周年記念配当を実施

され︑承認された︒続いて

り崩すこととした﹂と説明

組み換え後︑必要な額を取

ねて伊勢で開催する︒開催

年の総会を全国代表者と兼

ってからで︑遅いため︑来

るのが開催直前の準備に入

とも検討したが︑現地を見

た︒代表者会議を止めるこ

持ち方について相談があっ

から全菓連へ代表者会議の

の中小菓子製造業界は︑菓

大窪理事長よりは﹁昨今

工組理事長︶が再任された︒

は白松一郎氏︵宮城県菓子

る常務理事・常務取締役に

氏を再任し︑会計を担当す

理事長・社長には大窪幹夫

務理事・常務取締役を選出︒

社長︑副理事長・副社長︑常

締役会を開催し︑理事長・

し た︒︵ ２ 面 参 照 ︶ 選 任 さ

﹁株券を不発行とするため

日時については︑サミット

子の原材料の高騰やバター

全国代表者会議を開催地で

定款第６条を削除する件﹂

開催地が賢島に決まり︑日

等の乳製品の供給不足︑新

れた監事・監査役の任期は

について説明され︑承認さ

程が近い場合は総会の日程

行い︑会場の紹介や基本計

面参照︶︒

を変更する﹂との説明があ

この後︑新理事は理事・取

﹁次期開催地について﹂

前任者の残任期間となる︒

︵全菓連と同時上程︶は﹁こ

画案の承認を行っていた

菓子博への補助︑三重菓子

食品表示法の施行︑栄養成

が︑経費節減のため三重県

博に参加する都道府県菓子

り︑承認された︒

理事長・社長には大窪幹夫氏を再選

れも正確︑適正に処理され

れまで菓子博の２年前に︑

期定時株主総会を５月

日東京・明治記念館で開催︒任期満了に

周

主配当金は１株につき︑普

常総会が開催され︑出席会

期通

を開設した︒現在

月より菓子博の実行委員会

博濱田実行委員長より﹁４

改選と併せて行うことが承

選の件﹂はビル会社の役員

ます︒全菓連としては︑中

ど︑諸問題が山積しており

事・専務取締役の山本領氏

名のうち員外理事で専務理

と存じます︒また︑伊勢で

え︑的確に対応しいきたい

小菓子製造業の実情を踏ま
業内容を検討している︒基
本構想との違いは︑菓子博

認され︑まず︑理事定数

員数を報告し通常総会が定

とを宣言したあと議案に移

開催される第

名で事

数を満たして︑成立したこ

周年記念配

原案が承認された︒

通配当百円︵

％︶とする

続いて全菓連の第

強化対策費を今年度に限り︑一律５万円増額することとした︒

年記念としてビル会社は普通配当に加え記念配当を実施し︑全菓連では組織活動

長に大窪幹夫氏︵長野県菓工組理事長︑㈱栗庵風味堂︶を再選した︒また︑

伴う理事・取締役改選を行い︑新理事︑取締役を選出し︵２面掲載︶理事長・社

通常総会︑第

期

ており当期中の収支決算お
工業組合への補助を行い︑

年度第

会議はまずビル会社から

よび財政状態を適正に表示

全菓連︑同共済ビルヂング㈱︵理事長︑社長大窪幹夫氏︶は平成

始められ︑出席株主数と持

していることを認める﹂と

日まで︶貸借

年４月１日から平

た︒議案審議では﹁第
︵平成
年３月

対照表および損益計算書︑
また︑創立

が承認された︒この後︑各

回全国菓子
ブロックから残り

表︑損益計算書及び剰余金

告書︑財産目録︑貸借対照

日

お も て な し を 世 界 へ ﹄︑ 開

め︑新監事・監査役を選出

監査役も３名辞任されたた

理事が選出された︒監事・

関連記事２面︒

す﹂と挨拶された︒

きる限りの支援を行いま

博大博覧会に対しては︑で

と し た︒﹁ 現 在 の 積 立 金 組

催期間は平成

人の新

の愛称を公募で募集した︒

周年記念配当案承認の件﹂

処分案並びに積立金組み換

日間︑
会場は三重県伊勢市・県営

日までの

年４月
え案承認の件﹂は内容が説

サンアリーナ周辺︑来場目
万人で内容を精査し

標は

〜５月

み換え並びに取り崩し案承

21
産目録︑剰余金処理は法令

24

29
および定款に適合している

14

る菓子博だと思います︒ま

ならびに手数料決定の件﹂

年度賦課金

よび予算案承認の件︵２面

年度事業計画お

があり原案通り可決した︒

ものと認める﹂と監査報告

れば全国大菓子博覧会協議

た︒本総会で了承を得られ

員会について﹂説明があっ

子大博覧会の在り方検討委

めについて﹂及び﹁全国菓

し検討委員会中間とりまと

続いて関連事項﹁審査見直

ている﹂と説明があった︒

﹃今度︑三重ですね︒伊勢

した﹄と申し上げたところ

博ではありがとうございま

彬子女王殿下に﹃広島菓子

局長より﹁先日︑園遊会で

農林水産省食料産業局櫻庭

し︑懇親会が開催された︒

関係者約百五〇名が参加

関係当局︑関連団体︑業界

引き続き︑別室において

懇談が始まった︒

会久野会長の乾杯の音頭で

ご挨拶いただき︑精糖工業

企業団体中央会鶴田会長に

された︒次いで︑全国中小

是非おいで下さい﹂と挨拶

す︒機会がありましたら︑

にディスプレイされていま

中で日本の和菓子が︑見事

が開催されています︒その

た︑ミラノで食と農の万博

は同時上程され原案通り承

会に諮り︑最終的なものと

懇親会も開催

認可決した︒この結果︑本

する︒菓子博の在り方の検

参照︶﹂﹁平成

﹁平成

円にすることと

討結果については︑明年の

た︒側にいらっしゃった瑶

ます﹄とお声がかかりまし

ですね︒楽しみにしており

様︑１株

周年記念と

総会において承認を得て︑

した︒また︑

その後︑全国菓子大博覧会

子女王殿下も多いに関心を

年度に限り︑組織
活動強化対策費を一律５万

協議会に諮り︑承認を得る

して︑

万円とした︒
﹁三重菓子博基本計画

﹁理事任期満了につき改

こととされた︒

くの方々に支えて頂いてい

示されました︒まことに多

事長︶

︵高知県菓子工業組合副理

▽旭日双光章＝高橋光雄氏

27
︵案︶について﹂は︑菓子

円増額し︑

平成 年春の叙勲

年度の賦課金は昨年度と同

60



認の件﹂については全菓博

っ た︒﹁ 平 成

テーマは﹃お菓子がつなぐ
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について︑営業概況ならび

円︵ ％︶実施すること

当を１株につき︑普通配当

27

株主資本等変動計算書およ
び個別注記表ならびに剰余

れた︵詳細は

株数を報告し︑総会が定数

監査意見があり︑同期の株

27

に決算状況が説明され︑志

第 50 期通常総会、第 51 期定時株主総会

明され︑小泉監事より﹁財

19
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50
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成
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（１） 平成27年６月15日

平成

我が国の経済は、平成
年末の第二次安倍政権発足
以来デフレからの脱却を目
指し矢継ぎ早に実施された
経済対策、いわゆるアベノ
ミクスの効果により、総体
としては景気回復がいわ
れ、物価も上昇基調に転じ
ています。しかしながら、
年４月の消費税の引き上

