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団体としては、現下の米の

または下げられないという

国においては

口にしたお菓子の甘さに思

空腹に苦しんでいた人々が

され、心身ともに疲れ果て、

なっている。まさに、国内

業にとっても重要な顧客と

てきており、国内農林水産

に身近な原料を多く使用し

が国の菓子業界は、伝統的

たところである。もちろん

態まで招き、広く報道され

ーの棚から消えるという事

スマスの需要期にはスーパ

バターについては、クリ

ある。

工用米の不足、価格高騰で

ある。

ながら注視していく必要が

としてもその効果を期待し

が行われており、菓子業界

業界の要望を反映した改善

ように変更するなど、菓子

きる１～５㎏の輸入も行う

洋菓子店等でも直接利用で

ていたバターの輸入形状を

団体の会長・理事長名で全

者団体協議会に加盟する８

を得ず、全国加工用米需要

しては誠に遺憾と言わざる

ものであり、実需者業界と

らの事情を全く考慮しない

あるが、今回の決定はこれ

しを要請していたところで

入して自給率向上の効果の

と思うが、膨大な国費を投

のは、自給率の向上である

きな目標に掲げられている

になる。そもそも農政の大

が左右しているということ

すると、すべて政府の政策

後者の例である。これから

㎏のみに限られ

和、洋、中華

わず笑顔を見せる光景は、

の農林水産業と菓子業界は

国もただ手を拱いていたわ

れまでは

等、誠に多種

テレビ等でもしばしば見受

基本的に共存共栄の関係に

けではなく、安定供給のた

極めて低い飼料用米の生産

ろのバター等の乳製品と加

多様のお菓子

けられたところである。ま

あったと言えるのではない

を増やし、そのあおりで自

と続く老舗も存在する。わ

が製造販売されており、お

た、一般的にかさばらず、

か。

農の代表理事に見直し検討

給率向上効果の高い加工用

くのお菓子が被災者に提供

そらくそのアイテム数を数

しかも日持ちがよくて栄養

一方、加工用米について

を図るよう申し入れしたと

現在の我が

えた人はいないであろう

価の高いお菓子は、山岳で
めに数次にわたり輸入を手

ころである。

か。菓子業界としても、で

はパンなどと並んで緊急時

も、すぐ食べられるお菓子

前の東日本大震災の際に

れる多くの事業者によって

国で４万とも５万ともいわ

婦だけの零細業者まで、全

円を超える大企業から老夫

であるが、売上高が数千億

策対応を求めざるを得な

については、国に適切な政

給に影響を与えている原料

国が国境措置等を通じて需

いと言わざるを得ないが、

いてはある意味やむを得な

安の影響を被ったものにつ

を、１月、５月、９月の年

いていた輸入の検討の時期

から対応が遅れる結果を招

生じた都度行っていたこと

ように、これまでは必要が

月号の記事でも取り上げた

の事態の反省に立って、今

製品については、国も今回

方的に行っている。

工用米の価格は９，６００

需要者に対し

年産

円に据え置くとの通知を一

年産米の加

状況である。先月、全農は

る主食用米が出回っている

のの、市中ではこれを下回

６００円に引下げられたも

まい、生産者に作ってもら

りそちらが有利になってし

金が増えたので加工用米よ

る年には、飼料用米の補助

が作りたがらない。またあ

の少ない加工用米は生産者

ぎたので、比較して手取り

備蓄米の価格が高くなり過

いものである。

的な政策対応をお願いした

対効果を十分踏まえ、整合

ころである。国には、費用

ＴＰＰの決着も気になると

くなっている事情もある。

一方で海外との競争が厳し

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。

年産米は、

が、「 お 菓 子 は 心 の 栄 養 」

最近、菓子業界は菓子の
は、生産者も菓子業界を含

きるだけ国内の原料を使用

の食料としても重要な位置

日々製造販売されている。

い。この関連で特に指摘し

加賀で育って77年

ものである。

という言われ方もしばしば
遭難した人の命を繋いだな

む実需者も政策対応に振り

生産者に安定生産してもら

し、国内農林水産業を支え

たいと考えている。しかし、

を占めるということが認識

菓子業界にはいわゆる老舗

まんまろん

需給価格状況を踏まえ見直

耳にするように、国民生活
当てしたところであるが、

米に対する需要を輸入米等

原材料の価格高騰と供給の

に押しやるということが国

どというニュースもよく聞

ここ数年の生産者団体の

内農業を支える道であろう

に不可欠なものであり、そ

回されていると言わざるを

言い分は、安定供給の重要

うためには所得が確保され
２，０００円まで６割も上

らない。ある年には、政府

されたのではないだろう

といわれる業者も多数存在

米の価格についても需要者

カンボジア」

を使った料理を商品化した。

○優秀賞
・「愛の菓子

大阪菓業青年クラブ

全菓連青年部中・四国

・「 ひ ろ し ま 菓 子 博 ２ ０ １
３

ブロックブース」広島県菓
子工業組合青年部

ブ

（Ｘ・Oたっぷり）

の豊かさを支える柱の一つ
となっていることに異論は

性は十分認識しているが、

水準であった加工用米の価

るように配慮しなければな

得ない。平成

㎏）

７，５００円（玄米

ないであろう。特に心豊か
な子供を育てる上で、その

年産米では

整合的な政策対応により
菓子原料の安定供給を望む

果たす役割は必要欠くべか

年産米では１

年産米では９，

格が、平成

対応であったとは言いがた

昇し、平成

結果的に見れば適時適切な

状況にある。輸入が自由化
いものであった。ただ、乳

不安定に苦しめられている

このように私たちの生活
され、国際相場が高騰、円

かれるところである。

る。また、普段の生活ばか
になくてはならないお菓子

らざるものがあると思われ

りではなく、例えば、４年

か。あの当時、被災地の菓

３回と決めるとともに、こ

全菓連専務理事・山本領

子事業者は勿論のこと、全

ておきたいのは、このとこ

うためには価格を上げる、

し、十四世紀半ばから連綿

テーマにＬＥＤ風船を照明

○特別賞

周年記念事業

・「 福 井 県 菓 子 工 業 組 合 青
年部創立

新商品開発～販売」福

ふくいブランド開発支援事
業

井県菓子工業組合青年部

菓子研究クラブ

・「 大 阪 半 生 菓 子 研 究 ク ラ
ルシェにて、道場六三郎氏

春の勉強会」大阪半生
のご指導の下、各店の銘菓

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

ブランディケーキ

27

国各地の菓子事業者から多

26

あんてぃらみす

60
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27

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

代わりに使い、幻想的な空

日、石川

表彰式

（型焼き）

本格的カステラ

25
25

26

in

全菓連青年部部長賞

より多くの人たちに菓子

月

ナイト茶会（石川県菓子工業組合青年部）

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。

「石川県菓子工業組合青年部
創立 周年事業」

工業組合青年部そのもの、

間を演出したアート茶会を

一のおもてなし旅館加賀屋

禅染金沢特別講演にて、加
いをした。

25

の地酒と美食の祭典サケマ

10

チーズカステラ

（スライスしてあります）

あなたの笑顔に
会いたくて…

石川県菓子工業組合青年部

そして活動を知ってもらう

開催した。７月

た。茶道・加賀友禅・和食

の小田会長による「和のお

日、日本

ため対外的な行事を行っ

とコラボすることにより、

もてなし」記念講演会を挙
年８月８日、友

行。平成
日、

和菓子の注目度をアップさ

ト茶会、５月

賀友禅をイメージした和菓

年５月

せ新しい和菓子の形を提案

30

子を会場にて実演・振る舞

した。平成

26
日、宇宙を

30

夜に開催された無料のナイ

26

31

20

20
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③輸入対象とする形状の拡

している。

は国産になるのか。

よる菌の増殖がないかや、

たことが無いので、解凍に

を一度に何個も買うほど消

ない。一般消費者がバター

農水省・

入するのはどうかと思う。

年度予算では生

農水省・ならない。輸入品

いのか。

貿易で輸入する事はできな

質問・ポンドバターを国家

の表示となる。

か意見を頂きたい。乳業メ

実際に使ってみてどうなの

を試験的に輸入するので、

る。１～５㎏の小物バター

討すべき点がいろいろあ

包装資材の耐久性など、検

キ屋が使用する無塩バター

が、売れているのは、ケー

ーカーに分析依頼している

に買いに来ている話は、メ

る。町のお菓子屋が小売店

はバターの販売量は減少す

農水省・例年、年末年始に

農水省・昨年９月に決めた

はいつか。

質問・実際に輸入されるの

必要。

作られるようにすることが

いるので、あとはバターが

に生産自体は回復してきて

０億円増としている。徐々

備等を含め、予算的に５０

費しているのか疑問である。 産対策として牛舎の施設整

業界からの質問

内市場でも流通している物

農水省・輸入品は１個１個

ーカーは正しい使い方に従

ではなく、有塩バターだと

追加輸入の３０００㌧のバ

当面の輸入スケ
ジュール

か。海外では町のお菓子屋

の包装が箱に入っておら

ってもらえるなら安心だ

対１くらい

いう。メーカーによると家

大

ター２８００㌧と脱脂粉乳

でも使っているのか。

ず、銀紙で包んだ形で流通

が、解凍のやり方等を守ら

庭用バターは

メーカーも、品物が出しや

期を明確化することで乳業

家貿易としてはこれまで

入を考えている。ただ、国

㎏の大きなバラバター

すくなると話している。
㎏しか輸入したことが無

る

②輸入品の引渡時期の早期

㎏は輸出国側の国

１万㌧の入札を２月に行

農水省・輸出国の中でも町

するので、衛生面で心配が

ないと菌が増殖するなど、

で慎重にしたいという意見

ど、販売シーズンがある程

ンタインの手作り向けな

で有塩が多い。無塩はバレ

る。また、１月に輸入を決

以上入る計画となってい

ラバターは２月までに９割

質問・

う。なお、品物は４月以降

㎏の冷

のお菓子屋はポンドバター

あり、対象としていない。

製品の回収にもつながるの

く、ユーザーでも実際に使

１月に輸入を決定したバ

であったが、中小の菓子業

７月までに順次輸入され、

を使用している。

また、ポンドバターが輸出

従来の輸入品は大きな工

者がそのまま利用できる１

国内需要者へ供給される。

凍バターは、保存性が高く、

国内で流通する際には通常

場などユーザーが限定され

までの需要に応じる形で９

バターのうち１割の２８０

輸送もしやすいため、輸出

１㎏～５㎏ の 小 さ い バ タ ー を 輸 入

日、全菓連会議室においてバ
月にもう一度判断する。時
㎏～５㎏の小物バターの輸

㌧は小物バターで輸入する。

入はこの形状で行われるこ

化

平成 年度バターの国家貿易による方針で
農林水産省は２月
ターの安定供給に向けて菓子業界と意見交換会を開
催、同会には生産局畜産部牛乳乳製品課本田乳製品
調整官、同藤岡課長補佐、菓子業界からは㈿全日本
洋菓子工業会、㈳日本洋菓子協会連合会、全菓連関
係者が出席した。
し、ユーザーの手元に渡る

