流通向け

意識しようと考え、ブラン

販しかないと思った。まず

方法は何かと考えたら、直

何とかこのブランドを残す

ため、９年間赤字だった。

あまりにもこだわり過ぎた

が、びっくりするほどヒッ

とは予想していなかった

売当初はそこまで、売れる

っかけで商品開発した。発

できないかという発想がき

を家で気軽に楽しむことが

化することができた。

た。今、散髪代は３千円く

績は伸びていった。

に参入し、

きるはずがない。

らいに上がったが、醤油は

その間もＯＥＭの需要が

思っていたが、父が亡くな

いまだに５００～６００円

ドとはどうして作っていっ

は思い切った投資をして久

トした。

ころが多く、我が家も住居

売り上げが３億になった

たらいいのかをあちこちに

山本店を作った。今考える

を始めた。初代村長として、

時、ある女性社員から「Ｏ

行って勉強させていただい

と、これが大きな分岐点と

つのブランドが確立した。

のガラス戸１枚向こうが事

ＥＭのタレで成長している

た。その中で、大津の『叶

なった。

普通ならそれでよしと終わ

私財をなげうって村作りを

けれど、いつ成長が止まる

匠壽庵』は今までなかった

当初は通信販売までは考

るかもしれないが、私はそ

自社ブランドを持つ

か、わからないんじゃない

ブランドで、勢いがあった。

えてなかったが、店で買っ

務所だった。ガラス戸越し

ですか」と言われた。私は、

創業者の芝田相談役には

て下さったり贈答で贈られ

に聞こえてくる商売の話か

やはり自社ブランドを持た

「ブランドとは何か？」と

したと伝えられている。そ

終わるわけにはいかない」

なければならないと考え、

いう事を伺いに行った。ま

の姿を見ていた村民が募金

と説得され、仕方なく継ぐ

まず地元の特産品である明

ら、子どもながら醤油業界

と、全国の醤油屋の軒数は

ことになった。当時は、自

太子に取り組むことにした。

をして下さり、始めたのが

現在は激減している。この

分たちで２台のトラックで

れではまだ足りないと考え

に明るい未来がないことが

目の祖父が朝鮮や満州に事

状況は子どもでも容易に想

１軒ずつ配達する宅配が中

た方が、直接我々に「送っ

わかっていた。実際、私が

業を広げた。戦前は華やか

像でき、当時従業員も６名

た、関東の百貨店で強く、

醤油屋だった。初代は学者

な時代だったが、終戦で販

しかいなかったので「絶対

明太子業界では後発にあ

肌だったらしく、商売はな

路を断たれ、跡を継ぐ予定

心で、地元の購買店や田舎

ていた。

年に比べる

だった長男も硫黄島で戦死
に継がない」と話していた。

てほしい」と電話をしてく

ら」と「椒房庵」という２

これで、ようやく「くば

し、次男だった父が急きょ

鮭のお茶漬けを製造してい

た。ところが、ありがたい

いた三本目の矢が成立した

うやく、かねてから考えて

『茅乃舎』ブランドで、よ

ことに東京の方にも気に入

切って出店することにし
なった。

舎」の商品をつくるように
私の母の里は３００年続

た。

く茅葺き屋根を持つ造り酒

る 」「 質 の よ い 食 材 を 提 供
してくれる小規模な生産者

この『茅乃舎だし』をは

を 応 援 す る 」「 消 費 者 や 子

と考えている。

え 方 に 出 会 っ た。「 姿 を 消

っていただけ、今では北海

この頃、私は縁あって〝ス

じめとする調味料シリーズ

屋で、私はその屋根の葺き

道から九州まで全国

どもたちに味覚の教育をす

は幸い好評で、東京ミッド

めた。久山はいまだに人口

る場所をつくることから始

まず、その思いを表現す

加で体に良い商品を作りた

私は食品会社として、無添

ている。

様にたくさん来ていただい

りがたいことに今ではお客

い切った投資だったが、あ

葺きにしたいと思った。思

に、レストランの屋根を茅

素晴らしい技を見てすぐ

た。葺き替える職人の方の

れらお客様に来ていただけ

いたので、もしかしたらそ

がら、既に通信販売はして

どお断りをした。しかしな

ありがたい話だが、２度ほ

は正直自信がなく、本当に

をいただいた。ただ、当初