げに伴う景気の落ち込みか

日、

らの回復が予想外に遅く、
月

年

月に予定されていた

安倍総理は同年
年

消費税の再引き上げを
４月まで１年半延期すると
ともに、アベノミクスの継

期待されるところです。
５年間の猶予期間はあるも

本年４月１日に施行され、

さらに、新食品表示法が

製品の供給不足も未だ解消

続いており、バター等の乳

と連携し、中小菓子製造事

全国和菓子協会等関係団体

めつつ、全日本菓子協会、

は、消費者庁の対応を見極

る栄養成分表示について

特に、新たに義務化され

適用されることになります。

します。また、ＨＡＣＣＰ

認定事業に取り組むことと

づく高度化基盤整備計画の

ＨＡＣＣＰ手法支援法に基

管理の向上のために、改正

務の促進に加え、一般衛生

従来の高度化計画認定業

る必要があります。

したが、その効果を注視す

輸入制度の改善が図られま

品については、今年度から

顕在化したバター等の乳製

きます。特に、供給不足が

策の充実を国に要請してい

製品等原材料の安定供給対

の育成確保、中小企業税制

よう、インフラ整備、人材

災復興の加速化が実現する

にも波及するとともに、震

着実に中小企業、地域経済

す。アベノミクスの効果が

脱却が正念場を迎えていま

年続いたデフレ不況からの

影響をどう克服するか、長

らかにし、

月４日の投開

進

一方で、ＴＰＰ交渉の先行
のの栄養成分表示の義務化
業者の対応に役立つツール

⑶ＴＰＰへの対応

されていません。

きは依然として不透明なま
への対応など、食の安全安

の審査体制を見直し、審査

年度事業計画

票により連立与党は選挙前
まであり、予断を許さない
の作成を進めます。

院を解散するとの意思を明

とほぼ同水準の議席を得て
心に関する諸問題にも中小

の一層の充実等の施策の拡

状況にあります。

手数料を引き下げることと

ＴＰＰ（環太平洋パート

勝利しました。これにより
②アルミニュウムの使用基

消費税の再引き上げは平

⑸消費税引き上げへの対応

菓子製造業の実情を踏まえ

済連携協定）等政府の対外

（自由貿易協定）、ＥＰＡ（経

また、菓子の原材料の価

引き続き、農林水産省の

安倍総理は、デフレ脱却、

助成を受けＨＡＣＣＰの普

充を国に要請していきます。

食品中のアルミニュウム

ナ ー シ ッ プ 協 定 ）、 Ｆ Ｔ Ａ

による健康被害を防止する

します。

以上を踏まえ、以下の事

あります。

準の作成への対応

ているものの、円安の影響

的確に対応していく必要が

もあって再び上昇に転じる

格もピーク時からは低下し

な政権基盤を確立し、今年

日本経済の再生に向け強力

をまさに正念場として消費

年４月まで延期されま

俊明

洋介

幹夫

福岡

公一

義昌

関係団体と連携し、国内菓

論が進められています。そ

その際の軽減税率導入の議

したが、本年秋に向けて、

など、全力で取り組んでい
ます。

要者への供給時期を決定す
る。

月末までに順次輸入、国内

農水省及び農畜産業振興機

団体と連携し、６月２日に

するため、株主総会におい

の効力発生日２週間前まで

する定款変更を行い、定款

①株券を発行する旨の定

した。

款を廃止する旨

②定款の変更が効力を生

定款変更につき

通知公告

当社は、平成二十七

一郎

常務理事・常務取締役

白松

理事・取締役

ずる日

年５月

日現在）

下村

岡

博国

寛

俊子

幸男

恒雄

小谷

芳信

健一

大谷

泰一

佐藤

田口

田中

岩田

公一

泰弘

松倉

監事・監査役

泰方

進

野村

武彦

小泉

博

徳二

志村

岩永

小出

芝田

を無効となるという旨を知

なお、現在の株主に株券

らせた。

の提出を受ける必要はな

③②の日において株券は

日、各都道

また、５月

い。

無効となる旨（別項参照）

年６

日をもって既存の株券

府県菓子工業組合に

月

会で定める株式取扱規則に

株式に関する取扱は取締役

全菓連共済ビルヂング株式会社

当会社の株式に

定款一部変更

第６条

よる。

（株券）

ついては、株券を発行する

を発行する旨の定款の

いたしましたので公告

を

書換・質権の登録・信託財

当会社の株式の名義

ものとし、発行する株券は、

株券・

産の表示・諸届・その他株

株券・

１００株・５００株券及び

１株券・

株券は無効となります。

平成

年６月

日とする。

本定款変更の効力発生は

条文番号を繰り上げる。

第６条削除により以下の

取扱手数料」を削除）。

とする（「株券の再発行

る。

で定める株式取扱規則によ

式に関する取扱は取締役会

当会社の株式の

の再発行取扱手数料その他

託財産の表示・諸届・株券

名義書換・質権の登録・信

第８条

び信託財産の表示）

（名義書換、質権の登録及

を削除する。

る。

１０００株券の６種類とす

グ株式会社

代表取締役

大窪

幹夫

全菓連共済ビルヂン

丁目一二番四号

東京都港区南青山五

十七日

平成二十七年五月二

なお、同日に当社の

します。

定めを廃止することに

年六月十一日付で株券

（平成

全国菓子工業組合連合会
全菓連共済ビルヂング株式会社

大窪

理事長・代表取締役

齊藤

副理事長・副社長

堤

面澤

俊昌

田村日出男

久村

子製造業が不利になること

の動向を注視し、関係団体

専務理事・専務取締役
開催等を予定します。

の無いよう、所要の対応を

と連携しながら菓子が不利

成

⑵原材料の安定確保に関す

政府に求めていきます。

政策の動向を注視しつつ、

が進められています。その

る問題

⑷中小企業、地域活性化対

昭夫

及促進のためのセミナーの

動向を注視し、組合員に適

世界の穀物等の需給状況

高藏

ために残留基準の策定作業

切に情報を提供するととも

及び国内農政の動向等を注

長沼

業に取り組んで参ります。

に、アルミニュウムを含有

齋藤

など依然として高い水準が

された食品表示法は、本年

しないベイキングパウダー

にならないよう対応してい

税の引き上げに伴う影響を

４月１日から施行され、併

策

アベノミクスも３年目に

払拭すべく、自ら経済界に

⑴食の安全安心に関する問

せて改正食品表示基準も公

視しつつ、適正価格での菓

入り、消費税引き上げの悪

月に独立行政法人農畜産業

需要者へ供給される。ただ

構と意見交換会を開催した

全菓連では洋菓子関係各
の組合員店舗の登録の拡充

し、追加輸入のバター２千

ので、詳細は次号に掲載致

て株券を不発行とするため

正され、株券を発行せず、

に、次の３点について、５

領

題

への切り替え等、前広な対

子原材料を確保するために

振興機構が入札実施し、

を図ります。

㌧、脱脂粉乳５千㌧につい

•••••••••••••••••••

します。
まえて、独立行政法人農畜

ては、国内の需給状況を踏

バター１万㌧を追加輸入
年末のバター需要期に向けて

現在、全菓連共済ビルヂ

の定款変更（特別決議）を

は北海道で増加傾向にあ

入の数量は、バター１万㌧

株主名簿で管理することが

月

山本

①適正な食品表示の推進等
表されました。新しい表示

小麦、米、小豆、砂糖、乳

１．事業環境を巡る諸問題への対応

中小菓子製造業界には、
・引き続き表示の適正化に

応を推奨していきます。

賃金の引き上げを要請する

未だ景気回復の恩恵は及ん

③ＨＡＣＣＰ手法の普及促

した県組合ホームページへ

今後のスケジュールは６

の充実及び組合員店舗登録

年４・５月に三重

•••••••••••••••••••

株券を不発行とするため

ング株式会社は株券を発行

定款第６条を削除する件

し、各都道府県菓子工業組

行った。今後は株券を発行

万３千４百ト

可能になった。ついては、

く必要があります。

基準は５年間の猶予期間の

一般消費者への情報提供の

年４月１日から

取り組みます。

等により紙面の充実を図り

後、平成

・平成

ます。

日に公布

でいませんが、その成果が

ック会議開催補助、パソコ

年６月

遠からず及んでくることが

ン導入促進融資、経営改善

充実、国の補助により作成

産業振興機構からの国内需

米、もち米、北海道小豆、

⑵「お菓子何でも情報館」

なっている。

天津小豆等の共同購入、斡
検証セミナーなどを行いま

菓子何でも情報館」による

旋事業を引き続き実施しま

の促進

平成

の支援

全菓連ホームページ「お

す。

ブロック長会議、各地区

⑸青年部活動の支援

ンター、アルコール洗剤等

ブロック大会の開催等の支

す。

の必要資材の斡旋を引き続

援を行います。

②包装資材、出版物、プリ

き実施します。
⑹第

Ｌ共済保険制度のほか、引

回全国菓子大博覧会

③全組合員を対象としたＰ

き続き任意ＰＬ保険の加入

考慮し、農水省では独立行

による生産減の可能性等を

県で開催される予定の第

脱脂粉乳の輸入について

政法人農畜産業振興機構に

年度のバター及び

促進に努めます。

回全国大菓子博の開催計画

日

平成

⑶全国役員研修会、ブロッ

は、

追加輸入の判断を行なうこ

合で保管していただいてい

する旨の定款の規定を廃止

追加輸入を実施すると発表

本年度は既にバター２千

年に商法が改

（生乳換算

株券の紛失等の事態を防止

した。

８百㌧の輸入入札が実施さ

るが、平成

最近の生乳生産について

り、バター・脱脂粉乳の生

れているが、今回の追加輸

とと公表されていた。

よるバター及び脱脂粉乳の

等に対し、必要に応じて助

日に、５月
言など支援を行います。

月

ク会議の開催

月に東京で

①全中の助成を受け、全国
役員研修会を

⑴菓子工業新聞（全菓連ビ

３．情報提供

②各県組合相互の情報交換

ルへの委託事業）

実施を予定します。

並びに全菓連の事業推進の

年度は昨年
度より増加する見込みとな

ン ）、 脱 脂 粉 乳 ５ 千 ㌧（ 生

産量は、平成

っている。しかし、年末の

乳換算３万２千４百㌧）と

各県組合情報提供制度を
拡充するほか、原材料情報、

バター需要期における安定

ためのブロック会議を継続
実施します。

需要喚起の方策、材料メー

的な供給、夏の気象状況等

27

続の可否を問うために衆議

２．組合活動
⑴需要喚起対策
①菓子需要喚起キャンペー
ン
全日本菓子協会が窓口と
なり菓子業界と砂糖業界が
一体となって取り組む菓子
需要喚起対策事業（平成
年度以降継続）に引き続き
参画します。
②各県組合等が実施する菓
子祭り等の需要拡大の取組