を持っている。

小売店に無塩はあまり置い

度決まっており、

月には

に輸入されることになって

今後、４月から７月のうち

も２月中に入札が終了し、

定した２８００㌧のバター

用できるか分からないの

のが遅かったことが一つ

冷蔵だが、輸入の場合、冷

質問・輸入バターは質的に

は国産と同じか。

ていないので、本当にお菓

いる。輸入業務を行ってい

需要期に確実にユーザー

同意見交換会では、平成

とが一般的。もちろん輸出

凍の形で輸入して日本で解

小売店における
状況

凍 し て 使 う こ と に な る。

農水省・バターは基本的に

子屋が買いに来ているのか

る農畜産業振興機構では、

で、２月に２８０㌧の入札

国内でも大きな工場では使

元々冷凍することを想定し

どんな形態・形状でも質は

分析する必要がある。実際

ホームページに何月に何ト

に届くよう引渡期限を設定

用されている。 ㎏の場合、

ていないバターもあるの

同じ。ただ、エサによって

に、小売物価統計を見ると、

ン輸入されるという情報を

と、追加輸入するにしても、

年度のバターの輸入につ

いて次のような説明があっ

月の

解凍技術と

で、解凍すると衛生面も含

色が違うということはあ

家庭で購入した個数は去年

載せている。農水省のホー

、

小売店には無いと言われ

冷凍庫及び冷蔵庫が必要に

めどうなるのかという心配

る。ニュージーランドのバ

より増えている。家計調査

ていたが、昨年

状況を見ると、前年よりも

なるので、町のお菓子屋で

がある。

ターはかなり黄色い。日本

によると、年間消費量は一

を行い、ユーザーからも意

販売量は多かった。消費者

は使いづらい。

質問・ポンドバターの輸入

のバターは白い。

況を共有し発信していきた

れを見直し、常に現在の状

バラであったことから、そ

ー・団体で情報発信がバラ

これまでは行政・メーカ

バターのユーザーがスーパ

きなかったことで、ポンド

の社の動きが、情報共有で

年を１％程上回る状況が続

の北海道の生乳生産が対前

る。併せて去年

月

バターについては、国内で

ものを輸入する。

メーカーが心配しているの

で様子をみたい。特に乳業

以降に販売が落ちる理由は

が購入しているなら、年末

ではないか。一般の消費者

屋が買いに行っていたから

って欲しい。毎年、緊急輸

るなどの対策をきちんと行

質問・国内で生産量を上げ

消費は倍になる。

ぜひ参考にして欲しい。

て見ることができるので、

バター関係の情報がまとめ

に〟というリンクを設けて

に品物が輸入される事を考

月は夏の需要に対し、夏前

月に輸入の判断を行う。１

基本的に１月、５月、９

越してバターや脱脂粉乳が

を中心に考えている。夏を

年末の需要に対してバター

脱脂粉乳となる。５月は、

の中心は乳飲料に使用する

のポンドバターの供給を各

った。また、お菓子屋等へ

逆に消費をあおる結果とな

一人１個」という張り紙が

がら対応し、小売店の方へ

こうした点を注意深く見な

となったとも聞いている。

のため、今後バターの在庫

質問・

月、

い。今回、スーパーでの「お

ーに買いに行くような状態

小分けにする場合もある。

は、ユーザーの声である。

㎏の塊が入る

が買い急ぎ、１個で間に合

質問・輸入したものを小分

は、試験的にでも行ってほ

質問・年末以降小売店での

ムページでも注目情報に

取り扱いを検討したい。

う所を２個購入されるなど

けに加工するのか。

しい。

人１個２００ｇ弱だが、買

〝バターの安定供給のため

見を聞くなどして、今後の

月とする。

があったと思われる。年末

農水省・今回新たに対象と

農水省・これまでポンドバ

販売個数が落ちているの

い急ぎで２個購入されると

月では遅かったことか

ら、

ではポンドバターがかなり

から年始にかけて、購入量

する１～５㎏のものは、も

月は町のお菓子
いているので、生産自体も

㎏のバラバターを

小物バターも今までに入れ

も情報提供を行いたい。

木あかね、四宮唯、鈴木里

川野眞希、小坂陽香、佐々

村松のぞみ、森田未来、渡

舟津真奈美、堀仁美、間々

香、野村留々子、林千尋、

堤瞳、東郷愛願、内藤明日

ぼり」を立て、また献菓さ

重田悟志、清水晃子、白井

沙帆、高田尚武、張笑敏、

邊楽、製パン科・安部亜莉

角に、菓祖田

今期の卒業生は、１９２

明香音、西村美緒、藤井悠

であった。褒章関係者は次

沙、川野奈瑠弥、正田鮎美、

科・大岩由莉果、小田嶋萌

れたお菓子は、餅まきの景

名

仁、藤森美和、三原実祐、

の通り。（順不同、敬称略）

実、落合結加、澤浦桃子、

道間守命（た

今期卒業生は

名

名、洋菓子

名で和菓子科

◎特待生

◎努力賞

科１２５名、製パン科

せん。仕事に感動があるか

洋菓子科・中西志帆

和菓子科・古木瑠菜、堀田

平野晶也、松下咲良、矢萩

品として、参拝された方に

らこそ、顧客の心をつかん

◎優等賞

真由子

配 ら れ て い ま す。
（写真左

で行けるのです。皆様のこ

和菓子科・工藤章子、洋菓

穣、洋菓子科・相川春菜、

◎日本菓子教育センター理

じまもりのみ

回製菓技

日本菓子専門学校（校長

れからの日々は驚きとまど

アルベルトゴザリ、粟野智

こと）をお祭

術学科・第

うことの連続かも知れませ

子科・中西志帆、平井理沙、

子、安藤美咲、五十嵐あか

日本菓子専門学校

学科卒業式は３月３日、東

深川栞子、松清瞳、製パン

上の旗が立っているところ

んも昔からのお得意さんが

京・世田谷区立玉川区民会

んが、是非、たゆまぬご研

科・横山葉瑠果

を感動させることはできま

が感動していなければ、人

たが、山本専務より「自分

す」と代読された。

ていただきたいと存じま

いただけるような仕事をし

和之、洋菓子科・妹脊佳美、

和菓子科・伊藤愛里、細山

◎精励賞

万季、小野寺遼、金谷大地、

井山千夏、岩田夏実、大内

ね、板坂有希子、稲井真里、

瞳

洋菓子科・平井理沙、松清

事長賞

回製パン技術

秋田勝氏）の第

減少したと言われています

鑽、ご努力により自分が感

最近は、どのお菓子屋さ
総守護神とし

が、松山市を代表するお祭

館で挙行された。式典にお

動し、お客様にも感動して

四国の菓業の

て、春秋二回

いては全菓連大窪理事長は

ています。
愛媛県菓子工業組合広報
部長・白石恵一

瀬結香、山口佳恵、製パン

の祭礼日を設

りに積極的に参加すること

所要のため出席できなかっ
おります。
初子祭のと
きは、中嶋神
社にもお菓子屋さんの「の

鈴木友梨香

け、菓業の繁

で、お菓子のＰＲが出来れ

りする中嶋神

、
少し回復してきている。こ

切り分けて小さなポンドバ

２．情報共有・発信について
不足していたという認識を

ともとその形状で作られた

ターは輸入されていないの

は、

する。特に年末需要向けは

を直接利用できるユーザー

持っている。全体像と個別

が前年比１～２割落ちてい

㎏バラ

で、１～５㎏の小物バター

いつ決定されるのかが分か

ーが、手元に在庫を持とう

らないことで、乳業メーカ

コミでも報道されたことも
としたこと、また、輸入品

昨年、バター不足がマス

た。

年度の対応を

あり、平成
検討し、新しく輸入の方針

考えている。

が限られていたこと等だと

月に集中

月の最需要期に

を示した。昨年の輸入の問
題点は、
対して、輸入が

１．運用改善について

27

ターで使用した場合、表示

社が減少させた結果、全体

災から守られたという故事

12
ばと、毎年協賛させて頂い

が中嶋神社です）

11
栄を祈願して

社を建立し、

21

の積み増しができると期待

不足気味であれば、年度末

にちなんで正月の初子に営

餅 ま き が 行 わ れ（ 写 真 ）、

10

25

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

えている。このため、輸入

愛媛県菓子工業組合松山

まれる行事ですが、現在は

菓子組合からも役員が裃

また、湯神社の境内の一

46

192

12

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

支部（黒光敏夫支部長）で

（かみしも）を着て餅まき

12

25

25

25
25

25
54

菓子業界の繁栄を願い

は、日本最古の温泉として

成人の日を含む２日間で開

「はつねさん」と呼ばれ

行っています。

のお役をさせて頂いていま

17

初子祭に協賛

有名な道後温泉の湯神社で

催されます。
神社の境内では、商売繁

行われる初子祭（はつねさ
い）に協賛し、菓子組合の

ているこのお祭りは、大国

す。

盛、家内安全を祈願した後、

主命（おおくにぬしのみこ

菓子屋十数店が毎年献菓を

と）が、ねずみによって火

25

12

25

13

①輸入決定時期の明確化

10

27

11

11
11

27

12

11

27
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とのタイアップで「くまも
な内容を展開し、新聞、テ