タウンからも出店のお誘い

い」とお伝えしたら、桶を

ーフにした店を作って下さ

の原点である醤油蔵をモチ

に店をオープンした。「我々

いし、日本橋のコレド室町

計された隈研吾さんにお願

根津美術館や歌舞伎座を設

になった。去年の３月には

を出すつもりはない。従っ

博多の中でもたくさん店舗

しかるべきものだ。また、

『椒房庵』は博多にあって

ら出店要請がある。しかし

子は、いろいろなところか

と思っている。例えば明太

これで満足してはいけない

ただ、時代の流れは早く、

替えを見に行く機会があっ

が８千人程であり、田畑が

ローフードの考えを飲食事

こにレストランを建て、ス

野」という場所があり、こ

るとホタルがきれいな「猪

でも最も山奥で、６月にな

味料ブランドである「茅乃

保存料無添加を主とした調

の思いから、化学調味料・

し上がっていただきたいと

しく安全・安心なものを召

さらに、ご家庭でも美味

っていただければと、思い

お客様が楽しく会話して帰

をする。それをきっかけに

して、いろいろレシピ提案

た。全品味見できるように

る道もあるのではと考え

蔵の雰囲気になっている。

スプレイし、まさしく醤油

に使う〝もろぶた〟をディ

して、もろみを発酵する際

を出された。商品陳列棚と

上からぶら下げるアイデア

る。

作る必要があると考えてい

なるので、もう１本の矢を

実質的に２本の矢しかなく

て、売り上げは限定され、

次号に続く。

業として表現しようと考え

いと思った。

多くを占めている。その中

店舗

る」。これらの考えに触れ、

しつつある郷土の料理を守

３本の矢

たるので、私はブランドを

生まれた昭和

10

の食堂に配達していた。

河邉 哲司 氏（株式会社久原本家グループ本社代表取締役社長）

けれども父から「３代目で

モノ言わぬモノに
モノ言わすモノづくり

３代目として登板した。

かなかうまくいかず、２代

東介が、明治

年に醤油屋

26
26

ローフード〟という食の考

辛子明太子
椒房庵
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（９） 平成27年10月15日

第

回全国菓子工業組合連合会青年部九州ブロ

り、私も時々顔を出した。

違っているよと指摘され

た。形容詞や動詞になると、

部が改築工事になった。工

て２年くらいで、工業倶楽

料理オリンピックが過ぎ

われた。若いコックさんは

１００個書いてくれ」と言

ョウブローワーの上に寿を

だわる方で「伊勢エビのシ

くらいで、料理長がまたこ

移ったらいけないのでオー

置き、文化財の建物が燃え

りに食器棚、端に冷蔵庫を

を厨房にしてもらった。周

で、料理長の部屋と食品庫

工事の時に狭いというの

連会館にいた山崎料理長が

てしまった。その後、経団

でお店を出すと言い、辞め

業倶楽部の料理長が、自分

ようになった。そのうち工

体１００人の婚礼ができる

ような設計にしたので、大

温度固定する機械を被せる

語に凄く厳しい。私が書い

れていたそうで、フランス

東京でスクールの講師をさ

ことはフランス語である。

の上を行く。一番感心した

を一生懸命していても、そ

だと思った。私たちが料理

をしてみると素晴らしい人

てくれたのは、凄いと思っ

はできないとはっきり言っ

ことがある。できないもの

ンジしてメニューを書いた

ないので、自分なりにアレ

語の献立は難しい。仕方が

何とかできるけれど、日本

文字を教えてもらったから

その②

事期間は約８か月あり、た

寿という字を書いたことが

イ

ブンだけ真ん中に置いた。

語尾に付くｓやｅが変わ

またま下関のシーモールパ

ないので、最後は自分が書

デシャップ台を２列、

に講演を行いました。

先月号より続く。

寿を１００個書く

ら教えてやらなければなら
なかった。一番驚いたこと
は１回の結婚式が１００人

くらい前に帰って、リニュ
ーアルオープンの準備をし
た。工事前は、工業倶楽部
の厨房は狭く、半分はデシ
ャップ台で料理の盛り付け
をする場所だった。その当
時は普通の家で、厨房もそ
のようにできていた。改築