そ の 際、「 慶 弔 見 舞 金 支

に引き続き助成します。

給並びに表彰に関する規定
を改正し、助成対象を明確
化します。
⑵原材料等の安定確保対策
等の経済事業（全菓連ビル

⑷各県組合活動の支援

カーの情報提供、品質管理

日に官報による公告を

・表示に関する情報の提供

27

50

10

組織活動対策補助、菓子

12

への委託事業）
①菓子の原材料の安定確保

12

祭り等の助成、全菓連ブロ

27

のため、関係団体、企業と

29

27
24

の連携の下に、国産加工用

23

26

11

27

10
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事業者等で義務免除になっ

た、栄養成分表示も小規模

取るのも容易ではない。ま

係のあるところのみを読み

するものなので、菓子に関

③当該食品と同様の組成と

を表示する。

成分の量から算出した数値

シピに従って原材料の栄養

タを用いて製造配合表、レ

②「食品成分表」等のデー

を表示する。

と。その過程では、各組合

作成したらどうかというこ

養成分を表示した一覧表を

かい製品の品目名とその栄

して利用できるような、細

品と同様の組成である」と

細業者の方々が「自社の製

食品表示の今後の
対応について
ていたとしても、お客様か

の意見も求めたいと考えて

日表記の件について全国の
ら求められると対応せざる
考えられるものを分析して

全菓連では、５月
組合に宛てて、以下の連絡を行っています。
を得ない場合も生じるもの
※小規模企業者とは、お
特に栄養成分関係は、業

いる。

おむね常時使用する従業員

推定によって得られた値を

得られた値その他合理的な

既にご案内のとおり、食

る事業として営む者につい

ビス業に属する事業をすた

いたいと考えている。

体と協力し、次の対応を行

洋菓子協会連合会等関係団

全日本洋菓子工業会、日本

力も得ながら、小規模・零

手法に着目し、専門家の協

在検討しているのは、③の

ずれの方法でもよいが、現

事業者により①～③のい

解していただきたい。

要する作業となることを理

を仰ぎながら相当の時間を

構築となるので、国の指導

界としてのデータベースの

が、加工食品への適用は５

ては、５人）以下の事業者

１・関係法令、Ｑ＆Ａ等の

表示する。

年間の猶予期間が設けられ

とされているが、菓子製造

菓子協会、全国和菓子協会、

全菓連としては、全日本

と考えられる。

品表示法及び新食品表示基
の数が

人（商業又はサー

準は４月１日に施行された

ているので、今回変更にな

小売業については商業に属
菓子に関係ある部分だけを

動機」講師・吉井純起氏（デ

•••••••••••••••••••

年４月１日からでよ
するとされていることに留

が認められている。

青年部第

回中・四国

７月

～

日、製菓衛
24

会、県菓子会館、受講料・

生師受験のための講習

23

ザイナー）、下関市・春帆楼

合員の皆様に提供する。

行事予定

消費者庁は、今月全国９
２・栄養成分表示について

抜粋して印刷製本の上、組

か所で新食品表示基準の説

意する必要がある。

った事項等への切り替えは
平成
いこととなっている。
また、今回新たに義務化

明会を行い、また、同庁の

県組合員及びその従業員６

された栄養成分表示につい
ては、消費税の納税義務免

ホームページには表示基

ブロック大会、講演会「デ

千円、以外は８千円

～２日、全菓連

除業者（当分の間、中小企

①定められた方法により製

ザインを通じた菓子の購買

７月

業基本法第二条第五項に規
準、Ｑ＆Ａ等が公表されて
品を分析して算出した数値

は、以下の３つの表示方法

定する小規模企業者を含
いるが、食品全体を対象と

愛知

長崎お菓子歳時記

「和、華、
蘭」
のちゃんぽん

にすばらしい歳時記があり

ます。各地方にもそれぞれ

ら、それぞれ単独のすばら

長崎風にアレンジしなが

ように融合してその良さを

の時季には屈原にゆかりの

菓子が使われます。又、こ

男の子の出世を願い鯉のお

す。五月の端午の節句にも

ありますが、このカステラ

の 地 域 団 体 登 録 商 標 ）」 が

テラ（長崎県菓子工業組合

長崎と言えば「長崎カス

うに、全国に発信できる事

て全国に伝わっていったよ

南蛮菓子が長崎街道を通っ

いく事はもちろん、砂糖や

さを長崎の人に伝え残して

様々なお菓子が歴史と共に

しい事柄として輝やいてい

知れません。

息付いているのではないで

を期待して行きたいと思い

壁常吉氏は５月

日に逝去

福井県菓工組元理事長大

大壁常吉 氏逝去

福井県菓工組元理事長

敬 弔

長・岩永徳二

長崎県菓子工業組合理事

ます。
の 団 体 登 録 商 標 ）」 や 鯉 カ

を進化させながら「桃カス

ステラなど様々なお菓子が

テラ（長崎県菓子工業組合

元々長崎は、長崎氏が統

汁粽です。カンスイの一つ

登場しています。桃カステ

ある粽が全国的に登場しま

す。それぞれに菓子文化が

続させています。例えば、

で唐灰汁を使います。これ

す。長崎の粽と言うと唐灰

有ります。それ以外にも桃

お雑煮のだしは昆布と鰹

ます。今日少しずつ変わり

長崎と言えば観光と言う

率していた千五百人位の小

節、餅は丸餅と京風に近い、 は、長崎ちゃんぽん麺にも

ながらもまだその魅力を存

イメージもあると思いま
の節句、端午の節句と大き

さな町であったと言われて

しょうか。

す。確かにランタンフェス

います。長崎氏と大村純忠

合ったお菓子が今でも沢山

くお菓子が動いていく時節

使われています。近年嬉し

が有ります。そこも長崎の

味と食感があり長崎粽の主

い事に、このお菓子が長崎

ティバル、帆船まつり、あ

宗のお寺や唐人屋敷など、

流です。一般的には植物の

にしかないお菓子として地

じさい祭り、精霊流し、そ

によって１５７１年開港、

中国文化が入り、桃の節句

葉などを使って作ります

方に長崎の良さを伝えよう

ラ、鯉菓子などその時季に

キリシタンの町として始ま

や端午の節句など長崎風

が、長崎の粽は円柱の木綿

と発送が増えてきた事で

使われています。独特の風

り、貿易と共に幕府直轄の

に、そして、ポルトガル、

の袋に糯米を詰めて作りま

中国との交流があり、黄檗

天領となり発展していきま

す。この粽、細長いので切

而して告別会は５月

オランダの文化と同時に南

す。又これに合わせて発送

日、福井市・西木田合掌会

蛮菓子、砂糖が入りすばら

できなかったお菓子も各店

館でしめやかなうちにも盛

した。その中に、和の世界、

舗が試行錯誤しながら頑張

儀にとり行われ、業界関係

中華の世界そして蘭の世界

を嫌いこれも木綿の糸で切

っているとこです。長崎は

者多数が焼香した。

された。

り分けます。昔はなかった

４４０余年とまだ短い歴史

って食べるのですが、金気

木綿、長崎だからこそ、貿

では有りますが、長崎の良

しいお菓子が誕生していま

三月の桃の節句には、お

易で入手した貴重な布を贅

として特別な世界が生まれ

祝返しとして、命名や寿賀

沢に使う事が出来たのかも

す。

の祝にも長寿と災難除けと

ツ、情緒と長崎で俗に言う
「和、華、蘭」の世界で有

して桃のお菓子が使われま

ました。建物、食、スイー

（日本初のキリシタン大名）

長崎ちまき

歳時記の良いところで有り

崎
して長崎くんちと続きま

長

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

15

1

ります。この三つがうまい

28

20

む。）は免除されている。

山口

具合に長崎のちゃんぽんの
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した。

長、槌谷青年部部長が参加

るような、菓子文化を発信

からの日本を背負っていけ

お互いが切磋琢磨してこれ

子屋として生き残るには、

近畿ブロック大会を開催

タイで日本のお菓子の文化交流会を行う

けて精一杯、皆様のご商売

います。これから２年間か

目指したいと心より思って

全菓連青年部になることを

上に皆様にとって役に立つ

と感じています。今まで以

だやれることは山ほどある

界、お菓子の世界でまだま

り「我々青年は和菓子の世

クトＩＮチェンマイ大学・

第２部では、橘プロジェ

た。

畿ブロック役員紹介があっ

福岡副理事長より挨拶、近

ます」と挨拶を述べた後、

を展開していきたいと思い

かに役に立てるような活動

あるいは人間力の高まる何

の融合により、日本の心の

ら、橘や菓子と様々な資源

の元祖」と言われることか

った「橘」が「日本の菓子

が「常世の国」から持ち帰

け、田道間守（たじまもり）

０年前に垂仁天皇の命を受

ロジェクトとは、約２００

ビデオで上映された。橘プ

日本菓子文化交流会報告が

文化、日本の安心安全なお

青年部員が和菓子の歴史や

ジェクトで、近畿ブロック

ー、家政学科との共同プロ

マイ大学の日本研究センタ

る。タイ北部にあるチェン

済産業局の助成事業でもあ

各地の取組の総称。近畿経

域の活性化を図ろうとする

豊かさを世界に発信し、地

ある。

とも称される美しい古都で

第二の都市で「北方のバラ」

北方約７２０㎞にあるタイ

ンマイは、首都バンコクの

２００名が参加した。チェ

大学生や教員、一般の方約

験教室を行い、チェンマイ

の試食会、和菓子作りの体

菓子作りの講演会や和菓子

大会・大阪大会は、５月

連合会青年部近畿ブロック

第７回全国菓子工業組合

全菓連
青年部

大会では、青年部綱領唱

できればと思います。日本

と、初めて和菓子に触れ合

和、愛の菓子斉唱の後、天

うので苦労する方がほとん

野近畿ブロック長より「２

日、ホテルモントレグラス
ミア大阪で開催され、約

あるが、食べたことがない、

にとどまらず、世界に向け

月

知らない方が海外には多い

日にタイのチェンマイ

名の青年部員が参加した。

前近畿ブロック長の中島

て発信できるその大本が日

氏より「大阪も海外からの

本の、近畿の各単組の皆様

どですが、タイの方々は器

交流会を行

ことが分かりました。タイ

大学で日本のお菓子の文化

全菓連からは、福岡副理事

お客様がたくさんお見えに

用で、初めて扱うはずなの

であればいいと思います。

に、仕上げや扱い方におい

い、タイの大

では、日本の蒸し饅頭が「Ｍ

近畿７府県と言いまして

Ｏ Ｃ Ｈ Ｉ（ も ち ）」 と 言 う

も、まだ全部の県が揃って

なっています。ほとんどの

学関係者に喜

方が、日本の食文化につい

ばれ、我々自

て上手で、興味を前面に出

た。初めて触る材料、初め

名前で売っており、最初に

いません。その残りの県の

てする作業で、通訳を通じ

て興味を持っています。タ

身も良い経験

大阪菓業青年クラブの津

て説明しているのにも関わ

し好奇心あふれる印象があ

田氏より「当日まで準備の

らず、とても上手に作られ

りました」。

方も是非参加してもらいた

流れや人数の変更、学生の

感動しました。タイで、石

それが広まったのだろうと

いという思いと、参加して

部分が助成の対象となり、

動向を聞いていたが、当日

鹸を刃物などで加工しさま

『もち』と名付けて売られ、

になりまし

いただいています各単組の

事業を行うことができまし

に学生とお菓子を食べても

ざまな花の形の民芸品を作

イは、経済成長によりＧＤ

た。日本のお

青年部の皆さんがそれぞれ

た」と説明された。

らった笑顔を拝見しつつ、

る現場を拝見しましたが、

Ｐで日本の三分の一位まで

菓子が、受け

の店で、それぞれの地域で、

兵庫県菓子工業組合青年

アンケートに協力していた

そのあたりの器用さが出て

豆や煮豆をかけて食べるこ

人気です。団子も大福も、

朝生を大乗するお菓子が

に何が話せるのかと不安に

ので、大丈夫なのか、自分

つようなことを聞いていた

松田氏より「外国で実演を

大阪生菓子青年クラブの

と実感しました」。

問があり、日本のお菓子に

ました。材料や作り方の質

ばれているのでバラを作り

天野ブロック長より「皆

いと見えない物が多々あっ

分からない、外に出てみな

できて、
勉強になりました」
。 した。１歩踏み出さないと

で、いろいろなことを吸収

たと思います」と報告があ

の菓子文化を世界にという

となども思い起こして、暑

カタチも色も変わらない菓

さんが参加されて、よかっ

からない状況の中で動きま

さを忘れる夏のお菓子を。

たよと仰っていただき、成

った。

興味を持たれていました。

その後、兵庫県立政策科

作るときも楽しそうで、抹

功したと思います。前もっ

学研究所教授當間克雄様に

するのは、言葉も通じない

て準備していてもタイでは

ので不安でした。現地の設

茶と一緒に食べていただい

すべてうまくいかない国と

思っていましたが、参加者

備について情報だけで、実

た時も、とてもおいしそう

は熱心に和菓子の歴史に興
味を持ってお聞きいただき

に召し上がっていただいた

子だからこそ、味の違いで
大きな単品のギフト箱が

いことも、一つのアピール

際に行ってみないと分から

差がつきます。日持ちしな
売れる時代ではありませ

ない部分がありました。し

■便利な世の中

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

京都府菓子工業組合青年

入れられ喜ば

それぞれの県で活発に活動

部竹本氏より「タイの方が

だいた。実際に行うと人と

きていると思いました。講

思われます。まだまだ知ら

れることを参

されて、それを持ち寄り近

和菓子を食べるのか調べた

の関わりができたことを感

になり、日本車が多く走っ

加者は感じま

畿ブロックがますます盛ん

が、どらやきは知っている

謝しています。こういう事

部の北川氏より「松田氏同

した。日本は

になれるように皆様ととも

程度とのことで、実際にど

様器用と言うのは同じ感想

高齢化社会、

に、頑張りたいと思います

きました。あらゆるサイク

のような反応を示すのか、

ないことがあり、伝えない

人口減とな

のでご協力をお願いいたし

ルが速くなっています。今

といけないこと、知っても

り、供給過剰

ます」と歓迎の言葉を述べ

て飲んでいたことも、その

の時代を生き抜く知恵こそ

習したのは日本の桜と、チ

ています。これから成長し、

が続いていま

た。次に槌谷青年部部長よ

名残でしょうか。午後の一

業はお菓子屋の団体であ

それに伴い日本に来られる

す。その中で、

っかけにしたいところ。若

服に、小さくて甘いものを

日本学生と違って時間通り

で、日本の学生に講習する

菓子業界が菓

い人とのコミュニケーショ

が求められています。

ェンマイが北方のバラと呼

らいたいことがたくさんあ

数年間に入社した方々にと

ンにヒントがあると思いま

一口添えるのも同じこと。

り、青年だからできること

お客様も年々増えていくの

っては、日頃の生活のなか

す。

来ないとか、授業中席を立

より上手に作られていまし

若葉が空一杯にひろがっ

で、当たり前になってきて

■朝生のパワー、すごし！

ると思いました」。

ています。四季のある生活

いることを、ちょっと違う