ステージイベントと、多彩

なり、また洋菓子協会、パ

員会を中心に組合員一丸と

おいし菓フェスタ実行委

会、熊本県パン協同組合、

フェスタ

使って「くまもとおいし菓

本製粉㈱の敷地を全面的に

日（土）

日（火）地元のデ

商談・試食会

パートで「くまもとおいし
菓フェスタ
日（金）

日（日）テレ

鶴屋会場」⑤３月
日（土）

ビ局とタイアップした「く
まもとおいし菓フェスタ
ＴＫＵキルトフェスティバ
ル会場」

いわて国体へ向けた
「お土産菓子の開発」

らあと３月に残った会場イ

ベントも盛況のうちに成功

熊本県菓子工業組合事務

させたいと思います。

局・野田尚美

ームを配量することによ

り、日持ちが増すこと、コ

ンビニの商品開発でも検討

されている事が紹介され、

実り多い講習会となりまし

藤俊明理事長）では、平成

岩手県菓子工業組合（齊

講習会は、二年ぶりの開催

ので、鎌田講師を招聘した

の一環として実施されたも

企業団体中央会の助成事業

鎌田講師の説明に熱心に耳

ど、多くの皆様が受講され、

本菓子専門学校卒業生な

鎌田講師迎え菓子技術講習会を開催

二十八年開催予定の「希望

となりました。

同日は、組合関係者、日

郷いわて国体・希望郷いわ

た。

て大会」に向けた、新作お

売、パン、ピザ、和菓子の

して、銘菓販売、洋菓子販

社が参加

に開催された熊本製粉会場

の㈱マイスター日の本を会

月二四日、盛岡市大沢河原

幸先生をお迎えし、去る二

菓子専門学校講師の鎌田克

て、東和会技術部長、日本

日（土） 日（日） 土産菓子の開発を目的とし

風味の「酒カステラ」の六

ち の 良 い「 水 饅 頭 」、 酒 粕

子 の「 黄 奈 粉 時 雨 」、 日 持

し た「 黄 金 饅 頭 」、 蒸 し 菓

コ コ ア 餅 」、 大 和 芋 を 利 用

丸種を利用した「さくら餅、

今回の講習では、道明寺

たい。講習内容を活かし、

製造の技術を向上して行き

見て講習会を企画し、菓子

技術部長は「今後も機会を

県菓子工業組合の阿部大司

講習会を企画した、岩手

を傾けていました。

実演販売、工芸菓子、ピエ

場に菓子技術講習会を開催

では、県内の約

スモンテの展示、お茶席、

同組合では、同企画の第

新商品が開発されるよう期

二弾として、来る三月十日

待している」と語っている。
露されました。また、新品

に日本菓子専門学校の阿部

品目の他、薯蕷練切餡で季
講習会は、来る「希望郷

目の糖類として注目されて

節の上生菓子のお手本が披
いわて国体・希望郷いわて

いる、群栄化学工業㈱の「ピ

しました。

作り教室、熊本県産米粉を
使用したレシピコンテスト
「 く ま も と 米 粉 甲 子 園 」、

ぐ日も近いでしょうか。暑

てきています。コートを脱

んでいました。春が近づい

ると桜花のつぼみがふくら

梅の花が終わり、ふと見

ます。

わっていかなくてはと思い

す。私たち提供する側も変

ものが変わってきていま

なりました。生活行動その

も増え、商業施設も多様に

の皮で苺と餡をくるんで、

横で焼かれていたどら焼き

の味も工夫されています。

美味。併せるチョコレート

時節柄のショコラ大福も

ルするのがよいですね。

り、品種をしっかりアピー

継いでいます。

レ。うまく〝よさ〟を受け

うこと。

い…とは、誰もが普通に思

し日持ちのするものが欲し

に喜ばれるものがよい、少

手みやげにしたい、気軽

■ゴマ油に魅せられて

いるものだと納得です。

ニケーションで成り立って

さに、お客さまとのコミュ

ら餅」では、生地へ生クリ

明寺丸種を利用した「さく

入法等も講習しました。道

ュアトース」の菓子への導

会を予定している。

悟氏を招聘し、洋菓子講習

おはぎもよく売れています。

草餅や三色団子もお店に

■人の流れ、人の生活

並び、みたらし団子もよく

のが登場していて、昔なが

ものです。最近は便利なも

の皮で包んでみるのもよい

春は野趣を感じさせる竹

皮の味も好まれていたよう

になったことでしょう。桂

香ばしくて、みなやみつき

ていました。神饌の菓子、

と上げたお菓子がつくられ

ために、ゴマ油でカリカリ

らで今っぽいコラボレーシ

です。
春の風味に加えたいのが

ョン・パッケージがオシャ

餅で薄く包んだ「大いちご

ごろっと大粒の苺を餡と

■〝タイミング合わず、発

ものでした。

さが新鮮で、なかなかよい

〝クレープ〟のような気軽

お客さまの反応。お店はま

子、そして、それを求める

さにチャレンジしたお菓

いと開発したお菓子、新し

本当に食べていただきた

桜フレーバーの開発が待た

ていますが、もう一押し、

売れています。年末年始か

話題も豊富ですが、昔に比

大福」をいただきました。

売叶わなかったレシピ〟あ

「 桜 」。 さ ま ざ ま 工 夫 さ れ

べると行事毎の注文は少な

なかなかフルーティで美味

城戸翔寉（きどしょうかく）

沢仁

岩手県菓子工業組合・小

さ寒さも彼岸迄、このとこ

■開発のヒントは現場にあ

ホットなおやつ。そうそう

昔むかし、日持ちさせる

ら、節分バレンタイン、ひ

ります

くなったとのこと。

しいものです。苺にこだわ

れるところです。

宅配やインターネット

その 238
3月

と、お菓子を求めるルート

菓子技術講習会

ろの春の彼岸、さくら餅も

な祭りと歳時や行事も続き

りませんか？

大会」に向け、岩手県中小

ケーキカフェ、親子ケーキ

月

でした。

ＫＫ
レビ、ラジオでの事前ＰＲ

とおいし菓フェスタ

の効果もあり、２日間で一

熊本県菓子工業組合の３団

日（日）熊

会地域活用市場獲得支援事

体の共催で取り組みました。

日（土）

Ｔ夢まちランド会場」③

業（地方公共団体連携型広

月

熊本県菓子工業組合では

域展示販売・商談会事業）
④３月

」 開催

地方公共団体連携型広域展示販売・商談会事業

「くまもと おいし菓フェスタ
ン組合との連携を取りなが

２ ０ １ ４ 年 に「 く ま も と

フェスタは本年度中に５

月

日（日）同じくテレビ局

熊本製粉会場

熊本製粉会場」

おいし菓フェスタ２０１
を活用して、一般消費者に

テレビ局とのタイアップに

日（日）

よる「くまもとおいし菓フ

日（土）

もらいパン菓子業

ェスタ

月

界の活性化を図る

やパンに親しんで

４」を開催しました。
これは、全国商工会連合

目的で開催された
タ会場」②

ＫＡＢ元気フェス

も の で、（ 一 社 ）
熊本県洋菓子協

くまもとおいし菓フェスタ

70
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万人が詰めかける盛況ぶり

11

in

会場で開催されました。①

16

地産地消に根差したお菓子
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クリスマスケーキを南三陸町にお届けしました！
月に

