用にし︑洋菓子店等が輸入

〜５㎏の小物バターと改装

は１万㌧のうち２千㌧は１

㌧のうち︑８千トンで年内

現時点では︑追加輸入１万

は︑再度︑追加輸入を行う︒

が輸入されなかった場合に

場合や︑トラブルでバター

予想以上に暑い夏となった

することとしており︑もし︑

も輸入を行うかどうか検討

夏の需給状況を見て９月に

く届くようにする︒今後︑

倒しし︑需要者の手元に早

と考えている︒同じ事を繰

から余計に一個﹂となった

れて︑消費者行動が﹁無い

足以上にマスコミにあおら

て販売が落ちた︒実際の不

年末以降は︑前の年に比べ

と考えている︒その一方で︑

り︑結果的に販売は伸びた

個限り﹂の張り紙などによ

やスーパーでの﹁お一人１

ー不足についての新聞報道

と︑よく売れていた︒バタ

は︑その前の年と比較する

バター１万㌧を追加輸入

品を使えるようにすること

の需給はまかない︑余裕分

ては︑去年の

︑

︑

月

バターの販売状況につい

２面に続く︒

情報提供していきたい︒

り返さないよう︑きちんと

２千トンで不測の事態にも

さらに︑５月の追加輸入
年

月

備える考えである︒

とした︒

の引き渡し期限は︑
月としている︒去年は

までだったものを１か月前

菓子博みえ２０１７

円︵ １ 点 ︶︑ あ り が と う 賞
・賞金１万円︵３点︶＊

たのちホームページ等で公
開

回全国菓子大博覧会

○問い合わせ先
第

・三重実行委員会事務局誘

歳未満の方には同額の図書
カード

客ＰＲグループ

４８９

電話０５９６︱６３︱５

五十嵐
副賞⁚受賞者全員にお菓子
１年分︵１ヶ月に１度︑全
国の銘菓をお届け︶

○発表⁚平成 年９月初旬
e-mail:y-igarashi@
以降に受賞者へ直接連絡し
kashihaku-mie.jp


コンサルタント料２分の１補助

ＨＡＣＣＰ導入のため︑菓

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。

日︑バターを１万㌧追加輸入すると公表︒菓子業界では︑

生産量が減少してもバター
の供給に不安が出ないよう

また︑５月の追加輸入で

余裕分としている︒

決
定

享平さん︵

水産省が公表した︒

歳

○賞・最優秀賞⁚賞金５万



回全国菓子大博覧会・三重愛称

お伊勢さん菓子博２０１７
第

・三重では菓子博ではじめ

重県四日市市在住︶

三重県伊勢市在住︶

て愛称を一般募集したが︑

回全国菓子大博覧会

不足が生じる︒需給は翌月

このほど﹁お伊勢さん菓子

第

消費量の２・５か月分の月

伊勢おもてなし菓子博２０

最近の生乳生産は北海道

有安忠男さん︵

お菓子１年分

工場の一般衛生の整備など

子製品の高度化基準計画認

加賀で育って77年

うち２千㌧は１〜５㎏の小物バターと改装用で
農林水産省は５月
全菓連会議室において意見交換会を開催した︒同会には生産局畜産部牛乳乳製品

して︑需要よりも生産が少

ントアクセス分の２千８百

夏が暑く牛がばてて︑生乳

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︒

バターの追加輸入について︑
農林水産省からの説明
道の生乳生産が増加するこ
ともあり︑バター・脱脂粉
乳生産量自体は５％増加す

年１月に

年度のバターの輸入に

５月に判断すると公表して
る見通し︒しかし︑依然と

ついては︑平成

日に︑業界生

産者と乳業メーカーで作る
なく︑１月に決定したカレ

トンの輸入を見込んでも︑

末在庫を持つことを目安と

博２０１７﹂を最優秀賞に

１７

では増加傾向だが︑都府県

ており︑トータルでは
年度は±０

◎キャラクター︵原画︶及

相場は︑一般衛生の整備の

や︑ＨＡＣＣＰ導入をする

定まで受ける場合は︑申請

ルタントが作成︶の提案ま

補助対象企業は６〜７企

業を予定︒希望する場合は
早めに連絡されたい︒

まんまろん

あんてぃらみす

いた︒５月

年

度の生乳の需給の見通しを

Ｊミルクという団体が

公表し︑これを踏まえ︑５

しているが︑これに基づく

決定した︒応募４４０４件

・男性・千葉県流山市在住︶

小林

月末に８千

のなかから厳正な選考の結

賞金１万円︑副賞三重の

日付けでバター・脱脂

㌧の不足が生じる見通しに

果︑最優秀賞及び優秀賞３

月

なった︒このため︑追加輸

点に選ばれたのは︑次の通

度に比べると

歳・男性・三

は引き続き減少傾向が続い

入の数量は８千㌧に２千㌧

り︒

粉乳を追加輸入すると農林

年

の余裕をもって１万㌧にす

びキャラクター名称募集
全菓連では︑本年も組合

万円程度︒

際にコンサルタントを起用

書作成︑改築︑新築の図面

場合︑ 万円〜

した場合︑その契約金額の

員が工場の一般衛生の整備

２分の１を補助する事業を

設計図面は無く︑ゾーニン

まで含めて︑約１００万円︒

グ図︵エクセル等でコンサ

実施する︒

年

でであれば

年７月より

農水省の補助事業なの

３月末日までのコンサルタ

っている︒

で︑平成

ント料の支払い分が対象と

万円程度にな
なっている︒このため希望
者は︑全菓連まで連絡して

コンサルタントの費用の

いただきたい︒

（Ｘ・Oたっぷり）

（型焼き）

12

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

と︑バターは

で︑前年度並みの見込み︒

回全国菓子大博覧会

回全国菓子大
博覧会・三重のキャラクタ

また︑第
選考結果

ー︵原画︶及びキャラクタ

・三重愛称について

○最優秀賞作品

ー名称の募集を開始した︒

○募集期間⁚７月１日〜８

詳細は次の通り︒

お伊勢さん菓子博２０１７
受賞者・高綱彩香さん︵

日

30

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。

歳・女性・三重県伊勢市在

月

○応募資格⁚どなたでも応

住 ︶︑ 受 賞 コ メ ン ト﹁ 姫 路

募可能

歳未満は保護

で開催された時に参加させ

ジ募集フォーム②郵送︵は

○募集方法⁚①ホームペー

者の同意が必要

※
てもらい今回︑縁を感じて
応募しました﹂︒
賞金５万円︑副賞三重の

がき不可︶

お菓子１年分
○優秀作品

て審査会を設置して選考

○選考方法⁚実行委員会に
歳・男性・

おいせさん菓子博２０１７

50

（スライスしてあります）

あなたの笑顔に
会いたくて…

27

10

51

29

27

18

18
28

17

27

11

※２、10 月中に引き渡す 8,000㌧のうち 2,000㌧は、１〜
５㎏の小物バター等とする

11

10

◎第

※１、2,000㌧については、10 月までに輸入するが、国内
の需給状況を見ながら、引渡し（機構からの売渡し）時
期を決定

10

27
11

ると決定した︒２千㌧は︑

※３、需給状況を踏まえ、輸入の有無も含め判断

乳製品の主産地である北海

2,800㌧
輸入数量

10,000㌧
―
（12,800㌧）
（※２） （※３）

第916号
（平成27年7月）
● http://www.zenkaren.net/

27
27
26

27年７月
引渡期限

27

水口猛さん︵

45

合計

（製品重量）
27年10月
28年３月
（※１）

27

27

25
27
９月
追加輸入
１月
５月
カレント・アクセス 追加輸入
輸入決定時期

27

27

27

27
27

27年度バターの国家貿易の状況

発行人

全国菓子工業組合連合会
理事長 大窪幹夫
発行所 全菓連共済ビルヂング株式会社
〒107-0062 東京都港区南青山５丁目12番４号
ＴＥＬ03（3400）8901㈹ ＦＡＸ03（3407）5486
購読料年額 組合員： 600円（購読料は賦課金に含む）
（送料共） 一 般： 2,000円
11個の円…①和菓子②洋菓子③煎餅④
飴砂糖菓子⑤豆菓子⑥おこし⑦甘納
豆⑧チョコ⑨ビスケット⑩スナック
菓子⑪ガム 菓子11種全部の集まり
中心の C…菓子のConfectioneryの頭文字
横串の５個の円…団子と団結を表わす
全形…橘の花、中心の金色の円とCは
デザイン
雄しべ雌しべ、周りの白い円は花弁 東京藝術大学池田政治教授

第916号
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第三種郵便物認可）
新
業
工
子
菓
（毎月 15 日発行）