南国では、かき氷に甘い小

ろ、さっそく抹茶色が好評
とのこと。
■世代間コミュニケーショ

さて、機械化が進むにつ

ンを

け、機械に残った材料で何

ました。短い時間の中で、
ん。でも、箱を開けたとき

様々な種類の和菓子がある
に楽しく映るお菓子は、い

かもしれません。夏に売れ

砂糖にはもともと体温を

る和菓子、総点検してみま

下げる効果があり、そもそ

よる記念講演（以後掲載）、

時期なのかもしれません。

言われていました。実際当

満ち足りているようで、実

のが印象的でした。事業と

記念撮影、関連協賛業者展

かできないものかと考える

かし、設備も道具も想像以

示、銘菓展示会が行われた。

ようになりました。上手に

事にも興味を持っていただ

日の参加者も、２～３週間

せんか。

前にならないとはっきり分

つの時代も人気です。専門

して、お菓子を通じて海外

も貴重品として扱われてき

の方と触れ合うのも初めて

はもの足りないことがない

上に調理のしやすい良い環

工夫して「おやつ菓子」に

境でした。日本で講習する
なにもかも便利になって

店の腕のみせどころですね。

けましたし、質問もあり意
ました。麦茶やジャスミン

識が高い方が多く、興味は
茶のなかに少し砂糖を入れ

城戸翔寉（きどしょうかく）

か？小さなことも素通りせ

豊かな毎日のなか、ここ

すれば、これまた好評。

ず、よい商品を生み出すき

その 241
6月

で、タイを選びました。我々

に感謝。サブレは今の季節

■夏こそ甘い点心！

青年部近畿ブロック大会

に合わせて、青葉色にした

角度から考えてみるとよい

タイ・チェンマイ大学で日本のお菓子の文化交流会

27
80

いよねえ、と提案したとこ
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第915号

で菓子技術専門校の運営は

す。昨年は韓国からの入校

おり各地で活躍していま

から南は長崎まで卒業生が

県内はもとより、北は山形

までの卒業生は２６４名で

年目の現在

数少ない公立の和菓子の専

す。生徒は業界人とは限ら

ける様に頑張っておりま

をより多くの人に学んで頂

強をして、すばらしい技術

ます。また講師陣も日々勉

舗の工場長が在籍しており

かしい称号を持つ者・各老

県菓子技術専門校に是非一

くされども理想は高い島根

可能なのです。バリヤは低

た講師なので、この運営が

の上講師陣は使命感に燃え

ので、入校希望の方・詳し

ースは７月から始まります

待ちしております。実技コ

く為に入校されることをお

人でも多くの方が技術を磨

島根県菓子技術専門校事

学も受け付けております。

をお待ちしております。見

い内容を知りたい方は連絡

門校で、創立

特筆すべきものといえま

島根県菓子技術専門校

島根県菓子工業組合は組

す。この学校は国の認定し

技能士２級 の 実 力 を 目 指 し て

合員数約１２５名の小さな

下関でお待ちしています

種も同様で、菓子屋にとっ

手島さんの取り扱う最中

•••••••••••••••••••••••••••••

務局・高島佐枝子

組合ですが、いくつかの誇
ず一般の主婦の方、将来は

緒に活動することになりま

青年部活動最後のおもてなし

後継者となるご子息が長く

るお菓子屋さんを大切に、

は最中種を必要としてくれ

て作ってくれるところがあ

年に全菓連青年部

した。この７月１日（水）、

っています。今年の入校生

業が始まり、色々な餡を作

技能開発コース出身の人

技術を学ぶことです。現に

開発コースでのより高度の

の実力を養うことと、技能

学校の目標は技能士２級

んでいます。

を習得する為に皆熱心に学

も務めている上島竜兵似の

開 ／ 笑 ）。 県 の 組 合 の 要 職

んは御年○○歳（年齢非公

２代目部長の手島柳太郎さ

くりに多大な貢献をされた

成期を支え、現在の組織づ

ました。山口県青年部の創

が発足して早や

屋になくてはならない素材

の手島最中店です。和菓子

彼が営むのは最中種専門

春帆楼」で開催されます。

県屈指の観光都市「下関・

行委員長を引き受け、山口

ロック大会は手島さんが実

回全菓連青年部中四国ブ

という手島さん。若いメン

年部の活動から引退される

の実行委員長を最後に、青

この中四国ブロック大会

島さんらしいお言葉です。

教 え は「 常 に 謙 虚 に 」。 手

遜されるご子息へ、一番の

ます。まだまだ修行中と謙

続けられるよう指導してい

ってあたりまえ。手島さん
平成

２日（木）と開催される第

名ですが皆が講師の技

が、習ったお菓子を早速店

愛されるキャラクターは当

で、厳選されたもち米を原

今年度は５月

は

料に日々製造から配達まで

きた数々の思い出をたどり

ことなく同じ目線で築いて

バーと共に楽しみ、偉ぶる

長、メンバーがお迎えし、

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。

生があり、帰国後お店を開

和菓子教室を開催したい

体験型の古民家民宿をして

校は、平成元年の松江に於
等、動機も様々ですが技術

いているようです。この学

回全国菓子大博覧

ける第
年が過ぎ

を沢山習得する様に熱心に

頭に並べ好評を得ていると

かねてから店を手伝って

時から変わっていません。

会の成功を記念して開校し

講義・実技に励んでいます。

いう話を聞きます。特筆す

ました。

講師陣は６名（内材料屋２

べきは学費の安さで、もと

いたご長男も店と青年部の

数店。丹精込めて

手掛けます。取引先は山口

日より授

年度より現役の

講師を４名迎え授業内容を

もと組合運営で営利を目的

後継者として、このたび一

名）で、

充実させました。講師の中

にしていないからです。そ

県内約

には「選・和菓子職」の輝

「縁」を紡ぐ最高の一日に

ながら、青年部生活のラス

閑話休題、このほど山口

なるようおもてなしさせて

練り上げたあんに合う味と

県で歴史あるあんこ屋さん

いただきますので、皆様方

考えられるのは、指導者と

ってきているのではないか

が廃業します。苦渋の決断

と下関でお会いできるのを

トを下関で飾ります。手島

と思えます。全体としては

であったと思いますが、そ

楽しみにしています。

親子をはじめ山口県歴代部

良くできていても、販売す

こで初めて「ないから困る」

型を長年の信頼関係で忠実

るためにはあるいは試験に

菓子屋がたくさん出てきま

に守っています。

合格するためには、微妙な

いうか細かなアドバイスの

コツというかテクニックが

す。代替の取引先を探して

理事・恒松恵子

加賀で育って77年

た訓練校であり、全国でも

込み加工、羊羹包丁仕上げ、

必要となってきます。現在

右往左往します。

山口県菓子工業組合専務
では若返りをはかること
や、先ほど申しあげた多く
の事情からこのような人材
の確保が難しくなってきて
います。できれば、製菓業
の集合体である組合が情報

武孝昭

まんまろん

るべきものがあり、その中

一文字もの等々多種類の作

や少なくなってきているよ

できる技術職人が少なくな

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

今年も技 能 検 定 に 挑 戦

以前も紹介しましたが、

取り
組む

岡山県におきましては和菓
業に３時間あまりをかけて

技術職人 育 成 を 組 合 で

子製造の技能検定を実施し

合格者は１級が０名２級

日ごろ磨いた技術を駆使し

が１名という結果に終わり

て取り組みました。

合格者には県知事より合格

ました。ここ数年の結果を

ています。１級合格者には

証書が交付され、技能士と

見てみますと合格者数がや

厚生労働大臣より２・３級

年度後期試験も㈱源吉

称することができます。平

うに思われます。その原因

成
兆庵の研究室を会場として

のひとつに包餡手細工を始

う何か考えてみたいと思い

行われ、関東及び地元岡山

イントとして菓子業界を発

ます。

から受験申請があり１級に

提供の場として、技術交流

展させるためにもその習得

めとする基礎的な技術ある

械化、作業単純化をはかり

時間をつくっていただきた

３名２級に２名が挑戦しま

がちですが、日本の伝統技

いと思います。またひとつ

・技術向上の場となれるよ
する機会が少なくなってい

術を継承するためにもま

いは幅広い製菓技術を習得

種造りから始まる蒸し菓

るのではないかと思われま

た、その技術をセールスポ

した。

子の製造、高度な技術を要

す。企業としては採算を重

岡山県菓子工業組合・宮
視し生産性を上げるため機

（Ｘ・Oたっぷり）

（型焼き）

15

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

チーズカステラ

本格的カステラ

10

19
15

する練り切り製品、羊羹の

和菓子製造の技能検定

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。

山

20

島根県菓子技術専門校

根
島
岡
26

紋様埋め込み加工・餡すり

手島さんとご長男

（スライスしてあります）

あなたの笑顔に
会いたくて…

口
山

17

21
24
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（５） 平成27年６月15日

１・

チャリティーコンサート

奏者

ヶ月それぞれの月を表現し
波立杭焼珀耀窯窯元の陶芸

をお寄せくださいました丹
子 博 ２ ０ ０ ８）

子大博覧会・兵庫（姫路菓

ターでは本物の姫路城オー

木村優一さんと共
た和菓子と、菓子の芸術作

プンに合わせて、４月１日

和太鼓チャ

に、「 １・

日まで姫路市内の和

を展示。和太鼓による音楽
作品を菓子器として使用さ

いただき、素晴らしい陶芸

化センターへのお引越しで

せていただきました。また、 イーグレひめじから姫路文

の移設作業を行いました。

の夢」のサイズを縮小して

ました。皆様も姫路にお越

ルなどの特別展示も開催し

や姫路菓子博の思い出パネ

洋菓子職人による工芸菓子

から

｣で の メ イ

芸術とともに、製菓技術者

いまだ復興の続く東日本大

白鷺

地 』」 の 開 催 に 寄 せ て「 和

の感性と技能によるお菓子

ン工芸菓子「姫路城

菓子で伝える日本の文化」

の展示を行い、約４００人

家・清水一二さんにご協力

県内でも震災の記憶を風化
展を開催しました。お菓子

品といわれる和風工芸菓子

阪神・淡路大震災発生か

を通じて、多くの皆様に日
にお集まりいただきまし

震災の被災地に少しでもご

す。イーグレひめじでの展

しの際には新しい姫路城と

た。当時は全国の皆様より
本の文化を知っていただき

と も に 工 芸 菓 子「 姫 路 城

されました。兵庫県菓子工

白鷺の夢」もお楽しみくだ

多くのご支援、ご協力をい

示の中「平成の大修理」に

さい。

より本物の姫路城が覆われ

たいとの思いから、１年

て見えなくなった際には

協力ができればと募金活動

業組合でも神戸ハーバーラ

方にお菓子をお配りしまし

「代役」としての活躍も果

を行い、募金をいただいた

ンド・スペースシアターに

２月

日と

日、「 第 ５

行うとともに、地元高校生
によるお茶席、スイーツに

催され、三重県津市内の和

た。この２日間で約１５，

イベントなどが行われまし

関するさまざまなステージ

洋菓子店が一堂に会し、各

０００人の来場者が訪れ、
会場内は連日大いに賑わい
ました。
このイベントの幕開けと
同時に始まったのが、津市
物産振興会スイーツ部会が
今年度の新商品開発事業と

岩手県菓子工業組合（齊

年度総会

二十六年度は、旧事務所入

居マンションを売却し財政

の健全化に努めたほか、事

スを整備し、岩手県の観光

務所併設の菓子展示スペー
を盛り込んだ計画を採択し

関連産業と連携出来るよう

買い求める姿が見られ、各

組合員共同購入の拡充など

か、岩菓工だよりの発行、

平成二十六年度の決算のほ

ンプラザ及善で開催され、

十一日、一関市千厩町のサ

七年度総会は、去る五月三

い」と挨拶した。

来るよう取り組んで参りた

合加入のメリットが実感出

各種共同購入を充実し、組

進めてまいりたい。特に、

さんと協力して事業を推し

子業界も厳しいが組合員皆

のとりまく情勢により、菓

齊藤俊明理事長は「昨今

と語った。

に応えるよう取り組む意向

業を拡充し、多様なニーズ

を進めるほか、共同購入事

年春までに更なる準備作業

菓子博に向け、平成二十九

藤俊明理事長）の平成二十

イーツ業界からも発信する

店で売り切れとなる好評ぶ

そして、同じテーマの新

ング会を開催し、農家の拘

４軒の茶農家によるマッチ

昨年秋、部会員と津市内

識を高めることにも繋がり

品に刺激を受けて個人の意

を深め合い、また他店の商

交換や意見交換により知識

で、部会員間における情報

沢仁

岩手県菓子工業組合・小

齊藤俊明理事長は、三重

ため、部会員の各店で「津

りでした。
新作スイーツを考案すると

りや茶葉の特徴などを確認

ました。

商品開発に取り組むこと

しながら、各店ごとに商品

いう取り組みです。

に最適な茶葉を選定しまし

部会では、このように協力

津市物産振興会スイーツ

し合い、さらに切磋琢磨し

た。

店舗か

ながら、今後も新しい取組

その後、各店で試作を繰
り返し、最終的に

品の新作スイーツ

みに挑戦していきたいと考

事長・川嶋昭夫

三重県菓子工業組合副理

えています。
売を開始したこともあり、
この２日間、会場内の各所
で来場者が新作スイーツを

事業報告によると、平成
で採れた茶葉」を使用した

に取り組んだ。

た。

平成

共同購入事業を拡充

たしました。姫路文化セン
山優子
３月には 第｢ 回全国菓
•••••••••••••••••••••••••••••

兵庫県菓子工業組合・奥

た。

た。なお今回の事業にお心

年目と
おいて、神戸出身の和太鼓

ただき、誠にありがとうご

日（土）は兵庫

ざいました。震災
なる１月

店自慢のスイーツの販売を

25

20

回スイーつフェスタ」が開

22

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

１.17 和太鼓チャリティーコンサート『大地』
スイーつフェスタ

21

27

手
岩

20
17

津のお茶を使った
新 作 ス イ ー ツ 取開り発組みの

白鷺の夢」
工芸菓子「姫路城
が発表されました。このス

ら合計

12

イーつフェスタで一斉に販

18

して取り組んだ「津のお茶
を使った新作スイーツ」の

これは、三重県が生産量

発表会でした。

全国第３位を誇るお茶の産
地であり、津市でも美味し
いお茶が採れることを、ス

平成 27 年度総会

12

ら今年で

させず、後世に伝えていく

リ テ ィ ー コ ン サ ー ト『 大

17

ための様々なイベントが催

共催事業などを開催

17

年となりまし

10

庫
兵
重
三

平成27年６月15日 （６）
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滋賀県高島市特産
となく作り続けられていま
す。