店主たちの再開を願う気持

されてしまいましたが、商

越市の●菓心亭かまだ、阿

村の●パレドール渡辺、上

店、加茂市の●京家、弥彦

発田市の●ロレーヌ洋菓子

て い ま す。」 と 語 っ て お り

笑顔に会いたくて、毎年来

井克司さんは「子供たちの

シェフ三昧堂オーナーの高

地の皆さんに、一日も早く

半ばとは思いますが、被災

だきました。まだまだ復興

らたくさんのご支援をいた

商店街の「オープン３周年

再開されたとのことです。
賀野市の●しょこら亭、南

ました。

平穏な生活が戻られますこ

年

震災直後の５月に、特に

ちが強く、平成

し等支援活動を行ってきた
魚沼市の●ラ・シュクレ様

～ 被災地を支援して５年目「ごきげん新潟応援団」～

「東日本大震災」から４
記念イベント」のひとつと

けしました。

キー等をお届

やサンタクッ

スマスケーキ

三陸町にクリ

し、仮設住宅でつらい思い

には毎年ケーキをお届け

問し、特にクリスマス時期

た。以降、年に２回程度訪

や支援物資をお届けしまし

状に６月、７月も炊き出し

行いましたが、あまりの惨

ケーキをプレゼント、童話

子の家」やサンタクッキー、

た団員が子供たちに「お菓

は、サンタクロースに扮し

また「伊里前保育所」で

きました。

マス気分を味わっていただ

レゼント、一足早いクリス

焼き」の実演やケーキをプ

合において菓子講習会が開

十八日、宮崎県菓子工業組

まだまだ寒さの続く二月

越 地 震 」、

年 に「 中 越 沖

16

地震」に見舞われ、全国か

理事・蒲沢百合子

新潟県菓子工業組合専務

とを願ってやみません。

して、新潟名物の「ポッポ

「ごきげん新

をされている方々に大変喜

年に「中

津波被害の大きかった南三

潟応援団」と

ばれました。

新潟県は、平成

陸町の避難所で炊き出しを

は、新潟市の

19

売れ筋商品の紹介

実用的
ど

な

六年ぶりの菓子講習会
嘉朗氏と和菓子部の今村秀

に参考になり取り入れてみ

たいと思われた店主も多か

ったのではないでしょう

か。また、Ｐマンナンの使

い方や最近話題の米粉一〇

関係者を中心

い！」と食品

元気にした

好きな新潟を

ンサーが「大

養護老人施設にお届けしま

前福幸商店街」や保育所、

ッキー１００枚等を「伊里

スマスケーキ４００個、ク

三陸町歌津」と称し、クリ

ｍａｓプロジェクトｉｎ南

今回は４回目となり「Ｘ

●プレジール●グレヌ、新

リー●ガトーシェフ三昧堂

Ｏ●ルーテシア●ベリーベ

菓亭●ボンクールＳＡＩＴ

ケーキは、新潟市の●菜

でした。

大人たちも思わず笑顔満開

家」には、子供たちは勿論、

に出てきそうな「お菓子の

参加でした。

の同行もあり、三十六名の

が、次世代の息子さんなど

りの講習会となりました

然災害などの影響で六年ぶ

事業、口蹄疫、県内外の自

催されました。汚染米対策

フォン／午後三時終了

④しょうゆもち／⑤米粉シ

・原料の紹介／（昼食）／

焼き／③売れ筋商品の紹介

ツわらびもち／②もちもち

午前十時開会／①フルー

答えていただきました。

しても分かりやすく親切に

す。参加者からの質問に対

に関しても同様に思われま

〇パーセントのお菓子など

に呼びかけ、

した。「伊里前福幸商店街」

男氏です。

５年前に結成

は、津波によりすべてが流

深野

間に終了時刻となった次第

い講師の講義であっという

ズに講習会は進められ明る

前日からの準備でスムー

意があり無事開催できたと

手伝いなど多くの方のご好

所の提供や材料の協賛、お

が、今回の菓子講習会は場

製粉株式会社開発室

講師は隣県鹿児島の小城

小せざるをえない現状です

組合員の減少に何事も縮

されたもので

円）やクッキ

（１回１００

り切り体験

体験される練

えるお客様が

１００人を超

元気であること、地域に根

県菓子工業組合朝明支部が

このイベントにより三重

ます。

経験になったことだと思い

接客をしたりと非常にいい

の場で技術指導を受けたり

の技を見ることができ、そ

どと勘違いしそうになりま

にも作れるかも知れないな

きと映り、もしかして自分

目には便利な原料が只々驚

個人の感想ですが、素人

た。

検討する課題が残されまし

が増えるような講習内容を

以上に次世代の人達の参加

れました。次回からも今回

役員一同感謝の意を述べら

くの市民の方々が楽しみに

ーのアイシン

づいていることをアピール

です。

しておられます。

グお絵かき体

でき個々のお店の商売繁盛

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

事前に「じばさん三重」

験（２枚で１

に必ずつながることだと信

匠の技と味まつり

から会員様へ来店時に好き

０ ０ 円 ）、 最

じています。
１週間後に行われる反省

店舗

会兼新年会は参加されたみ

店舗のうち

０円）などバ

なさんのもう１つの楽しみ

明支部

いて三重県菓子工業組合朝

市の「じばさん三重」にお

２月１日㈰三重県四日市

地域に根づきお店の商売繁盛へ

ザ・銘菓 匠の技と味まつり

なお菓子１個と引き換えら

中の餡つめ放

福助製菓、富寿家、エンゼ

また参加店舗には自分たち

ラエティに富

賞味していただいたことは

学校の学生さんたちにとっ

お手伝いに来てくれる製菓

お客様だけでなく、毎年

・稲垣秀樹

支部長・福助製菓株式会社

三重県菓子工業組合朝明

ます。
もちろん、各店舗自慢の商

ても間近でプロの職人さん

売れ筋商品の紹介は非常

・大西みつ子

宮崎県菓子工業組合事務

（富貴堂、若松園、丸井屋

れるＤＭの配布、ポスター

題（１回１０

ル）とユマニテク調理製菓

んだ催しで大

なのではないでしょうか。

で制作したポスターの掲

いに賑わいま

示、お菓子２個と引き換え

「ザ・銘菓

られるＰＲ用紙の配布を依

匠の技と味ま

つり」を開催いたしました。

した。

品を１日限りの限定数での

今後とも更なる発展を願い
頼し宣伝していただいてお

当日は実演販売を行い、

格安販売を行った他、毎年

りました。

できたてのわらび餅や草

イベントは「じばさん三重

餅、練り切り、桜餅などを

イベント」として毎年この
時期に開催され、じばさん

今回で

回目となるこの

専門学校の学生さん４名で

11

三重の会員さんをはじめ多

菓子講習会

21
13

した。

老舗、セボン丸三、亀屋佐

周知活動をしていただき、

吉、新橋、清華堂、松風庵、 の掲示、メディアを通した

ザ・銘菓

す。

宮

崎

•••••••••••••••••••••••••••••

フリーアナウ

ものです。副団長のガトー

のご好意により提供された

月７日～８日に岩手県南

12

商店街でケーキをお配りしました！

直後から、被災地に炊き出

「ごきげん新潟応援団」が、

11

年が経ちました。地震発生

23
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阜

太古の昔より栗があったそうな
ひさし

効率よくという方向に進化

か。世の中が、便利でより

有ることをご存知でしょう

種があり、性質にも違いが

カンのようにいろいろな品

ますが、クリもリンゴやミ

のと思っておられると思い

っていても、全て一緒のも

クリは、色形が多少異な

く役割を担っています。で

たくわえ、子孫を残してい

種は生きていくための力を

は、種を食べる果実です。

りますが、その中でもクリ

どのたくさんの木の実があ

るなかにも、桃、梨、柿な

果実とひとつにくくられ

いるのは楽しみの一つです。

すが、クリの研究が進んで

評価はまだまだこれからで

地で四代にわたりクリを作

います。その中に、恵那の

のクリ生産者がいらっしゃ

会社の株主の中に、三名

るということです。

たりの大人の必要量が摂れ

ことで、四代にわたり、現

を上手にする

す。土地改良

てしまうので

ならなくなっ

うちに、実が

えをしていく

代と、植え替

せん。そのカラを木の元へ

カラを食することはありま

たちが食するわけですが、

作っておりましたが、縁あ

は、飴屋を基として菓子を

島の出身であります。家業

先代の原澄男は、木曽福

えることはありません。

して、秋には実る約束を違

ら、私たち人間の命の糧と

は、すこしずつ進化しなが

古の昔より現代まで、クリ

のではないでしょうか。太

の秋を、楽しみにしていた

育て、１年のうちでも実り

ります。人々はクリの木を

生活をしていたことがわか

代の人々が、クリを食して

年も昔の縄文と呼ばれる時

今から５０００〜４０００

た。この遺跡の発掘により、

丸山遺跡に行って参りまし

以前、青森県にある三内

ています。

ことが、私の勤めだと思っ

の意志を次の世代に伝える

ましたが、これからは、そ

の菓子作りに励んでまいり

志を継いだ私も、クリ一筋

生きてまいりました。その

クリ林を育て、クリ一筋に

こだわり、クリを研究し、

あります。先代はその栗に

のみを使い、作るお菓子で

栗きんとんは、栗と砂糖

でございます。

のはしりを行っていたわけ

速達にて送り、現在の宅配

便がなく、全国には郵便の

めておりました。まだ宅急

があり、飛脚便を使って納

名古屋の料亭などより注文

た。この頃、栗きんとんの

している現状において、ク

すから、クリにはカリウム、

っている方がおられます

在もクリを作りつづけてく

返したら、クリも自分の分

って、恵那へ移り住み、栗

ではないかと考え、クリの

リも簡単に鬼皮や渋皮がむ

カルシウム、マグネシウム、

が、「 ク リ と い う の は、 簡

る こ と が 出 来 た。」 と、 話

身が地中の栄養素となり、

きんとんを作ってきまし

原昶さん（左）

けるものが開発されていま

リン、亜鉛、鉄などの人間

単なようでいて意外と難し

されています。

それを根が吸収し、また新

恵那寿や

す。

の健康に欠かせないミネラ

い。」と言われます。「新し

さて、クリはどのような

たなクリに生まれ変わるの

知名度はまだ低く、珍しい

９月の上旬に収穫される

ルが、ほかの果物よりもた

い土地には、どのような品

栄養素を必要としているの

皮を栗林に戻す作業をして

丹沢という早生の品種があ

くさん含まれており、ビタ

種でも、作り手が素人でも、

でしょうか、落ちた実を私

お菓子でありましたから、

りますが、この丹沢の改良

ミ ン も ビ タ ミ ン Ｂ １、 Ｂ

クリはなりますが、クリの

います。

種で、ポロッと渋皮がむけ

が多く、１日に６〜７個食

木も、同じ場所に二代、三

）原 昶

恵那市
大井町

るクリが最近開発されまし

べると、ミネラルやビタミ

㈱恵那寿や（

た。名前もそのとおり、ポ

ン、食物繊維など、一日あ

世国に非時香果（ときじく

垂仁天皇の命を受け、常

施事業です。

ワーク構築事業の第一号実

良駅から経路途

一環として、奈

「橘街道プロジェクト」の

溢れる物語をベースにした

であったというこのロマン

ったものが菓子の元の「橘」

行き、艱難辛苦の上持ち帰

です。総勢二百十二名のス

を使った各社の特製ケーキ

のが、橘を祖とする柑橘系

この四人が持ち込んできた

が乗り込みました。そして

神戸の有名パティシェ四人

途中の大阪難波駅からは、

お話しをいただきました。

の街歩きでは、グルメやス

・旧居留地・南京町・元町」 一日を過ごしていただきま

技 術 を 見 学 し た り。「 三 宮

で神戸のパティシェの高い

スマスケーキコンテスト」

は兵庫県洋菓子協会「クリ

りを楽しんだり、中央区で

区に移動してスイーツ店巡

三昧も。楽しい、美味しい

ジェクト」の協力でグルメ

した「神戸おいしい顔プロ

上、神戸市農水産品を活用

加して、製菓体験も。その

イーツスタンプラリーに参

お菓子に対

致しました。

講習会を開催

して、和菓子

関係者が参加

後継者、菓子

し、組合員、

長をお招き

の佐々木勝社

より菓匠京山

にて、千葉県

方位捉える事が出来るカメ

当会場はオーブン釜や全

た。

し方で指導をして頂きまし

絶えることなく、暖かい話

方、生き方を学び、笑顔が

菓子職人としての心の持ち

わるなど技術面と合わせて

の心のもち方でお菓子が変

にするのか、また菓子職人

う活かして質の良いお菓子

近鉄貸切特急で行く

夢のＳＷＥＥＴＳトレイン
ＫＯＢＥめぐり
奈良駅を後にしました。

よのこく

とこ

れながら、練りきり、浮き

さをお話しさ

プになる講習会になったと

人生における大きなステッ

有意義な、また今後の菓子

のテクニカルキッチン会場

日には安部商事㈱様

27

十 一 月 九 日（ 日 ）、 生 憎

した。

しま、こなし、きんとん、

和菓子講習会

のかぐのこのみ）を探しに

中の大阪難波駅

昶

今回の事業は、内閣府の

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

認定を受けたモデル事業

ラが常備され、左右２台の

の小雨の降る中、大勢のス

する心構えや

イーツファンを乗せた貸切

兵庫県菓子工業組合・日

テレビ画面に映し出される

イーツの名所を楽しみ、神

崎隆広

•••••••••••••••••••

お菓子の餡の

イーツファンの乗客の皆さ

ケーキを楽しみながら、車

ために、参加者全員が身近

までは、六両編

内を所狭しと回るパティシ

に、詳細に見られ、カメラ

で、経済産業省の平成二十

走る教室とし

菓子技術と菓心の向上を目指し

材料となる素

の近鉄特急は十一時九分に

て、甲南大学教

ェから、めったに聞けない

来るようにお菓子の衛生管

参加者にとっては、大変

に伝統を重んじながらも独

理、ハサップ等導入の研修

思います。

引き出す大切

創的な新和菓子の開発につ

君しぐれなど数種類の菓子

和菓子講習会を開催する

材選び、活か

戸元町三丁目商店街でのス

授と三重県の考

お菓子作りの興味津々な話

佐賀県菓子工業組合では

いての講習会や、また神奈

年

や、おもしろい裏話等など

古学研究者によ

毎年、和・洋菓子等の講習

会を開催し、今回平成

る日本の菓子の

会を開催し、組合員の菓子

川県より山﨑技術士事務所

聞く、美味しさと楽しさが

到着した阪神神戸三宮か

技術全般の向上を目指して

歴史を、古事記

らは、チャーターバスに乗

安心できるお菓子を提供出

18

ちろん様々な文
献から、考古学

いる。ここ近年では大阪よ

素材を組み合わせて、ど

長・中原正博

佐賀県菓子工業組合理事
り本松葉屋の西尾智司会長

づくりが行われました。
り「ひがしなだスイーツめ

２月
ぐり」開催中の神戸市東灘

の山﨑勝利社長に安全で、
や発掘の話も交

いっぱい！。

賀
佐
えて、興味深い

や日本書紀はも

撮影やメモをとりながら熱

んは、貸切列車の中でこの

神戸の有名パティシェ

し方など、餡

成の特急電車を

ＫＯＢＥめぐり

心に学びました。

六年度地域資源活用ネット

夢のＳＷＥＥＴＳトレイン

の持つ素材を

阪神神戸三宮駅を目指して

２

ロッととれる丹沢〈ぽろた

岐阜県菓子工業組合・原

ん〉と、名づけられました。

岐
庫
兵

平成27年３月15日 （６）
（毎月 15 日発行）
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須永博士先生