パーティ料理は料理長に横

書いてくれ」と言われた。

とがないから、メニューを

ティ料理と和食はやったこ

て 正 直 な こ と。「 私 は パ ー

のいいところは物事に対し

ると思った。また、この人

東京のことを教えてもらえ

ら、この人についていけば、

も変わると言われた。だか

り、それによってメニュー

レスがオープンして、先輩

いて、文句を言いながら工

がら何回か指導に行った。

語尾のｓやｅでメ
ニューも変わる

が料理長として行くので、

業倶楽部に帰った。結局、

２年半くらいしてから、一

クは、料理長以外全員

回しかない。最初に来た時、

ちにいろいろ教えてもらっ

にいった。それだけ自分た

休みの日も食事だけは作り

た。単身赴任なので朝昼晩、

これを持っている方は、ほ

釈をして書いたレシピで、

ピを作った。自分なりに解

らフランス語に訳してレシ

えて後でメモし、帰ってか

ことを聞きながら、頭で覚

Ｐと報道関係の人の弁当を

だけと思ったら、後からＳ

初は

人くらいのパーティ

は１８０名くらいいた。最

くらいで、ＳＰと報道関係

室の方、市長を含めて

人

ューを書いた。お客様は皇

っていたので、急きょメニ

で見えた。その時は

次に福岡国体があり、秋

３回に分けて出した。

人く

篠宮殿下が妃殿下とお２人

パートに手伝ってもらい、

の弁当を作るのは大変で、

しかいないのに、１８０個

気を遣った。コックが４人

ティ料理にはＳＰのほうに

件だそうだ。だから、パー

行かれると地方のものが条

がないので、無難なびわの

いろ考えたが、あまり経験

出しした。デザートはいろ

簡単な赤ワインソースでお

した小倉牛のステーキで、

肉料理は早くからお願い

ようにし、冷やして出した。

てグラスの真ん中にとまる

かし、マスカットを下ろし

を乗せて、上からあぶり溶

て、皮をむいたマスカット

は、食後に全員集めて、テ

円宮殿下も来られた。殿下

皇の弟宮、亡くなられた高

書かせてもらった。昭和天

族の方のメニューは自分が

ていた。おかげさまで、皇

心筋梗塞を起こし、入院し

国体の時は、料理長が軽い

長がいなかった。２回目の

のかどうか、２回とも料理

僕にしては運がよかった

た。

厨房はどんなところかと来

たから、せめてもの恩返し

作ってくれと言われ、わざ

てきたフランス語もここが

はいるだろう。エスコフィ

てくれた。２回目は、みん

と思い、８年間ずっと作り

とんどいなかった。到底売

わざ幕の内弁当の箱を買っ

定年で来てくださった。話

エ料理は、自分たちが今ま

なと話し合ってディスカッ

歳の時に定年で

らなかったけど「１冊１０

ンチの皿を１００枚並べ、

ィエの弟子にはなれない。

でやってきた料理と共通す

ションした時で、あとはほ

続けた。

０万で売ってくれ」と買い

応みんなでやれるようにな

けれども、運よく翌年の５

る点がある。田中徳三郎さ

とんど入ったことがない。

東京に帰られ、あとの料理

で、我々の仲間が交代しな

月に案内状が来た。それを

んなどが、基本的なフラン

シェフルームから厨房まで

長はどうするかなと思った。

そこそこだったので、１か

持って、すぐ山崎さんのと

ス料理の本を作っており、

歩いて２、３歩のところに

日本語で書く。先輩が言う

ころに行ったら驚かれた。

それを勉強してきたので、

あったのだが、戸を開けて

と了解だけもらってしてい

山崎料理長は東京にい

実際、特別枠でもらえたら

エスコフィエの理念に叶っ

から、厨房に入ったのは２

て、オークラの方々と親交

しい。それは日本でエスコ

た。これで会員になること

人くらい

が深かったらしい。５年く

人の

では北九州でも

らい一緒に仕事をしたころ
フィエ協会を興した

事の推薦がないとエスコフ

「エスコフィエ協会の弟子

したいのは、皇室の方の料

自分としては今でも自慢

健所も来た。皇族の方の料

ろなところを調査され、保

その前後の仕入れやいろい

はあまりこだわらないが、

のを出した。メニュー自体

いのが条件で、吟味したも

ティ料理はなま物を使わな

最初だから緊張した。パー

た。それが一番大変だった。

ープは葡萄のコンソメスー

カルパッチョを出した。ス

ルは了解を得て、スズキの

ザートになった。オードブ

ブルとスープとメインとデ

ニューを３つ送り、オード

料理を出せばいいかだ。メ

コース料理なのでどういう

た。一番気を遣ったことは、

らいの普通の会食で楽だっ

から、テーブルを見たら、

かと思い、お帰りになって