年にお店を受け継がれ現

はあるが、今自分達に出来

が発案され、１年の試行錯

業後、愛知県名古屋市の菓

守さんは地元安曇川高校卒

３代目の田口守さんです。

バー最中」を受け継ぐのは

す。発足当時から現在も青

年部発足以来のメンバーで

れ、滋賀県菓子工業組合青

組合活動に積極的に参加さ

にもかかわらず、守さんは

少人数での製造販売作業

語って下さいました。

だけの力を尽くします」と

けていく為なら、私は有る

青年部がこの難題を切り抜

らを目標にし、これからの

必ずあるはずである。それ

な時代でしか出来ない事が

る事を考えれば、このよう

誤の末に商品化されたもの

年部に携わり、多くの事業

在に至ります。

かつて大溝と呼ばれた高

が「ガリバー最中」です。
宗 庵で修行を行いながら、

をこなしてきた守さんは

そして現在、この「ガリ

島市、その城下町に店を構

夜は愛知県菓子職業訓練高

業されました。お店の看板
こし餡と粒餡との中間位に

海道産小豆の粒餡ですが、
修行時代を歩まれました。

「全国的にも組合の衰退が

部長・植田真之介

芋を使ったお菓子を実演・販売

•••••••••••••••••••

著しく活動が厳しい状況で

ラや洋菓子といった幅広い

焼き菓子を中心に、カステ

修行先の菓宗庵では、主に

か

える田口製菓舗は、江戸初
最中種には地元滋賀県特産

校の夜間部に通い、厳しい

商 品 は こ の「 ガ リ バ ー 最
仕上げられ、粒の隠れ具合

しゅうあん

の滋賀羽二重餅粉を１００

やまそう

期から戦後まで続いた老舗

％使用しており、中餡は北

中 」。 な ぜ ガ リ バ ー の 名 前
が丁度良く作られていま

ん分けをし、昭和

が付くのかというと、旧高

分野の製造を任されておら

場者に日替わりで金魚など

す。また、最中専用のレト

回西日本食品産業創造展

の上生菓子を講習した。ま

第

日刊工業新聞が主催し、

島町が平成４年に、奥高島

れました。そこでの経験は

九州全県と山口の各菓子工

た、和菓子職人による工芸

ロなパッケージも観光客や

回

菓子・四季の創作和菓子と

青少年旅行村という観光施

にも多く役立てられていま

業組合が後援する「第

工芸菓子コンテストの受賞

現在の自店舗での菓子製造

す。修行を始め５年半が経

日、マリンメッ

西日本食品産業創造展」が

地元リピーターからの人気

った頃、御両親が体調を崩

５月

設名をガリバー青少年旅行

されたため田口製菓舗へと

を機に周辺では数多くのガ

興しの運動が始まり、それ

れやお菓子の洋菓子化、ま

至るまで、町民の和菓子離

ですが発案当時から現在に

ました。

リバー事業が展開されてい

そんな「ガリバー最中」

戻られ、それからはご両親

セ福岡で開催された。

を呼んでいます。

と二人三脚で製造販売をさ

村に変更したのをきっかけ

けて来ましたが、配合、製

れてきました。その後平成

ほど出回っていなかったド

ッケージに入れたり、高品

ひめ」を使用したシフォン

福岡産いちじく「とよみつ

会長賞

▽福岡市技能職団体連合会

長賞

▽福岡市菓子協同組合理事

姉川新二（㈱石村萬盛堂）

支社長賞

西岡隆利（㈱ひよ子）

賞

▽福岡市食品衛生協会会長

柳賢祐（㈱五十二萬石本舗）

◎四季の創作和菓子

ジバンビ社長であり、熊本

▽博多マイスター賞

▽日刊工業新聞社西部支社

川浪真代（㈱村岡屋）

◎工芸菓子

古屋正宏（㈲左衛門）

賞

▽福岡市食品衛生協会会長
長賞

支社長賞

原田実樹宣（㈱千鳥屋本家）

支社長賞

▽日刊工業新聞社西部支社

田中好治（㈲左衛門）

長賞

▽福岡市菓子協同組合理事

宮本敬一（㈱東雲堂）

長賞

▽福岡県菓子工業組合理事

され、受賞者は次の通り。

お菓子のコンテストも開催

販売を行った。芋を使った

を使った焼き菓子の実演・

福岡菓業青年連合会は芋

舗）

佐藤理子（㈱五十二萬石本

田浦光義（㈲左衛門）

スチールギターを弾いて音

▽福岡市技能職団体連合会

▽福岡県菓子工業組合理事

楽を楽しみながら、連日東

会長賞

ケーキやパイ饅頭、タルト

ＡＣ神戸」とのスポンサー

現在は熊本、福岡、神戸、

最初は小ぶりのバナナく

奔西走しています。

長池博（㈱石村萬盛堂）

などを展示した。

契約を結び、２０１１年に

社長から「入院中、世の中

沖縄など県内外に８店があ

らいの大きさで返品も多く

【エピソードの出典は４月

▽日刊工業新聞社西部支社

質の黒糖を使用するなどの

福岡市菓子協同組合は和

と悩んでいたところに阿蘇

同チームが優勝を果たすと
注文が殺到し大ヒット商品

にないものを考えろ」と言

商売になりませんでした

岡崎歩（㈱ひよ子）

粘り強い工夫で売り上げが
徐々に伸びていきました。

菓子体験講習会を開催。来

ーナツを食べて「これだ！」

さらに２００９年から女

と直感しました。
以来我流でドーナツを作

子サッカーチームの「ＩＮ

県菓子工業組合副理事長の

吉田社長は、大阪の銀行

って商品化するも失敗も多

吉田高成氏が生みの親です。

福岡県菓子工業組合では

25

に、ガリバーを軸にした町

った、様々な時代の変化の

法、原材料等一切変えるこ

〜

た、市町村合併に伴いガリ
中で多くの壁にぶつかり続

者は次の通り。敬称略。

バー町興しの衰退などとい

25
22

く「もう一工夫できないか」

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

黒糖ドーナツ棒
誕生の秘密は「カントリー
ミュージック」と「スキー」

20

代半ばに、

フジバンビの前身「冨士製

でスキー中に足を大怪我し

に勤めていた

菓」社長である義兄に誘わ

入院する事になりました。
当時専務だった吉田氏は
化社会の到来が話題になり

われ、病院を抜け出しなが

通じて親交があったカント

が、食べやすいサイズにす

局・野田尚美

熊本県菓子工業組合事務

14

「黒糖ドーナツ棒」は現フ

「黒糖ドーナツ棒」開発

れて入社しました。

年前高齢

始め「堅いかりんとうだけ

ります。

のきっかけは、

でなく、洋風の新しい商品

ら開発したのが「黒糖ドー

となりました。

ができないか」と思案して

リー歌手のチャーリー永谷

るなどの改良を重ね、さら

社長は時に趣味の一つの
ナツ棒」でした。

さんに、長崎・佐世保の米

に熊本出身のエッセイスト

そんな折、趣味の音楽を

いたことに始まります。

軍将校クラブに連れて行っ

水間魔遊美さんの文字をパ

日熊本日日新聞より】
てもらった際にテーブルに

芋を使った焼き菓子の販売

これにちなみ、先代店主

滋賀県菓子工業組合青年

年に創
ガリバー最中

和菓子屋「山惣」からのれ

ガリバー最中

17

岡

福

21

今や全国区の人気菓子

黒糖ドーナツ棒

20

30

山積みされていた当時はさ

「とよみつひめ」を使用したお菓子

賀
滋
本
熊
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フードセーフティジャパンでは佐藤邦裕氏（日
本食品衛生協会）を講師に迎え、「異物混入苦情
の現状と再発防止対策の基本的な考え方」をテー
マに講演を行いました。

先月号より続く。

メーカーの異物混入防止
そこでもう異物混入防止対

かりました」と満足したら、

異物混入再発防止対策をメーカー
は重要視してこなかった
対策は大方、異物を回収し
策は終わってしまう。これ

その③

万円になるが、この

件起きた場合直接経

であるという。異物混入事

１件当たり経費は２万円弱

ーム回答書の作文が上手に

入リスクは減らない。クレ

ある。これをしない限り混

組みが異物混入防止対策で

するには１週間や

きるだけ詳しく調べて解明

に行きおさめてしまう。で

で、流通の方と一緒に謝り

うと、わかるのは一部だけ

費は

故が

なるだけで、状況は変わら

日では

万

ことがどういうことがわか

るので「１００万円儲ける

ると２００、３００万かか

ンを具体的に改善するとな

ではない。工場の製造ライ

ることは異物混入防止対策

いうこととは全然違う。謝

とったから心配するな」と

索や再発防止対策の立案で

の情報を異物混入経路の探

はなく、詳しく調べて、そ

ここでおさめてしまうので

者、取引先に謝りに行く。

その回答書を持って消費

定で異物は何かわかると、

者から苦情受付をして、鑑

ない。流れでいうと、消費

みをしている。ついては今

いために今こうした取り組

おわびし「二度と起こさな

が分かったから、消費者に

答として、入っているもの

けがちになる。まず一次回

そういうプレッシャーを掛

も顧客対応を急ぐあまり、

足りない。売っているほう

ことと「今年は予算を

っているのか」と逆に怒ら

などで消費者と関係を作れ

こういう段階にあります」

流通の側にも責任の一端

生かさないと減らない。

ば、流通も割と時間にうる

れた経験があるが、それと

さくなくなる。こうして時

は根本が違う。

はあるのかもしれない。苦

間を作り、後の部分を対応

は顧客対応であり、本来の

鑑定に出して、混入してい

情が来ると、メーカーに原

た異物を分析する。苦情を
混入状況を詳しく聞き取

因を調べてもらう。ここで

異物混入防止対策ではな
り、製造工程の問題点を突

しないと改善対策にはなら

申し立てた消費者に「今回、

き詰め、対策を図り、社内

１週間以内に出せとか、３

い。本来の対策はこの先に

検査で検証をしながら、リ

ある。
個別対応に掛かる費用は一

として片づけられ、改善策

被害を訴えている人たち

として新機種を入れると記

ような対策をします」と個

メーカーの了解を得て製造

載されている場合が多い。

ない。

範囲内のサイズの金属を検

日に使用していた金属検出

日以内に回答をよこせとい

知った上で使いたい。想定

器のラインに苦情品を持ち

金属検出機

金属の原子番号が大きいほ 鉄などの磁性金属は磁界の変化
ど高感度で検出。このため、 量が多く高感度。ステンレス等
金属の検出感度
鉄ステンレス共、検出感度 の非磁性金属は磁界変化量が少
○ なく検出感度が低い。
×
が高い。
Ｘ線透過量が含有塩分量に 塩分が多いほど被検査物による
ウェット品での
左右されないため検出感度 磁界変化が多いため検出感度が
異物検出感度
○ 低い。
×
が高い。
Ｘ線透過量が温度に左右さ 完全冷凍での被検査物による磁
れない た め 検 出 感 度 が 高 界変化はほとんど無く高感度だ
冷凍食品での
い。完全冷凍よりも氷など が、溶けた場合磁界変化が大き
異物検出感度
の塊やエッジが溶けている くなり低感度になる。完全冷凍
方が高感度傾向。
○ 状態を保つ必要がある。
×
錆び、クロムメッキ片、ス 錆び、クロムメッキ片、ステンレ
テンレスたわしなど、厚み スたわしなど、厚みが 0.1mm
薄い金属片
が 0.1mm 位の金属は、Ｘ 位の金属であっても磁界の変化
などの異物
線の吸収量が少ないため検 があるので検出する。
出不可の場合が多い。 × 
○
Ｘ線透過量がアルミ包材に アルミ包材による磁界の変化が
アルミ包材品で ほとんど左右されないため 非常に大きいため、ステンレス
の異物検出感度 鉄ステンレス共検出感度が などの非磁性金属はほとんど検
高い。
○ 出できない。
×
透過画像から異物・欠品・ 金属異物のみ（検出信号を反転
質量・形状検査機能が同時 させて ＂欠品検査＂ 機能として
複合検査機能
に設定できるので、複合検 使用する場合もあるが、異物と
査機として使用可能。 ○ 欠品機能の併用は不可）
×
外部へのＸ線漏洩を防止す 磁界は無害なため、構造がコン
機械の大きさ
るため、機造が大きくなる。 パクト。0.5m～1m 程度。
0.8m～2m 程度。
× 
○
Ｘ線発生源、Ｘ線検出器、 高額消耗品はなく、メンテナン
価格
Ｘ 線 遮 蔽 筐 体 等 が 高 価。 スが容易。
380万～850万程度。 × 
○
Ｘ線発生源内のＸ線管およ 高額消耗品はなく、メンテナン
びＸ線検出器内の検出素子 スが容易。
が使用時間により劣化して
メンテナンス費用
いくため、消耗品として扱
う必要がある。年間数十万
～百数十万。
× 
○

×

出典：アンリツ産機システム株式会社

Ｘ線と金属検出器

知することが仕事で、機能

そこでまた問題が出てくる

自体は極めてシンプルであ

かということを実際にしな

される金属のサイズがわか

は感知をしないはずなの

いと、座学だけでは解決し

っていれば、大丈夫という

に、反応した。これは感度

ない。特に異物混入対策は

ストが高いから、優秀なの

不良ではないと思う。おそ

人が介在し、ルールを守る

Ｘ線や金属検出器には得

らく検知して何らかの信号

など基本を積み上げ、半年、

講習会やセミナーで学ん

を出していたのだが、工程

１年近くかけて、徐々に効

込み、通してみた。商品と

のどこか、あるいは信号を

果があがってくる。金属検

る。にもかかわらず、畜産

出していた当該の商品が排

出器を上手に使用するとそ

のは金属検出器だろう。金

除されず、ラインに乗って

れなりに効果は上がるが、

かというと必ずしもそうで

しまった。従って、金属検

あらかじめサイズを設定し

意・不得意がある。Ｘ線の

出器の運用管理マニュアル

た範囲内の金属異物だけで

だ知識を普段の製造現場に

がきちんとしていないと、

対象であり、金属異物全体

持ち込み、現場で生かし、

結構こういうことが起き

の対策にはならない。単独

して流通してしまったわけ

る。金属検出器のような単

の金属検出器だけですべて

だから、当該金属検出器に

機能のシンプルな機械であ

の金属異物に対応させるこ

加工品の苦情があった際、

っても、能力を引き出して

属検出器の機能は設定した

使いこなすのは難しい。と

次号に続く。

とは、実際は難しい。

能や感度調整の不備にして

ると全部、金属探知機の性

ころが、苦情の回答書を見

はない。それぞれの特性を

スクを減らす、という取り

はからずも入れてしまった

10

律ではない。平均を取ると

ものの内容はこうで、この

30

20 10

の中には、色々な人が居る。

佐藤 邦裕 氏（日本食品衛生協会）

別対応をする。相手が「わ

異物混入苦情 の 現状 と 再発
防止対策 の 基本的 な 考え方

ほうが価格やランニングコ

参考資料：金属検出機と比較する
Ｘ線異物検出機
金属、石、骨、ガラス、貝 金属
殻、硬質プラスチック ○ 
項目

検出可能な異物
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全菓連では全国組合研修会で佐々木勝氏（菓匠京