旅の
詩人

「新春講演会」並びに
「新春合同懇親会」盛況！

合協力会」という有力な支

会と合同懇親会が開催され

上野精養軒にて恒例の講演

他合計１０８名参加のもと

日本各地の旅で出会った

も旅を続けられています。

博士美術館を開館され現在

熊本県阿蘇郡小国町に須永

１９９７年（平成９年）

でにない感度を頂いた講演

押さえる方もおられ、今ま

出席された方々は目頭を

を私達に教えて下さいます。

・学校とは・幸せとは何か」

た。

と詩」を書いて下さいまし

掛かり、私を見て即興で「絵

最後に筆者に突然指名が

の歴史が有り、現在

連携・親睦・情報交換・事
講演会・勉強会の開催、懇

年間行事として年２回の

社の

業活動の協力等を通じて、

会員がおります。

東京都菓子工業組合に

珠光茶会

３日古い町

家、中新屋町

感動ある詩に勇気を頂く

ことが出来ました事を感謝

した。

０人が訪れま

が開かれ３０

で「珠光茶会」

にぎわいの家

東京都菓子工業組合専務

申し上げます。

理事・細田正樹

た方は１７、７３５名に及

餅 菓 子「 福

良萬々堂通則

お菓子は奈

日、奈良の社寺（春

薬師寺）で「珠光茶会」が

大安寺、西大寺、唐招提寺、

日大社、東大寺、元興寺、

「すず」が出

舎の干菓子

梅 」、 奈 良 樫

日～

年が改まって本年２月９

びました。

•••••••••••••••••••••••••••••

古都奈良の行事での
お茶席とお菓子

でした。

援組織が有ります。

ました。

人達との触れ合いの中に

年

旅の詩人・須永博士（ス

は、十代半ば難病で苦しん

年に創立され

ナガヒロシ）先生のプロフ

昭和

ィール

は、組合員と関連業界との
でいる女子中学生、成人前
の癌で余命数年と告知され

お庭を見ながらホッとさ

た女性、自身の命をなげう

年）

親会及び研修旅行（工場見
東京・日本橋で生まれ、セ

１９４２年

両業界の共存

ツモードセミナーに学び、

昭
(和

年２月９日（月）

平成

学等）が実施されています。

興発展を目的

れるひとときお茶の席には

れます。
・正倉院で守り伝えられて

回正倉院展は、奈良

きた至宝の数々を公開する

第

で助けた大学生の母親、東

ってでも小学生を海難事故

日本大震災の津波で未だ行

されました。

東京写真専門学校を卒業後、

東菓工組合員（
年）

開催されました。流派は表

より日本各地

１９６６年（昭和

奈良のお菓子が添えられま

社・ 名）

とした「東京
・協力会会員（ 社・ 名）

秋のイベントです。会場は

方不明になられた親族の方

「珠光茶会」

を放浪し第１

でのお菓子、

菓が出て席を賑わしてくれ

茶席に必ず奈良の名店の銘

そのお菓子は、大和郡山

千家、裏千家、武者小路千
奈良国立博物館、去年は

家、遠州流、石州流の五派
月

す。

等への「心温まる詩」と「心

お茶席には当然奈良のお

日開催され

和む絵」で励ましと悲しみ

菓子が添えられるのです。

月

回「小さな夢

村田珠光は室町時代、奈

全部は紹介出来ませんがお

本家菊屋製の薯預（上用）

良の浄土宗称名寺に入れら

始者と目されている人物で

れた僧侶で「わび茶」の創

町でも９日・

良市の最も古いまち、奈良

そして社寺とは離れた奈

は違う全くのゼロから新事

そうした中、これまでと

されました。

のスタッフで全てを切り盛

で行い、家内を含めた少数

全ては店舗内の小さな厨房

は反対しましたが、製造の

とは何か」また「青春とは

ープンしています。

リー

リー事業としてブランジェ

昨年の７月には新規ベーカ

内に１店舗展開しており、

郊外に３店舗、地元百貨店

ランティアでのご奉仕をさ

ラ・ファミーユをオ

無論、ラ・ファミーユの

奈良県菓子工業組合副理

事長・野崎充亮

栃木県南西部に位置する

ます。観光の

万人を超えると言われてい

訪れる観光客は年間８００

問わず受け入れられている

目が、市内外で老若男女を

でできた前髪や愛くるしい

剣を持った犬の侍です。麺

のお椀の笠にいもフライの

さのまるは、佐野らーめん

た「さのまる」も人気です。

キャラグランプリで優勝し

の２種類で、黒あんや白あ

もなかの皮はこがしと白

話しています。

えればうれしいですね」と

これで佐野のＰＲに一役買

を是非お楽しみください。

て美味しいさのまるもなか

「見た目にも可愛く、食べ

佐野市（人口約

指定史跡に指

山城跡」が国

加えて「唐沢

イ」ですが、

に「いもフラ

野らーめん」

け 大 師 」「 佐

や「佐野厄よ

ウトレット」

Ｒ及び菓子業界の活性化を

売するもので、佐野市のＰ

ルの中身のあんを詰めて販

し、組合員各店がオリジナ

る型の皮を共通して使用

開発です。これは、さのま

「さのスイーツもなか」の

のまるにちなんだ統一銘菓

ています。その一つが、さ

を有効利用した活動を進め

佐野支部では、観光資源

待ちしております。

ださい。皆様のお越しをお

イーツもなか」をご賞味く

らした際には是非「さのス

より。

です。価格は１個１２０円

サービスエリア等で販売中

たぬま、東北自動車道佐野

産会館、道の駅どまんなか

店舗の他、佐野市観光物

定されたこと

図る目的で開発したもので

味などを揃えました。参加

により、さら

販売する組合員・和菓子

なる観光資源

石川やの石川正夫さんは

す。

また、ゆる

れています。

として期待さ

ゆるキャラと共にＰＲ！

「さのまる」もなか発売

万人）を

中心は「佐野

所以かと思います。

さのスイーツもなか

ん、餅入り、チョコレート

プレミアムア

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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都菓子工業組

ぶ意味もあるのです。
畿内はじめ全国から多くの

饅頭「花喰鳥」です。お茶

が集うものでした。

を和らげられたお話をして

席に入られる時間帯によっ

日～

の展覧会」さ
れました。

その期間中、奈良国立博

観光客が来館されました。

ては、奈良春日庵の焼菓子

す。奈良でのその威徳を忍

先生の「絵と詩」はみん

物館西新館南側ピロティで

期間中にお茶席へ来られ

「さつま焼き」となります。

だがむしゃらに仕事をして

業を創造したいという意識

りしておりました。今思え

って少しずつですがファン

12

ているのです。

頂きました。

お茶席が設けられるように

年）

１９７１年

なに勇気を与える力を持っ

なっており、お茶の先生方

（昭和
より日本津々

「 生 き る と は・ 人 間 と は

ていると思いました。

おりましたが、結果が出ず

が徐々に湧いてきて、２０

ば、それが大きな転機とな
ランス菓子工房ラ・ファミ

日の

浦々の旅と北

もんもんとした日々を送っ

０１年に、春風堂とは切り

ージを変える

とですが、ただのイメージ

立ち上げが出来たのも家業

戦略ではなく、商品を含め

としての基盤があってのこ
２００８年にス

て全てゼロからの事業立ち

も増え始め業績も回復して

タートした通信販

上げにこだわったことが結

いきました。

売事業では、今で

ーユを高松の郊外に立ち上

もファミーユの看

果として新しいブランドが

ことが出来な

板商品であるバウ

根づいた一番の要因だと思

今後も「代々創業」とい

います。

う思いをもって新しい取り

ムクーヘンとまっ

好評を得て柱の事

組みにチャレンジしていき

黒チーズケーキが

業のひとつへ成長

切谷耕一郎

香川県菓子工業組合・千

たいと思います。

しました。
現在、ラ・ファ
ミーユブランドに
て洋菓子専門店を

日・

米・ヨーロッ

（

家）が交替しながらボ

・愛とは・家族とは・人生

ておりました。老舗という

離した新しい店舗であるフ

パ各地の旅を

れまでのイメ

須永先生と筆者

12

10

共栄を図り振

「旅の詩人」須永博士氏

11

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

継承と創業

15

良

かったのです。 げることとなります。周囲

まっ黒チーズケーキ

12

63 39

こともあり、どうしてもこ

フランス菓子工房ラ・ファミーユ

いいのか分からないままた

老舗洋菓子店の大きな転機

年を迎えます。祖父

店までチェーン店を

ています。当時は何をして

い雰囲気があったのを憶え

た製造現場には暗く重苦し

たが、入社後すぐに勤務し

家業を継ぐこととなりまし

私は１９９９年に帰郷し

時期を迎えておりました。

悪化し大胆な改革が必要な

ブル崩壊後、急速に業績が

展開しておりましたが、バ

下に

ブランド力のもとで香川県

春風堂は戦後、その高い

代目の社長となります。

の千切谷博が創業し私が４

創業

年創業の洋菓子店で、今年

弊社、㈱春風堂は昭和

川

木

栃

42 37

奈

66

54
27

17
41
46

24

13

37

54

京
東
香
67
30

理事・藤波一博

栃木県菓子工業組合常務

栃木県佐野市に遊びにい

12
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583

46

1000

6.0

多くは介護に関する施設や

やわらか食では２件、他の

である。

・柑橘系ゼリーなどが好評

マドレーヌ、プリン、野菜

主には、シフォンケーキ、

日本介護食品協議会で

リハビリなどの機械設備の

件、

は、業界の自主基準として

件、嚥下食

したがって、食べること

咀嚼の程度から高齢者食を

⑵高齢者のお菓子に関する

介護食

に問題がある場合は、低栄

出願であり、キザミ食はみ

がある。

養、元気な高齢者の場合は

分類し「ユニバーサルデザ

の開発も望まれている。

咀嚼支援食などを含め、お

られなかった。

キサンタンガムおよびグル

食ではゲル状の層状食品や

では５２１件、同様に「食

そのうちで「高齢者＋介護」

許出願は４８６２件あり、

年の「高齢者」に関する特

２０００年から２０１４

特許

インフード」として詳細な

コマンナン、ローカストビ

品 」 は ２ １ ９ 件、「 栄 養 」

出願内容をみると、流動

規格を設定した（表２）。

ーンガムなどゲル化剤によ

は１５３件、「野菜」は

件、

る液状栄養食品。医療食で

とするエネルギー補給用食

このうち、嚥下食品として

「高齢者＋嚥下」は

は、グリコーゲンを主成分

して、①自社の独自性

品、低ミネラルミルクパウ

②

技術性

ダーの製法。魚臭を低減し

⑤五感で楽しめる、そ

多品種の商品を多量に消費

性など要件を明確に立案す

材

し欲求を満たす形態から、

る。

開発が考えられる。

件であった。

件で、

件で高い出願であっ

件のみであり、この中に

ガムの代替品、グルコマン

16.6

件、

２０００年から２０１４

211.6

は３５３件、医療食

は、洋菓子、ゼリー状菓子、

た。「 高 齢 者 ＋ 菓 子 」 で は

は

「機能性」は

厳選した商品をニーズにマ

たＤＨＡの製造方法。さら

39

ナンおよびコンニャク粉使

④経済

ッチした商品として提供す

⑴美味しいお菓子と開発技

に、嚥下食では、アラビア

42

99

③社会性

る時代に変化している。食

術

45

年までの「介護」に関する

栃木

38

を消費者の求める①安心・

のトレンドにあった新商品

お菓子の市場は、戦後の

３．アクティブシニア向け
「美味しいお菓子」の開発

いしさと栄養価の観点から

25

開発方向性を見定める必要

25

②塩分、糖

58.2

出願がみられた。

16

その②

2.50

安全な原材料

740.5

１２年には１０００億市場

7.8
応力 [N/ ㎡ ]

１月号より続く。

38.3

かたさの目安

1271.6

を突破し、２０１３年の介

18.3

果実繊維、生薬、グロブリ

30.7

護食品市場は１万１６８６

13.2

ンなどで骨強化食品などの

11.1

トン、１４０億円で前年の

0.8

２．健康長寿食と市場

23

用食品などであり、これら

秋田

％増加である。柔らかさ

6

食、柔らか食、栄養・水分

0.12

⑶高齢者食の市場

0.4

の機能をお菓子に応用した

－

65.4

とおいしさなど登録商品は

0.12

特許出願は７３２０件であ

100

23.6

１７１品目増加の１２００

0.8

補給食、キザミ食など２０

75.3

介護食品市場では、流動

1.3

った。そのうち、流動食で

17.8

36.1

品目にのぼる。

6.8

※日本介護食品協議会の
登録商品調べ

精白米

③食

17.8

アマランサス

社以上

2.4

分・カロリーを配慮

タカキビ

食品メーカーは

0.4

110

感がやわらかく、飲み込み

42.4

となり、高齢の要介護者、

12

14

い嚥下障害など、症状によ

210.9

介護家族、元気な高齢者に

6

0.24

市販

0.07

0.3

業務用

Tr

0.10

り内容が異なる。また、元

栃木

も共通する商品開発が求め

0.02

4.4

④季節感のある食

29.1

られ、１２０億市場を形成

0.6

74.1

やすい

占め、栃木、沖縄、熊本、

144.6

している（図３）。

72.2

2.6

気な高齢者向けの高齢者食

シなどはマグネシウム、カ

青森県などが生産してい

2005 年度：世界の主要穀類生産は 5 億トン
雑穀類はそのうち 1 億トン大豆・魚もほぼ同じ漁獲量
その内、モロコシが 6,600 トンで残り、2800 トンが雑穀