（１） 平成27年７月15日

１面より続く

バターの追加輸入について
農水省と菓子業界の質疑応答
「

渡すという期限を加えた。
月上旬までは遅い」や

業界

追加輸入されても、

現場に出回らないのはなぜ

る。
けにして欲しい」という話

のため、入札を何回か小分
や施設への補助はしていな

いっても、農家個々に機械
る。また、金額的にも

年

で決めてもらって、支援す

乳製品の生産も北海道でバ

に向けて取り組んでいる。

界だが、今は乳をしぼる搾

０頭程度を飼養するのが限

いる。

みで、徐々に回復してきて

ターが１・５％伸びる見込

産基盤の強化を図ってまい

様々な取り組みで、生乳生

るので、頭数を増やせる。

人手を割かなくてもよくな

乳ロボットがある。搾乳に

次の輸入決定は９月

を５００億円増額した。牛

業界

業界

は成牛になって生乳を生産

拡大はできるのか。

年度は予算

人の農家に対しても助成し

するまで、３年かかるので、

度に比べると

工夫はしている。ただ、法
ていくこととした。また、

今年からすぐ生産量が伸び

かったが、今年からは、個

間に合わないのではないか。
律で一般競争入札と決めら
地域で畜産クラスターとい

もあり、小分けにするなど

夏の状況次第では、

う 組 織 を 作 り「 こ の 人 を

というが、猛暑になれば、

農水
れているので、価格は入札

北海道の畜産の規模

の結果次第ということもあ

個人・家族では１０

りたい。

９月といわず、前倒しも考

農水

えている。

るわけではないが、３年後

売するという誓約書ととも

年間支える」と地域

上がり、使いづらくなって

に販売計画を機構へ提出す

、

きた。去年
への取り組みはどうするの

カレントアクセスの入札時

ることとなっている。また、

り、なかなか下がっていな

ない」という意見もあるが、

／㎏が、今は１３００円後
か。

独立行政法人農畜産業振興

では小物バターを対象に２

輸入バターも価格が

入札の時に独立行政法人農

半／㎏で、国産と変わらな

とに作成する食料農業農村

機構畜産需給部石橋隆部

８０㌧の枠の設定だった

業界

農水

畜産業振興機構（機構）か

い。

基本計画が出され、その中

長、同部乳製品課玉井明雄

今回、追加輸入する１万

「何重も卸があれば意味が

が、手元にないという声を

らきちんと話してもらい、

農水

で畜産、酪農の生産が減っ

課長より、バターの追加輸

か。

聞いた。これまでは輸入品

在庫を持たないという抑止

時、メーカーに「８千㌧を

ているので、畜産農家の支

入に係わる輸入入札の実施

回

去年８千㌧輸入した

農水

本年３月に、５年ご
続いて意見交換会では、

の結果が報告された。

バターの追加輸
入に係わる輸入
入札等の実施

全菓連
青年部

用及びその他（１～５㎏の

ターに包装をし直すこと）

ターを４５０ｇ～５㎏のバ

へ供給されるように、落札

た。また、需要期に需要者

大幅に増やして２千㌧にし

日までに販

者から今回はじめて落札し

月

小物バター・冷凍）になる。

バターを

た小物バター及び改装後の

年度

改装用及び小物バターは、
今年２月に実施した

と歓迎の言葉を述べた。堤

てほしいと願っています」

大会が有意義なものになっ

や良い情報をつかみ、この

ある赤福の濱田会長と連絡

されますが、実行委員長で

後に三重県で全菓博が開催

いて、槌谷部長より「２年

さい」と報告があった。続

峡の歴史を紹介されてい

にある吹き抜けで、関門海

シップ）を訪れた。中心部

ミュージアム（海峡ドラマ

散策した。まず、関門海峡

では、門司港レトロ観光を

船を体験できる操船シミュ

る。小型船から大型船の操

示される潮流信号所があ

向や速度等の情報が記号表

船舶の安全のため潮流の方

ため事故が多く、航行する

が速いうえに、航路が狭い

が博士の直筆サインが展示

ルルームには、レプリカだ

た当時を再現したメモリア

タイン博士夫妻が宿泊され

施されている。アインシュ

装はアールデコ調の装飾が

建てで、個性的な外観、内

で決定した。

ターの安定供給を図る目的

に、洋菓子店等に対するバ

の対応は、年末の最需要期

することとしている。今回

ともに、機構はこれを確認

く、次いで乳業系列販社。

入れ先は大手卸売業者が多

方で、使用しないは３割を

バターの使用を検討する一

売報告を機構に提出すると

副理事長より「私が菓青会

る。海峡歴史回廊では、歴

九州ブロック北九州大会

州ブロック北九州大会は、

を取り、青年部を中心とし

占めた。使用したいバター
たプレ菓子博のような活動

の製造国は、問わないとい

時代から、何十年ぶりに北

されている。他に、作家の

出荷制限は受けたという企

九州の北の方に来ました。

レーターがあり、海流の速

～

名が多かっ

バターの利用等
実態調査の結果

業が半分以上あり、なかに

日、リーガロイ

史に残るシーンを、人形を

～

ヤルホテル小倉で開催され

ができないかと、協議を進

林芙美子記念室があり、ゆ

う回答が多かった。これは

福岡県の丸山理事長とは菓

かりの品物が展示されてい

は２割、３割も受けたとこ

１１０名の青年

さも再現されている。海峡

流通している輸入バターが
内は遊泳禁止で、泳いでい

量的に少なかったことも理

使って再現している。最上

ろもあった。出荷制限の対
階からは、関門海峡を一望

応については、コンパウン

本会議終了後、元西日本

めています」と挨拶した。

全国菓子工業組合連合

青会時代からの友人です。

由として挙げられる。今年

来年は熊本大会と聞いてい

２月、カレントアクセスの

部員が参加し

ドを使用する企業が多く、

前倒し入札で２８０㌧の入

た。全菓連から

会、日本洋菓子協会連合会

次に輸入バターを使用、商

る。

品構成を変更するの順だっ

る人がいた場合海上保安庁

及び全日本洋菓子工業会の

できる。関門海峡では潮流

傘下のお菓子屋さんを対象

工業倶楽部総料理長天川正

その後、日本で唯一の歩

ますが、熊本県菓子工業組

行者専用の跳ね橋を通り、

は堤副理事長、

次に国指定

道氏による「料理と私」の

が出動する。
記念講演が行われた（以後

札枠を新設し、はじめて１

合では護国神社にお菓子の

た。

神社を建立しており、秋口

にバターの利用等の実態を

丸山福岡県菓子

門司港レトロ展望室に移動

～５㎏の小物バターを対象

工業組合理事

重要文化財で

○輸入バター

掲 載 ）。 懇 親 会 で は、 西 村

４月に調査し、１６５社か

にはできるので来られた際

した。展望室は高層マンシ

ら回答を得た。回答社の従

長、槌谷青年部

ある旧門司三

業員数は

嘉孝大会実行委員長より

ョンの最上階にある独特の

部長が参加した。 はぜひお参りをしていって

構造をしている。高さは１

は１㌧未満が多かった。

㎏や

イズが望ましいとの回答が

にしたが、もっと小さいサ

井倶楽部を見

輸入バターの年間使用量
学した。大正

半数以上占めたが、５㎏は

「菓青会に入ったことで、

使えないという回答は少な

商売をする上で、いろいろ

年度に輸入バターを使用し

かった。望ましいバターの

議事では、次期開催地が

た者のうち、半数以上が前

ください」と述べられた。

た。

年度には使用していなかっ

大会では、菓

０３メートルで、門司港レ

まず、国産バターだが、

○国産バター

青会九州ブロッ

年に三井物

トロを一望できる。小倉駅

なことを教わりました。そ

前には、銀河鉄道９９９の

熊本市で行われることが承

産門司支店の

大きさは１㎏が多かった。

ク楠本克実会長

社交倶楽部と

今年度のバターの供給制

れが一番の宝と思います。

た。また、前年度よりも使

限の見込みは、去年並みの

１年に１度ではあります

㎏が多

用量を増やしたところも多

認された。松下ブロック長

年度は年間使用量は１㌧

く、形状は

より「来年２月に全国交流

以下が多く、前年度よりも

より「九州各県

主人公である星野鉄郎とメ

減少している企業が多かっ

より優秀な経営

して建築さ

ーテルの銅像がある。漫画

が、各地の先輩方や仲間に

家デビューする前の松本零

会を三重県か愛知県で開催

れ、翌年には

者と技術者が北

アインシュタ

回答が多く、緩むはごくわ

出会えるのは九州ブロック

い。仕入れ先は卸売業者、

ずかだった。

大会ならではと自負してい

乳業系列販社の順。使用意

予定です。ブロック補助金

た。使用している形状は４

向は半数近くが今後、輸入

は２年間で４００円／人に

㎏だった。仕

５０ｇのポンドバターが多

九州に集まり、

士氏が、小倉に住んでいた

く、次いで

活発な意見交換

イン博士夫妻

時に着想したことがきっか

ます」と歓迎の挨拶があっ

けで設置されている。

なることが承認されまし

が宿泊され

を行い、何か一

た。木造二階

た。
旧門司三井倶楽部

た。これから頑張っていき

翌日のエクスカーション
ますので、力を貸してくだ

６月

門司港や関門海峡を観光
回菓業青年会九州ブ
回

対象に加え、枠についても

を落札した方がいつまでに

力になればと考えている。

一度に入札すると、その時

援を強化することを打ち出

㎏などのバラバ

需要者に引き渡すかという

また、今回、余分に２千㌧

に落札できなかった場合、

している。これまでは、畜

が改装（

規程はなく、極端に言えば、

輸入するが、年内に機構か

しばらく入札が無いと考え

落札者は、販売終了後、販

国内の酪農・乳製品

消費期限まで、在庫として

ら売り渡すことで、出回り

高い入札価格で無理してで

が、今回は改装用も新たに

いとの認識。

抱えておくことが可能だっ

を多くすれば、問屋さんも

㌧のバターのうち、２千㌧

業界

た。このため、需要期まで

在庫として持っておくメリ

とバターの利用等実態調査

月に９００円

に実需者に引き渡す仕組み

産農家が規模拡大したいと

バターの落札者が販売
計画と販売報告を提出

として、輸入品を落札した
も入手することになる。こ

25
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者から

第

第

27

12

つでもお店にヒ

26

14
ントになること

25

ロック北九州大会・第
全国菓子工業組合連合会九

11

50

13

菓業青年会・全国菓子工業組合連合会
九州ブロック北九州大会

20

去年も輸入された

26

ットはなくなると考えてい

20

月上旬までに売り

10

12

27
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17
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20

