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砂糖の健康リスクに対する課税に反対

あれば︑全国的な反対運動

て検討されるようなことが

に砂糖への課税が政策とし

された︒菓子業界からは仮

ることは考えてないと発言

のブドウ糖を取込むことが

題︑糖尿病は細胞が血液中

費カロリーのバランスの問

＊肥満は摂取カロリーと消

りません︒

何ら害を与えるものではあ

礎的な食品であり︑健康に

同等のカロリーを含む︑基

砂糖は︑他の炭水化物と

なり︑幼児からお年寄りま

類は︑タバコ︑酒類とは異

す︒砂糖を原料とする菓子

料として使用されていま

また︑多くの加工食品の原

的な調味料の一つであり︑

欠かすことの出来ない基礎

こと

り︑その影響は甚大である

費者︑国民に消費されてお

卸売企業の協力を得て菓子

を展開する旨を伝えている︒

できないという内分泌代謝

年々減少を続けてきてお

官付社会保障担当参事官室

系の病気

で幅広い国民に消費されて

需要喚起キャンペーンに取

の担当補佐は砂糖に課税す

２︑菓子類は﹁心に癒しや

います︒

り︑このことからも砂糖が

康リスクに対する課税︑ま

この内容は︑砂糖に対す

幸せ︑安らぎ﹂をもたらす

り組んでいます︒

た︑︵ 中 略 ︶ も 含 め て︑ あ

る誤解に基づき︑消費者︑

食品であること

３︑砂糖及び砂糖を原料と

厚生労働省では同省内に

らゆる財源確保策を検討し

日頃︑菓子業界に対して

国民に対して誤った情報を

このような病気の増加要因

設置された保健医療２０３

ていくべき﹂とされ︑たば

格別のご指導︑ご高配を賜

提供するものであります︒

ではないことは明らかであ

５策定懇談会において︑こ

こ︑アルコールと同様に砂

り︑厚く御礼申し上げます︒

する菓子類などは幅広い消

のほど提言書を取りまと

糖は健康リスクがあるとし

さて︑今般︑厚生労働省か

ります︒

め︑塩崎厚生労働大臣に提

て︑課税対象に取り上げら

厚労省 保健医療２０３５提言書に対し

出するとともに︑ホームペ

れた︒

健医療財源を確保するため

て︑別項のような要請文書

全日本菓子協会を中心とし

このため︑菓子業界では

言書﹂が公表され︑この中

めた﹁保健医療２０３５提

ら同省の懇談会が取りまと

厚生労働大臣におかれま

認することができません︒

及ぼすものであり︑到底容

関係する者に重大な影響を

砂糖を原料とする菓子類に

だき︑また︑一般消費者を

気になれた﹂との声をいた

菓子を食べて﹁心も体も元

多くの被災者の方々からお

お送りしたお菓子によって

東日本大震災の被災地に

な貢献をしていること

４︑砂糖は国の財政に多大

す︒

影響は極めて甚大でありま

の課税が国民生活に与える

い旨の要請文を提出した︒

の公費︵税財源︶の確保に

において﹁健康リスク﹂で

しては︑下記の内容を十分

これらのことから砂糖へ

ついて﹁既存の税に加えて︑
を塩崎厚生労働大臣及び林

ある砂糖に対し課税すべき

保健医療２０３５提言書に関する要請

厚生労働大臣及び農林水産大臣に対し︑消費者に誤解を与えるとして容認できな

どの健康リスクに対する課税を検討﹂と謳われていた︒これに対し菓子業界では

厚生労働省では保健医療２０３５提言書を公表したが︑同提言の中で﹁砂糖な

ージにおいて公表された︒

砂糖は︑国民の食生活に

同提言の中には安定した保

社会環境における健康の決

提出時の厚労省政策統括

農林水産大臣に提出した︒

確認した︒上期の共同購入

れ状況を視察し︑同小豆を

ます︒

を取られることを要請致し

とがないよう︑適切な措置

省等が誤った政策を取るこ

ご理解いただき︑厚生労働

はなくてはならない貴重な

い現代社会においてお菓子

くれる﹂などストレスの多

してくれる﹂︑﹁幸せにして

でもお菓子は﹁心と体を癒

対象にしたアンケート調査

億円の調整金が課されてお

粗糖に対して年間約５００

交付金の財源として︑輸入

キビ生産を確保するための

のてんさいや沖縄のサトウ

価調整制度の下で︑北海道

現状においても︑国の糖

定因子に着眼し︑たばこ︑

数量は５５２・６㌧︵全菓

１︑砂糖︵砂糖を含んだ菓

㌧︶
で︑横浜港２４５・ ㌧︵同

連扱い数量２８７・

り︑この調整金は︑精製糖

とされております︒

アルコール︑砂糖などの健

雑豆実需者団体協議会︵事

役割を果たしています︒



年度上期共同購入

共同購入の天津小豆

破袋 ほとんど無し
平成

子類︶の摂取が︑生活習慣

１４１・

㌧︶と神戸港２

を広く啓発するために︑菓

このようなお菓子の良さ

て︑既に消費者︑国民が負

る菓子企業などの負担を経

企業︑砂糖のユーザーであ

通しより︑１５００㌧の下

３３００㌧と５月の前回見

た︒従って余剰は５００㌧

もって１万㌧輸入するとし

を想定し︑２千㌧の余裕を

しかなくなるため︑全菓連

方修正となった︒
農水省では５月に安定的
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務局・全菓連︶では︑７月