ルシウム、鉄分など有効性

497.3

年後

1.3

9.5

べ物になるタ

る。今後、これらの雑穀類

ハトムギ

農林水産省食糧産業局で

13.3

モロコシ

た飲み物や食

の栄養成分を活用したお菓

19.2

は、介護食品市場は

ハトムギ

（とろみあんかけ） ごし

を発揮する食材として用い

38.4

に１５００億、さらに、要

1.3

煮魚

られ、２００５年の世界生

沖縄

介護者数（５０６万人）に

46

焼き魚

子類の開発も望まれる（表

50.9

対し、介護保険制度上の一

23

とろみのつい

産量は５億トンであった。

資料：新需要穀類等生産・流通体制確立事業実績報告書

次号に続く。

101.6

人当たりの食費基準１，３

0.14

に溶かすと、

５）。

199.5

・２％を

キビ

題は多岐にわたる。特に、

0.2

また、水など

国内では岩手県が７４０・

8.5

食べ物を噛む力が弱くなる

0.22

の目安

５トンで全体の

－
10.1

⑷高齢者食のおいしさと栄

4.4

出典：日本介護食品協会
熊本

養

73.2

し）
72.8

８０円を１年に積算した場

雑穀類は精白米に比べ、ビタミン類、カルシウム、ミネラル分が豊富で、
整腸作用、免疫力の向上、老化防止に効果ある

合、約２兆５千億円と試算

2.1

す
86.5

い

咀嚼障害、飲み込む力が弱

10.6

アワ、ソバの実、モロコ

大麦

高齢者の食事における問

み込みづらい
ことがある

1.5

している。

み込みづらい
らいことがあ

3.0

30

介護食品の生産額

は飲み込みづ

220

25

ん蒸し（具な
118.1

る。

める

19

0.10

農業食材という点からも重

水やお茶が飲

0.44

0.8

的にも認識され、食糧安全

水やお茶が飲

0.9

0.15

⑶原料素材の特性

ものによって

0.35

12.9

要な役割をもつと期待され

普通に飲み込

1.9

75.8

保障環境に良い持続可能な

をつけて飲み

72.6

1.6

高齢者食では、表２のよ

らい

3.9

8.5

エッグ
アワ

うに要求特性が多岐にわた

ば食べられる

10.8

だし巻き卵
8.1

り、種々の多糖類や栄養面、

食べづらい

ソバ

厚焼き卵
32.4

おいしさの観点から加工技

やや食べづら

2.1

たまご
青森

特に、嚥下困難者食認可

物に、とろみ
目安

1.6

84

イプもありま
91.1

術の工夫が求められる。

年

飲み物や食べ
くても食べづ

95

9

白身魚のうら

状にできるも

固形物は小さ
やわらかけれ

7

0.20

ん～全がゆ

です（ゼリー

細かくまたは
大きいものは

0.17

0.1

らかごはん

るための食品

かたいものや
大きいものは

0.3

0.15

やわらか茶わ
366.4

かまなくてよい

0.05

6.7

スクランブル
402.1

区分 4
舌でつぶせる

7.6

71.3

さかな

区分 3
歯ぐきでつぶせる

69.5

3.8

魚のほぐし煮

生産量 シェア
（トン） （％）

表 2 「ユニバーサルデザインフード」の区分表

5.0

10.3

ごはん
上位県（岩手県除く）

込みやすくす

かたいものや

飲み込む力

区分 2
容易にかめる

とろみ調整
区分 1

区分

山﨑 勝利氏
山﨑技術士事務所

のもあります）

雑穀類の品目別生産量

基準は、食事が飲み込みに
くい介護者用には平成
４月厚生労働省は嚥下困難
者の嚥下食の認可基準を設

14

かむ力の
出典：科学技術庁資源調査会 五訂日本食品標準成分表

アクティブシニア向けの美味しいお菓子
4.8
0.18

110
0.8
0.20

鉄

ペーストがゆ
県名

定した（表３）。

（横軸をひずみに換算して表記）

全がゆ

生産量 生産量 シェア
（トン） （トン） （％）

そして、穀類の中でも「雑
穀類」に注目した。ライ麦、
大麦は食物繊維が多く、主
成分のβ―グルカンはコレ
ステロールの低減に有効で
あり、それらの素材ごとの

国連は２０１６年を「国

またはゼリー寄

やわらかごは

岩手県

厚生労働省）
（平成21年4月

かいペースト状
ス状等の食品）

40

栄養成分を示した（表４）。

際マメ年」と制定した。豆
類は高い栄養価と汎用性の

（ 例 え ば、 ゼ リ ま と ま り の よ い

ごはん～やわ

全国

－

る

表5

0.2～0.9

（公社）
日本技術士会登録
食品技術士センター理事

9.3

キビ

米糠

0.2～0.6

高齢社会における開発の栄養と方向性
ヒエ

ライ麦

1.5×103以下

80

高い食品であることが世界

ゼリー状の食品） ー 状 ま た は ム ー お か ゆ、 や わ ら
500

58

ヒエ

計

含 む（ 例 え ば、
（例えば、

1000

均質なもの

1500

1×103以下

凝集性

不均質なものも
均質なもの
2000

4×102以下

付着性
（J/m3）

5.4
70.3
3.9
10.7
アワ

せ等の食品）
移動距離 [mm]
-1000

60
40
20

炭水化物 食物繊維 ビタミンB1 ビタミンE ビタミンB6 カルシウム マグネシウム

・調理に手間
・種類が欲しい
・コスト
・栄養価
した時の抵抗）

100

60

1286 億
（2020 年）

0
0
-500

脂質
たんぱく質

市場規模
硬さ
（N/m2）

120

25

介護食市場

10

在宅介護 129 億
介護施設 907 億

13 年（予想）
12
11
10
0

2009
許可基準Ⅲ

60

21

3×102～2×104
2.5×103～1×104 1×103～1.5×104

（一定の速度で圧縮

雑穀の栄養成分
表4

20

嚥下困難者の物性の認可基準
表3

許可基準Ⅱ
許可基準Ⅰ

介護食品 120 億市場に拡大
（億円）

介護食の市場
図3
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第912号

で︑いつもにこにこしてい

販売員が清潔感たっぷり

ろう︒ケースがきれいで︑

の店は大丈夫か﹂と思うだ

しゃいませと言っても﹁こ

び放題で︑お客様にいらっ

で︑ふけがあって︑ひげが伸

り前だ︒髪の毛がぼさぼさ

するが︑意外と距離が近く︑

販売をすると中と外で対面

う︒ケースがあり︑そこで

臭がする︒お客様も嫌だろ

がいた︒前を通るだけで口

っていた時にも口の臭う人

のは口臭だ︒私が会社でや

また︑私が一番気にする

いからいい﹂はダメである︒

いる︒それを﹁人数が少な

プ ロ の販 売 員 を目 指 す ！

て﹁販売員の仕事は嫌だな﹂

れば売れる︒また﹁手はき

神奈川県菓子工業組合では安藤勝敏氏︵株式会社
安藤企画︶を講師に迎え﹁プロの販売員を目指す！﹂

本日は︑プロの販売員に

ら︑知っている方には必ず
なければいけない︒

勝敏 氏

と思って出ていく人は辞め

れいですか︑爪はきれいで

株式会社安藤企画 安藤

た方がいい︒絶対に合わな

向き合うので臭いを感じ

挨拶する︒私は日本ハムの

をテーマに講演を行いました︒
い︒自分に合った仕事をし
すか﹂は重要である︒お客

なるための実践をお話しし

年くらい日本ハムの進物

る︒私は日本橋の高島屋で

していたり︑言葉を返さな

長が機嫌悪いから知らん顔

とだ︒挨拶をされた時︑社

するだろう︒当たり前のこ

はようございます﹂と挨拶

従業員が働いていれば﹁お

た時︑店の社長と奥さんと

ークが大切である︒出勤し

プロの販売員はチームワ

るか﹂と怒る︒それから相

もできないのに仕事ができ

私 は し つ こ く す る︒﹁ 挨 拶

方なく頭を下げたりする︒

拶をする︒すると相手も仕

れなかったら３回くらい挨

る︒私は︑相手が返してく

てくれない相手が結構い

っていた︒挨拶しても返し

は全員挨拶しなさい﹂と言

販売をする時︑会った人に

でハムやウインナーの試食

かまっていない︒店も暗い︒

黒い︒こういうことに全然

し︑お父さんの白衣も真っ

ない︒ガラスケースは汚い

肉なんか少ししか出してい

れそうなところを見ると︑

出したりするが︑すぐつぶ

えでコロッケなどの総菜を

継いでいたら︑若い人の考

んどつぶれている︒子供が

っていたが︑個人店はほと

ったので︑肉屋に販売に行

スーパーなどもあまりなか

ぶれている︒私が若い頃は

個人の肉屋さんが随分つ

パーでも必ず名札がついて

札が必要だ︒百貨店やスー

の人をすぐ覚えるから︑名

だ︒要するにお客様は１人

格好をしていたらもうダメ

ている︒その販売員が汚い

らその人のことをよく知っ

お客様は販売員１人だった

ち覚えないだろう︒しかし︑

ら︑その人の名前をいちい

員はたくさんお客様が来た

いから作ってほしい︒販売

たらだめだ︒手書きでもい

うでもいいと思う社長がい

いないので︑名札なんてど

は大切だ︒３人か４人しか

そして名札をつける︒名札

伸びて︑黒い人は結構いる︒

に来る︒また︑年末でお歳

が︑

も記録は破られていない

で進物を７千万売った︒今

た︒その時︑

最高の売り上げをつくっ

で

客様はとれる︒私は百貨店

て︑完璧な対応をすればお

りもきちんとした格好をし

ない︒

ころにはお客様は寄ってこ

う場合︑口臭のある方のと

てたり競争がある︒そうい

その横にはプリマハムが出

は横には伊藤ハムが出て︑

を担当していた︒百貨店で

業なので︑手も見る︒爪が

様は商品を見るけれど手作

宣伝販売長として１６０人

ければ︑朝からチームワー

また︑自分が販売員に合

手も挨拶するようになった︒

まず食べ物を扱っているな

暮の時期は一番いいものを

の人を使っていた︒その人

たい︒

クが悪くなる︒社長と奥さ

っているかが大切だ︒もし

ら︑きれいにするのは当た

いい︒そういう時は﹁今は

接客に対しての
注意事項

んが夕べ喧嘩し︑ものも言

合っていなければプロには

商品をちょっと切らしてい

たちに﹁スーパーや百貨店

わないと︑雰囲気が悪くて

なれない︒毎朝やっと起き

のに何でそんなものを出す

販売員としての
常識及びチーム
ワーク

働きづらい︒販売員として

んだ﹂と怒った︒まずいも

年間続けた︒

月の

日間

年連続︑日本ハム史上

競争が激しいから︑人よ

チームワークが大切だか

億円売れた

で日本ハムが行ったのは１

くらい売っている︒そこま

気に追い抜き︑１兆５千億

は３番目だった︒それが一

ていける︒日本ハムも最初

ら︑それで店は絶対に生き

いおいしいものをつくった

ならない︒どこにも負けな

いしいものを作らなければ

社長はよそに負けないお

売をしていた時︑食べてま

は言えないものだ︒私が販

かったものを︑作った人に

販売員は自分が食べてまず

ことをお願いしたい︒また︑

て︑独自のものを作り出す

いろなところを見て勉強し

れるとよい︒皆さんはいろ

ている︒そういう商品を作

ッセンは年間３６０億売っ

らヒットである︒シャウエ

われても︑売らないほうが

あるものを売ればいいと言

から︑私は絶対に売らない︒

残っていたら︑格が落ちる

る︒その時にまずい商品が

商品が入らないことがあ

で売った︒朝一番の時に︑

ルフ場に行き︑販売員

人

私はイベントのために︑ゴ

よ﹂とお客様には言わない︒

ずいものを﹁おいしいです

い︒普通︑自分が食べてま

のは自信を持って売れな

いものを売っていたら買い

段が高くてもよいので︑い

から︑店に来る︒進物は値

いものは人にあげられない

ただ︑進物を買う時︑まず

安いから普通の人は買う︒

いが︑１年中あり︑値段も

いる︒食べるとおいしくな

たいなものも一年中売って

っている︒しかも︑柏餅み

ろなところで安いものを売

今はスーパーなどいろい

まして﹂とお客様に言う︒

りやすい︒︵次号に続く︒︶

をするとお客様によりわか

方︑ケース︑品物の出し方

うので︑それに合った飾り

覚である︒試食してから買

食販売する場合の１番は味

スーパーでウインナーを試

何が最高だと思われるか︒

また︑人間の五感の中で

ット売りは物凄く儲かる︒

きている︒ハムの場合︑セ

暮セットは儲かるようにで

売らないといけない︒お歳

20

ずかったら工場にも電話す

新商品で年間

12

る︒﹁ 命 が け で 売 っ て い る

10

10

品の商品がヒットしたおか

販売商品の確認
について

ッセンだ︒大手メーカーの

10

その①

げである︒それがシャウエ

10

13
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（９） 平成27年３月15日

代表取締役会長︶を講師

回東北・北海道ブロック福島大会は斎藤一彦

第５回全国菓子工業組合連合会青年部交流会︑
第
氏︵常磐興産株式会社
に迎え﹁炭鉱から観光へ︑そして復興へ﹂をテー
マに講演会を開催しました︒
先月号より続く︒
曜日曜や夏休みは家族連れ
のお客様でいっぱいになる
が︑平日は団体のお客様を