た。どのように食べられた

を被っているのには驚い

方は、食事中には必ず帽子

紅茶である。皇族の女性の

はコーヒーではなく、必ず

が良かったようだ。飲み物

ソドックスなもので、それ

ムースをお出しした。オー

思う。

で、いい機会に恵まれたと

分にとっては１つの財産

手を求めてくださった。自

コしながら手を出され、握

する時は、殿下からニコニ

く、帰りがけにお見送りを

こちらが緊張する必要はな

な方がいるのだと思った。

った。皇室の方でも気さく

ラスで写真を撮ってくださ

メンバーに、山崎さんやホ

が来られた。遊びもいろい

理を作ったことだ。最初に

理は皆さんが思っているよ

１か所だけ、散らかった席

の会員に推薦するから、履

ろしていたけれど、料理も

見えたのは門司港の開港１

があった。当時の市長が食

が「いいから履歴書を書き

いから無理です」と言った

歳では特例である。今は

の推薦でもらえたらしい。

なさい」と言われて提出し

歳で、大体２～３年待た

をされた盛合さんという方

に来る人もいた。

一生懸命教えてくれたの

００年の時で、そのパーテ

プを出した。三角のグラス

べた席だった。

「今日はこれでいきます」

工業倶楽部は会員が業界

で、いまだに西鉄の仲間と

の中にマスカットとコンソ

ができた。

せっかく会員にさせても

のトップクラスばかりで、

つき合いがある。西鉄スタ

り、あまりいいものではな

メを合わせたゼリーにし

テルオークラの小野さんや

らったから、何か恩返しを

歳以上じゃない

く、一般的なものしか召し

歴書を書きなさい」と言わ

ないと出さないそうだ。私

料理長は

ィ料理の連絡があった。当

上がらない。ただ、地方に

村上さんがいて、その３人

はエスコフィエの会員にな

しなければいけないと思

となれなかった。山崎料理

時は山崎料理長だったが、

歳で「まだ若

年になる。コックで

い、料理長はなるべく厨房

イルは、あまり横文字は書

目の病気のために東京に帰

れた。当時

た。山崎料理長は単身赴任

って

に入れず、自分たちででき

かない。メニューだけ横文

皇室の方の料理
を作る

で来ていたので、年に２回、

あれば憧れの会で、当時、

長は私を料理長にしたかっ

字で書いて、レシピは全部

40 37

われた。新しい料理長は西

盆と正月は東京に帰ってい

エスコフィエの会員は北九

歳くらいなの
で「まだ若いからね」と言

鉄グランドホテルの料理長

た。盆に帰る時、履歴書を

るだけのことをやろうと決

たけれど、

厨房に入って来
たのは２回だけ

持って事務局に提出してく

州に２人しかいなかった。

めた。これは自慢できると

28

自作のフランス
語レシピ

れた。審査は厳しく、年齢

思うが、山崎料理長が来て

が

45

40

36

は料理長に準じ、３人の理

次号に続く。
その後、１年くらいして結

30

構もらえるようになり、今

30

歳以上で、料理長また

10

68

エスコフィエ協
会の会員に

12

部総料理長）を講師に迎え「私と料理」をテーマ

オープン前後の４か月間、

オープンしてから若い人が

「私と料理」

25

20

20

耐震工事が終わる２か月

手伝いに行った。そこでも

なかなか育たなかったの

天川正道 氏

歳

天川 正道 氏（元西日本工業倶楽部総料理長）

少し苦労した。当時のコッ

ック北九州大会は天川正道氏（元西日本工業倶楽

••••••••••
•
•
•
•
•
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全国的な活動を展開されて
おり、文化庁の日本の世界
遺産や文化財関連の各種制

回全国菓子工業組合連合会青年部中・四国

作物のデザインを担当され

第
ブロック大会・山口大会は吉井純起氏（株式会社

た実績をお持ちです。企業

ヨシイ・デザインワークス代表取締役／グラフィ
ックデザイナー）を講師に迎え、「Ｄｅｓｉｇｎ
デザインを中心に活躍され

方に拠点を置きながらも、

ます。吉井先生は現在、地

伝助） 簡単にご紹介したいと思い

信念とされ商品企画から市

り、「 正 し い デ ザ イ ン 」 を

積極的に取り組まれてお

ていますが、商品開発にも

の力」をテーマに講演会を開催しました。

本日、ご講演いただきます

恒松恵子（お菓子司

吉井先生のプロフィールを
場に送り出すまでのトータ
ルプロデュースを手がけら
れています。本日は「Ｄｅ
ｓｉｇｎの力」という演題
でご講演いただきます。
藤井謙治氏（パティスリー
ケンジ） 今日の講演はデ