我が国においても︑肥満

子業界では︑毎年︑砂糖業

担をしています︒

国産バター生産
下方修正
全国の酪農や乳業団体で

日に農水省関係

をはじめ洋菓子関係２団体
万㌧を追加輸入すると発

者と意見交換会を実施する

は︑８月
表︒その際︑需給の計算で

︵詳細は次号︶︒

な供給に向けて︑バター
度末までの牛乳乳製品の需

は不足数量は８千㌧で︑今
50

日に横

や糖尿病などのいわゆる生

界と共同して︑農林水産省

病の原因ではないこと

る︒また︑今回︑共同購入

活習慣病が増加しています

が６回に分けて入港され

した天津小豆は８５２４・

の後援の下に︑多くの小売︑

㎏︵税別︶︒
管理体制では︑袋を４層

５円／

に変更し︑紙質もよくなっ
たことで強度が増して︑破

になった︒また︑内容量は

構成するＪミルクは︑今年

給見通しを発表した︒バタ

夏が猛暑に見舞われた場合

し︑９０８〜９０９㎏／

袋に収まっており︑低温倉

ー生産は︑２０１５年度に

30

パレットごとに重量を計測

れが１万袋あたり数袋程度



が︑一方で砂糖の消費量は

98

前年度比２・７％増の６万

℃︑湿度
％に保っている︒

15

の天津小豆が７月

64
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７７・ ㌧︵１４５・ ㌧︶
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庫では温度
60

日︑南本牧・上組に倉入

共同購入した天津小豆
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浜港へ入港したため︑輸入

31

20

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917号
聞 （平成元年２月９日
第三種郵便物認可）
新
業
工
子
菓
（毎月 15 日発行）