26
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氏
大窪幹夫 新
理事長に就任

った。
⑸製菓衛生師検討委員会
名に対し、平成

①加盟校より推薦された優
約２，８５７万円で昨年対

書籍の販売の総頒布高は
業組合連合会の大窪理事長

改選に当たり、全国菓子工

秀な学生

本菓子教育センターは、会

就任した。大窪理事長は「日

が同センターの新理事長に

比

年度の事業

・７％と報告された。

年度卒業時に日本菓子教

育センター理事長および関

では、製菓衛生師資格制度
に関する諸問題についてア
係菓子業界４団体の代表者

日本菓子教育センター
ンケートを会員校より取

校を数え

ますが順調に運営をされて

員数は４団体、

います。一方で、資格の改

平成
計画
１・製菓衛生師並びに技

善や教育指導の充実、教師

による表彰状と記念品を授

能検定制度の普及、２・製

の資格向上等取り組むべき

与。

菓衛生師制度等資格制度に

り、関係省庁への陳情書作

②技術専門校生を対象に

関する諸問題の取り組み、

成の準備を進めている。

「働きながら学ぶことにつ

課題は山積みであります。

き る も の ）、 加 盟 学 校 要 覧

いて」をテーマとした小論

かかる状況の中で理事長に

を作成し、全国約五千三十

①厚生労働省医薬局食品安

３・「 決 定 版 洋 菓 子 教 本 」

就任したことは、重責では

日本菓子教育センター

全部企画情報課に対し、製
文の応募作品の中から優秀
の作成に向けて委員会で検

（理事長大窪幹夫氏）では

菓衛生師に関わる諸問題に

討を行う、４・会員校教職

⑹関係官庁への協力

⑶技術専門校入学案内お

徒募集に貢献した。

年
作品に対し記念品と賞

の高校に配布。会員校の生

回通常総会

よびポスターを平成
な

日に、浜松町東京會

６月
舘において第

年度事業報告につい

を開催した。同センターの
平成
ついて、情報交換や資料提

に対し、訓練校に対する理

⑷技術専門校が菓子業界

業能力開発協会の依頼によ

の委任を受けている中央職

②技能検定試験の問題作成

ー製菓調理専門学校が入会

今年度は大阪キャリナリ

⑻会員の拡大

状を授与した。

める。専門学校・ポスター、

催、５・会員校のＰＲに努

員を対象とした研修会を開

図ります」と挨拶された。

力を得ながら事業の推進を

ありますが、皆様方のご協

供等に協力。

解を深めてもらうための広
した。

作した。

⑵ポスターおよびチラシ

り和洋菓子検定委員を推薦。

すが、それがだんだんとデ

は失業率が極めて低いので

たときに、インフレのとき

とり、横軸に失業率を取っ

れは、縦軸にインフレ率を

く言葉だったのですが、こ

れませんが、私も初めて聞

された方ならご存知かもし

しました。経済学でも勉強

う聞きなれない言葉を耳に

ら、フィリップス曲線とい

ズ番組を見ておりました

先日、あるテレビのクイ

れる経済政策によって、確

そして、三本の矢とよば

ミクスだと思っています。

ていこうというのがアベノ

を引き下げ経済を活性化し

もっていくことで、失業率

図的に少しだけインフレに

だったのを、デフレから意

がないという憂うべき状態

高校や大学を出ても就職先

経済はデフレ状態が長く、

さにこれで、今まで日本の

やろうとしていることがま

すが、今、アベノミクスで

っていくということなので

のお菓子屋さんが言われる

すら感じております。先輩

のだろうかと思い、危機感

たして組合が存続していく

の数が減少していくと、果

ので、さらにお菓子屋さん

う調査結果が出ております

三割は後継者がいないとい

していまして、さらにその

盛期の半分以下にまで減少

子屋の商売も、組合員が全

者難だと思います。我々菓

因は少子高齢化による後継

です。やはり一番大きな原

廃業は増えているのだそう

すが、しかし、逆に企業の休

確かに減少しているそうで

と、現在、企業の倒産件数は

先日もある新聞による

え小さくてもお客さんから

菓子屋さんのように、たと

いましたが、この京都のお

継いでいるとおっしゃって

んが１００パーセント後を

るお菓子屋さんは、息子さ

山校長先生が、儲かってい

以前、東京製菓学校の梶

くわかりました。

方にも愛されているのがよ

次々と入っていて、地元の

でした。ただ、お客さんが

もと変わらない小さなお店

味で落ち着きのある、私ど

ち寄ってみると、本当に地

んなお店だろうと思い、立

も続くお菓子屋さんってど

に出会いましたが、四百年

うお菓子屋さんの息子さん

代の頃から続いているとい

に、バイト先で安土桃山時

学生時代を送っているとき

そういえば、私が京都で

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

谷照三氏は６月

活 動 を 支 援、 助 成 す る、

洋菓子業界に対し行う広報

成する、②技術専門校が和

上のための事業に協賛、助

子業界の技術振興、資質向

事業に取り組む、①和洋菓

９・和洋菓子業界への広報

業に反映するよう努める、

専門校間の交流を図り、事

改善、８・専門学校、技術

う。７・資格取得者の待遇

活動及び会員校の紹介を行

により、当センターの事業

育センターのホームページ

スターを統一制作。６・教

術専門校・入学案内書とポ

一氏（㈱二木）、上野精養軒

が建つのか」講師・二木英

し上げます。

とともに、深くお詫びを申

した。訂正させていただく

役の掲載が失念しておりま

なかで駒井良章理事・取締

菓連・ビル会社役員の表の

６月号２面に掲載した全

した研修会を開催。

（無料アプリで動画配信に
報事業を実施した場合、１

チラシおよび会員校の学校

つながり、かつ当センター

フレになるにしたがって失

かに失業率が下がり、株価

には、どんな時代になって

必要とされ、なおかつ儲か

訂正とお詫び

業率が高くなって、ちょう

も２万円前後まで押し戻し

も力のあるお菓子屋さん、

る商売を目指さなければと

要覧を制作、配布する。技

ど反比例のような右肩さが

てきましたから、アベノミ

お客さんから必要とされる

⑼出版物など販売事業

りの曲線ができるのを、そ

クス効果が出てきたのかな

お菓子屋さんは生き残って

された。

⑺優秀学生の表彰

校につき

の法則を発見した経済学者

と思っておりますが、現実

思っています。

お客さんに必要とされる菓子作りを

うに感じております。

ではまわってきていないよ

の名前を取って、フィリッ

には本当に景気が良いのは

いくはずだ。数は少なくな

岐路に立つ菓子業界

プス曲線というのだそうで

っても、組合運営は可能だ

部長・白石恵一

いる。
また任期満了に伴う役員

敬 弔
広島県菓工組元理事長

大谷照三 氏逝去
日に逝去

広島県菓工組元理事長大

故人は中小菓子業界の発
展と全菓連傘下組合の組織

日、講演会「な
円のチョコでビル

７月
ぜ

７月

日、技術講習会、

年秋には旭日小綬章

焼香した。

行われ、業界関係者多数が

やかなうちにも盛儀にとり

日、広島市平安祭典でしめ

而して告別会は６月

を受章されている。

平成

年に全菓連理事を務めた。

化に尽力され、平成９～

学校

匠 土 門 ）、 国 際 フ ー ド 専 門

講師・土門千次氏（菓

神奈川

15

27

東京

行事予定

す。これは、逆に言えば、

中央の企業や、円安による

とおっしゃっていました。

15

10

20
20

、本頒布事業、となって

デフレのときは失業率が高

輸出関連の企業で、その効

愛媛県菓子工業組合広報
果が時間差で地方の方にま

万円の助成を行

のホームページにリンクで

⑴会員校教職員を対象と

ての主な内容は次のとおり。 月に、同センターで統一制

61

65

87

く、それがインフレになる

10

にしたがって失業率が下が

22

24

10

27

26
12

26

39

29
26
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修行を経て地元淵野辺でご

舗「あけぼの」で六年半の
設の四店舗へ朝早くから毎

で、広明君も周辺の商業施

ゅうは欠かせない商品なの

木地域では本当に酒まんじ

感動しました。相模原や厚

ホカホカを頂き美味しくて

最中だったので出来たての

く包餡をしていかないと出

生地を発酵させてから素早

も相当神経を使っていて、

です。そして、大事な皮に

を完売する一番の人気商品

で、お盆の時は約千二百個

売れ行きは創業以来好調

餡を包んだ酒まんじゅうの

竹の縁台が置いてあり、店

宝来堂さんの店の前には

み出してください

ぷりの御菓子をどんどん生

らも広明君のアイデアたっ

を販売しています。これか

た思いです。最後に広明君

たんだと取材の中で発見し

が宝来堂さんのルーツだっ

た。その中の万灯神輿こそ

いて老舗の趣を感じまし

内には工芸菓子が飾られて

す。

益々の活躍を祈っていま

のこれからの地域活動と

後継者シリーズ⑨

今回第九弾で紹介するの

日配達をこなしながら新し
青森
県

八戸地区の活動等について

のが当たり前の様です。淵

工業をはじめ、北東北の物

八戸市は古くから水産、

組合組織の結束を図り、消

厳しいものがありますが、

ど、業界を取り巻く環境は

安に依る原材料の値上げな

お願いします。

ですから、その節は宜しく

福島県の復興支援も企画中

避の願いと、岩手

ると思います。震災風化回

内全域を巻き込んだ、八戸

子工業組合の主催として県

八日二十九日に、青森県菓

•••••••••••••••••••••••••••••

報部・亀岡肇

神奈川県菓子工業組合広

は、相模原支部で御菓子司
両親と力を合わせて毎日、
来上がりの皮が固くなるの

宇宙に一番近い街の
老舗を訪ねて

宝来堂伊藤製菓舗の三代目
い焼き菓子や上生菓子の研

にあんこに関しては、修行
野辺周辺はイベントも多く

流の拠点として発展してき

費拡大を目標に活動をして

で包む時は競い合って包む

仕事に追われて頑張ってい
ます。私が伺った時、ちょ

先で独自の内取り餡を煉っ
て、ＪＡＸＡキャンパスと

ました。しかし、東日本大

宮
･ 城・

会場の大きな菓子祭りにな

ていたお陰でいい餡がとれ
学生と住民と商店街が一体

震災から復興したかの様に

出来ることはすぐ行う！

る様になったそうです。宝

機「はやぶさ」

となっていて、小惑星探査

究に余念がない様です。更

の伊藤広明君です。広明君
は高校卒業後、東京で一等
うど酒まんじゅう作りの真

来堂さんの甘さ控えめの粒

の卵をたっぷ

は、相模原産

来堂さんで

ています。宝

る形で応援し

貨などあらゆ

作をしよう」そこで寒冷の

元でなければ出来ない菓子

ら頑張ろう」と、また「地

す。「 伸 び 代 が ま だ 有 る か

る、と厳しい意見を頂きま

るのに売り込みに難があ

森県には、良い物が沢山有

豊かな自然に囲まれた青

ージアム「はっち」を会場

等を、八戸市ポータルミュ

に寄与する菓子コンクール

員の商品紹介、後継者育成

演販売、お菓子教室、組合

りを開催してきました。実

戸市の協力を得て、菓子祭

主な事業として、毎年八

ぐ行うのがモットーです。

敏な対応等出来ることはす

苦労しております。今まで

望が有り、お断りするのに

ております。再度の開催希

ってもらうことを目標にし

味のうまさ度の物差しを作

使用して、幼い心に感動と、

おります。最高級の食材を

活動の大きな事業になって

度々取り上げて頂き、組合

評のため、マスメディアに

得、無料がモットーで大好

ます。問屋さんのご協力を

また市内の小中学校を訪

り使った「は

気候を利用してできる夏い

に今年も予定しておりま

きました。技術講習会は勿

やぶさ饅頭」

ちごの商品開発に取り組ん

す。特に今回は十一月二十

見えますが、未だ尾を引き

代のオーナーの先を見る

でおります。

に因んで、グ

伊藤広明君

目、夢を追う心も菓子づく

問して、職人と一緒にお菓

けた伏流水は大地の恵み。

りのエンジン。代々、熱意

子を作る食育を行っており

この地に暮らす人にとって

が受け継がれていってこそ

論のことですが、衛生管理

ぶりでしょうか。日進月歩、

は当たり前かもしれません

ですね。

の徹底と法律改定に伴う機

店舗も新しくなり、オーナ

が、これぞ素材也でしょう。

■温故知新

ずっている様に感じられま

サードウェイブという言

ーも代替わりされていまし

大切に使っていくことで活

す。

葉があちこちから聞こえて

た。それでもみなさんの笑

かされていることがよく伝

ルメや食品、

きます。またまたコーヒー

顔と美しい菓子たちが変わ

スイーツ、雑

ブーム到来です。が、今迄

らず並び、店には温かい時

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

別。その店の水ようかんは

水が美味しく小豆が格

味しさを追求する努力は継

かもしれませんが、常に美

小豆を煮る技は変わらぬ

ンジしてみてください。

プライズにも、ぜひチャレ

にしてみるなど、新たなサ

消費税の問題を初め、円

と少し違うのは、コーヒー

梅雨まっただなかの季節
に、店舗に並ぶ菓子たちの
再チェックをおすすめいた
します。召し上がるシーン
まで思いを馳せれば、冷や
しすぎない水ようかんが程
よい日もあるでしょう。時

も、お菓子を作る素材にし

特に群を抜いています。こ

続されてこそ結果となって

村一雄

事長・八戸支部支部長・志

青森県菓子工業組合副理

きます。

に対処し支部を運営してい

を聞き、反映させて諸問題

そして、消費者からの声

なく後退と考えております。

何もしないのは停滞では

と思っております。

子供たちに伝えて行きたい

で、継続してお菓子の力を

講者数は二千七百二十二名

で二十六校になります。受

に訪問した学校は、七年間

タイムを楽しむことにウェ

わってきます。

■わくわくする熱きとりく

ても、こだわりのモノサシ

の自然の力との共生が、こ

いくのでしょう。先代、当

には生クリームを添えて口

が変わってきているのかも

の菓舗のベースになってい

みを！

しれません。

るようです。長い年月をか

城戸翔寉（きどしょうかく）

過日、以前訪問した菓舗

■水も素材の一つです。

その 242
7月

を訪ねてみました。二十年

にしてもパッケージにして

変わってきています。店舗

お金をかけることころが

を！

■変わる価値観に心くばり

す。

間が流れていました。

地の田園調布にある有名老

森
青

神奈川
イトが置かれているようで

宝来堂伊藤製菓舗
御菓子司

平成27年７月15日 （４）
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ようそろ！「わかつき丸」

が

年振りに誕生した。菓

静岡県菓子工業組合

先の総会で新しい理事長

年目の３代目であり、和菓

社長の若月正章氏である。

亭「 わ か つ き 」（ 富 士 市 ）

会長、大学の保護者会長な

また、地元中学校のＰＴＡ

屋」の社長も務めている。

どで営業する「㈱あれこれ

の他に新富士駅や道の駅な

事務員と会計役員が必死に

続の危機ともなる。新規の

財政の圧迫となり、組合存

退会されると膨大な金額が

ならない、支部組合単位で

退会者には返還しなければ

は出資金を頂いているので

スを皆さんに提供していく

と、これから色々なチャン

を考えている。新体制のも

展、各組合員のお店の繁盛

合力の増強と菓子業界の発

組合員の総力を結集して組

この大きな事業を梃子に、

ことを信じたい。

の幸いとなって返ってくる

る。頑張りは必ず自分自身

だいた結果だと思ってい

組合活動に参加させていた

けてきた。それは積極的に

元々は製餡業を営む創業

子に興味を持った正章氏の
ど各方面の要職も務められ

に参加されて見識を深めて

各種の勉強会にも積極的

れまで組合としては何の存

危機をかわしてきたが、こ

支出の削減を図りどうにか

才量と能力にかかっている。

み取るか見逃すかは自らの

だろう。そのチャンスを掴

力一杯「宜候」

かつき丸」の船出だ。皆で

いよいよ「わ

ている。

魂」が信条で「きんつば」

おり、菓子業界をはじめ多

私もこれまで組合の恩恵

さあー！

代から小豆を主体とした和

「どら焼」「鯛焼き」、夏場

続対策を講じることもなく

菓 子 店 を 始 め る。「 一 粒 入

には「小豆アイスキャンデ
方面の人脈も広く組合運営

㈲アートフーズの解説と

•••••••••••••••••••

事長・森田紀

静岡県菓子工業組合副理

ー」など連日客足の絶えな

新理事長の手腕と新役員の

を十分に受けて菓子屋を続

当組合は、ここ数年で大

皆さんの結束力で、これ以

来てしまった。これからは

歳、働き盛
きく衰退した。社会現象か

に寄せる期待は大きい。

年生まれの

りの新進気鋭である。自店

年度には組合創
年には

伊那食品工業㈱の試作
日田原本町品川

奈良県菓子工業組合の総

地、餡などに添加させ仕上

無味無臭のペーストを生
会は６月

周年を迎え、

し、Ａ４サイズ

舗のうち

かなりしっかりとした保存

と事務局で何度も校正をし

分は、頂いたデータを業者

発見や、今度出かけたら寄

さんがあったのか。という

て、県内にこんなお菓子屋

全部で３万部制作をし、

員の名前等を同時に覚える

年目の私にとっては、組合

ど、組合事務局に入って１

利用した各種の菓子を品川

工業所の機器を利用し、試
作した。

なお、両社とも希望すれ

総会の後、㈲アートフー

れるという心強い協力を約

にての試作協力に応じてく

ば各店を個々に訪問し実地

ズ様によるグルコマンナン

束してくれました。
菓子への応用解説があり、

（こんにゃく）ペーストの

き再選されました。

伊那食品工業㈱は寒天を

全国菓子大博覧会と大事業

立

きたい。

退会者の復活をはかって頂

上の衰退を停めると同時に

な い 」「 役 員 を や る の が 嫌
だ 」「 組 合 費 の 負 担 が 大 き
い 」「 組 合 に 期 待 が も て な
い 」「 後 継 者 が い な い 」 な