年前はデザイ

ザインの力というテーマで
すが、私も
ンの力と言われてもピンと

その①

りをもって営業しています。

他店とは違う事業展開に誇

空港や新幹線駅で販売し、

ーツをいくつか開発でき、

代表するお土産となるスイ

はないでしょうが、地域を

り上げ的にはたいしたこと

イナーの仕事は商品を客観

り得ません。その為、デザ

者から選ばれる存在にはな

いない商品はなかなか消費

社会の鏡に写して作られて

商品を作られていますが、

造者は当然売れると思って

観視できないものです。製

人間は自分をなかなか客

るデザインを目指していま

為、私は実（じつ）をあげ

を上げることであり、その

求められる役割は売り上げ

くれません。デザイナーに

ければ」依頼者は許しては

ザインが良くても、売れな

今の厳しい時代では「デ

とされなければ、残念なが

が、世の中に出しても必要

は怒る方もいらっしゃる

アドバイスをします。中に

と「やめたほうがいい」と

こうした場合にははっきり

れない事業プランもあり、

反して、社会に受けいれら

書くことだと考えていま

吉井純起氏（株式会社ヨシ

視することから始まりま

らゴミになってしまいま

インをしてもらい、この場

イ・デザインワークス代表

す。

す。ただ、事業者の思いに

取締役／グラフィックデザ

す。消費者の視点で商品を

に立っている訳です。

イナー）

の道の駅に立ち寄りまし

帰り道に道中にあるすべて

家族旅行で熊本を訪ね、

洋服を妻に着がえさせられ

せん。今日も出かける際、

私も自分のことは分かりま

重要な要素です。かく言う

考察する行為はデザインの

て依頼者の思いを代筆し、

は、正しいデザインをもっ

デザインの果たす役割

わせて考察する行為です。

な作業は、社会に照らし合

ンを行う上でもっとも大切

なのです。つまり、デザイ

す。デザインとは、デザイ

た。果物や野菜などの１次

社会へ向けてラブレターを

ネット社会の進展です。ネ

ンをしないこともデザイン

産品は売れていましたが、

ました。つまり、妻にデザ

になっている訴求力の無い
商品が多々見受けられまし

ットの世界では実際に手に

年たって、十分に理解はし

ッケージの表現が稚拙であ

いるでしょうが、余りにパ

本体は心を込めて作られて

ザイン力を見てとります。

いると思います。こうした

を迎えていると感じられて

れば結果が伴う時代は終焉

皆さんも、ただ額に汗す

ます。しかも、どの商品も

種多様なお茶が並んでいい

かし、今はコンビニには多

ているものぐらいです。し

うとしたら、お弁当に付い

ますが、そこでも視覚は重

フェイスブックなどもあり

ばれる確率は低い。最近は

め、見映えの悪い商品は選

に選ばれています。そのた

ようにしてコンビニと差別

ます。では、専門店はどの

的確な表現力、演出力、伝

一の解決策だと考えます。

吉井純起氏の講演より

加工品になると棚の肥やし

デザイナーの仕事

た。私は仕事柄、そういう

ていませんが、うちの店は

時代を突破する戦略として

達力をもって消費者の満足

することなく、視覚を主体

「吉井先生お願いします」