（１） 平成27年８月15日

回博覧会

し、該当しなかった出展品

とする。ついで、専門家審

品格、衛生、市場性、地域

査で選定されたものの消費

であるが、個々の菓子製造

いた審査基準も、姿と美味

ての業界人があたってきて

しさの２項目に突き詰めた。

対する関心が高く、全国大

凝らしているのは、すべて

で開催された第

消費者に評価していただく

全国菓子大

伝統に対する国民の理解を

は優秀金菓賞の授賞対象品

深めていただくという博覧

項目に分かれて

度、実に多くの入場者にお

性という

以降の開催間隔を見ると短

越しいただいているという

業者が日々苦労し、工夫を

くて２年、長い場合には７

いるが、我が国の菓子文化、

博覧会は明治

年となっている。

菓子博覧会にも開催の都

年（１９１

12

東京・赤坂溜
策のキャッチフレーズは

本年度の菓子需要喚起対

の博覧会は、お菓子の品評

冒頭に述べたとおり、こ

ことであろう。

なく、消費者、マスコミ関

その審査にも専門家だけで

会の目的に照らした場合、

品の売れ行きが決まってい

の審査の結果個々の菓子製

ためであり、まさに消費者

の専門家による審査による

いても、審査グループごと

ついで、審査の手順につ

対象品とする。

った出展品を金菓賞の授賞

者等審査の対象とならなか

年５月

帝国菓子飴大品評会とした
で あ る が、 こ れ は、「 あ な

会として始まっており、毎

係者等の参加を求め、より

消費者等による審査を導入

議論もあった。その結果、

るのではないか、といった

者等審査の対象として審査

し、内上位２割部分を消費

評価点の上位４割を選定

とは別建てで入場者による

は従前の専門家による審査

なお、工芸菓子について

産声を上げ、昭和
開かれた博覧会にしていく

人気投票を行い上位作品に

必要があるのではないだろ

の上、専門家審査の評価点

回出展されたお菓子の審査

するという前提で、おおむ

感動大賞を授与する。

用することとされたところ

易いことを旨として、いわ

ても、消費者等にも分かり

費者の皆様のご支援により

惑いもあるとは思うが、消

を考えられている方々に戸

新しい試みであり、出展

さらに、賞の種類につい

と合算し順位を決定する。

が行われ、名誉総裁賞、内

より開かれた菓子博覧会に向けて

…賞の審査方法を見直し…

ゆる大会賞について優秀金

長賞、金賞等のいわゆる大

全菓博栄誉大賞、全菓博会

臣賞等の公的な賞に加え、

査の在り方について１年間

て、菓子博における褒賞審

菓子大博覧会協議会におい

子業界団体で構成する全国

そのような声を受け、菓

み、和菓子、洋菓子、米菓、

での審査の実情にかんが

いた審査グループをこれま

で

ることを旨として、これま

外にも分かり易いものとす

審査基準について専門家以

賞、農林水産大臣賞等の公

順に名誉総裁賞、総理大臣

評価点の高かったものから

者等の審査の結果に従い、

展品について専門家と消費

略化する。

菓賞と金菓賞の

ある。

考えていただければ幸いで

めの一里塚として前向きに

ただき歴史を刻んでいくた

まず、審査品グループと

である。

のもと」、「心が和む」、「元

会賞が授与されてきている

検討し、本年６月８日にそ

煎餅、飴菓子、半生菓子の

うか。

気の源」といった回答が多

が、最近、この賞に対する

の結果を取りまとめたとこ

６グループに簡素化すると

閣総理大臣賞、農林水産大

ね以下のような見直しが決

たにとってお菓子とは？」

会以降は全国菓子大博覧会
と名称を変更し、戦中戦後

年（２０１７年）４月の

の中断を挟みながらも平成

開催予定に向けて準備が進

回目を迎えることとな

められている三重菓子博で

史を刻んでいるわけであ

かったことを反映したもの

消費者や報道関係者の関心

ろである。検討経過の中で

ここまで育てていただいた

り、平均すれば、オリンピ

である。まさに、お菓子は

がとみに高まってきてい

は、消費者に審査が可能か

種類に簡

ック並みに４年に一度開催

単なる食べ物であるにとど

る。元々が品評会であった

る。この間、１０６年の歴

されてきた計算にはなる。

まらず、心の栄養としても

ということもあり、これま

その上で、賞の授与につ

らなるご理解とご支援をい

のとして消費者の方々のさ
いては、まず上位

全菓連専務理事・山本領

割の出

菓子博が、より開かれたも

もっとも、オリンピックと

とらえられているというこ

的な賞の授賞対象品を決定

科に区分されて

は異なり開催間隔が決まっ

とである。それ故に、老若

ともに、風味、色彩、表現、

部、

年

という意見もあったところ

2

で、その審査は専門家とし

53

男女にかかわらずお菓子に

25

各県の活動状況を報告
全菓連 九州ブロック会議

開催

氏を招き和菓子講習会を実

（ 鹿 児 島 ）、 京 山 の 佐 々 木

商標を取得すべく努力中

カルカンについて地域団体

合 同 開 催 を 検 討（ 宮 崎 ）、

業と恒例の宮崎菓子祭りの

と入場券については地元自

半減することとし、協賛金

にお願いしている展示料を

を行った上で、各ブロック

するため所要経費の見直し

県組合の負担をさらに低減

理事長の挨拶があり、終了

岡県菓子工業組合丸山道和

最後に、次回開催県の福

て意見が交わされました。

会場での販売手法等につい

の負担金の詳細、褒賞審査、

き、各県組合の運営費の調

前年度の決算報告につづ

後、議事に入りました。

会大窪幹夫理事長の挨拶の

拶、全国菓子工業組合連合

業組合久村俊昌理事長の挨

ました。特に、三重菓子博

達状況等についての情報交

行された食品表示法及び食

７月８日（水） 時より、

となりました。その後、別

換が行われ、次回開催県を

大分市のトキハ会館におい

室において大分県商工労働

への支援については、菓子

治体との関係もあり昨年要
博に参加する都道府県菓子

請している金額でご協力を

品表示基準への対応、原材

施（佐賀）、特産イチジク「と

料の安定確保に支障が生じ

よみつ姫」を使用した創作

年度の全菓連九州

菓子博の基本計画が説明さ

準備委員会濱田委員長より

ャッスルプラザホテルにお

ロック幹事長愛知県菓子工

事長の開会の挨拶、中部ブ

重県菓子工業組合岡幸男理

では次回菓子博開催地の三

されました。

別室において懇親会が開催

交わされました。その後、

て平成

菓 子 の 仕 上 が り（ 福 岡 ）、

福井県と決定した後、全菓
工業組合に対し全菓連より

企画課蔵原課長及び県中小

ないようバター等の供給状

されました。

お願いしますとの説明がな

ブロック会議が開催されま

弁護士事務所と団体顧問契

連及び三重菓子博について
万円の支援金を支出す

九州ブロックと同様の報告

各

企業団体中央会高山会長を
ること等につき５月の総会

来賓に迎え、和やかな懇親

況を注視し、国等に適宜要

これを受け、質疑応答に

請する必要があること、平

開催される第

につき報告がありました

れ、さらに昨年度の各ブロ

いて全菓連中部ブロック会

入りましたが、三重菓子博

大博覧会を支援していく必

が、その主なものは、お菓

ック会議、２月の全国意見

議が開催されました。会議

７月

日（月）名古屋キ

販売手法等について意見が

詳細、褒賞審査、会場での

と同様に菓子博の負担金の

れましたが、九州ブロック

菓子工業組合連合会大窪幹

要があること、さらに、２

子の神社を建立中で秋には

交換会等で寄せられた各県

その後、三重県菓子工業

夫理事長の挨拶、九州ブロ

月に開催された菓子博に関

完 成（ 熊 本 ）、 地 理 的 表 示

組合のご意見を踏まえ、各

組合岡理事長、三重菓子博

ック幹事長熊本県菓子工業

する全国意見交換会の議論

の説明会を開催、前向きに

続いて、各県の活動状況

組合堤公一理事長の挨拶の

を踏まえ全菓連として今後

検 討（ 長 崎 ）、 豆 基 金 の 事

ついて報告がありました。

後、議事に入りました。

の菓子博の在り方を検討し

13

回全国菓子

まず、全菓連より、状況

ていくこと、等が報告され

中部ブロック会議 開催

報告が行われましたが、そ

談（大分）等でした。

分間は無料相

した。会議では開催地の大

で承認が得られたこと等に

30

50

27

の概要は本年４月１日に施

29

約を締結、

分県菓子工業組合田口芳信

年度に三重県伊勢市で

が行われ、質疑応答が行わ

成

15

理事長の歓迎の挨拶、全国

会がもたれました。

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

（１９５２年）５月に横浜

の第一回となった昭和

ているわけではなく、戦後

において、お菓子は 心｢と
体を癒してくれる 、｣「幸せ

定され、三重菓子博から適

という消費者にアンケート

1
回大

池・三会堂において第
『心も身体もお菓子で元気』

7

回

１年）４月に

44
仙台で開催された第

10
10
27

2

29
27

平成27年８月15日 （２）
（毎月 15 日発行）
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第917号