その③

は議論があったが︑だった

り女性には大変だ︒社内で

ると２時間半〜３時間かか

千円で高い︒マイカーで来

人向けの福利厚生用の宿泊

制度で集客した︒また︑法

ら︑地元向けに格安の会員

もかかるコストが同じだか

平成

年に公開され︑全国

が︑映画﹁フラガール﹂が

トするとは想像しなかった

まで立ち戻ってきた︒ヒッ

評被害払拭のために︑準備

き︑東北の復興と福島の風

ならない︒臨時役員会を開

故郷を何とか守らなければ

た︒その後は︑いろいろな

ら無料バスを出すことにし

た︒

のを作り一歩ずつ積み上げ

や日帰りなど︑そういうも

人という過去最高のお客様

翌年︑平成

年は１６２万

的に評判になった︒映画の

全国キャラバンを︑手弁当

が整い次第︑フラガールの

時間しか

そうして大体１４０万人

ところが同じようなことを
している︒
団体のお客様は︑大体夕
方４時ころ到着後入浴し︑
宴会があり︑翌日は観光で

〜

朝８時くらいに出発する︒
滞留時間は

をお迎えすることができた︒

施した︒残った社員には︑

で交通費もいただかずに実

ハウステンボス︑沖縄のホ

テルなどいろいろなところ

にお願いして︑普段できな

日の

い勉強をさせた︒教育とは

日と

２回の震度６弱の地震で︑

いうが︑実際のところは普

も︑翌月４月

の時は︑２か月

してそろそろホテルも古く

しかし︑ある程度︑安定

４・ で壊滅的にやられて︑

再開可能な状態だったが︑

くらい休んで修復すれば︑

後の出直しになると思い︑

か行き届かない︒これは最

段商売をしているとなかな

初の３・

かなりの被害を受けた︒最

12

大体昼の１時に到着して︑

福島の風評被害
払拭のため︑
フラ
ガールの全国キ
ャラバンを実施

11

翌日夕方３時に出発をする

ない︒無料バスのお客様は

19
11

無料バスで平日
にお客様を集客
集客しなければいけない︒

ら無料バスを出すことにな

非常に厳しいので︑東京か

った︒これが結構受け︑始

常磐高速道開通の風に合

客様が１５０万人まで戻っ

めてからもう

18

私も倒れかかった︒頭の半

社員に対しての私のメッセ

いる商品を出す必要があ

なり︑建て替えでモノリス

なる︒最初は﹁大変でしょ

同じお風呂にも入るとお客

る︒私は毎日お客様の数字

から滞留時間が長くなる︒

込んだ︒そこからはもう着

様の声が聞こえてくる︒ア

を見ている︒そうすると︑

ージは﹁必ず復活させる︑

はいけないコストダウンが

ンケートは︑お書きになる

今どこで何が起きているか

必ず再開する﹂というもの

あることを︑フラガールに

方がそうたくさんいないか

大体わかる︒問題の箇所が

分は会社更生法を考えた︒

くびは切っていない︒炭鉱

教えられた︒皆さんもぜひ

ら一部の声である︒何かを

やはり社員の雇用と事業の

閉山の時も１人残らず再就

お考えいただきたい︒

決断するポイントはお客様

タワーを着工開始した途

う﹂と言われたが︑だんだ

様が多いからだ︒東京から

職をさせた︒そういう積み

そして︑全国の皆さんに

端︑大震災が訪れた︒実は

ん増えてきた︒なぜ平日に

電車に乗ると︑往復１万２

重ねのなかで︑危機にあっ

大変ご支援をいただいて何

つまり消費に結びつくの

実なステップを踏んでき

来るようになったかという

く︑これで全国を夜中に移

一山一家というのが我々

た時の団結力はよそにまね

で︑バス代が出る結果にな

た︒団体のお客様が激減し

と︑中高年のご婦人のお客

動した︒行く先々では福島

の企業文化だ︒１つの山は

のできないことだろう︒今

だった︒

海外は韓国︑地域にすると

の産品を持ってお配りした

一家︑運命共同体で死ぬも

継続だけは図らなければな

１２５地域︑公演数は２５

が︑当時は拒否され︑受け

生きるも一緒だというのが

敷地に断層が走っていた関

０回にのぼった︒テレビに

取ってくれなかった︒車で

せてくれなかった︒そのく

常に仲間意識が強く︑排他

業風土である︒だから︑非

人であるとつくづく教えら

り返り︑一番大事なことは︑

い状況は変わらない︒スパ

た︒しかし︑まだまだ厳し

風の露天風呂施設を造った

江戸情話与市という純和

くださいというのではなく

客様の声を聞く︒聞かせて

一山一家

他に︑平日は空いていて

った︒

たことは︑全国の温泉地が

フラガールが出ていた姿が

行っても︑福島やいわきナ

いくつか出ると︑そこでお

らない︒私が生まれ育った

おしなべて同じ状況で︑土

ご記憶あると思うが︑笑顔

の声である︒

日の大震災より

たまたま全国キャラバン

で踊っていたが︑実際は泣

とか今歩き出すことができ

らい厳しく苦しい状況が一

係で３月

がメディアに取り上げら

回あるいは幾多の危機を振

キャラバンのバスは︑固

て︑聞こえてくる︒そこで

定いすでリクライニングシ

のも︑水着のお風呂に入っ

創立者の中村氏は優秀な

決断をしなければいけない︒

ら必ず行きます﹂と言われ︑

ていたなか高年のお客様か

ご支援をいただき︑ありが

リゾートハワイアンズに来

ら﹁やっぱり風呂は裸だよ

れた︒

てほしいが︑とにかく福島

的なところもある︒なかよ

に来ていただきたい︒

先輩であったが︑判断の最

実は厳しい時代の時に︑

後は自分の感性とお客様の

コストダウンを徹底してや

な ﹂﹁ 手 ぬ ぐ い 頭 に 置 い て

声だった︒この商売は理屈

しクラブになりがちな弱い

いい湯だよな﹂という声が

だけではない︒理屈だけだ

面もあるが︑炭鉱の閉山︑

聞こえてきた︒若い人は水

ったら大手のシンクタンク

それを目の当たりにするか

着のお風呂が楽しいが︑中

にかなわない︒九州の大型

ら﹁我が故郷を何とか守ら

質問

高年のお客様は純和風がい

レジャー施設は︑日本のシ

った︒その時﹁フラガール

客様が入られるということ

い︒江戸情話与市は︑江戸

ンクタンクが総出で金に糸

バブル崩壊︑今回の震災で

で︑これから先︑どのよう

時代の湯宿情景をつくり上

目をつけずしたが︑それが

ねばならない﹂という彼女

な工夫をされるのか︒

げた露天風呂である︒

立ちゆかなかった︒常磐ハ

質疑応答

万円だから年間１億円くら

回答

だから︑お客様の声であ

は全員社員なので維持に年

いになる︒差し引き３億円

客様の声である︒スパリゾ

る︒何を望んでいるかに耳

危機にあった時︑一致結束

たわけではない︒１３０年

のコストダウンになる﹂と

ートハワイアンズはハワイ

たちの情熱があった︒私の

の危険と隣り合わせた炭鉱

いう議論があった︒相当悩

というテーマ性を持ちなが
ねばならない﹂という思い

ない︒今回も１人も社員の

ったとか︑そんなことでは

私が経営者としてすごか

コストダウンと手をつけて

ろう︒だから︑やっていい

ハワイアンズはなかっただ

る︒お客様と同じ食事をし︑

という施設群になってい

ら︑和もヨーロッパもある

れで︑マーケットが望んで

でお客様の声を聞くか︒そ

をすませて︑どういう方法

きだ︒それが大事だと思う︒

のは︑理屈ではなくひらめ

ワイアンセンターを作った

一番大事なことはお

いつもたくさんのお

常磐ハワイアンセンター

の仕事の中から培われてき

んだがあそこで切りかえて

間４億円近くかかる︒ハワ

当時は︑炭鉱の娘たちが﹁我

た︑みんなで助け合う一山

いたら︑今のスパリゾート

イから呼んでくれば１日

がコミュニティを守らねば

一家︑という企業風土に助

して戦うことはどこにも負

ならない﹂と腰みのをつけ

けられた︒

けない︒それは特別教育し

てフラダンスを踊った︒今

は︑時代が変わっても同じ

30
である︒これに助けられた︒

とはできない︒

回も﹁我がふるさとを守ら

指示だけであんな過酷なこ

部であった︒フラガールは

11

ートなんて立派なものはな

フラガール

都府県︑

再びフラガール
に救われる

れ︑行く先々で全国の皆さ

１３０年の社歴の中での企

11

わせ︑社名を変更して︑お

てきたが︑バブルが崩壊し
年くらいに

１００万人くらいまで落ち

16

ンバーだと駐車場に停めさ

斎藤 一彦 氏（常磐興産株式会社 代表取締役会長）

きながらやっていた︒

炭 鉱から観 光へ、
そして復 興へ

んに﹁頑張れよ﹂﹁再開した

20

15

16

たかった︒全部で
26
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その①

ることはできない︒

ストアは︑

年前は地域に

うことは︑昔は商売が楽だ

１軒くらいしかなかった︒

お客様には来店動機と購

時代に応じて変化
豊岡市にスーパー○○と

アで﹁こういうお客さんが︑

ある︒自分のところのエリ

も有料で行ってくるはずで

と何もできない︒

うことに︑とらわれ過ぎる

店側が地元のスーパーとい

仮装し︑店内で踊っている︒

口の約半分がポンタやＴポ
このように個人情報に向け

たら売れた﹂と書いてある︒
今はウィンドウズ８で︑画

前︑ＭＳＤＯＳだったが︑

違う︒また︑店はオープン

ってもらうのか？は大きく

やって来店したお客様に買

来店動機をつけるか？どう

機づけをしなければならな

わってきたので︑来店の動

いた︒そういう時代から変

打つか︑ポスティングして

ングをしていた︒チラシを