るという現状を踏まえ、本

感を満たす魅力を構築すべ

状況の中からその地域のデ

ということでお願いしまし

よく売れるようになってい

化するか、この観点で考え

売は続けられない。ならば

た。私自身もデザインの力

るならば、消費者が大切な

きです。満足感はビジネス

要な役割を果たしていま

において大切な要素です。

す。商品が魅力的であれば

人へ贈り物をする際に選ば

ビールに例えてみましょ

〝 健 康 に い い 〟〝 ダ イ エ ッ

れる存在でなければ、前途

ト に い い 〟〝 上 質 の お 茶 を

良い情報は拡散していく

は厳しいと認識すべきでし

積極的に活用して頂きたい

使っている〟など、しっか

し、逆の場合は悪い情報が

のが、本日お話させていた
だく「デザインの力」です。

拡散していくのです。

を見上げながら、昔の懐か

月の美しい夜は、つい空
く売れはじめました。おや

友人の店で、どら焼がよ

ａｓ（聖夜）のどら焼を試

ンに使用したりとアレンジ

みたり、米蒸菓子のデザイ

す。海外のお客様のための

需要が飛躍的に伸びていま

時代の変化には３つの要

た、スピード感も大切です。

う。一番安く飲もうとした

作中で、こちらは忙しいサ

ょう。何故ならコンビニの

つとして、購入数は少なく

らディスカウント店で買う

しいことを思い出します。

のが一番です。しかし、居

昔であれば「うちの商品は

商品は贈り物にするにはや

味がいいから、いつか必ず

はり不向きだからです。そ

因があります。１つは経済

酒屋、スナック、クラブと

の成熟期であること。自ら

のため、専門店は店や商品

ガイドブックでもお土産と

３つ目の要因はコンビニ

して紹介されていますの

売れる」という状況があっ

する方法は、和菓子ならで

の魅力や強みを正しく伝え

はの遊び方でしょう。製法

で、店頭でも〝お抹茶に合

ンタの小腹を満たすのが開

やパッケージングや食べ方

納得感があれば、クラブで

場所が変われば、同じビー

飲む高いビールも成立しま

のブランド力を高めていく

た商品は、贈り手の誠意と

す。つまり、提供する側と

商品の高品質化です。コン

なって満足という価値を生

たのでしょうが、今はそん

をもって、品質の良い商品

むこととなります。

る能力を持たないと、モノ

を低価格で開発していま

うトラディショナルなお菓

でなければ売り場から消さ

す。この現実を踏まえると、

まで含めて、どう変えると

れてしまいます。的確に自

ルでも価格は変わっていき

得ません。消費が成熟する

分の商品の特性を魅力的に

ます。しかし、サービスに

と、技術や品質、価格だけ

努力をすべきで、ブランド

う。ＰＯＰもそれぞれの国

で差別化するは難しいので

力のある手提げ袋で贈られ

の言葉で準備するとよいで

提供される側の価値観が一

ビニは様々な分野のエキス

頻度が少なくなった時代、

しょう。海外からの来訪を

この３つの要素が、地場

たとえば、かつて打ち物菓

コンビニが専門店のライバ

子をどういただいていたの

表現することが重要なので
想定した菓子づくり、お菓

す。
かなど、シーンごと話して

致すれば、顧客は満足を得