第

回

中国・四国ブロック大会

全菓連
青年部
催

開

赤間神社・海響館・唐戸市場を訪問

観光がブーム

観光や自分の町について考

で︑皆さんの

ありますの

だチャンスは

赤間神社
ですので︑誘
致が発展につ
ながると思い

える機会を頂いています︒

力でお菓子の

ます︒まだま

また︑このブロック大会で

華を咲かせて

分以上待

ってからでした︒そのイベ

いただきました︑皆様方と

場に入れたのは

連合会青年部中国・四国ブ
ントを見まして︑菓子屋は

の友情はかけがえのないも

回全国菓子工業組合

ロック大会は︑７月１〜２
まだまだやれる事はたくさ

で下さればと思います﹂︑槌

でした︒２日間皆様楽しん

かげか非常に穏やかな天候

口県に到着すると皆様のお

のような天候でしたが︑山

候が良くなく現に四国は嵐

・四国ブロック大会は︑天

ブロック長より﹁毎年中国

大会では︑亀井中国・四国

青年部部長が参加した︒

菓子工業組合理事長︑槌谷

村副理事長︑小熊坂山口県

加した︒全菓連からは︑田

﹁私は

年前の島根大会に

山口県青年部恒松部長より

を ご 祈 念 申 し 上 げ ま す ﹂︑

ますます広がっていくこと

よって新しい和菓子文化が

全菓連青年部の皆様の力に

ブロックにおきましても︑

とと感じています︒中四国

とく全国に広がっていくこ

す︒その火は燎原の火のご

を築き上げようとしていま

ながら︑新しい和菓子文化

の仲間が︑新しい試みをし

今日本各地で若手の菓子屋

力で輪を広げていき︑盛大

菓子を皆様がこれから若い

うです︒世界に通用する和

なり︑評判も非常によいそ

国に広く紹介されるように

和菓子もそれにつられて外

界遺産に登録されました︒

り﹁去年は日本の和食が世

次に全菓連田村副理事長よ

います﹂と挨拶があった︒

仲間が増えるものと信じて

楽しく和やかに活動すれば

と大半同じ顔ぶれですが︑

青年部のメンバーが９年前

のになっています︒山口県

が置かれている︑厳しい中

ができたわけです︒今我々

を先人の皆様のお力で今日

戦中・戦後と大変な混乱期

に︑この組合ができました︒

材料がなくなるというとき

支那事変が始まった当時︑

す︒しかし︑今から

年前︑

くことが難しくなっていま

年部山田部長より祝辞の

口県中小企業団体中央会青

工業組合岡野副理事長と山

り歓迎の挨拶︑山口県菓子

行われ︑手島実行委員長よ

講演会終了後︑懇親会が

﹃デザインの力﹄の講演が

表取締役吉井純越氏による

ンワークス代

ヨシイデザイ

後︑株式会社

本会議終了

挨拶があった︒

ください﹂と

翌日のエクスカーション

などで次の世代に伝えて行

の高騰︑後継者難︑高齢化

に立たされています︒原料

り﹁我々は︑今困難な局面

将を祀る七盛塚がある︒

奉る芳一堂︑平家一門の武

談である﹁耳なし芳一﹂を

方も国に帰られましたら︑

未来があるわけです︒皆様

組合も青年部があってこそ

叫ばれている今日ですが︑

サイドモールである︒ウッ

れるレストランのあるシー

屋や地元の魚介類が食べら

○カモンワーフは︑土産物

別保護区などがある︒

と挨拶があった︒

で︑是非お越しください﹂

７月６日に開催されますの

国ブロック長より﹁来年は

初めて参加しまして︑それ

では︑赤間神社︑下関市立

○下関市立しものせき水族

ドデッキからは︑対岸の門

都の地で山滴る︑甘党市と

しものせき水族館海響館︑

館海響館では︑日本では海

司港レトロが見渡せる︒

後︑乾杯が行われた︒また︑

カモンワーフ︑唐戸市場を

響館でしか見ることができ

○唐戸市場は︑フグ以外で

もきっと我々の長年の経験

見学した︒

ない世界的にも珍しいシロ

もタイやハマチの市場とし

に世界中に広められること

○赤間神社は︑源平最後の

ナガスクジラの全身骨格標

て有名である︒農産物の直

から毎年各地に訪れまし

壇ノ浦の戦いで関門海峡に

本がある︒また︑フグの仲

売所もあり︑さまざまな食

いう若手のお菓子屋が集ま

入水した安徳天皇を祀って

間の展示が常時約１００種

材を取り揃えている︒週末

各県代表者挨拶と次期開催

いる︒壇ノ浦を望む水天門

類あるのは世界中でもここ

は海鮮屋台が出展するイベ

県の高知県髙橋前中国・四

は︑陸の竜宮と称えられる︒

だけである︒他に︑イルカ

ントが開催される︒

と知恵で乗り越えていかれ

幼くしてなくなった安徳天

とアシカが共演するショ

ると思います︒後継者難が

皇のお墓であり西日本では

ー︑フンボルトペンギン特

を 期 待 し ま す ﹂︑ 山 口 県 菓

ただ一つの御陵である安徳

子工業組合小熊坂理事長よ

天皇阿弥陀寺陵︑有名な怪

て︑お菓子の持つ地域性を

78

感じたり︑お菓子を通じて

中・四国ブロック大会

るイベントが開催されまし

あった︒︵以後掲載︶

谷青年部部長より﹁先週京

れ︑約

んあると感じた次第です︒

30

名の青年部員が参

第

15

日︑下関市春帆楼で開催さ

15
70

た︒行くと長蛇の列で︑会

10
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ぎる」「ヘルシーでない」「鳥

では、女性たちから「甘す

い」という地元女子大学生

なのに、結束したのはすご

た。急ごしらえのイベント

和菓子が変わる機会になっ

は「厳しい意見を言ったが、

イベント後の新聞紙面に

いを生む可能性を秘めてい

鳥取だが、和菓子はにぎわ

市街地にはないと言われる

ある。楽しめる場所が中心

ねざしたもので、潜在力が

地域の風土や歴史、文化に

の声と「和菓子はそもそも

るコメントである。

もとても嬉しい、励みにな

た。主催者としてはいずれ

コメントが寄せられてい

ると感じた」という識者の

一つで