を行いました。

会員は自社の製品での応

がり食感を良くする効果に

ど理由は様々だ。当組合で

残りの部数に関しては、

用をイメージして試作品の

工業所に於いて開催されま

もおかしくはないだろう

５月下旬に行われた「スイ

を控えている。新理事長は

し、いばらきということば

ートフェア２０１５」での

出来を見聞、試食にて出来

若月正章氏

舗ずつ、データをいただき、

は外せない。和菓子・洋菓

来場者への配布を行いまし

を確認していた。

新理事長

また掲載希望なども確認を

子・パンと色々なものを販

た。今後も組合員参加のイ

ついて説明を受けた。

する必要がありました。業

売しているけれど、お菓子

ベントでの配布に力を入

した。議案は原案通り可決

者選定が７月から８月にか

というくくりでまとめよ

８ケ月をかけて制作した菓

なおして、３月に入りよう

ってみようか。など、いろ

ます。

県内の道の駅や、各市町村

ことができたので、とても

され役員も一部（宇陀）除

かってしまい、８月のお盆

う。ということでこのタイ

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

店舗が参加を
の繁忙期後にデータ回収を

子組合員店舗掲載のパンフ

最初の計画にはなかった

やく印刷することが出来ま

いろなシーンに合わせて活

このパンフレットを通し

表紙を飾るお菓子職人とし

した。

められていきました。

ての組合員や、それに伴う

事業としての助成金活用の

用していただけるのを願い
平成
かかわらず快く受けて下さ

パンフレット制作は、大

の観光協会、茨城空港、県

変な作業ではあったけれ

は、タイトルでした。これ

内各観光施設、銀座のいば

上がりとなりました。

は、理事会などでも検討を

良かったと思いました。

そして、次に悩んだもの

重ね「いばらきのお菓子大

らきマルシェなど配布依頼

局・川井理砂

茨城県菓子工業組合事務

集合」というタイトルに決

もちろん掲載店舗へも配布

をさせていただきました。
もなれば大集合という言葉

まりました。

店舗の数と

した。

為、年度末ギリギリの出来

年度の県販路開拓
コメントも急なお願いにも

得ることが出来、作業は進

ます。

れ、ＰＲに努めたいと思い
そして、ページの中の店

トルとなりました。

舗ごとの画像やコメント部

も大変な迷惑をかけてしま

店舗という多数の協力を

いました。しかしながら、

版に出来そうなパンフレッ

いばらきのお菓子大集合

96

り、本当に有難うございま

26

制作するにあたり、１店

レットについて感想を書こ

昨年度の事業として、約

良

奈

もしれないが「メリットが

い繁盛店である。氏は昭和

87

行うこととなり、組合員に

菓の
子 パンフレット
組合
制作にかかわって

29

28

34

ページの

菓亭「わかつき」店舗
トが出来上がりました。

16

96

うと思います。茨城県菓子
工業組合の組合員１６０店

16

50

56
96

解説風景と工場にての試作の様子

12
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菓子処 ふくや

八）年、創業者が第二次大

ります。一九四三（昭和十

は、お茶本来の味と香りを

を今も守り続ける「茶羊羹」

りますが、その＂味と技＂

から受け継ぐ商品は色々あ

再度開店しました。創業時

年「ふくや菓子舗」として

の後一九四六（昭和二十一）

広告を発見。おそらく都城

新聞宮崎版に「茶羊羹」の

十九）年五月二十日の朝日

出て来た一九五四（昭和二

が進む都城島津邸の蔵から

年三月の公開に向けて整備

二 〇 一 〇（ 平 成 二 十 二 ）

通年のお菓子をはじめ、

計算されているお菓子です。

んに見えて、実はきちんと

つぶしています。いいかげ

よう、一つ一つ手を掛けて

表皮の割れ目から顔を出す

いびつなうえ、中身の餡が

菓子店が多いのだと思いま

化が根付き、和洋を問わず

しいので、今もお菓子の文

都城はお茶とお水が美味

見ながら邁進しています。

冠婚葬祭菓子等、常に前を

季節のお菓子、茶席菓子、

に工場と新店舗を郊外に新

一九九七（平成九）年六月

の提案で店舗だけは残し、

地の衰退等もあり、三代目

んでいましたが、中心市街

階店舗、二階工場として営

す。初代の作った場所で一

園田征利

事長・菓子処ふくや代表・

都城菓子商工業組合副理

と思います。

大事に引き継いで行きたい

材料を吟味し、初代の味を

築しました。これからも、

を通じて、参

た。この事業

いたしまし

盛況の中終了

募を頂き、大

倍を超える応

る企画も、５

一九二九（昭和四）年、

戦で徴兵され、終戦後に帰
をＰＲしようと、初代が地

会田柏崎市長（中央）を表敬訪問

創業者の園田惣一が当初は

残し、手間ひまかけて作っ

伝統の味と新しい工夫

「花月堂」として開店しまし
って来るまで、妻（とし）が

の開発や接客

新作スイーツ

加店は限定＆

た。当時は原材料の購入に

日から５月

終の土・日２日間を３枚１，

ツバイキング」は、期間最

また「まちめぐりスイー

た。期間中お買上げのお客

お客様よりご来店頂きまし

伝した結果、期間中多くの

隣の市町村まで広範囲に宣

やフリーペーパーなどで近

りました。今後も「菓子和

となり、意義深い事業とな

のお店づくりに大いに参考

のお声を頂くことで、今後

たアンケートを通じて多く

また、応募券に記載され

の勉強など多

内 容 と し て は、「 ま ち ぐ

０００円のスイーツチケッ

咲スイーツ物語」を継続し

日まで、各店で春のお薦め

ては、４月

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

柏崎が
「まちぐるみ」
でスイーツイベントを実施

みスイーツフェア」につい

元のお茶を使った羊羹を宣

わ ざき

るみスイーツフェア」と「ま

トで各店限定スイーツをバ

様より３店舗の各店スタン

ていく予定です。

し

新潟県菓子工業組合柏崎

店舗の

ちめぐりスイーツバイキン

プを集める「スタンプラリ

くの刺激を得

支部（支部長：吉田勝彦）

ツブック事業」は、柏崎地

グ」として、まず

イキング方式でお買い求め

ー」も実施し、抽選で１０

か

菓子和咲 スイーツブック事業

の玲子、三代目の真史で営

では、４月

域の菓子・パン店を気軽に

参加店とスイーツの紹介を

しながら、各店を巡って頂

る事ができま

んでおり、三代目が考え出

まで「菓子和咲スイーツブ

楽しくより多く巡って頂

ページからなるブック

＆新作スイーツを期間限定

した「ちゃらんぽらん」
（い

ック事業」を実施いたしま

き、地元のお客様のみなら

全

で販売するというプランで

いかげんの意味）という焼

した。当支部では「柏崎地

ず他地域からのお客様にも

タイプの冊子を１万部作成

今回の「菓子和咲スイー

しました。

とで富山高専射水キャンパ

るお菓子屋さん、というこ

なか」を世の中に出してあ

売上２位。もっと「おいも

力が入りましたが惜しくも

ゼンテーション、販売にも

れました。

「富山やくぜん」に認定さ

んシューラスクえごま」は

マを使った「富山米やくぜ

組合員の中で、３品の認定

ましたが、冠婚葬祭中心の

屋さんとして親しまれてき

店したいと企画書を持って

継者育成事業「学店」に出

価会に出品したところ、最

食品産業協会の地域食品評

げようと大野さん、富山県

モ）は元筑波大学教授の高

ラサキマサリ（ムラサキイ

現在、大野さんが使うム

商 品 名 は「 お い も な か 」。

ートポテトという商品で、

地域資源を活かした富山ら

陸新幹線開業を機に富山の

品開発は続き、平成

わりたい熱い思いが伝わっ

ん。材料にはとことんこだ

年「富

たちが掘ってきた愛おしい

連れ出し、お芋掘り。自分

大野さんは学生たちを畑に

ん）」（エゴマと大野さんが

ツ」で「紫甘丹（しかんた

しいお土産「食やくスイー

す。

が離せないお菓子屋さんで

てきました。これからも目

０名様に２，０００円分の

くプランです。

今回は、出来るだけ広く

スイーツ券をプレゼントす

東北六魂祭

新潟県菓子工業組合柏崎

支部副支部長・髙橋克巳

結し、盛岡さんさ踊り、山

形花笠まつり、仙台七夕ま

つり、福島わらじまつり、

今年も、東

曜動感あふれる踊りが繰出

まつりが登場し優雅な舞や

青森ねぶた祭り、秋田竿灯

日本大震災か

田」が開催さ

２０１５秋

「東北六魂祭

２日間に渡り

（税込）商品を一堂にご提

祭の六に掛けて６００円

お菓子のアソート品を六魂

設置し、各店舗それぞれの

山形そして５

岩手、福島、

らもご支援お願いしたいと

で頂き、復興に向けこれか

囲から沢山の皆様よりお出

東北六魂祭を通じ広い範

供させて頂きました。

番目の開催に

部理事・酒井邦彦

秋田県菓子工業組合青年

思います。

が秋田市に集

六つの夏祭り

なり、東北の

東北 宮城、

れました。

の心をこめて物販ブースを

県青年部でもおもてなし

た。

し訪れた観客を魅了しまし

年５

日（土）

日（日）の

月

い平成

らの復興を願

東北六魂祭開催

感動胸に復興を誓う！

•••••••••••••••••••••••••••••

ご案内するため、新聞広告

した。

き菓子が好評です。煎茶を

域をスイーツのまちに！」

立ち寄って頂くことを目的

スの学生グループが、富山

品を持つ大野菓子店さんを

きて「商品ができたら連絡

使用して生み出された「と

原材料を知ることからと、

山やくぜん」に認定され、

栽培した、ムラサキイモを

局・西尾麻里

す。

煮出したエキスを白餡に練

として、柏崎の地名から「菓

として、柏崎市や地元観光

店舗が参加して実施いた

り込んだお菓子で、お茶の

子和咲（かしわざき）スイ

行っております。

香ばしさが餡の甘さを柔ら

ーツ物語」としたテーマで

い た し ま し た。「 ま ち ぐ る

日

かく包み込みます。この手

協会・商工会議所のご協力

日～５月

の焼き菓子は、見栄え良く

年間、毎年さま

・ご支援を頂き、当支部の

31

これまで

ざまなスイーツイベントを

25

整えるのが一般的ですが、

現在は二代目の征利と妻

も人気商品の一つです。

伝したものと考えます。今

た当店伝統の羊羹です。

茶羊羹

餅屋さんとして開業されま

商工会議所青年部の若手後

年、お煎

余年、町のお菓子

あります。昭和

やくぜん」に認定していま

した。

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

富山オリジナルの食材にこだわって
す。富山県菓子工業組合の

生かし、古くから健康面で

商品に３代目の等さんは何

大野菓子店

富山といえば「越中富山

か大野菓子店独自の製品が

お店は旧北陸街道沿いに

本人は手入れをしていない

ご紹介します。

だけと笑っていらっしゃい

効果があるとされる富山県

中央コンクールで（一財）

産の食材を使用したからだ

じゃ自分たちが作ったこと

食品産業センター会長賞の

ま し た が ）、 お 子 さ ん と 一

柳謙治氏から分けて頂いた

あったらなと思っていたそ

にならないだろう」と大野