で買う︒年配者は情や勢い

前に準備をし︑時間になっ

で買う︒それぞれが価値観

くなった︒ただ︑次回︑来

なんか考えたこともなかっ

の時に自分の店が選ばれる

が違う︒この世代にどう使

たら店を開ける︒そしてお

た︒だから︑時代に応じて

ようにする︒ただ︑選ばれ

わせるかを考える︒

る約束はしていないので︑

先日︑福井の釣具屋に﹁競

変化しているので︑店作り

で待っているわけだが︑そ

ない場合があるのは︑選択

除外する︒常連客が外れる

レジが終わったら﹁ありが

合は釣具屋さんと思ったら

も変わっていかなければな

うではなく︑攻めなければ

肢が多いからだ︒ドラッグ

可能性もある︒だから﹁絞

客様を待つ︒それではもう

間違い﹂と話した︒コンビ

ら な い︒﹁ う ち の 業 界 は ﹂

ならない︒このため情報が

有効期限は１年間で︑期限

りましょう﹂というが﹁い

だめなのではないでしょう

ニがエリアに応じて︑釣具

と言っている限り︑発展性

内 に た ま っ た︒﹁ 明 日 使 え

や絞らないでいい︑メール

とうございました︑さよう

や餌を置いている︒ホーム

はない︒店は待ち営業で﹁い

必要であり︑無ければ攻め

ますか﹂と聞いたら﹁残念

は無料だから﹂という︒否

か？店に来ることが来店動

センターも釣具を置いてい

らっしゃいませ﹂と言うま

ていただければ︑お得なサ

ですね︒今日までですね﹂

定はしないが︑ある程度お

なら﹂ではなくて﹁もう１

イントがたまります﹂とい

るから︑いろいろなところ

ます﹂と持って来られると

ービスをします﹂という感

と 言 わ れ た︒﹁ そ ん な こ と

客様に合うようなことをし

回来て﹂という約束をする︒

う旗があるだろう︒実は︑

が競合になる︒

﹁合いますね﹂と余計なも

私が行った店は最初︑ス

じでいい︒

なら押すなよ﹂と思う︒店

機で例えば﹁贈答品を買わ

ああいう加盟店にはデータ

くなったからだ︒それで味

のを５万くらい買わされて

タンプカードがもらえず︑

の融通で︑クーポン券もで

なければいけないので︑ど

がたまるだけで分析はして

噌に直行する︒初めての人

しまう︒こういう購買動機

１０００円の割引券だっ

これはクーポンでする︒よ

くれない︒同系列の企業に

は﹁この店は味噌屋かな︑

をどう植え付けるかだ︒そ

た︒２回目利用すると︑５

たい︒絞るのは面倒くさい

こかに寄らなければいけな

は分析をさせている︒しか

でも味噌だけでなくていろ

れには来店動機を作り︑新

が︑必要になっている︒理

代は価値

も有料で︑のちに加盟店に

いろなものを置いてそうだ

規のお客様は次も来させな

きるだけ短い期間にして︑

由は︑１９８５年の小売の

う︒私が行くアパレル屋は︑

なく︑いいタイミングで行

となってしまう︒そうでは

も同じで﹁着てください﹂

て我慢ができない︒洋服屋

たは１回目はクーポン券を

印刷してお客様に渡す︒ま

必要だ︒何でもいいから︑

ればならないので︑番号は

ただ︑その人と分からなけ

ける必要はない︒紙で十分︒

ポイントカードに金をか

円引き券にするところがあ

たまっていくと１︐０００

切ることだが︑ポイントが

機である︒散髪屋の動機は

かを演出することが購買動

お客様がどうワクワクする

うが︑これも演出である︒

ました﹂みたいなことを言

かで﹁間違えて︑押し過ぎ

ドになった︒押していくな

る︒３回目でスタンプカー

ールになったら︑お客様は

と言う人がいるが︑迷惑メ

配信を全員に送ればいい﹂

よく﹁無料だから︑メール

で囲い込むツールをする︒

めにできるだけローコスト

えないといけない︒そのた

お客様が神様なのでつかま

うだろうか︒やはり︑いい

れたら︑お客様の印象はど

ご使用になれます﹂と言わ

念でした︒でもいいですよ︑

から︑期間は関係ない︒﹁残

なるのだ︒

て︑オーナーが突然いなく

なっている︒顧客ではなく

なり︑小さな個人店はなく

なチェーン店が来るように

が増えているからだ︒大き

は増えている︒チェーン店

個店や小さい店で︑店の数

っている︒減っているのは︑

は１１４万で︑どんどん減

後１４０万︑２００９年に

事業者数は１７０万︑

︑

来店されたら︑買わせな

な﹂と入っていくがここで

超えても使えるようにして

くメールを送ればいいと言

ければならない︒買わせる

﹁いらっしゃいませ︑何に

００円券をもらえた︒これ

あげる︒来ていただくのだ

われるが︑

ためにはポップがあるが︑

いとならない︒何度か来さ

は１回目なのか２回目なの

い﹂と思い︑お菓子屋に行

値段と商品名しかないとこ
しますか﹂ではなく︑誘導

かをわかるようにしてい

購買動機をどう
植え付けるか

ろが多い︒そうではなく﹁こ

せるとお客様は慣れてくる︒

ると必ず人を付ける︒ここ

ジャケットを見ているとす

渡し︑次回来た時に﹁この

る︒私はラーメン屋のスタ

年

っと入って来て﹁絶対合い

人は来る﹂と分かったらポ

ンプカードをためていた︒

で少しずつ近づいていけば

ますよ﹂とパンツも持って

イントカードを差し上げ

いいが︑皆さんは売りたく

くる︒自然に接客されると

る︒﹁ 住 所 と 名 前 だ け 教 え

次号に続く︒

し ま う︒﹁ ネ ク タ イ も で き

30

﹁ああそうですね﹂と言って

10

持 し て い る 商 品 で す ﹂﹁
代が好んでいる商品です﹂
などが必要だ︒
福井の味噌屋○○という
会社の店を見ることになっ
た︒すると︑商品名と価格
だけの当たり前のポップだ
った︒○○は味噌屋なので
﹁味噌を使うレシピを手書
きで作って下さい︒絶対見
ますから﹂といった︒常連
客は何を買うのか目的が決
まっている︒来店動機はは
っきりしている︒味噌がな

客様がどうワク
ワクするか

をする︒お客様が入って来

く︒これは来店動機で︑そ

今はどこにでもある︒とい

西日本食品産業創造展では︑大井啓伊氏︵㈱ミ
いう会社がある︒地域ナン
ったので︑マスマーケティ

来店の動機づけを

リオネット︶を講師に迎え︑﹁顧客は突然いなく
買動機がある︒どうやって

ンジをしている会社だが︑

こういう買い方をしている

ハロウィンの時はパートが

昨今︑最大の競争相手は

イントカードで管理されて
面がシュッと横に行くこと

年

ので︑こういう商材を揃え

いろいろなとこ
ろが競合

バー１店でいろいろチャレ

大井 啓伊 氏（㈱ミリオネット）

れはうちのお客様が一番支

ＥＮＥＯＳなどには﹁Ｔポ

た販促をされている︒

20

いる︒ドラッグイレブンや

コンピュータ業界は

コンビニで︑世帯数では人

20

なる﹂をテーマに講演会を行いました︒

顧客は突然
いなくなる

40
20
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（11） 平成27年３月15日

【基礎編】
教師

食塩………………１・５％

生地量１２００ｇにチョ
㎝縦

（チョコロック）
①生地を横

㎝にの

～

に入れる。
ホイロ：

分（

℃

する。

分

（チョコブレッド）
上火２００℃

コシート１枚使用

下火２００℃

約

％）

約

分

•••••••••••••••••••••••••••••

本
焼成：チョコブレッド・チ

％）

→マーガリン１速

℃

㎝にの

ばし幅３㎝にカットし
に分ける。

２

（チョコロック）

【工程】

ョコロックそれぞれ塗り卵

上火１９０℃

ミキシング：１速３分
②分けた生地を６等分にし

下火２１０℃

80

して、水で湿らしたスライ

32

スアーモンドをつけて焼成

50

三つ編み成形し、下から巻

40

き上げ丸くし形を整えて型

30

℃

42

２速５分

速４分
２分

分（

生地温度：
発酵：
大分割：１２００ｇに大分
割しビニールシートに生地
を包み込み長方形にのばし
℃の冷凍庫で一晩休ませ

る。
折り込み：生地にチョコシ
ートを包み４つ折１回、３
つ折１回して生地を冷凍庫
で休ませる。
成形：

㎝縦

（チョコブレッド）
①生地を横

ばし幅６㎝にカットし７本
に分ける。
②分けた生地を３等分にし
三つ編み成形して紙型にい
れる。

14

脱脂粉乳………………４％

…………０・１％

改良剤（イーストフード）

全卵……………………６％
％

ＦＡＸ ０３－３４０７－５４８６

18

パン講習
佐久間 剛
生クリーム……………

％

マーガリン……………８％
水………………………
【仕上げ材料】
スライスアーモンド

話 ０３－３４００－８９０１
電

15

日本菓子専門学校

パン酵母（生イースト）

チョコブレッド ＆ チョコロック
【配合】

％

78
20

………………４％
砂糖……………………

40

10
50

26
27

42

％

％

チョコロック

-5

強力粉…………………

チョコブレッド

薄力粉…………………

10 90

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

10

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３月15日 （12）
（毎月 15 日発行）
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