年以上会社を守っ

にチャレンジしながら女手

るなど、色々と新しいこと

便局のチラシ販売を利用す

「玉子人形」を開発し、郵

せず、現在は一般に後継者

等で働いているので期待は

人は、それぞれ県外の企業

ぐ者は現れず、実の息子３

をはじめ従業員から跡を継

昭和

年代前半には鳥取

月にあった初会合

超え、体力的に製造作業が

んとか消さず後世に残して

た干潟ベーカリーの火をな

氏が創業し竹田の地に灯し

も後継者が現れることを期

昨年

きつくなっていることと、

スミ子氏だけでなく琢郎

今後は少子化と競合企業の

しかしスミ子氏も

ている。

後に児童全員に配付する箱

欲しいと願う人は少なくな

長・小谷寛

入りのクリスマスケーキを

出現で学校給食があてに出

干潟ベーカリー

取のお菓子というインパク

思い出のパンを守りたい

運営と主婦業、看病に奮闘

く、隣接する服装学院に永

待しつつ毎日スミ子氏とポ

平成に入っても学校給食

く勤める従業員の朝倉さん

客のついている食パン、フ

ジティブに働いている。

製造依頼されるなど、洋菓

来なくなることから、業務

•••••••••••••••••••••••••••••

子力」の賜物である。

生させるために、観光振興

トに乏しい」などの厳しい

とが「みつけ隊」のミッシ

を目的とする女性団体のメ

意 見 が 出 さ れ た。「 み た め

ョン（使命）である。

ンバーなどでつくる「わた

がかわいいものをたくさん

とっとり 和 菓 子 ま つ り

しの和菓子みつけ隊」が生

食べたい」という要望もあ

「女子目線」
の新しい可能性

まれ、県菓子工業組合と共

離れのために、現在では
店舗にまで減少してしまっ

を募集しているとのこと。

県東部に１００店余りあっ

同で「とっとり和菓子まつ
った。それを受けて「玉子

た。

竹田の地に灯した干潟ベーカリーの火

内容の見直しを行い、固定

残念ながら琢郎氏は平成

ランスパン、銘菓玉子人形

を中心に地域密着型の仕事

年５月に亡くなり、その

を中心に製造販売を行い、

を行う干潟ベーカリーだっ

まま会社を引き継ぐことと

子が注目されるようになる

なったスミ子氏だが、現状

と、パン製造後のオーブン

され闘病生活を余儀なくさ

当社三友堂初代大内久米

はなれ一人はなれて久米吉

はり共同経営は難しく一人

を雇って始めましたが、や

すべて手造りでした。

絵、書などで菓子の掛紙は

時出される懐石料理、俳句、

休庵流を、お花、茶の湯の

く、茶道は武者小路千家官

人であると共に趣味も多

二代目松次は腕のいい職

子に迎えました。

す。当時の有力大名達、豊

茶会にはよく使われていま

なく愛して利休の主催する

た。利休はこの茶碗をこよ

で木守と名前をつけまし

色が柿の色に似ていること

ということと、この茶碗の

碗に利休は一個だけ残った

物としております。その茶

は完全に消滅してしましま

れ火に包まれて茶碗として

ら落ち、その上に金庫が倒

災にあい一瞬のうちに棚か

別邸にありまして関東大震

年当時、高松松平家の東京

茶会をしておりました。

名の茶会に床の間に飾って

局長・早瀬大雄

トした。

吉は、元高松松平家の家臣

のみになりましたが、屋号

００円即売会は午前中で品

種類の和菓子が一時間

切れが続出。６００円で、
約

歳になり後継者問題を抱

えながら想いを語った。

ポートした。
経営も安定し昭和

年に

ーなど冷暖房設備が無かっ

猛暑が続きます。クーラ

と思わんばかりです。包み

に下げ紙が出れば、夏到来

を聞くだけで涼しげ、店頭

「葛」や「わらび」、名前

看板・のれんを見直すポイ

「おお、この店は…」と、

す。そして、お客さまが、

品価値をしっかり担保しま

が、文字で終わらせず、そ

いているのだと思います

なくわかって買っていただ

お客さまは、まあ、なんと

えたようです。この差別化、

のようです。

は、存外ベーシックなもの

客様の求めておられるの

しょうか。お菓子好きのお

いものです。

く、そんなのれんでありた

子を、心込めて手渡してい

ひとつ一つ手作りしたお菓

れが、専門店の力でしょう。

れ以上の言葉で伝える、そ

さんの技の見せ所。初秋を

し早いですが、ここは職人

も芋も、初物が出るには少

嬉しいものです。小豆も栗

は、秋を感じるお菓子が、

は秋。夏休みの終わり頃に

を、という方が多くなりま

ば、流し水羊羹ではないで

美味しさを重視するなら

プにシールが定番ですが、
城戸翔寉（きどしょうかく）

銘菓木守の誕生

で三友堂と名前をつけ共同

号を三人の友人ということ

当時香川県出身で大阪で菓

で養子を迎える必要があり

おります。初代には一人娘

来年も又豊作でありますよ

だけ残す風習があります。

柿の実を収穫しますが一個

したものです。木守とは秋

木守も二代目松次が考案

んでいます。

はこの木守茶碗でお茶を飲

正、蒲毛氏郷、高山右近達

臣秀吉、徳川家康、加藤清

で一番大きいかけらを中に

愈好斎宗匠が、楽家に頼ん

した。武者小路千家十二代

千利休が愛した茶碗をヒントに

経営を始めましたが、三人

子職人をしていた松次を養

お茶碗を非常に気に入り弟

た。赤の茶碗で利休はこの

茶碗の内一個だけ残りまし

す。ある日長次郎が作った

碗を利休に所望しておりま

公家、僧達）は長次郎の茶

を、利休の弟子達（大名、

郎に作らせた茶碗（赤黒）

らせています。利休は長次

瓦師の楽長次郎に茶碗を作

茶の湯の大成者千利休は

の柿を木守といいます。

に落ちるまで残します。そ

うにとの願いを込めて自然

京都に持ち帰り、家元の襲

かげて茶碗はかごに乗せて

に葵の紋の入った提灯をか

の道中お蔵番に道具係長持

ら拝借することになり、そ

代替りの時、逆に松平家か

とでした。武者小路千家の