年「富山やく

緒にお芋掘りをなさってい

優秀賞の受賞。さらに平成
の頃、富山県から「赤むす

さんは学生たちを巻き込ん

受賞。平成

るそうです。気さくにお話

く だ さ い 」 と。「 そ ん な ん

び 」（ コ シ ヒ カ リ を 基 に 玄

で活動を開始しました。富

その後も大野さんの新商

ぜん」に認定されました。

種芋を自家栽培、無農薬（ご

米食を赤くした品種）を使

山産の米粉、芋は「ムラサ

年には優良ふるさと食品

った試作要請がきました。

キ イ モ 」、 最 中 の 皮 に ス イ

をしてくださった大野さ

年「とやまスイー

富山生まれのオリジナルス

お芋、俄然気合が入ります。

使 っ た タ ル ト 風 菓 子 ）。 平

富山県菓子工業組合事務

イーツとして県内外に発信

成

年米粉１００％とエゴ

試作を重ね、パッケージの
面白い商品を作ってくれ

されました。

デザインも学生。当然プレ

ツ」に認定、平成

は平成

やま赤米シュークリーム」

小麦粉を一切使わず 赤｢む
すび ｣を生地とクリームに

年北

の 売 薬 さ ん 」。 富 山 市 で は

富山高専射水キャンパスの学生

27

18

31

18

24

25
15

「富山のくすり」の伝統を

おいもなか

25

24

23

26

30

にやさしい料理等を「富山

潟
新

宮
山
富

10

24

31

80

22

田

秋

ちゃらんぽらん

家業を守っていました。そ

崎
も苦労したと聞いた事があ
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震災報告

石巻偏

〝姉妹で力をあわせて…〟

甘陣本舗

との無い大きな揺れに心配
て被害の大きさにびっく

舗の見える所まで降りてき
いる方々の少しでもお力に

方々や応援に来て下さって

邁進して頂きたいと願いつ

御姉妹これからも元気に

した。

した近所の人達がお店の前
なればと原材料のある限り

年前に

妹さんと毎日作って喜ばれ

り、店舗１階の天井近くま
で泥や瓦礫、そして３，４
たそうです。
現在は、初代（

つお暇しました。

宮城県菓子工業組合・佐
藤あや子

上
年 続以く施
設訪問について

•••••••••••••••••••

に集まって来たので、皆で

台の車で家の前が塞がれて

近くの高台に避難しまし
た。その場所は海が見えな
おり小さい力ではどうする

訪問先の子どもたち

人

よりでした。

当日は

ることができず、職員の方

が召し上がられているケー

の会員中

名

が参加し、ま

スが昨年まではありまし

た。頑張られている職員の

佐賀は小さ

た、ＯＢ会の

い地域です

方を慰労するという意味で

中には割と予算が潤沢な

が、結束力が

方々からも菓

ところもあるようでしたの

高く、本当に

子の提供を頂

うです。その時期が、ちょ

ありがたいこ

はいいのかもしれません

うどかき入れ時のため、最

で、予算があまりなく、お

とだと思いま

が、趣旨からは外れるので、

佐賀菓青会では５月

やつに困っていそうなとこ

した。また、親子二代や三

ご逝去）が残してくれた「赤

いので、こんなに大きな津

に施設訪問を行いました。

近は５月後半から６月初め

ろを優先して再度プレゼン

代にわたり菓青会に参加さ

ことも出来ませんでした。

港 に 近 い 店 舗「 甘 陣 」（ 店

二人で大切に守り、尚且つ

これは児童福祉施設や母子

私自身も、このイベント

に行っております。

これは「小さいころから

波が来ているとは知らない

日東日

日々の研賛を重ねて考案し

生活支援施設、障碍者療育

ト先を選んだところ、大変

地元の菓子に親しんでほし

主・千葉寿子さん）におり

２０１１年３月

除をし、店舗で使っていた

た「しろ蒸かしまんじゅう

支援施設、保育園や幼稚園

喜んでいただき、感謝状も

きました。

冷蔵庫やミキサー等を起こ

（栗入り）」「生姜入りまん

に参加するまでこういった

送付していただきました。

今年は除外しました。

して洗い流し電気屋さんに

じゅう」等を製造販売、地

施設が身近にあることを知

本大震災が起きたとき、石

お菓子を食べて元気に育て

使えるか見てもらいまし

等をまわり、菓青会会員の

らなかったので、大変勉強

飯まんじゅう」を妹さんと

た。運よく機械類に電気が

域の方々に震災前と同じ様

会社の菓子をプレゼントす

それから２ヶ月を掛けて掃

通り使えることが分かりホ

る も の で す。「 お い し い 菓

学ぶ事にして、僕は和菓子

「おせんべいは親父から

中屋せんべい総本家で職人

「大垣せんべい」の銘店田

大垣名物の１つである

久寿」の門をたたかれまし

て大阪のどら焼の名店「喜

く、新たな技術習得に向け

おせんべい屋さんではな

昭二さんは、あえて同業の

く修行に出ることになった

す。高校を卒業し、さっそ

ぐと心に決めていたそうで

なく、将来はお菓子屋を継

の頃には誰に言われるでも

の背中を見て育ち、小学生

ゅう（上左）、しろ蒸かしまんじゅう（上右）

赤 飯 ま ん じ ゅ う（ 下 ）、 生 姜 ぶ か し ま ん じ

た。

な和菓子職人になられまし

及ぶ修行のもと１人の立派

知識を積み重ね、６年半に

どら焼、和生菓子の技術と

段を上るように、製餡から

しかし、１つ１つ確実に階

く反応できなかったとか。

て！」と言われても、うま

無 か っ た た め「 蒸 篭 取 っ

和菓子について全く知識が

が、最初の１年は大苦戦！

状況で避難生活をしている

じゅう」を作り、何も無い

主人が考案した「赤飯まん

決め無我夢中で器具を揃え

に合わせてオープンすると

の２月、近藤せんべい本舗

した。そして昭二さん

歳

ゆっくりと動き始めていま

な夢が１つの形に向かって

房を設立。父と息子の大き

に和菓子が作れるように工

昭二さんが戻られたらすぐ

った作業場を半分にわけ、

様は、それまで煎餅専門だ

を長くして待っていたお父

その頃、息子の帰りを首

したとおっしゃっておりま

下さり本当に心強く思いま

訪れ、励ましと応援をして

庫県神戸市在住の方が数回

又被災後しばらくして兵

おさえた餡とよく合い、つ

ほんのり香ばしく、甘さを

どら焼きは、皮はフワフワ

て不動の位置に地位にある

今もお店の大人気商品とし

から受け継いだ「どら焼」。

お菓子は、もちろん喜久寿

昭二さんが最初に作った

店として生まれ変わりまし

こどもの日に行っていたよ

で、開始当初は５月５日の

年以上前に始まったもの

しい」との願いを込めて、

子を食べて元気に育ってほ

夜を過ごした事もあったそ

菓子が作れなくて眠れない

て悩んだり、同じ品質のお

去には餡が上手に炊けなく

く歩んできた昭二さん。過

ともいえるお菓子です。

させた、まさに努力の結晶

昭二さんが修行時代から研

くプレゼントをしても食べ

方もいらっしゃり、せっか

菓子を食べることが困難な

障害の度合いによっては

になりました。

ます。

う施設を回るようにしてい

すが、保育園、幼稚園は違

則例年同じ施設を回るので

育支援施設等の４施設は原

児童福祉施設、障碍者療

園児からの反応も良く、何

す」とのお声も頂きました。

ものを使うようにしたいで

「おやつになるべく地元の

たようで、園長先生からも

い」という考えから始まっ

おります。

切にしていきたいと思って

もこういったつながりは大

れている方もあり、今後と

いです。

か洋菓子を勉強したかった
をされていた初代が独立

た。

日）

んですよ。そうすれば、技
し、近藤せんべい本舗を創

究し、試行錯誤の末に完成

しっとりと馴染むよ

えを守りつつ、手に

引き立つ」という教

れる事で美味しさが

げる寸前まで火を入

ま う 美 味 し さ。「 生 地 が 焦

いつい２個目に手が出てし

いと」と言って頂けるよう

り近藤せんべいさんじゃな

り続け、お客様に「やっぱ

さんには無いお菓子をつく

少なくても、他のお菓子屋

事。今後はお菓子の種類は

れるようになってきたとの

イメージ通りのお菓子が作

うですが、最近はようやく

年

月８日と本年

部会長・村岡由隆

んの練りきりで半球を作

り、 互 い に 組 み 合 わ せ て

「月」を表現。宇宙をイメ

天文台友の会」

つくる「みさと

ン約３００人で

文台」天文フア

ある星の動物園「みさと天

ました和歌山県紀美野町に

きるまでには試行錯誤の連

たりきれいな「月食」がで

を繰り返し月の位置がずれ

体ショーが楽しめる。試作

様々に変化し、皿の上で天

次 第 で、 断 面 が 月 の 形 が

む。ナイフを入れると位置

ージしてこしあんでくる

会長松本隆信さ

続であった。

サイズも本物の大きさの

ミリ

うきち）５代目

の老舗「粉吉（こ

ろうかと和菓子

子で出来ないだ

べながら、楽しんでほしい

次第です。実際の月と見比

てくるかは分からない。運

どんな風に月の断面が出

の大きさに作られている。

約２億分の１の直計

日方新次郎さん

話題の商品、１個１６０

と日方新次郎さんは話す。

務局長・高橋義明

和歌山県菓子工業組合事

円で販売。

にアイデアを持

白あんと赤あ

なった。

開発することに

ち込み、共同で

て、月食を和菓

の情熱が高じ

ん。天文現象へ

天文ファンと和菓子屋の共同開発

元祖「皆既月食まんじゅう」

•••••••••••••••••••••••••••••

平成

れるか

皆 既 月 食 ま ん じ ゅ う。 ど ん な 断 面 が 現

４月にも皆既月食が、あり

10

た。

年近

うな絶妙なバランス

なお菓子屋さんを目指し

和菓子職人として

は和菓子とせんべいの専門

を保つために改良を

て、更なる研鑽に努められ

26

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

持って喜久寿

重ねてきた逸品で

ます。昭二さんの大いなる

哉

全菓連青年部長・槌谷祐

す。また、どら焼と

・冬限定商品）は、

ている珈琲饅頭（秋

共に近藤せんべい本

30

夢はまだまだ続きます。

月曜休み（祝日営業翌日休み）

和歌山

30

舗の看板商品になっ

岐阜県大垣市静里町２９３－１

和菓子とせんべいの専門店

に入られた昭

どら焼

近藤せんべい本舗

近藤せんべい本舗

の事。当時、生まれたばか

二さんでした

大きな夢を

りだった２代目近藤昭二さ

年前

そうじゃないですか？実際

んは、毎日忙しく働く父親

２代目近藤昭二さん

17

24

８：００～１８：００

営業時間

にはケンカしてましたけど
…」

近藤せんべい本舗

店舗データ

佐賀県菓子工業組合青年

術の幅も広がるし、何より
業されたのは今から

10

親父とケンカしなくて済み

主人の命日（５月

にご愛顧頂き感謝でいっぱ

で一晩を過ごし、次の日店

11 18

ットしました。

ました。今まで経験したこ

30

日

賀

城
宮
巻市街東南に位置し、石巻

11

店主・千葉寿子さん

佐

29

17

０５８４－９２－０７７９
話
電
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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