父の兄弟には頼れず、北海
道の松前郡に母親の弟がい
たので、そこに移った。松
前郡松前町のアイヌが住ん

があり、小学校がある町ま

でいたあたりで、６軒の家

では４キロあった。粗末な

ま逃げたらしい。稚内まで

山）を講師に迎え「和菓子の開発について」をテー
マに講演会を行いました。

私の少年時代
当時の船で何時間かかった

じゃがいもなどを食べてい

のだろうか。２～３艘走っ
ており、隣の船がソ連の飛
たが、漁師町なのでいかや

きょうのテーマは「和菓
子の開発について」だが、

魚はとれる。ぜいたくでい

その①

て、私が中学２年生の時、

生活もだんだん楽になっ

上にいか漁も盛んになり、

港もあるから、それまで以

お母さんたちはしゃべりな

て、収める仕事をしていた。

った針と網にえさをつけ

やお手伝いの人が、からま

を送り、３月

日、朝５時

た。そのパン屋さんに荷物

山菓子店を紹介してくれ

れ、その友人の父親が、高

したことがない。いろいろ

て自分がこういう人だと話

おじいちゃんである。決し

が、私たちの前では普通の

たのは札幌の菓子博があっ

早く辞めるきっかけになっ

で、私は２年間修行した。

経営手腕が素晴らしい人

を受講していくなかで、ど

ないかと思った。人の講習

きっぱなしで、何とかでき

一つもなく、いつも恥のか

がらしているので、１枚や

った。短い靴を履いていた

で、真っ白な白銀の世界だ

に小樽に着いたらもう雪

な腰が低く、違うと思った。

やはり名人になる人はみん

な人とお会いしたけれど、

も手焼きにしなければなら

朝から晩まで時には１万個

たことと、ブッセを毎日、

てくることが分かった。そ

モアや感動がなければ飽き

んなに技術があってもユー

歳

るのに１時間くらいかか

、

る。私は普通にやって倍く

家を建てた。兄は

歳手前だが、ま

の時には既に村一番の漁師

んなことで講習をお願いさ

で、今は

ず、生菓子をやりたかった

県で

都道府

そこで基礎修行を５年間

今、私が商売していて一

回以上している。専

れた時は断らず、

５年後に行きたいところに

ので、塩野に修行に行った。

分くらい

歩き、パン屋さんに行った

ら、夜行列車に揺られてき

した。販売、配達とやって、

ので、雪の中を

し、中学校の時の体重は

きもしたし、力仕事もした

らいできてしまう。いかさ

だ現役を続けている。
中学校はそこの町で通
い、私も社会に出ることに

門学校は

行機に爆撃されて、その時

いる。過疎のところで育っ

に母親は生きた心地がしな

番思えることは、うちの店

たから人前で話すことは大

私の和菓子の開発の多くは

に赤坂の塩野のお菓子が半

少年時代にあったので、そ

修行に行った。私もそのこ

分以上並んでいることだ。

年以上、通って

た私に「よく来たね、休み

ろ東和会や菓子技術審議

だった。子供心に高校へ行

にも家族があるが、亡くな

た。ほかの家の子もそうい

を食べたわけでもなかっ

きた。決しておいしいもの

で育ち、６年生の時、小学

そのおかげで病気もしない

をして家計を助けていた。

く、縄漁は網にえさをつけ

人が魚をとるだけではな

っていなかった。漁師は大

「うちの弟が仕事をしたい

樽の兄の友人のパン屋に

の後ろを付いて行った。小

プや昔の師匠の作品があ

でもない。倉庫に優勝カッ

の前ですご技を見せるわけ

歳の時に修

橘さんだったらいいよ」と

経験した先輩がいる烏山の

と大変だろうから、東京で

挑戦していった。講習が自

のんで、断らずにどんどん

気だと言われるが、恥をし

けられ、本音で話すと生意

の時にはよりよくしようと

とはあると思うが、また次

も終わってから反省するこ

事だ」と気づいた。きょう

修業時代

に家でお赤飯を炊いている

っていった親父の気持ちを

いうことで、

で見せることが自分の仕事

時、空襲警報が鳴り、多く

察すると、悔しい思いで死

り、周りの人からの話を聞

くと、母親にお金の面で苦

キロなので細かったが、負

会、名和会の雑誌を見たり、

なる。そのころ町で高校に

なさい」と言ってくれた。

変苦手で、席を立った途端

えば、アワビやウニはいく

起きて、ご飯を食べさせて

に頭が真っ白になる経験ば

けん気だけはあった。

当時の髙橋社長は素晴らし

かりだった。しかし「技術

人中、数人

い素材にこだわり、京都の

行くのは学年

技術をいち早く関東に取り

である」ということを境に、

らでもあった。ただ、お金

製菓製パンを見たりという

込んだ方であった。私は

また人の講習を経て「技術

は防空壕に避難したが、父

んだけれど何かない？」と

さを身につけたと思う。

親が本土に逃げなければ大

て海に投げ、次の日に回収

人い

行に行った。

分の思う通りにいくことは

思って努力している。

いた時も凄い人だと言う

１番、Ｂさんのは２番とあ

聞いたら「あるよ」といわ

るので、私が「Ａさんのが

いう思いだったが、それで

返し、繰り返し怒られるけ

と言ったら育たない。繰り

ちに「だから君はだめだよ」

元気で頑張っている。大変

営業していないが、みんな

帰っていく。

のと、１斗煮るのでは全然

製餡といっても、５升煮る

はそこではないだろうか。

威を感じているが、差別化

ニでも和菓子が売られ、脅

意外と少ない。今はコンビ

が難しい。つまり菓子作り

る。なかでも誰がするのか

の強さは誰がするのかを見

渋切りの時間は何分か、火

か、前日の温度は何度か、

ているが、まずどこの産地

うに煮えている」と見ても

作った小豆が「こういうふ

り合いになり、うちへ来て

丹波の農家の人たちとも知

丹波のものを使っている。

小豆は北海道のもの、粒は

は生産者がいる。うちでは

く取り組みもしている。

れば、参考にしていいただ

のために役に立つようであ

かないだろうが、農家の人

土地で毎年、完璧にとはい

上げていきたい。限られた

あってよりいい材料を作り

だろうし、お互いに勉強し

小豆・餡について

をする。その網をお母さん

ら、もう少し後にして」と

よかったよ、Ｂさんのはち

で

に引っ越してきた。今度は

言ったら、小豆は絶対に自

ょっと」と問屋にいう。問

乏で困ったことにも気がつ

り方をしている。工程は同

分の言うことを聞いてくれ

屋は農家に「今年のはよか

父親がいないものだから

じだが煮る時間が違う。ま

ない。小豆との会話であり、

ったね」と伝える。農家の

くさんいるが「あそこのお

た、１升のご飯を毎日炊い

生き物だから優しく、小豆

人たちも「天気もあるので

教育して、店に出すわけで

赤坂でいい材料を見る機

ているのに、なぜ同じ味が

がこうしてもらいたいとい

成り立たない。烏山の橘社

会を得たことで、私の菓子

できないのか。これは、や

うことをしてあげれば思い

ても炊いてみたらそうでも

とではなく本人と話をした

づくりは原材料の良さを引

ろうとすればできる。つま

は通じていく。

なかったということもある

る。私は初代で、店は来年

り方も包み方も上手ではな

き出すこととなった。よく

り餡も「凄い餡ができた、い

私が小豆を蒔いて管理し

菓子をやはり食べたい」と

いけれど「京山のお菓子を

経営者あるいは職人さんは

い餡ができた」と言葉では

ているのではなく、そこに

いうお菓子を作ること。売
えられないので、２、３日

食べたい」といわれる菓子

「和菓子は餡だね」と言う。

うちは小豆を１斗製餡し

簡単だが、毎日できるかだ。

はない。私も工場に行って

前に来た子たちに包装の仕

づくりをしようと言ってい

でも１００軒のうち何軒が

おり、マンツーマンでは教
らいの仕事しかできないけ

方を覚えさせ、時にはお客

る。そんなことで修行に来

自家製餡をしているのか。

万く

れども、販売は１００万で

さんに「この包み方は何、

た子たちが５年間ほとん

長が「佐々木君、職人さん

が「ここがいいから行け」

も売れるよ」というお話を

もう１回やり直してよ」と

ど、何の文句も言わないで

は１日に頑張っても

いずつ若い人たちを育てて

と言って務まるものではな

された。それを聞いた時に、

言われることもある。それ

いと言う。本人のやる気が

いる。私の師匠も内弟子を

い。５年間の修行の間、職

とても説得力があると感

は当然だ。でも、この子た

あるかが一番で、お父さん

大勢育てた。

人を育てるという考え方

じ、東京に来た時は、若く

年だが、毎年１人くら

内弟子だけ

は、私は半分くらいで、経

して優秀な職人になろうと
知り合いの

にいる時「将来はどうした

販売にも興味を持った。そ

うれしく思っている。今は

らった。私のところは番号

しく、最初に

とはとても難

人を育てるこ

ちに来るが、

業生などがう

いは学校の卒

作るから売れるのではな

ければならない。お菓子は

たいならば販売を経験しな

えが多くある。お店を持ち

会社と違い、何か月か販売

られる。デパートや大きな

ただ、お客様に当然、叱

えている。

で若い子たちには販売を教

と、そういうお客さんはた

そこで何が大事かという

な」と思えば進歩である。

きたと思う。

られれば、師匠に恩返しで

とか１代で

50

弟子の教育につ
いて
自分の弟子は今

は、私の師匠

営者を育てたいと思ってい

ご子息、ある

うでなければ私は商売して

れども、教えていかなけれ

６人の若者がいるので、何

は心である。手抜きをしな

が付けてあり、Ａさんのは

く、買っていただくから作

人のうち１人だけ
い？」 と 聞 く と、「 自 分 で

ばならない。本人たちも「あ

違う。私たちは大手の会社

い 心 な の で あ る。「 今、 ほ
るという考え方でなければ

今は
お店を持ちたい」という答

いないだろう。そんなこと

あ自分のために怒られた

人くらい育て

かのことをやっているか

面接に来た時

45
は、お父さん

次号に続く。

が一度に何百キロ、何十キ

10

ロ煮る餡とは、全く違う作

今年の小豆はいい」と思っ

を抜いたと思

る。若い子たちが専門学校

20

っている。

栗衣と柚餅（受講者に配布）

45

40

船に乗せて、着の身着のま

校がある１万人足らずの町

院もなかったので、戸板で

天塩という小さな村には病

にはならなかった。小学校

チャンスがあった。また、

歳で塩野に行き、そのうち

日が終戦で、私

日くらい前に生ま

30

う生活をしていたから、貧

23

60

んでいったのだろう。

私が生まれて

はその

年８月

稚内に上陸する予定だっ

いただいて、これから行こ

地方の人が東京のお土産に

先輩たちがどんどん抜けて

も大事だけれど、そこに話

たが、危ないから天塩に上

うというのが高山菓子店だ

買ってくるお菓子で、一番

歳の時に、リー

をしながら飽きないように

私の親は樺太で漁業を

った。そこで業界の名匠高

多かったのは赤坂の塩野だ

いくので

していくことが、もっと大

し、本土の人たちを雇って

そうこうしているうち

山良介と会った。これが私

ったので、行きたいという

ダーになった。その時から

６年まで４キロの砂利道

に、次男が勤め先を紹介し

の運命だった。いろいろな

思いが募った。５年たった

いろいろな講習会に声を掛

がった。家族を避難させる

労をさせると思っていた。

てくれて、３月末に私を迎

業界の名匠に出会ってきた

時「塩野に行きたい」と師

ニシン加工の網元をしてい

長男は漁師で、次男はパン

えに来た。次男は夕張とい

けれど、私の師匠・高山良

匠に言ったら「最初からだ

を、冬の４か月間は吹雪の

屋で、姉は家から働きに行

う炭鉱町でパン屋をしてい

介以上の人にお目にかかっ

中、粗末な洋服を着て学校

ったりして、親にこれ以上

て、迎えに来たけれど私は

たことはない。別に私たち

ために迎えに行った時、夜

負担をかけてはいけないと

どこへ行くのかよくわから

道を自転車で行ったら転ん