で将来の安全を願ってのこ

京都では火災が多かったの

として仕えたことと、当時

家が代々高松松平家の茶頭

います。これは武者小路千

時高松松平家に献上されて

千家に伝わり三代目真伯の

この木守茶碗は武者小路

香川県菓子工業組合専務

をハケで塗ったものです。

印で押して、表裏に和三盆

茶碗の高台のうずまきを焼

柿羊羹をはさみ、上に木守

た。ふやきせんべいの間に

松次が菓子木守を作りまし

家のおゆるしをえて二代目

初期、松平家・武者小路千

トにして二代目松次が昭和

しております。それをヒン

もらい、高松松平家に献上

三代惺入の親子で復元して

理事・大内泰雄

子達には渡さず自分の持ち

入れて楽家十二代弘入と十

とも菓子は全く素人で職人

その木守茶碗は大正十二

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

有限会社干潟ベーカリーと

でありました。廃藩置県に

はそのままの三友堂として

そして２月

創作和菓子等々、

大分県の南西部に位置す

れると、実質スミ子氏が運

会社をスリム化することで

せんべい」や「もなか」に

にシンプルな焼き菓子等を

維持に甘んじるではなく、

維持をと考えたが、工場長

依頼があったことで、昭和

する毎日が続いた。

歳を

た和菓子屋が、郊外の大型

り」を企画した。「女子目線」
せんべい」や既存の「生姜

鳥取県菓子工業組合理事

店舗の進出や若者の和菓子

を和菓子つくりに生かすこ

製造するようになり、これ

営から製造まで全てに携わ

専門家指導の下、竹田銘菓

たが、琢郎氏が突然癌に侵

その後、近所で洋裁学校

を機に県菓子工業組合に加

るようになり、服装学院の

の余熱を有効活用するため

を運営していたスミ子氏が

入した。

年にパン製造からスター

の構想を練ったことで知ら

仕事を通じて琢郎氏と知り

る竹田市は、音楽家の瀧廉

れる岡城阯を有し、桜の季

合い、一路順風に結婚する

チーズやフルーツを乗せた

新しいお菓子が提案された。

節には盛大な大名行列を行

太郎氏が代表曲「荒城の月」

日に、鳥取

うなど歴史と文化を育む自

種類の

市栄町の「カフェソース・

と、スミ子氏は服装学院を

して設立登記してからは順

より職を辞し武士仲間三人

た時代、商店街のなかに設

ントです。ぜひお忘れなく。

ると、若い人たちは大変興
味深げです。自転車の荷台

大分県菓子工業組合事務

バンケット」で開かれた「と
然豊かな城下町である。

調に業績を上げていき、学

で菓子店を始めました。屋

えられた、花や果物が入っ

を い た だ く 際 に、「 お 召 し

■お客さまにとってのわか

した。葛も〝本葛〟とわざ

しみです。

感じさせるお菓子、私も楽

なんでも冷蔵庫に入れるの

わざ明記しておく菓舗が増

夏の水羊羹ギフトはカッ

■材料も使い方を考えて

が当たり前の季節、召し上

お土産も、できれば〝生〟

残暑が過ぎれば、目の前

た「氷柱」や風鈴の音に涼

上がりの際は、冷やしすぎ

りやすさ

しさを感じた思い出話をす

一日二回も冷蔵庫に氷を入

ないように」と添えられる

代でした。

がり方への細やかさは、商

川

香

続けながらパンの仕事をサ

校給食の指定を受けると毎

そんな情緒を感じさせる

干潟ベーカリーは、今は

朝が戦いのように忙しくな

街並みの一画で干潟ベーカ

亡き干潟琢郎氏が大阪のパ

目標の６００人を大きく上

ン工場で修業した後、地元

回る１５００人が訪れる大

食べ放題の和菓子バイキン

り、ピーク時は従業員を

リーを営む干潟スミ子氏は

グには長い行列ができてい

で病院を経営する知人から

盛況となった。和菓子の１

た。予想を大きく上回る反

39

一言は、美味しさへの配慮。

に大きな氷を積んで走り回

16

人雇用するまでになった。

81

れに来てくれた記憶があり

その 243
8月

■専門店ならではのひと言

る氷屋さん、子どもの頃、

80

10

っとり和菓子まつり」は、

27

病院食を提供してほしいと

12

響には驚いた。まさに「女

22
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沈滞する和菓子業界を再

分
大

12

ます。なんとものどかな時

15

30

36

40

取
鳥
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第917号

第

氏
二木英一 （

東京都菓子工
業組合協力会

年７月
回通常総会が上野

日（水）

平成
に、第
［精養軒］において開催さ
れました。

名の

当日は梅雨明けを思わせ
るほどの暑さの中、
方が総会に出席下さいまし

外海大六（日新化工㈱社

た。

長）会長の挨拶の後、司会
者より本日の出席者は委任
状を含め定数を満たしてお
り、本会は有効に成立した
旨報告されました。議長に
は外海会長が選ばれ、直ち

平成

年度事

回通常総会

）
講演会盛況！

㈱二木・

木さんは大手小売業とは違

要約すると、お菓子の二

ます。

一気にムードは盛り上がり

がらの流暢な司会ぶりに、

二葉晃司氏です。いつもな

にて開宴し、懇親に入りま

代表取締役）の乾杯の音頭

り、木下勝氏（㈱きのした

会からのご来賓の紹介があ

った頃、志村光正氏（㈱志

上野の空同様に茜色に染ま

旨酒に酔い、皆さんの顔も

いしい料理に舌鼓を打ち、

た。

う独自のマーケティング理

東菓工と協力会も懇親の

専務取締役

まず、黒川耕次名誉会長

場を多く重ねるようにな

化に繋がったと熱弁を振る

合、全国菓子工業組合連合

て、東京都米菓工業協同組

ご挨拶を戴きました。続い

のは喜ばしいことです。お

に多く出来るようになった

り、小さな輪がそこかしこ

㈱代表取締役）