ディスカッションを行いました︒

先月号より続く︒

新製品の開発について

その②

切にしているかを伝えま

を作りたくて︑どれだけ大

とを心がけ︑どういうもの

時には生産者がどういうこ

した︒その商品を売り込む

の商品だったらどのくらい

もしているので︑生徒に﹁こ

カー︑私は専門学校の講師

会を行い︑仕入れ先やメー

ら︑市場調査も含めて試食

価格の決め方は作った

の方々からたくさん情報を

れることです︒昨日も講師

と︑たくさんの情報を仕入

す︒どう発想するかという

ることを大事にしていま

様が買いたくなるものを作

商品︑魅力ある商品︑お客

存在理由だと思います︒新

いものを作ることが自社の

が決め手だと思います︒原

品﹂で︑買いたくなる価格

る言葉は﹁買いたくなる商

が作っています︒キーとな

強いので︑半分以上は自分

自分の仕事だという思いが

す︒けれども︑商品開発は

めて作ってもらっていま

らどうだろう﹂と意見を求

んなイベント商品を作った

です︒

す︒そこに付加価値が生ま
の値段で買うか﹂などアン

いただき︑幾つか作ってみ

うまく作れないかと考えま

れるので︑価格も普通のか
ケートを取り︑社内で会議

設定の一番のポイントはこ

して決めます︒

のお菓子をこの値段で買い

ぼちゃを使った製品より

魅力のある商品︑よそにな

たくなるのか︑だと思いま

は︑少し高い設定をしても

いものを作りたいので︑そ

す︒あえて安くする場合も

価も計算しますが︑価格の

ゾ ン・ 山 口 ︶ 自 分 の と こ

ういう思いを守り︑知識が

あるし︑あえて高く設定す

ようと思いました︒やはり

ろにしかできない︑他にな

合わさると新しい発想が生

る場合もあります︒経営者

水上隆男︵みつやトロアメ

函館近郊では︑七飯町︵な

い商品作りをしようと考え

まれていくと思います︒

としてはどうかと思います

わかってもらえます︒また

なえちょう︶があり︑りん

てしています︒業界の情報

会社の中には顧客満足委

が︑見て買いたくなるのか

で作りたいと思っていま

ごの栽培が盛んです︒日本

や世の中の流行も参考にし

員会があり︑社員さんもお

が︑一番大切だと思ってい

渡辺嘉一郎︵コーディネー

で一番古いりんごの栽培地

ますが︑コンビニを初めと

客様という考えで︑人を育

ます︒

す︒また︑一緒に地域のＰ

なので︑どのように栽培が

して︑これだけお菓子が溢

てる観点もあり﹁新商品を

けはひまをみては作ってい

Ｒもし︑観光地でもあるの

始まったかやこだわりを説

れているなかで︑よそにな

こうしたらどうだろう︑こ

ます︒酒蔵景気です︒今︑

品の開発について︑お菓子

明して販売するようにして

いものを作るのは難しいこ

率が悪いんです︒それと酒

うちで一番よく売れるのは

タ ー・ 全 菓 連 総 務 ︶ 新 製

います︒これらの取り組み

とだと思いますが︑できな

の香りはブランデーに比べ

で観光にも貢献できたら良

を通して地元を大切にして

キがあり︑モデルにして取

ると繊細です︒なかなか吟

息子が作った二ツ坂ロール

の開発と価格の決め方をお

いると言われることが多い

り組んだのですが難しい︒

です︒普通のスポンジでは

いかと考えています︒最近

おります︒価格はどこより

中埜酒造に試作品を持って

醸酒の香りを出すことが難

なく︑少しスフレタイプの

聞きします︒

ることを聞いて︑お菓子で

も安く︑薄利多売です︒原

しく︑添加物も一切使って

のヒット商品は︑函館近郊

という銘柄にこだわり︑有

ただいている関係で︑栗む

価率を考えると大手では到

いくと︑社長を初め役員が

いません︒酒だけです︒そ

吉田貴之︵吉田食品・北海

機栽培で土作りからしてい

し羊羹を使った料理を開発

出てきて﹁これはいけるぞ﹂

の森町で採れるかぼちゃの

ます︒やはり︑地元の食材

ろで︑やはり売れないです

しました︒既存にあるもの

底無理だというくらい︑原

と言うんですが︑ただ１人

道︶ 函館というと海産物

にこだわったものをお菓子

よね︒自分の代になり︑新

価が高いです︒そのことは

製品を作っています︒生産

那 谷 忠 之︵ 松 葉 屋・ 石 川 ︶

商品開発で考えたことは︑
をどうアレンジしていくか

百貨店もわかっていますの

者が〝くりりんかぼちゃ〟

私のうちは江戸末期から１

突き詰め︑うちの栗むし羊

と思われがちですが︑農産

６０年ほど続いています︒
もともとあった栗むし羊羹

羹を原材料として使ってい

物もいろいろなものがとれ

昔は町にある普通のお菓子
のアレンジを変え︑イメー

たくさんあり︑そこにアレ

内に有名なお菓子屋さんが

栗むし羊羹以外は︑石川県

ところまで来ました︒逆に

松葉屋といっていただける

元で栗むし羊羹といえば︑

段にしたいとした結果︑地

が多く︑どこよりも安い値

栗を増やす︒どこよりも栗

べられないから︑ひたすら

しよう︑お客様は広告を食

使わない︑その分栗に還元

うちとしては広告費を一切

００円で販売しています︒

値段にして︑現在も１本６

売できるように変え︑安い

ていた栗むし羊羹を通年販

私の父の代に︑前から売っ

人がおり︑懇意にさせてい

いう石川県出身の料理の鉄

でした︒道場六三郎さんと

コミ効果も広いということ

と皆さん好意的で︑また口

誌︑広告ではなく︑取材だ

たのが新聞やテレビや雑

店です︒その時に思いつい

でしているような小さなお

く︑父ちゃん母ちゃん自分

きるという大きな店ではな

毎年のように商品開発がで

い︒商品開発部があって︑

題性を出さなければいけな

本柱だけでは弱いので︑話

出ています︒ただ︑その２

羹をして︑そちらも人気が

た結果︑くるみを使った羊

が違うもので︑試行錯誤し

かに売るかが目標になって

自分のうちの看板商品をい

商品開発より︑既存にある

ばれました︒ですので︑新

ます︒県のイベントにも呼

していただいたことになり

ないのに︑かなりの広告を

た︒１円もお金を使ってい

取り上げていただきまし

聞社︑テレビ局︑雑誌等で

ころ評判もよく︑地元の新

の物など︑いろいろしたと

串揚げやわさび白和え︑酢

かったので︑栗むし羊羹の

もらう取り組みが地元にな

菓子を加工して料理にして

することはありますが︑お

菜や魚を加工してお菓子に

ただく︒よく地産地消で野

さんが作っていた地酒ケー

県のジャーマンベーカリー

にできなくて︑当時︑石川

ました︒しかし︑思うよう

さい﹂となり︑取りかかり

だところ﹁ぜひやってくだ

という発想で話を持ち込ん

た時期だから︑酒でどうか

ランデーケーキが売れてい

元へ行きました︒当時はブ

なかの中埜酒造という醸造

い︑ミツカン酢グループの

時︑何か１つ欲しいなと思

菓子がブームになってきた

・愛知︶ 昭和

久村俊昌︵菓子工房くむら

す︒

年 代︑ 洋

件でさせていただいていま

で︑掛け率もかなりいい条

が入っていますので︑浸透

すね︒ですから︑エキス分

造酒で︑蒸留酒ではないで

いですね︒ワインや酒は醸

ころ︑蒸留酒と醸造酒の違

どう違うのかなと考えたと

ーと日本酒とウイスキーと

勉強もしました︒ブランデ

ろな酒をやりました︒酒の

せんでした︒それでいろい

うんという返事はもらえま

香りだ﹂といい︑なかなか

い︑醸造用のアルコールの

れは吟醸酒の香りではな

前に香りを聞いて﹁ああこ

していた方で︑まず食べる

名古屋の国税局で利き酒を

た人がいました︒その方は

だけ︑首を縦に振らなかっ

ありました︒今でもこれだ

もあり︑結構売れた時期が

をやるぞ﹂という宣伝効果

が︑これが﹁変わったもの

ったものに決めたんです

ました︒その中で一番多か

務の方にアンケートをとり

取引先の銀行や︑工場の事

の量の違うものを作って︑

多いと思って︑３種類︑酒

いただくのは女性のほうが

う人もいます︒私は買って

くさくて食べられないと言

いいと言います︒女性は酒

る人はお酒の染みたものが

にするぞといった時︑飲め

かかりました︒さあ︑商品

と返事をもらうまでに半年

の先生に﹁まあこれなら﹂

トで販売しています︒

お取り寄せのインターネッ

学コーナーだけで︑あとは

酒造の酒の文化館という見

ているのは私の店と︑中埜

りお断りしています︒売っ

いくと商品管理が難しくな

が︑目が届かないところに

くれ﹂という話があります

から﹁酒造景気を売らせて

光客が来るので︑土産物屋

食べさせる旅館が多く︑観

せん︒知多半島の先に魚を

ところは基本的に卸をしま

経費を見ていますが︑私の

原価計算して︑ある程度の

を巻いたものです︒価格は

生地にカスタードクリーム

次号に続く︒

ンジを変えたり︑ちょっと

屋でした︒それが
ジ︑雰囲気を整えながら味

新製品の開発と
地域におけるお菓子屋の役割

年前︑

パネルディスカッション

開発してうちが出したとこ

上 新 粉
も ち 粉
米
粉
玄 米 粉
き な 粉
ご
ま
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第916号