パートで構成された組織力

発のコンセプトなのだとか。

変わらなくちゃいけない

るのです。そこで、重要な

例えば、コンビニのお茶

のは、より高いレベルでの

の企業が苦しまれている要
売り場を考えていただきた

はどのようにしてこの現状

一致ということです。

因ではないでしょうか。で

子のどこが変わるのか、変

品質化を目指しており、あ

を打破するのか？私はブラ

次号に続く。

ンド力を高めることが、唯

ルになっていると言えるで
わらないのか、試してみる

インターネット
社会の進展

２つ目の要因はインター

るスイーツはモンドセレク

しょう。最近は、更なる高

みることでも、作り手の役
目だと思います。

い。私の世代は日本人が水

しませんでした。お茶を買

やお茶を買うなんて考えも

とよいですね。

城戸翔寉（きどしょうかく）

■グリーンティでなくｏｃ

お隣の中国含め、欧米で

ｈａでわかります

ションの金賞を受賞してい

す。

な悠長な考えは通用しませ

とも買う人の数が増えたの

ことと、変わってはいけな

ん。短期間の内に、結果が

は、試食の成果のようです。

くらし

すれば、迷わず買い足して

いことは、しっかりと整理

が溢れる時代にあっては社

昨今は本当に便利になっ

くださるとの由。コミュニ

しておかないといけませ

会から選ばれる存在になり

て、生活も、食べているも

も変わりました。通販の充

ケーションの成果でお店に

ん。でも遊びは忘れたくな

子たちを〟など、ひと言を

■昔ながらの菓子は、新し

実で、店舗そのものの在り

も活気が出たようです。ま

いもの。落雁の型を利用し

添えてみてはどうでしょ

若い人も来られるようにな

方までが変わってきていま

た、栗どらをあえて出さな

なにしろ、お茶を淹れる

のも、ずいぶんと変わりま

す。

かったのも、よい結果につ

良いカタチで残せるのか。

い菓子にみえます

経済の成熟期

りと特性を容器に表現して

日はお話をしたいと思いま

ませんでした。今やっと

10

りました。栗の菓子を説明

した。
なにより情報を手に入れ
やすく、お店が大通りに面
している必要もなくなった
という声も聞かれます。宅

■秋のどら焼、なぜ売れる

配の充実で商品の買われ方

のでしょうか

その 245
10 月

コンビニ商品の
高品質化

魅力を訴求しています。ま

す。

来ませんでした。でも、私

恒松恵子氏（お菓子司

ます。田舎のケーキ屋なの

１人では、今の世の中、商

司会

で都会のお店に比べて、売

吉井 純起 氏 （株式会社ヨシイ・デザインワークス代表取締役）
（グラフィックデザイナー）

といってもさっぱり分かり

Designの 力

15
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’
な が り ま し た。 今 は Ｘ ｍ て練り切りに文様をつけて
もお茶ブーム。特に抹茶の

藤井謙治氏
（左） 吉井純起氏
（右）

伝助）

藤井謙治氏（パティスリーケンジ）
聞き手
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日本菓子専門学校