事長・中谷光基（中谷製菓

東京都菓子工業組合副理

話をお聞きするまでは、
小売業と我々メーカー、原
料メーカーとの立場の違い
から考え方に違いがあるの
ではないかと思っていまし
たが、常にお客様に目を向

通常総会

と特別会員制
催

開

入

導

埼玉県菓子工業組合

組みが、残念ながら他都道

府県菓子工業組合と比較し

ても皆無と言いきれるほど

基本方針変更として特別

おり承認可決されました。

事項に関しましては原案ど

かつ同一の発言権を有する

皆さまに組合員として平等

だけで無く菓子関連業界の

ばせながら、菓子製造業者

菓子工業組合に追随し遅れ

遅れています。他都道府県
日、埼玉

会員制を導入いたします。

協賛特別会員制を導入いた

年６月

当組合は戦後発足当初から

しました。これにより県内

平成

期通

菓子製造業者のみで構成し

会が終了し、続いては恒例

任されました。滞りなく総

葉製菓㈱代表取締役）が新

号沿い商店街の横丁に有

った時の店舗は、旧国道

ません。

らけで昔の賑いは全くあり

現在の商店街は空き店舗だ

なぜ今の売場が出来上がっ

扱アイテム数１０，０００

締 役 ） で す。「 お 菓 子 の 取

二木英一氏（㈱二木専務取

言われて恥ずかしくない店

わせておけば良い、老舗と

ったら「笑いたい人には笑

ましくて笑われそうだと言

いうのは、なんだかおこが

れましたが、自分で老舗と

を付けたらどうかと提案さ

た と こ ろ、『 銘 菓 の 老 舗 』

いと引き込まれていきまし

ち着きと話しぶりにぐいぐ

いう若さを感じさせない落

ご講演頂きました。

る為の移店も出来て、地元

９８９年には駐車場を設け

実した店となりました。１

も手伝って店売り中心の充

ミや、先代の信用、好景気

かげさまでお客様方の口コ

子を季節ごとに販売し、お

子や、群馬で見かけない菓

本の行事の謂れを添えた菓

しての懇親会です。司会は、

さて、その後は階を移動

『銘菓の老舗』というサ

のだそうです。

て（＋）方向に動いて行く

き、脳が（＋）の反応をし

声が耳から入って脳に行

を声に出して言うと、その

少し大袈裟な（＋）の言葉

本を元気にするぞ」などと

朝 玄 関 を 出 る 時、「 俺 が 日

ご説明いたしました。決算

ついて神戸武士理事長より

済状況や地産地消等の取り

今の菓子業界を取り巻く経

みした事は有りません。昨

て組合として本気で取り組

て頂いても所詮部外者とし

に関することなど提案をし

御協力頂いてますが、営業

さまには菓子大博覧会等で

材料・機械・道具関係の皆

市の有限会社ヤダ商さんに

として加入頂きました川口

会は菓子関連業組合員１号

と進めてまいります。今総

・新製菓材料の開発・販促

発・地産地消への取り組み

係を密にして、新製品の開

器など関連業の皆さまと関

菓子製造業者及び材料・機

ル等相談がありましたら組

使用している機器のトラブ

でこなすそうです。なにか

からガス厨房設備・修理ま

ヤダ商さんは団子機製造

共に交流いたしました。

お出で頂き懇親会のほうで

歳までに下働きから数えて

各市町菓子組合内にて満

者資格は、任意団体を含む

ら質問が多い理事選立候補

す。後継者や若い組合員か

て選挙で決めて貰っていま

業組合各理事は各支部内に

た。

の講演会が行われました。

り、全国で実施された簡素

にすれば良いだけの事、お

ブ タ イ ト ル も、（ ＋ ） 方 向

東菓工組合員と協力会会

県菓子工業組合「第

通常総会では報告事項の

てきました。菓子関連の原

をすることが重要なことな

年度年度方針に

他、当組合の基本方針変更

常総会」を開催いたしまし

員、来賓の方を併せて１０

及び平成

のだと改めて感じました。

」というテーマで

した。

０名以上の方が 集まりま

けて、売場作り、商品作り

•••••••••••••••••••••••••••••

われました。

きとなりました。

締めにて盛会のうちにお開

村菓生堂代表取締役）の中

論で売り場を構築し、消費

（ 三 黒 製 菓 ㈱ 会 長 ）、 外 海

した。

業計画（案）並びに収支予

前会長、寺本新会長の順に

年会費

者の皆さんの目線で商品の

平成

役員改選の件

年

香 料 ㈱ 代 表 取 締 役 社 長 ）、

副会長に後藤真由氏（内外

本製菓材料㈱取締役社長）、

れ、会長に寺本眞一氏（寺

て頂いた外海会長が退任さ

の長きに亘り協力会を支え

役員改選では、７期

可決決定しました。

上、全員異議なく原案通り

全ての議案が慎重な審議の

第４号議案

及び徴収方法決定の件

第３号議案

情報を提供したことが差別

たのか

算（案）決定の件

講師にお招きしたのは、

才と

田舎町です。中山道が通っ

化が定着し、今までの売り

はもちろん、市外、県外か

への一つのメンタル的要素

に議案の審議に入りました。 会計監査に二葉晃司氏（二
第１号議案
業報告書並びに決算報告書
承認の件

ていて昔は米宿として大変

上げの半分以上を占めてい

客様に喜ばれる菓子を創り

らもご来店いただいており

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

老舗と言われて恥ずかしくない店に

年前私が見習いから戻

変えていったらいいのか、

この田舎の菓子屋をどう

券半額お返しの創業百年セ

タートを切り、先ずは商品

らや』と決まり心機一転ス

屋号も『銘菓の老舗たわ

考え方の人は次第に正（＋）

転がって行き、逆に正（＋）

どんどん負（－）の方向へ

で、負（－）の考えの人は

せるにはメンタルが大切

よると、物事を上手くいか

口にして楽しんで仕事に励

ぞ！」と大き過ぎる目標を

店と呼ばれる店にする

本 を 元 気 に す る ぞ！」「 名