ターの下に当店のイベント
を書いた︒三重県では盛ん

その②
間︑以降は２日間で４年間

約１万人来る︒初回は３日

く取り組みが必要だ︒

イーツに目を向けていただ

や業界で行い︑少しでもス

ではできにくいことを地域

創業祭ラッシュで︑

た︒今︑津市のお菓子屋は

時は６千個くらいお配りし

ベルティとして︑一番多い

月末

続けている︒津市からは年

まで毎週軒並みあるくらい

ーブルテレビとコラボレー

東海ウォーカーと地元のケ

ただく意味では︑よいプロ

知らなかった店を知ってい

た︒応募者が多く︑今まで

選で２万円の商品券を渡し

の特典だけ目当てのバーゲ

と︑一過性で︑そのチラシ

うまくいかないかという

人に送る︒なぜ︑チラシが

年前からＤＭ１本で約１万

を配っているが︑うちは

創業祭は︑他店はチラシ

ブームになっている︒

シ ョ ン し て︑
〝津ぅウォー

グラムになっている︒受け

店舗回られた方に抽

カ ー〟︵ 年 間 雑 誌 ︶ を 発 行

がよいので︑来年も続けて

時︑

は〝スイーつフェスタ〟の

スイーツスタンプラリー

２︑３回という要望もある
くらいだ︒
ことしはスイーつフェス

した︒これもヒットして︑

ン客しか来ない︒ＤＭは日

タで︑角川が発刊している

地元津市の菓子屋が参加

いきたい︒

ごろからご愛顧いただいて

ちを込めて︑特売のイベン

いる方であり︑感謝の気持
独自で取り組んでいるこ

創業祭

し︑新製品も考えて︑１年
間限定で発売した︒高虎公
の出世の白餅をテーマに︑
エクレールに羽二重餅をサ

トをするので︑たくさん来

津市のイベント会場で行っ

ェスタ〟を毎年１〜３月︑

る︒

にし︑新しい商品が生まれ

した︒このことを切っ掛け

３日間行った︒

おり︑昨年は

のを作る︒次はレシピで︑

名物銘菓は私の父の代か

いただくためには必要だ︒

と強度と新しい感覚が受け

ッグに仕立てる︒あの質感

のチューブを細く切ってバ

ていただいている︒回収率

年前か

とを紹介したい︒

えないかという話もあっ

ている︒スイーつフェスタ

調合が最適であること︒そ

ら不老菓子梅干と四薫詞最

ら年１回創業祭を実施して

た︒それでスウィーツ協議

のニーズ︑お客様のご要望︑

して︑技術が最高である︒

中を作っており︑全体の

月末まで販売

ンドしたら︑和洋折衷でお

のではないか︒洋菓子の日

会を立ち上げ︑市からも予

このようにして個々の店

いろいろな要素がある︒私

最良︑最適︑最高というと

もしろいと

には随分いろいろな行事を

はとても盛り上がり︑１日

渡しすることで使っていた

ルドから見た朝日がきれい

たちの店は小さいので︑す

％以上で︑多い時は

ランスで菓子の日という祝

した︒ことしはタルト︑シ
算をいただき〝スイーつフ

日にちと数字が出るので︑

だいた︒今は経費節減の時

ぐに商品ができて︑すぐに

芸をしていたので︑陶器を

える︒

３千人くらいのお客様が見

イントカードとプリペイド

できることで新聞社が取り

り︑顧客管理がスムーズに

年前︑カードシステムによ

族構成︑誕生日︑すべて名

電話番号︑住所︑性別︑家

さくなかったので︑氏名︑

に︑今ほど個人情報にうる

実にお客様に来ていただく︒

ＤＭを打つことにより︑確

メルシーカードを活用して

ードの利用は非常に多い︒

にとっても安心なので︑カ

り︑無期限なのでお客さま

プレゼントして︑ご本人や

００円分打ち込む︒これを

てくれ﹂といわれて５︐０

のカードでプリペイドにし

欲しいかわからないからこ

０００円分あげたい︒何が

海外からはがきが来て中を

インパクトが非常に強く︑

たら大騒ぎになっていた︒

に意味を書いた︒帰ってき

に送りたいとポストカード

た︒それをスイスから日本

認めてもらえないので︑認

れば︑その商品は世の中に

ばいい︒お客様に合わなけ

続けられるものなら続けれ

だったらやめればいいし︑

やめることもできる︒だめ

お客様に喜ばれるお菓子が

味という味付けをすれば︑

る︒そして︑その中に人間

る時の３条件といってい

菓子︑おいしい料理をつく

のではないか︒おいしいお

ころにお菓子ができてくる

り上げ

％を占めているの

いである︒４つの商品で売

出ており︑全体の

と︑どら焼きが最近はよく

ている︒このレモンケーキ

モンケーキは

％くら

数年間続け

％くらいを占めている︒レ

できる︒洋菓子のスポンジ

とめてお菓子を作ることも

ろになる︒そのそぼろをま

イの端を刻んで焼くとそぼ

いる︒お菓子でもある︒パ

を歩くことが盛んにされて

ューブのバッグを持って街

年前︑グリンデルワ

・カード併用のメルシーカ

簿に入れた︒その名簿があ

る︒

自分でつくり︑お客様にノ

％くらいあった︒２日間で

は

日である︒守護聖人はサン

ューアラクレームなどポス

つくるのに３００円かか

いつにどれだけ買われたの

で︑その時の光景をお菓子

月１日から

ミッシェルで︑菓子屋を守

るものはなかった︒カード
り︑１００円だけお客様に

にしたいという思いで作っ

年前︑陶

っている︒そのお祝いとし

会社に加算・減算できるカ

代なので無い︒ただ︑お子

メルシーカード

さんにクリスマスの時﹁５︐

ードを作った︒当時は珍し
上げた︒当時はカードを１

るので︑誕生日の１週間か

ている︒若い人が喜んでチ
かがすぐにわかる︒その数

く︑プリペイド・カードと
００円で買っていただい

められるまでいろいろと作

・ジェノワーズの端が出る︒
見たら﹁何だ︑とねの菓子

で︑経営は少し安定できて
ご家族が注文するようなこ

できる︒
もう１つ︑プリペイド・

り続けていくことも１つの

％で１００〜１２

％︑贈答品が

いる︒しかし︑味を知って

含めて

洋菓子

商品構成は和菓子

やっている︒例えばタイヤ

アップサイクル

いる︒

次号に続く︒

しながら使うこともでき

に漬けて︑アンビベージュ

それをまとめて果汁や洋酒

日前にダイレ

屋じゃないか﹂と︑お客様
カードにしたのは︑当時は

とはまだたくさんある︒
クトメールを送

価値の高いものに仕立て

０種類が店頭に並んでい

る︒タイヤのチューブは捨

道ではないか︒小回りがき

くらいだ︒考え方は生もの

なって商品ではなくなっ

てるのに困る︒廃棄処分に

くのが私たちの商いだろう︒

の高さを言われる時代であ

た︒それをリサイクルして

もびっくりされたという︒
イユというお菓子を発売す

うことをさせていただいた

る︒おいしいものを作るに

で味を知っていただき︑贈

より価値を高めて︑販売を

突発的なことだが︑こうい

バブルで会社の利益がたく

のも会員カードのおかげだ

答品を買っていただく流れ

困る材料をかばんに変えた

年前︑ソレ
さん出る時代だった︒平成

ることになったので︑スイ

と思う︒

は３つの要素がある︒１つ

を作っている︒だから︑生

することがアップサイクル

のはすばらしい発想だ︒

︑
る︒誕生日ケーキ

スのグリンデルワルドから

目は素材が最良であるこ

ものの原価費をすごくかけ

である︒今︑若者の間では

今から
を注文されるし︑

の初めで︑決算がいい会社

ポストカードを送った︒千

と︒材料を選別する︒地域

％以上になって

る︒このようにアップサイ
がたくさんあり︑銀行や保

通をバックに詰めてすごく

の材料を使うこともまさに

ており︑

今︑世間を騒がしている
イベントのご案内

険会社︑大手メーカーの決

重かった︒それを持ってホ

その通りで︑地域ぐるみで

る︒生ものは和菓子洋菓子
もできる︒盛んに

算時期前︑利益見込みが出

テルで２日間切手貼りをし

商品開発はいろいろな要

その素材を選んで最良のも

もう１つは︑クオリティ

会員になっていた

てくる時に先付けで経費と

素があり︑商品だけをつく

クルも考えてアイデアの中

だいて︑今は１万

して買っていただいた︒例

て送った︒なぜグリンデル

ればいいのではない︒社会

に素材力を生かし︑技術で

人くらいの方にお

ワルドかというと︑ソレイ

のはアップサイクルであ

入りいただいてい

えば３月の段階で︑１万円

ユは朝日という意味であ

お客様に合わせ
た商品をつくる
る︒カードには売

枚買っていただき︑４

ら

10

40

る︒Ａという商品が廃棄に

％︑

30
を

月から後は︑商品としてお

24

年前にポ

30

た︒カード自体がまだ高く︑

ＤＭの名簿はどこから拾

20

％

45

75

55

25

40

23

うかというと︑

30

いうとテレホンカードだっ

20

40

り上げの３％をポ
イント入力する︒

10

ムも組んでいただいた︒

字が商品と交換金額にな

刀根 大士 氏（刀根菓子館会長）

ご負担いただいた︒カード

洋菓子の開発について

全菓連では全国組合研修会で刀根大士氏︵刀根菓
にさせていただいた︒県あ
げての普及活動はしていか
なければならないだろう︒

３万人入って大成功した︒

11

子館会長︶を講師に迎え﹁洋菓子の開発について﹂
をテーマに講演会を行いました︒
先月号より続く︒

スイーつフェスタ

当時の市長より︑スイーツ

28

て祝日になっている︒ヨー

８年前︑三重県で食彩フ

ロッパでは３６５日守護聖
人があるし︑それを祝日に

しかし︑こういう普及活

だけで特化してやってもら

30

洋菓子の日
年前︑洋菓子の日を９

０万円頂戴し︑１年間６０

ェスタを開催した︒３年間

０万円の予算でさせてもら

で県と市の予算を１︐８０

し︑マスコミにも流した︒

った︒津市のイベント会場

してお祝いしている︒その

の洋菓子協会で１万部のポ

当時は洋菓子の日になると

関係で洋菓子の日に制定

スターを刷り︑なぜその日

思ったが︑だんだん薄れて

日に設定した︒三重県

なのか歴史を紹介するしお

月

りも作って︑洋菓子店に配
のメッセウィングで
職種が参加した︒

店

きて︑今は大分消えている︒
舗︑約

動をしていると洋菓子も一

２日間を３年間︑１日大体

いう話もあったが︑引退し

般の方々にアピールできる

いだろう︒

残念ながら成功とは言えな

布した︒７年間続けたが︑
協会の財政が悪くなり終わ

日は︑フ

ているので断念した︒文献

ってしまった︒もう一度と

84

会員になってもらうと同時

を調べたら９月

31

30

ードとコンピュータシステ

12

29 13

たが︑ポイントカードにな

創業祭のダイレクトメール

10

26

11

29
26
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（９） 平成27年７月15日

どのくらい発生するかを積

本食品衛生協会︶を講師に迎え︑﹁異物混入苦情

フードセーフティジャパンでは佐藤邦裕氏︵日

不都合な置き方をすると︑

が上がり︑費用削減になる︒

するコストパフォーマンス

み上げていくと︑維持管理

の現状と再発防止対策の基本的な考え方﹂をテー
例えば濡れたゴキブリは捕

その④

入防止︑中で発生している

外から入ってくるものは侵

たのか︑区別が大事である︒

たま工場の中に入り捕まっ

生している虫なのか︑たま

で︑餌に誘引されるのは大

１００％そちらに行くの

効果が期待できる︒オスは

理論的にはオスもメスにも

はベイト︵餌︶の誘引剤で

剤が２種類あり︑もう一つ

させて集める︒これには錠

明を考えるようなことにな

出る︒グラフが出てから説

コンに入力したらグラフは

れば数値は得られる︒パソ

であっても︑置いてさえい

ートラップの配置が不適切

大事である︒たとえモニタ

が違うが︑有効成分は同じ

剤は厚生労働省と監督官庁

は農林水産省︑防疫用殺虫

虫剤は入っていない︒農薬

もらうと︑そこには当該殺

うです﹂と契約書を見せて

の時に使っている薬剤はこ

門業者と契約していて︑そ

除で防疫用殺虫剤を使って

ものは発生源対策と基本的

である︒最近は分析技術が

も︑農薬を使用した場合と

に違う︒

れば︑データのためのデー

進んでいるからゴキブリ駆

工場の金属廃棄物集積所

データを見る限りは区別で

部分メスになる︒調査用の

タになってしまう︒ここが

で︑殺虫剤の容器などが見

きない︒分析すれば同じ成

﹁がちょん﹂という商品

注意のしどころである︒

つかったりする︒社員食堂

分が出てしまう︒商品に使

トラップなのでそれで十分

の厨房がある大きな工場で

う野菜はポストハーベスト

である︒オスがいることは

は︑調理場にゴキブリがい

を守っているのに︑おかし

名で売られているガのトラ

て︑困って独自に殺虫剤を

なことになる︒このため︑

ップは︑錠剤が入っており︑

購入して使用していたこと

製造現場の害虫駆除に殺虫

ータ上０である︒それを一

置いて捕獲されなくてもデ

０になる︒本当に真面目に

獲されるわけがなく結果は

マに講演を行いました︒

先月号より続く︒

が判明した︒ゴキブリが工

メスもいるに決まってい

分のところでしなければな

場全体に広がると大変なの

剤を使わないところも多い

メスのフェロモンを人工的

らない仕事を︑専門性が必

が︑内部では虫が増えてし

緒にし︑パソコンで処理し

いか︒そこで専門業者の知

要なので業者に委託してい

で︑殺虫剤を使用すること

まうので︑独自に購入して

モニタリング

恵を引き出す︒これが正し

自体は必ずしも非難される

る︒動物でフェロモンはほ

が決まっているので︑デー

い使い方だと思うが︑ネズ

るから︑専門集団の知恵は

べきではない︒工場長の認

とんどメスが出し︑来るの

タの観測を業者に頼まなく

有効に使わなければならな

に合成したものである︒従

が問題になる︒決まった虫

ても自分で数えればいい︒

ミを含めての害虫駆除は︑

い︒そう考えると︑モニタ

って︑寄ってくるのはノシ

しか捕獲されないので︑種

専門業者に丸投げになって

床に置くべきものが邪魔な

種類の機具・機材が置かれ︑

意識しないと費用の無駄に

昆虫がどの場所にどの程

めなのかわからないことが
なる︒

何のためにしているのかを

製造現場ではモニタリング
ある︒

ので棚に置くなど︑何のた

をする機具や機材がいろい

度侵入・生息しているのか︑

工場のどの部分にどういう

たらおかしなことになる︒

類を分ける必要はない︒

数字だけのデータを作り︑

いることが多い︒本来は自

学術調査ではない

捕虫器は︑青色の蛍光灯

それをもとに次は自分の工

はみんなオスで︑虫も同じ

の後ろにハエ取りリボンみ

セリコという商品も︑人

場で何をしなければいけな

メマダラメガを主に２︑３

専門業者にモニタリング

工的に合成したシバンムシ

になった︒例えばこれまで

検調査方法だけでは不十分

混入事件などで︑従来の点

ずい︒次に在庫状況を確認

ものも入っていたのではま

なのに︑中に入ったら違う

認する︒４種類だけのはず

ものを置いていないかも確

度が違うと理解する必要が

はあるはずで︑見る時の精

が︑昔からチェックリスト

たいなことを言う人がいる

チェックリストを作れ﹂み

は な い か ﹂﹁ 調 べ る た め の

人しかわからない︒

い︒表示もないから作った

ちらのほうがよほど危な

どに入れて置いてある︒こ

ペットボトルの空き容器な

る︒これをあらかじめ作り︑

に所定の希釈倍数に調整す

むという時︑普段使わない

れるとこのかご車１回で済

とほんのちょっと分量を入

のは上のほうだけだが︑あ

実際に容器として使用する

ないように色分けをする︒

床に近い２段︑３段は使わ

これらのトラップは目的

調査をデータで出してもら
の種類がどのくらいいたの

のフェロモンを錠剤に含浸

である︒

ろなところに置かれてい

たいなものがあり︑明かり

かを定期的に回収して調べ

種類のガだけである︒この

る︒例えばゴキブリを対象
い︑製造現場の見取図と照

ている︒大事なのは内部発

は洗剤の管理は置き場所を

する︒実際の数を調べて︑

ある︒

トラップでは︑捕獲数だけ

にしたものは︑中にのりが
に誘引された虫が付く︒い

決め︑鍵をかけて一括で管

帳票と照合する︒照合する

者に緑地帯の管理を頼んで

㎝以

使っているところが多い︒

ろいろな虫が付くから︑ど

理していればよかった︒現

とほとんどの場合１︑２本

にものが入っていないかを

て製造現場に置き︑使用時

いのは︑現在使用中の１缶

確かめる必要がある︒食品

日常の管理である︒

的区分けをするのが正しい

れいなわけではない︒垂直

クリーンルームでも床がき

下は︑全部汚染区と考える︒

っても︑床から高さ

区画やクリーンルームであ

に分けている︒たとえ清潔

区などゾーニングで平面的

ーン︑準清潔ゾーン︑汚染

工場の見取り図で︑清潔ゾ

が記載のないまま現場に持
ち出されているからだ︒使
用中の薬剤の方が間違いの
もとになるリスクは高い︒
置き場所︑担当者が決めら
れていて︑施錠され︑リス
トもあり︑在庫管理されて
いる︒これら全部を確認す
る必要がある︒ところが︑
冷凍餃子事件などが起きる
と︑あわてて﹁今まで何も

識は﹁うちは害虫駆除を専

らし合わせ︑どこの場所で

は頭に入れておかれたらよ

在では︑保管場所内部に置

工場点検の現場から
改善事例から学ぶこと

い︒

いてあるものが︑本来管理

が︑異常時に融通をきかせ

大きな工場では︑造園業

洗剤などの管理だが︑食

あわない︒一括して管理し

てしまう︒面倒でも︑本当

ほうに移す場合がある︒正

品と殺菌剤・殺虫剤・洗剤

ているのは決められた保管

また︑サンテナなどの容

いる︒トラックで農薬のタ

する場所に置くべき物品リ

場所あっても︑数が合わな

例えば殺菌剤を１缶出し

ンクを積み︑松や桜の木に
は一緒の場所で管理保管し

ストと一緒なのか︑余計な

常時にルールは守られる

散布する︒その時︑殺虫剤
てないはずだ︒昨今の農薬

器をかご車に積重ねる際︑

が足りなくなると︑もう１
回機械を止めて作り直しを
しなければならないから︑
余分に調整する︒すると作
業終了後に若干量が余り︑
サービスのつもりで工場に
置いていく︒こうした薬剤
を担当者が善意で︑盆栽が

色分けされたサンテナー

リングデータの活かし方は

どの時期にどういうものが

廃棄物

付いていて貼り付くことに

佐藤 邦裕 氏（日本食品衛生協会）

なるが︑床が濡れていたり︑

異物混入苦情 の 現状 と 再発
防止対策 の 基本的 な 考え方
調査をしていなかったので

60

好きな人や庭を持っている
人にあげてしまう︒だから
﹁うちは農薬なんか絶対に
ありません﹂と言っても︑
点検時に見つかることもあ
る︒こういうことも︑食品
工場の工場長や管理責任者

ペットボトルに殺菌剤などを入れて保管しない

平成27年７月15日 （10）
（毎月 15 日発行）
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第916号