思い、自分は高校には行か

ないまま、とりあえずは兄

た。男兄弟が３人、女兄弟

かなかったし、それが当た

ないと思った。学校を卒業

が１人で、樺太ではかなり

過疎の時、熊やキツネ、
り前だと思って育った。

しても、まだ勤め先が決ま

へ通った。その時に今の強

蛇がでる自然に囲まれてい

兄が父親代わりで、中学

だらしい。肋骨を折って、

運ばれ、９月９日にこの世

校もろくに行かないで漁師

の網元だったらしい。昭和

れている。聞いた話では、
たので、うかうかしていら

のあたりからお話をしたい。 かったそうだ。

18

れないような育ち方をして

30

19

28

10

18

を去ってしまった。この話

40

80

をすると胸がつかえる。私

佐々木 勝 氏（菓匠京山）

日目くらい

和菓子の開発について

変だと、家族や近所の人を

10

25

15

10

20
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ています。
水上隆男（みつやトロアメ

参りました水上と申しま

全菓連では全国組合研修会で「新製品の開発と

地域におけるお菓子屋の役割」をテーマにパネル
す。洋菓子を中心に、人口

ゾ ン・ 山 口 ） 山 口 県 か ら

ディスカッションを行いました。
が６万人ほどの山陽小野田

年前、東京の修

卸販売に転換していきまし
２万３千人で、人口が少な

ります。市町村合併の前は

市で町のケーキ屋をしてお

渡辺嘉一郎（コーディネー
た。私は

その①

の機械が生まれた、石川県

コマツというブルドーザー

那 谷 忠 之（ 松 葉 屋・ 石 川 ）

っています。

万

様に近づく努力をして頑張

菓子教室をするなど、お客

ベントや夏休みに子供のお

り、例えばハロウィンのイ

の後は中部ブロック長、全

前までさせていただき、そ

菓子の青年部の部長を２年

グでしています。地元では

と常にポジティブシンキン

えるほどいいのではないか

は年が上の方が増えれば増

和菓子なので、老人もしく

を占めています。そういう

ほぼ単品で売り上げの９割

や遠く離れたホテルの窓が

倉庫が爆発して近隣の住宅

できなかった。以前に火薬

したら、ものが統制されて

中にそこで商売をしようと

人くらいです。父親が戦時

来ました。人口は４万２千

真ん中にある、武豊町から

のほうの細長い知多半島の

・愛知） 私は名古屋の下

業先から実家の函館に戻り

からもお客様に来ていただ

の宇部市、下関市、山口市

万人キープし続けているこ

子、またはお菓子をさらに

ろな方々と知り合い、和菓

て、全菓連を通じていろい

に行って

うに行ってこい」と洋菓子

出て「おまえは洋菓子のほ

た。私は昭和

う仕事なので失敗は必ずあ

かもしれないこと。こうい

と思いながらも引きずっ

の店よくないんだよなあ」

に気を遣ってしまい「今こ

で店を閉めることに、周り

年間、

の小松市から来ました。実

ました。当時の販売エリア

けるよう、いろいろなイベ

とをプラスとしてとらえる

広めていく取り組みをさせ

です。

ら「これは賞味期限が切れ

るんですけれども、その時

て、利益が上がらないこと

は人口がこの

は ま だ 市 内 で、 そ こ か ら

ントや新商品を開発し、田

のか。私はプラスにとらえ

だったけれど、クレームの

る。明日渡さなければなら

にどうフォローするかによ

い場所なので、何とか近辺

ター・全菓連総務） まず、
ご自身のお店とお菓子の紹

徐々に販路を拡大して北海

舎なりに一生懸命頑張って

ています。店は切っても切

ていただいています。

場では素直に謝ることが大

ない商品なのに何なんだ」

ってプラスになることを学

今回は「新製品の開

年に高校を

年、菓子屋を始めまし

年、一応２代目

メインのスー

取引している

いており、調べたところ、

た。どうもピンホールが開

いうクレームがありまし

品にかびが生えている」と

とがよくわかりました。結

しか考えていないというこ

ていなく、製造側の立場で

えるのか、考えが行き渡っ

こまでの範囲で事故があり

てしまいました。結局、ど

に話をする機会をつくり協

す。その時から必ずみんな

れば、できなかったことで

きさとみんなの協力がなけ

とは失敗から学ぶことの大

ました。その時に感じたこ

に無事再開することができ

の協力もあって、数か月後

ね。初めは聞いてください

を始めてしまったんです

て、こうしました」と説明

ういうふうに作っていまし

いうお叱りに対し、私は「こ

いつもと味が違うんだ」と

伺 い し ま し た。「 ど う し て

話を受けたので、すぐにお

ムをいただき、お叱りの電

あります。お客様にクレー

お客さんはその日が賞味期

ってしまいました。買った

１週間あるのにその日を貼

イトが賞味期限を間違え、

て販売します。その時にバ

品に賞味期限シールを貼っ

かった時代です。届いた商

今ほど賞味期限が厳しくな

緒に仕事をしていました。

まして、マネキンさんと一

阪の某百貨店で物産展をし

ったばかりの

て、

年になりました。そ

元お歳暮をいただき続け

百貨店を飛ばし、直接お中

す。申しわけないのですが、

けさせていただいていま

いことに今でもお取引を続

で逆に恐縮され、ありがた

納得してもらい、伺ったの

は、怒鳴っていましたが、

い時間で、そうしたら先方

た。到着したのはかなり遅

緒に和歌山県まで行きまし

かったのですが、田舎なの

で、新店を出した当初はよ

時代は早く回っていますの

につながりました。ただ、

それがまた売り上げアップ

なりました。新店を出すと

以上に商品が売れるように

げも倍増しました。思った

から、店を改築して売り上

の１つだと思います。それ

ことが、今の私があること

りました。その波に乗れた

たら何でも売れた時期があ

は、生クリームの商品だっ

います。

していくことが正しいと思

いきますので、早い決断を

と、時代はどんどん流れて

いたんです。今、思います

つやめようかと引きずって

たと思っていましたが、い

げが減り、厳しくなってき

める４～５年前から売り上

が、

当時はよく売れたんです

軒できたので、１店借り、

改札口の横にテナントが７

田舎なのにこのご時世で

失敗は山のようにし

割れたという事件がありま

道全域、そして全国展開と

います。うちの主力商品に

っても栗が出る「月よみ山

久村俊昌（菓子工房くむら

事だとわかりました。まだ、

と言われ、説明したのです

国の副部長をさせていただ

いう事ですすめておりま

生シューロールというロー

路」という栗むし羊羹屋で、

水上

年くらいになりま

ています。私は洋菓子屋を

若かったので、説明したつ

が、納得されなくて、担当

がありました。店を閉めた

人から一切変わらず、だん

介をお願い致します。

す。積極的に商談会に参加

ルケーキがあり、売り上げ

事がなくなる。こういう責

始めて

もりがいいわけになってし

途端に売り上げは下がった

したが、そこに父親が勤め

吉田貴之（吉田食品・北海

したり、商品開発にはなる

の

てないので、その辺を頑張

任を負う羽目になったのは

すが、はじめはいろいろな

まい、素直ではない状態だ

ばせていただきました。

けれど、利益は上がったと

ており、商売する時期を狙

道） 函館から来ました吉

べく地場のものを使う取り

菓子屋の場合、なかなか主

いいんだろう」と悩みまし

自分のせいです」と話しま

お菓子の作り方を覚えて、

久村

いています。お菓子屋とし

田です。北海道の菓子組合

組みなどをしながら、現在

力商品、あるいは銘菓を持

た。先方からは何十回も電

した。どう立ち直っていか

いろいろなケーキが作れる

さんと２人どうしたものか

時は、生クリームが始まっ

て単体で動くより、ほかの

の青年部の部長もしており

は販路を拡大しつつ、売り

・安全を売りにし、ある程

話が来て「どう対応するの

なければいけないか。それ

と思いました。その時の部

だん高齢化している町で、

ます。私の会社は函館にあ

上げを伸ばすように努力し

度、管理できていると思っ

か？」とのやりとりで、「回

まで全体で集まる機会がな

ったと思って、それが今で

長さんに「誠意をこめろ」

変わらないことを進歩して

ります。もともとは地元の

たいと思います。これまで

ていたのですが、コンビニ

収しなければいけないので

歳くらいで開

自分がこの仕事に入

も忘れられない失敗です。

っていたました。それで昭

函館市内を中心に商売を始

の仕事の上で一番失敗した

エンス・ストアと取引にあ

はないか、保健所にも連絡

と思って、

那谷

お菓子屋と連携をする、ま

めましたが、やはり自店舗

ことを教えてください。

たり、改善しなければいけ

業しました。開業間もない

いないととらえるか、逆に

での売り上げが減少してい

吉田

ない点があり、早急に準備

かったのですが、全員で話

ころに忘れられないことが

和

くという状況から少しずつ

思考なので、そんなに失敗

して「こうしよう、ああし

た県を越えた枠組みを作っ

渡辺

だとは感じないように思っ

をしなければいけないか、

よう」と色々考え、皆さん

％を占めています。洋

発と地域におけるお菓子屋

し始めました。順調なスタ

新聞にも社告を出さなけれ

パーの経営状

賞味期限の日付のところに

果、全商品、数万個を回収

力しながらいい商品を作っ

ましたが、だんだん顔がこ

限になってしまったという

の時思ったことは、常に確

50

仕事の上で一番
失敗したこと

の役割」でテーマを設けま
ていますが、商売がうまく

ばいけないのでは」となっ

態が危ないと

穴が開いている状況でし

しました。回収費用だけで

ていくことを心がけていま

わばってきて、最後には「が

ことです。夜７時近くにな

認することと失敗は起きる

いうケースがありました。

いう話を聞

た。どうして開いているか

も３００万円くらいかか

す。大変な失敗ではありま

たがた言わずに、すみませ

り、和歌山県のある方が百

年代

き、新たに販

理由がわからないまま、１

り、その後、設備や安全管

したが、今ある基盤となっ

んと謝ればいいんだ」と言

貨店で買い、持って帰った

た時期でした。昭和

路拡大しなけ

個目く

日に１個、２個とクレーム

理を整備するまで数か月取

ています。ピンチはチャン

われました。その時に、自

と、お叱りを受け、百貨店

ればと思い、

が出始めて、結局

引停止の状況になったの

スという言葉があるとお

分としては説明したつもり

代前半、大

なんとか北海

らいの時に「吉田さんこれ

で、大変な痛手になりまし

り、私の今ある糧になって

年に名鉄電車の駅の

道では大きい

どうするんですか？」とい

た。まず雇用を守らなけれ

いる気がします。

年で止めました。止

次号に続く。

昭和

コンビニエン

う話になりました。どうし

ばならないと思い全従業員

年にかけて

ス・ストアと

ていいものか、すぐに判断

を集め「これから数か月仕

43

20

後半から昭和

取引ができる

できず「出荷したものが全

20

13

のバイヤーの担当の方と一

ようになりま

回収になったらどうしたら

32

した。会社と

40

10

しては、安心

私は普段からプラス

した。テーマとは離れます

ートを切れたと思いました

（吉田食品）

私が商売を始めた当

が、２～３か月した頃「商

新製品の開発と
地域におけるお菓子屋の役割

した。その時、

パネルディスカッション

いかなかった時期がありま

10

13

が、毎回、好評の質問をし
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全菓連では全国組合研修会で刀根大士氏（刀根菓
子館会長）を講師に迎え「洋菓子の開発について」