福本 圭祐
教師

た︒

ころ芋ちゃん
小豆生餡⁝⁝⁝⁝４００ｇ

※約１１６０ｇ上がり

ｇ

グラニュー糖⁝⁝２４０ｇ

︵小豆並餡︶

ｇ

に成形する︒

わせ粉をまぶしてやや偏平

①芋餡でこし餡を包み︑合

︻芋餡仕上げ工程︼

配が目安︶

す る︒︵ 焼 き 皮 桜 餅 位 の 按

③水を加え︑硬さの調節を

混ぜ合せる︒

②上白糖︑薄力粉を加えて

溶く︒

底部も同じように焼き上げ

いように焼き上げる︒更に︑

て軽く押し︑焼色を付けな

き生地を付けて平鍋に伏せ

④きんつばの上部に付け焼

を適量付ける︒

③きんつばの上部に黒ゴマ

上げて冷却する︒

て霧を吹き︑約３分で蒸し

パーを敷き︑間隔良く並べ

︵仮称︶

いさつま芋︑その主成分は
のは糖度が高いと言われて

蜜が浮いて固まっているも

片栗粉⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

薄力粉⁝⁝⁝⁝⁝３００ｇ

︵合わせ粉︶

個分

でん粉だが︑各種ビタミン

上白糖⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

︻配合︼約

︵さつま芋の金つば︶

︻芋餡仕込み工程︼

います︒傷やシミ︑シワが

しをする︒

分蒸し︑裏ご

付け焼き生地⁝⁝⁝約５ｇ

こし餡⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

芋餡⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

水⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝２８０

①さつま芋の皮をむき︑カ

あるものは避けたほうが良

のが良いと言われ︑表面に

ｇ

やミネラル類が豊富に含ま

味甚粉⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

ホクホクと甘くて美味し

ｇ

れ︑食物繊維が非常に多い
いでしょう︒ここでは芋餡
︵付け焼き用生地︶
※カットした芋は水に漬

②セイロにセパレートペー

東京都菓子工業組合では

は

月

日〜

開
催
日６日︒

スイーツランドあだち



る︒

ットして約

のが特徴です︒皮に張りが
を使い金つばに仕上げまし
ｇ

※余分な粉はハケで払う︒

ｇ

あり︑均一な色をしている
白玉粉⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

②サワリに水︑グラニュー

けてあく抜きをする︒

糖︑トレハ︑ハローデック

０︶９３９３

問合せ先・０３︵３６２

12

水⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝１４５ｇ
ｇ

足立区立郷土博物館でお菓

ｇ
スを入れ火にかける︒

20

上白糖⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝
薄力粉⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝
︵芋餡︶

子の展示を行う︒開催期間

ぜ合わせ︑②が沸騰したら

③白並餡に裏ごし卵黄を混

⁝⁝⁝⁝５２０ｇ
加えて練る︒
④途中で①を加え練り︑上

スイーツランドあだち
東京東部のお菓子づくり

さつま芋︵皮むき︶

％︶⁝⁝５２０ｇ

がり際にバター︑食塩を加

白並餡︵
水⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝１８０ｇ

たら加える︒

※ややペースト状になっ

グラニュー糖⁝⁝１０４ｇ

ｇ

︻付け焼き生地の仕込工程︼
①白玉粉に水を徐々に加え

10

ml

14 28

えて練り上げる︒

ハローデックス⁝⁝⁝

ｇ

食塩⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝１ｇ

バター︵無塩︶⁝⁝⁝⁝

卵黄︵茹で︶⁝⁝⁝⁝⁝２個

26
46

東菓工

15 90 75
50
50 10

30

40

トレハ⁝⁝⁝⁝⁝１０４ｇ

60

電

話 ０３−３４００−８９０１

ＦＡＸ ０３−３４０７−５４８６

雄鹿



ころ芋ちゃん

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

平成27年10月15日 （12）
（毎月 15 日発行）
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