全菓連では全国組合研修会で佐々木勝氏︵菓匠
京山︶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︒

先月号より続く︒
蔵は夜に食べ物がないの

る︒１つは手詰めの最中だ︒

うちにも銘菓は幾つかあ

歩く︒あの辺は江戸川が氾

してくれ﹂と武蔵に付いて

る︒それで伊織が﹁弟子に

と伊織の家に寝泊まりをす

武蔵鍔

うちは千葉県に入ってすぐ

で︑食べさせてもらいたい

のところで︑昔は成田参り

その②

だ︒これが今も順調に動い

入り税込みで１︐２５０円

３種類を作っている︒６個

漉し餡に栗を入れたもの︑

の子を入れたもの︒あとは

漉し餡に丹波の白小豆の鹿

波の餡︑漉し餡は北海道産

今も続けている︒粒餡は丹

ので︑効率のいいお菓子だ︒

色に焼いたカステラで包

た︒粒餡と求肥を丸く黄金

イメージをお菓子に込め

鴨が夜︑鴨場に飛んでいく

猟場では︑鴨をとっていた︒

下のニュースがあった︒御

ばいけないと思った時︑殿

ていた︒何とか出さなけれ

い名前がなく︑何年も温め

はでき上がっていたが︑い

夏の和菓子屋が退屈をする

の月﹂だ︒行徳の海側に宮

もう１つの銘菓は﹁鴨場

ができた︒現在も順調に売

子ご成婚の平成７年に発売

ているお菓子である︒皇太

も入ってなく︑卵で浮かし

武蔵鍔

ているので助かっている︒

時期に結構な商いができ

内庁の御猟場があり︑皇太

む︒全く洋の素材は入って

食べる最中である︒これを

た︒これがきっかけになり︑

子殿下と雅子様のデートの

いない︒乳脂系統や膨張剤

作るといっても︑缶詰の機

私が店を空けて︑外に講習

鴨場の月

械を買わなければならな

へ行くことができた︒

宮本武蔵の﹁武蔵鍔﹂とい

た︒それがヒットした︒缶

て︑手詰めの最中を開発し

っと寝ようか﹄と言えばみ

ら︑箱詰めして包装をする

は店の人が販売のかたわ

詰さえ工場で作れば︑あと

る︒日本菓業振興会と親睦

確かにそういうところはあ

われた︒結構︑頑固だから

るよ﹂と言われた︒お菓子

ん︑やるならいつでも教え

で︑私の友人に﹁佐々木さ

くらい前にあったお菓子

菓子が浮かんでくる︒宝に

にうわっと銘菓や新しいお

掘り下げていくと︑ある時

っと目をつぶって考えて︑

わーっと広がっていく︒じ

１個ずつ手で作る︒

若い子たちができる︒ただ︑

は私がいなくても︑うちの

２７０円である︒鴨場の月

いような健康な和菓子を作

たこともあるので︑負けな

た︑和食が世界遺産になっ

をもっと掘り下げたい︒ま

いいし︑自分の楽しい仕事

がいろいろな形になる︒鶴

とすれば︑例えばごま１粒

職人らしいところがある

ある︒

ようになったらいっぱしで

難しいのは緑色で︑染める

ければならないのか︒特に

濫すると何か月も水浸し
い︒たまたま︑機械の展示

食料を分けてもらいなさ

う銘菓を作った︒餡を缶に︑

詰なので日持ちもするし︑

んな起きるんじゃないです

会があった時︑ゴルフ組と

当たることができる︒そこ

って行くことが我々の仕事

を作った時︑目のごまの置

で盛んになった行徳という

会があった時︑５万円くら

い﹂と言ったので時々いた

最中の皮は袋に入れて︑別

校に通っているけれど︑こ

か﹂と言った︒一方的に教

市内のお菓子屋めぐりがあ

にはいろいろな銘菓がどん

だろう︒

で︑食料がなくなる︒伊織

だいていた︒武蔵はお礼に

仕立てにし︑自分で詰めて

れほど集中したのは︑きょ

えようと思うと︑生徒は眠

った︒当然︑私はお菓子屋

どん出てくる︒切りかえて

の親は﹁困ったら徳願寺に

徳願寺に達磨の絵をかいた︒

が進出してくると︑何か怖

うが初めて﹂と言った︒校

くもなる︒専門学校で寝て

めぐりに来ると思われた︒

ほかの話になった時︑そこ

土地である︒ディズニーラ

よりだ︒吉川英治の宮本武

そのいわれがあるので︑

くなってしまう︒私も顧問

長先生もそれを見て﹁おれ

いる子には﹁寝ていてもい

当日︑集まったら﹁ゴルフ

ンドから６キロくらい千葉

蔵の小説に行徳が出てく

れば︑お客さんに分かって

で大きい会社に行っている

の授業とはえらい違う﹂と

いよ︑だっておまえにこの

に行った﹂と聞いて︑信じ

れている︒１個が税込みで

る︒陸奥の帰りに武蔵が法

いただける製品ができてく

が︑あえて機械の扱い方は

い っ た︒﹁ う ち の 授 業 で は

技術は盗まれたくないか

年

典ヶ原を通った時︑伊織が

るだろう︒小手先を変えて

知ろうとしない︒私はそこ

爆睡している者がいる︑し

ら﹂と言うと︑みんな寝な

場所で話題になった︒

どじょうを捕っていた︒武

菓子を作り︑ヒットするこ

で生きてきたのではない︒

まいにおれも眠くなってき

武蔵鍔は今でも︑売り上

楽天の野村元監督が﹁人

とがあるかもしれないが︑

どう餡を入れて︑どう生地

た﹂と言う︒先生には﹁眠

いで手回しの機械を売って

間的成長なくして︑技術の

長くは続かないと思う︒皆

を入れてを知る必要はな

に戻るまでに２時間かかっ

％を占めている︒缶

進歩はない﹂と言っている︒

さんの中には機械生産をし

い︒機械で生産するが︑愛

られなかったらしい︒私は

職人の話

で色を決めなければならな

いのか︒店に行って決めな

はこってりしたほうがい

と言われた︒どうして見て

木さんはぶれないんだね﹂

そう言ったら﹁それで佐々

お菓子屋を見て歩かない︒

り下げていかなければいけ

たりする︒また白紙から掘

い か ﹂﹁ や っ た 途 端 に 店 を

しょせんあんなものじゃな

ことを言っているけれど︑

だめで﹁あいつは生意気な

やってみた︒当然やったら

男だから一か八かダメ元で

言うが︑作るよりも色を染

これは専門学校の生徒にも

は︑色の染め方が変わる︒

性的な人と︑和やかな人で

で性格がわかる︒やはり個

なのか︑青がちの紫なのか

色を染めた時は赤がちの紫

か︑青がちの緑なのか︒紫

染めた時に黄がちの緑なの

ったりする︒また︑緑色を

心があって初めてお菓子が

しても人の心ではないか︒

最終的には︑何をするに

変わってくる︒

とわかるくらいにお菓子は

ば﹁君の師匠は誰だろう﹂

ってくるので︑厳しくいえ

匠によって枝葉のようにな

また︑我々の仲間でも師

い︒それから︑子供はこっ

歩かないかというと︑それ

還暦を過ぎてから︑何も

潰した﹂と言われるのが悔

き方によって︑泣いたり笑

てりが苦手なので︑あっさ

以上にやりたいことがたく

売り上げで競うこともない

げの

やはり︑お菓子を作るのは

ている方もいるだろう︒機

いでいる︒

りから食べさせていかなけ

さんあるからだ︒まだ︑私

し︑お金持ちよりも多少貧

地を作って入れる人がいい

いる︒

て私に販売の才能があるわ

で︑赤色が濃くなったりす

に蛍光灯で変わってくるの

いかに人間的に成長してい

する以前に︑開発する人が

売り上げで競う
こともない

けでもなく︑売り込みが上

歳で独立をしたのは︑

れば和菓子の消費人口は増

にとって小豆の煮方は完成

いた︒缶と機械だけを買っ

人であり︑開発するのも人

械生産をしながらも︑そこ

くなったから﹃ここでちょ

赤ということもある︒工場

である︒つまり菓子を開発

情の入ったお菓子ができて

人を育てる

する前に︑人を育てなけれ
に人のぬくもりが伝わって

いるかをアドバイスしてい

ている︒

ばと思う︒

る︒

餡はあっさり系とこって

えない︒そういう点で︑う

されていない︒人の店のお

できてくる︒お菓子を開発

ない︒

り系がある︒どちらがいい

ちのお菓子は渋をよく切

めることが難しい︒今は特

機械に餡を入れる人︑生

加減な考え方ならば︑同じ

ではない︒こってりした餡

り︑さらしの水も飲めるく

しくて必死になった︒決し

あっさり系と
こってり系

ものはできてこないと思

が好きな人には︑あまり渋

乏くらいのほうが人間的に

味 わ い も あ る︒﹁ い い 人 だ

終わりに
う︒そこに必ず携わる人が

を切らず色の濃いほうがい

菓子を見て歩く余裕がな

な﹂という人は大体そうだ
私は県の農業高校でお菓

合 う︒﹁ 生 菓 子 を 食 べ た と

餡が嫌いだった人にはよく

いる︒これはこってりした

じだ︒芯がぶれない﹂と言

木さんはイチロー選手と同

千葉のある仲間に﹁佐々

と︑鉱脈があり︑そこから

は出てこない︒掘っていく

宝もある程度掘ったので

はなく︑今生活ができれば

をどれだけ上げていこうで

ろう︒私は今さら売り上げ

だことは周りが認めてくれ

懸命に菓子作りに取り組ん

手なわけでもないが︑一生

っても︑店に行ったら真っ

て︑ここではいい色だと思

る︒その辺がとても難しく

務めさせていただいている︒

私としてはそういう思いで

るかが求められると思う︒

子供に和菓子の
良さを伝える

い︒もっと深めていかなけ

子教室をしてきた︒２時間

いう感じがいい﹂という人

ればいけない︒

で生菓子を６種類作った︒

める︒餡のこくをなくして

30
１人の女の子が﹁３年間学

芯がぶれない

らいまで︑きれいにする︒

25

い︒うちの餡は薄紫色を求

もっとおいしいも
のを提供すること

いかなければ︑単なるもの

10

になる︒このためコンビニ

佐々木 勝 氏（菓匠京山）

私は自然に逆らわずに育

和菓子の開発について

ってきている︒その通りす

鴨場の月
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（11） 平成27年７月15日

教師

︻基礎編︼
千葉 良一

％

オリーブオイル⁝⁝⁝５％

食塩⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝２％

⁝⁝⁝⁝⁝⁝１％

食塩⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝２％

⁝⁝⁝⁝０・１％

生地改良剤︵Ｂ・Ｂ・Ｊ︶

モルト⁝⁝⁝⁝⁝０・２％

ースト︶⁝⁝⁝⁝０・６％

パン酵母︵インスタントイ

シュレッドチーズ４８０ｇ

イスする︶
↓１速１〜２分

︵途中で発酵生地を入れる︶

フーガス オ ゾリーブ
％︶

℃オリーブ・

℃

個
分

分割⁚１００ｇ×
ベンチタイム⁚

℃

成形⁚麺棒で生地を
楕円に伸ばす︒
分︵

分〜

たりの製品です︒

％︶

が︑これからの季節にぴっ

またさっぱりとした後味

の風味が食欲をそそります︒

トマトの酸味とオリーブ

しました︒

マトとチーズをトッピング

ったフランスパン生地にト

オリーブをふんだんに使

︻特徴︼

約

下火２２０℃

焼成⁚上火２４０℃

ーズをのせる︒

めに並べ︑シュレッドチ

スライスしたトマトを斜

ホイロ⁚

㎝の

23
20
80

10
28

パン講習
日本菓子専門学校

フーガス オ ゾリーブ
︶
Fougasse aux Olives
粉末バジル⁝⁝⁝０・５％

％

生地温度⁚
粉末バジル

︵様子をみて増減︶

発酵⁚

45
15

︵

︻配合︼１㎏仕込み
︻発酵生地︼

水⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

％

⁝⁝⁝⁝１００％

フランスパン専用粉

フランスパン専用粉
⁝⁝⁝⁝１００％

発酵生地⁝⁝⁝⁝⁝⁝

パン酵母︵生イースト︶

グリーンオリーブ⁝⁝
％

水⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝
︻工程︼
分︵

ミキシング⁚１速８分

78

％
68

個︵半割してスラ

︻仕上げ材料︼
トマト

25
28

ブラックオリーブ⁝⁝

カットしておく︒

※オリーブは６〜８つ割に
60

20 20 20 60

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

話 ０３−３４００−８９０１

ＦＡＸ ０３−３４０７−５４８６
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