えることが大切だと感じて

をテーマに講演会を行いました。
きょうは３つのお話をし
いる。和菓子の素材が洋菓
子に使われたり、その逆も

たい。１つ目は現状の洋菓
子業界について。２つ目は
あり、和洋折衷のものが出

業した。祖父は６６０年続

９年、初代である祖父が開

年・１９０

ろな方と出会い、そこから

いた老舗、東京の塩瀬総本

私共は明治

ている。

年間、この仕事をしてい

る中からお役に立つこと。

学んだこと。そして自分の

３つ目はこの業界でいろい

事業の成功例と失敗例をお
家で修行した。私の祖父は

し、明治

年、津で東京塩

その塩瀬総本家で７年修行

話ししたい。
洋菓子業界は戦前からあ
ったが歴史が浅く、戦後か
瀬分店という塩瀬総本家の
のれんを頂戴して開業し

年の間に発展して

た。父は大阪で修行し、昭

～

きた業界で、私のような和

ら

菓子屋の息子が洋菓子屋に

その①
字をつけた。和菓子、洋菓

館 と し、
＂やかた＂という

と２年我慢しなければいけ

と見ているのは大変で、あ

む当店として有難い。じっ

無駄にするな。菓子の専門

ほうじゃないから、４年間

まえはそんなに勉強できる

かを父に相談した。父は「お

私を洋菓子に導いたきっか

できる」と思った。これが

って出せば、楽しい仕事が

れる。こういう洋菓子を作

ていた方に「これからの若

地元で東京大学の教授をし

屋は平均

る年数である。今、洋菓子

ちょうど菓子屋の寿命であ

年、平均

の跡を継ぎ、屋号を合名会

昭和

らだ。

に問題が起こると考えたか

きたので、和洋菓子店を営

菓子店と洋菓子店で勤めて

跡を継いでいる。息子は和

ンタッチして４代目として

一昨年、私の息子にバト

は４，２４８億円になって

前は４，５７０億円、現在

学に行くか、菓子屋になる

元の高校を卒業した時、大

るだろうと思い育てた。地

れたので、私が継いでくれ

菓子屋の長男坊として生ま

３１０円と

７，０８０円、現在は１８，

とね菓子館の流れである。

人生のフローチ
ャート

歳になった

ここまではしたいという目

安定まではいかなくても、

売の基礎づくりをしたい。

から絵を描いている。先月、

していたが、現在は２年前

う１つは、若い時は陶芸を

に洋菓子を教えている。も

子がヒサモトのオムレット

が一番はじめに食べたお菓

東京に出してもらい、私

出したかったが、父は「今

のどこかで洋菓子専門店を

した。津に戻り、近所か津

た店であるヒサモトで修行

で初めて食べておいしかっ

専門学校を卒業し、東京

跡を継いだので、この店や

らなかった。もう１つは、

店の建築を始めなければな

かで、雰囲気に合わなく新

った。洋菓子は割合と華や

までの和菓子店では小さか

菓子の店を始めるには、今

ろいろなことがあった。洋

ので、ジムに通ってトレー

は、健康でないといけない

た。

は

歳まで生きるために

いるが、ほぼ計画通りに来

ある。バトンタッチしたの

はまだこれからであと

の日にちを区切った。

人生設計のフローチャート

ンタッチをしたい。という、

ら後継者づくりをしてバト

店を造った。オープン時は

今までの想いを形にしたお

を閉鎖し、１つにまとめ、

ロ先にあったセンター工場

築をした。従来の店の１キ

して

ていただいた。このように

県の美術館で発表会をさせ

標を立てた。

で、ブッセ生地の中にカス

まで続いた店だし、和菓子

将来どうしていけばいいの

ニングやスイミングをして

歳の年はい

タードクリームとバナナと

の職人もいるから、ここで

かという目標、あるいは思

年、

生クリームがサンドしてあ

洋菓子と和菓子をしてみた

いを作らなければならな

昭和

り、食べた瞬間「こんなお

ら」と提案した。当時、洋

歳までは健康で、元

いしいお菓子がこの世の中

菓子は洋菓子のお客様、和

歳

トを作った。

気でいようとフローチャー

歳の時は、創業１００

年

歳で５年くらいずれて

周年を迎えた節目の年で新

チラシを配らず、友人の新

がら、新しく生まれ変わっ

年間を

たとね菓子館をＰＲしてオ

いる。これからの

年前、お菓子の専門学校に

い。私自身の人生設計を作

た。当時、男性は寿命

お願いし、四日市と津で立

菓子は和菓子のお客様の時
地元の洋生菓子専門店は１

年ごとに４

聞社の社長に無理を言い、

代で、和洋菓子店は買い物

歳までは既

ープンした。

新聞の半ページを借りた。

をする方が中途半端にな

だったので、

うした形で１つの集大成と

どう過ごすかというと、今

軒くらいで、あとはみんな

り、難しいと聞いていた。

つに分けた。

ち上げていただいた。現在、

してでき上がった。

までのことが少しでも役に

和洋菓子、あるいは和菓子

だから、洋菓子店を出した

名古屋、四日市、津のお菓

ろうと考えた。それが人生

と洋菓子を兼業したり、見

いと話したが、父に押し込

に終わっていたので、基礎

子の専門学校で若い人たち

のフローチャートになっ

よう見まねでしていた時代

まれて和菓子の職人と私１

歳までには何とかして商

的な勉強や学業を受ける。

今までのことを少し書きな

だった。私はオムレットを

人で洋菓子と和菓子の道に

数

食べた時「こんなおいしい

入った。これが現在に至る、

産が起こり、経済を押し上

で、当然のように消費と生

の年齢は和菓子も洋菓子も

発だと思う。また、私たち

シュークリームの食べ方も

る」と自慢したいからだ。

立てばという考えで、

ない。逆手にとればまだ市

ある。シュークリームはシ

場があることになる。

楽しんできたので、お菓子

～

歳の方た

げた。今は

３～４人だと、１人１か月

１９８０年

る。そのはがれる部分の上

ューアラクレームといっ

で、ここ

の皮で中のクリームをすく

て、キャベツの中に入った

から洋菓子が

降の方々がターゲットにな

り、しかも自分で食べず、

いながら食べると、きれい

に関心が深い。その面では

伸びて、１９

るだろう。商品開発は

ほとんどがプレゼントやお

に食べられる。その食べ方

この年齢に合った商品開発

９５～２００

以上の方々もターゲットに

孫さんや子供にあげてい

を皆さんに披露すると大変

歳以

０年の５年間

しなければならない。今は

る。私もよそで買ってくる

歳

時、ピークを

もう一度オムレットを作ろ

齢の方で、 ～

次号に続く。

方がたくさんいる。

年は

が消費のピー

ロールケーキが売れてい

ものは、ほとんど孫のもの

受けがいい。あるいはお菓

迎えていた。

う懐かしいお菓子を

家や友達同士で「私はこの

～

クで、今は下

る。バターケーキもシュー

子の歴史や文化を伝えた

ちが膨れ上がっているの

降線をたどっ

クリームもよく出ている。

である。このように、私た

り、タルトやミルフィーユ

クリームという意味だ。キ

ている。売り

ちの年齢層をターゲットに

をするべきだ。もう１つは、

上げは、私た

なぜか。懐かしいお菓子だ

した開発が大切である。

ャベツは１枚ずつはがれ

ち団塊の世代

からである。私もシューク

団塊の世代

上の方々に提供してもい

ケーキの食べ方知ってい

歳以

うと思うくらいだ。そうい

代が多い。

参加される方はほとんど高

の食べ方教室をしている。

お菓子の文化に興味を持つ

くらいになる。それくらい

人定員がすぐに１００人

の食べ方を披露している。

は、今生まれ

い。また、子供や孫にプレ

数年前からケーキ

てくる子供た

ゼントをすることも商品開

私は

ちの６倍の人

～

リームがいまだに好きだ。

歳以上はお金を持ってお

に１個くらいしか食べてい

歳

お菓子を、津の人に食べさ

歳まではこ

せたら喜んで買いに来てく

激した。昭和

子の専門学校に通った。

年代の初め、

にあるのか」というほど感

けである。

ないのだろう。見ることも

い人は刀根という字は読め

なる時代だそうだ。私の地

いる。

社刀根製菓に変えた。父は

戻り、洋菓子と和菓子の併

な苦労もあったし、人でも

いる。売り上げが２割くら

のに何が大事ですか」と聞

学校があるから行け」と菓

子、おせんべい、おもち、

年、父

月、１０５周年

修行だと思っている。

お菓子の類は全部１つの館
の中にありますという意味
一昨年
を迎えた。祖父は

を込めた。今のマスコット
ネームは＂菓子の館とね＂
は

年、私は昨年までで

とひらがなで書いている。

ないぞ」と言われ、そうい

年の一世代で、

えばトウコンさんとか、中

域にもたくさんあったが、

初めての方や小さい方には

なくなった。洋菓子店には

年続いた古い店も

年でなくなって

年くらいでなく

には勝手に点をつけられ
大体

～

て、ハネさんと言われた。

読みにくく、発音しづらい

そういう時代が来ていると
いうことだ。

塩瀬総本家で修行してない

用店になったので刀根菓子

問題が起こったし、お菓子

い減少している。１世帯当

年前であ

のでひらがなの＂とね＂に
変えた。今から

ので、祖父の代の塩瀬とい

けは共通だ。戦争が起こっ

屋さん同士の取り持ちも大

たりの年間消費は、

父も祖父も和菓子で、和

い方も洋菓子業界にたくさ

う名を継ぐことは、将来的

たり、物資の取り合いもあ

変だった。それらがあって

る。

ん入られている。和菓子と

く。人に良いものが食べ物

るが、食べ物だけは、皆さ

人生がある。よく会合や学

年に復員してから祖父

洋菓子の違いはあるが、そ

だ。こういう世界に入れた

んが助け合ってその国を援

かれるが、私は「人」と答

いるが、物価上昇を考える

年前１万１０００人、

20

14

数がいたの

が

60

和

の垣根が低くなってきたの

ことは幸せだ。世界は様々

助する。そういう食の世界、

とはよかったと思う。ちな

えている。作る人も人、売

と横ばいと言える。洋菓子

年前１

みに飲み物は、食べる時に

る人も人、買う人も人、そ

協会の調べでは、会員数は

年前１万５１１０人と４千

60

80

歳の

70

なったケースが多い。新し

で、今はお菓子としてとら

な国、人種、言語、宗教、

１６，３９８円、

欠かせないものと書く。だ

して仕入れ先も人、すべて

人くらい増えていた。現在

28

20 20

60

15

年、私が東京から

菓子の世界に入って良か

政治、経済があり、それぞ

校の生徒から「商売をする

から、食べ物と一体であり、

人である。人なくして商売
は成り立たない。だからこ

は１万４２５０人と１千人

51

10

食べ物と飲み物

ったと思う。菓子は食品、

食べ物の世界に携われたこ

年前

食べ物である。食べ物は、
れ違うけれども、食べ物だ

お菓子を出されたら、何か

％ほど伸びて

飲み物も必要であるという
ことになる。

そ自らがどう立ち振る舞

くらい減っている。現在の
１世帯当たりの年間消費額
は１８，３１０円で、月に

売上

20

い、人をどう育てるかが大
切だと思う。

洋菓子業界の現状

14 80

80

60

50

商売で一番大切
なもの
食べ物で生きている現実

直すと１，５２５円、洋菓

60

70

を見ると、いい世界に来た

洋菓子業界の現状を調べ

40

刀根 大士 氏（刀根菓子館会長）

と思う。だが、いい世界だ

子の生ケーキ３～４個分

80

65

60

20
10

40

30

80

だ。本当にわずかで１世帯

50

10

60

60

38

36

10

35

31

年

50

43

40

10

70才

20

25

年前の売り上

てみると、

げは５，２３０億円、

40

20

60才
2014
50才
2000
40才
1990
1980年

洋菓子の開発について
からこのままいくかといえ

団塊の世代

70

人かんむりに良いものと書

菓子の館とね

51

ば、そうではない。経済的

10

20

洋菓子業界の現状
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船田 雅一
教師

〔工程〕
１、青梅の穴はあらかじめ
淡赤色に染めた羊羹や餡な
どを詰めて塞いでおく。
２、中餡を練る。上がり際
に白味噌、柚子ペースト、

日本菓子専門学校

ハローデックスを加える。

た。６月と言うことで青梅

ージしたお菓子を考えまし

間・明るい雨上がりをイメ

したいと思い、梅雨の晴れ

メージの梅雨を晴れやかに

グラニュー糖……２００ｇ

白生餡……………５００ｇ

〈中餡〉

トレハロース……１２０ｇ

グラニュー糖……１８０ｇ

水…………………１８０㎖

羽二重粉…………１００ｇ

トレハロース…………

グラニュー糖…………

粉末寒天………………６ｇ

〈羊羹〉
ズ………………………

※種なし青梅甘露煮Ｍサイ

ｇにする。

仕上げ用…クコの実、レモ

７、求肥饅頭の手粉をよく

羊羹をてんぷらする。

ｇ

ツヤ天、新引粉

８、ツヤ天をかけて仕上げ

払い、網の上などにのせて

水…………………３００㎖

（クコの実は日本酒に漬け

ンスライス、セルフィーユ、

ｇ
白並餡……………５５０ｇ

素材を飾りつける。

ｇ
ておく）

柚子ペースト…………

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

話 ０３－３４００－８９０１

20

ＦＡＸ ０３－３４０７－５４８６

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

ｇ

ｇ

ｇ

する。

がり際に加え黄緑色に着色

スト、ハローデックスは上

６、羊羹を練る。柚子ペー

れ青梅の形にする。

心に向かいヘラ目を強くい

５、包み終えたら横から中

ｇで餡玉を包む。

粉を手粉にし上がり目方

４、求肥を練りあげ、片栗

を包み

３、練り上がった餡で青梅

のスライスやクコの実、セ

り、食感や断面も楽しめる

に飾りつけ洋風に仕上げま

ようにしてあります。

梅雨の季節、水滴輝く紫

いますが、雨の日や曇りの

〈求肥生地〉

した。羊羹や求肥で層を作

日が長く続くとなんだか気

白玉粉…………………

を使ったお菓子を作りまし

トレハロース……１００ｇ

40

45

陽花はとても美しく咲いて

分が滅入ってしまい憂鬱に

た。甘酸っぱく爽やかな青

白味噌…………………

ｇ

なりがちですよね。暗いイ

梅の後に柚子の香りが広が

ｇ

ルフィーユなどで色鮮やか

ハローデックス………

ります。まろやかな酸味に
柚子ペースト…………

個

なるように白味噌を少量加
ハローデックス………

30 70

30

雨上がり（約 個）

（黄色補色）

雨上がり
50

40

えました。見た目はレモン

50
50 15 25
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