すが心は前向きに「俺が日

今は、元気のない日本で

ます。

とりあえず新しい包材を作

ールを行いました。これは

んでいきたいと思います。

以前講演会で聞いた話に

るに当たり見習い時代お世

お客様に何度も来ていただ

へ向って行くのだそうで

群馬県菓子工業組合・小

合を入れられました。

話になっていた当時の大光

す。商人も景気が悪いと嘆

した。

堂の専務伊藤さんに頼むこ

き、店に興味を持って頂く

かないで、嘘でも良いから

とにしました。

ための売出しです。また惣

黒雅史
菜まんじゅうを中心に、日

年奉仕を達成した組合員

歳までに各市

です。将来理事選立候補予

る他県菓子工業組合や全国

制を導入します。交流の有

針変更はありません。

理は各支部におまかせの方

せよとの基本方針と選挙管

町内で組合奉仕活動を開始

定者は、満

の商工会議所では当たり前

月に全菓連関東甲信

さて今年の行事予定です

が、

当県が当番県です。組合員

開催します。

越ブロック会議埼玉大会を

りました。神戸理事長就任

の皆さま是非ご参加くださ

年間やってまい

を期に変更します。理事で

年に１回の

あっても特別会費集金は他

い。

発足以来、埼玉県菓子工

所は支給する体制とします。

法人並みにし、支給すべき

よとこの

に交通費も支給せず奉仕せ

取らず、そのかわり各理事

である理事の特別会費制は

全理事を対象に特別会費

い。ご紹介します。

合事務所まで連絡くださ

賑わっていたそうですが、

た仏事饅頭の注文が減った

末永く幾代も続けていきた

〃
〃
常務理事･事務局長

のを切っ掛けに、先代が店

銘菓の老舗たわらや

私の店は、軽井沢町と県
境を挟んだ隣町で、通過点
となっている松井田という

芳

田
原
沢
井
山
庭

文
孝
淳
秀
修

田

事

長
長
長
事
事

事
事
理
理

理
理
務
務
が含まれていたのだと思い
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（５） 平成27年８月15日

シンボル工芸菓子移設へ
に

広島空港ターミナルビル

結集し、約１年半をかけて、

の和・洋菓子職人の技術を

のシンボル展示。広島県内

広島県立食品
工業センター

の２階、国内線出発ロビー

社殿と清盛まつり人形を

と国際線出発ロビーの間の
実物の

分の１スケールで

壁一面に、平山郁夫画伯が

和菓子で、清盛まつりなど

制作しました。建物や海を

だき、広島が誇る菓子文化

技術をより間近に見ていた

くの空港利用者に、伝統の

移設し展示しています。多

の節はぜひお立ち寄りいた

ますので、お近くにお越し

風景の写真も一緒に展示し

移設しました。当時の制作

１階、入口横のスペースに

大鳥居もご覧の通りのサイズ。

描かれた嚴島神社の陶板画

の行事の様子や管絃船を洋

の一端をご紹介できればと

制作にあたった和洋菓子職人が、

が飾られています。その正

メートル、奥行９

菓子で作っています。規模

数人がかりで動かします。

面に展示されていた工芸菓

は間口

撤去作業にも参加しました。

嚴島神

だき、ご覧いただければ幸

子博２０１３の説明パネル

楽人形を残し、ひろしま菓

県立食品工業技術センター

７月１日より、一部を広島

盛まつりの人形は、同じく

部・竹内恒彦

広島県菓子工業組合青年

甚です。

考えています。

今後は引き続き７月１日

とあわせて、陶板画の横に

なお、撤去した社殿と清

社殿の一部と大鳥居を展示
から、大鳥居と管絃船、舞

買っていました。

し、広島の魅力ＰＲに一役

日まで

子「世界文化遺産

大博覧会に出展された工芸

メートル。過去の全国菓子

菓子の中でも最大級でした。

ました。

回全国
ひろしま菓子博２０１３
が終了したのちは、７月

日から今年の６月

数十体におよぶ武者装束の行
列。清盛まつりの風景です。

社」が、このたび撤去され

15
10

工芸菓子「嚴島神社」は、
言わずと知れた第

ひろしま菓子博２０１３）

菓子大博覧会・広島（以下、

26

青年部がお菓子教室を開催

作されます。

われ、目の前で次々と出来

学んでいただけることは非

成田羊羹資料館

各店独自の銘菓を

紙、包装紙に興味

引き立てる掛け
今後の活動において『菓

を引かれ、各老舗

常に嬉しく思います。

和菓子店の協力を

上がる意匠に歓声があがり
ました。何か一つでも生徒

子が伝えるモノ』の幅が広

得て、展示物を集

名が集

まり、それぞれ図書室、家

さん達の今後の参考になれ

がる授業だったと感じまし

当日は青年部員

庭科室、被服室の三教室に

た。

京都市立西ノ京中学校にて

ば、と思います。

として行われております。

に囲まれ、青年部員が実演

真剣な眼差しの子ども達

く、見た目や制作の過程を

に、菓子を食べるだけでな

今回のお菓子教室のよう

今回はねりきりの【撫子】

分かれ指導にあたりました。

毎年、生徒さん達は菓子の

部広報・西井一樹

•••••••••••••••••••

掛け紙・包装紙展

全国老舗
和菓子店

使われている掛け

紙や包装紙につい

て調べていくうち

に銘菓とともに掛

け紙や包装紙にま

全国各地の老舗和菓子店

思いが伝わる瞬間でもある。

時のわくわく感や贈り主の

はアートとしても

とを感じた。それ

思い入れがあるこ

で和菓子店の深い

の掛け紙や包装紙を紹介す

展示風景は、菓子の写真

楽しめ、日本の「包

成田なごみの米屋總本店

めた。さりげなく

度目のお菓子教室の開催地

市立西ノ京中学校にて、約

技術やデザインの発想を学

京都府菓子工業組合青年

であり、美術の授業の一環

１２０名の生徒さん達と共

・説明を行ない、間近で技

部は６月

にお菓子作りを実施致しま
び、その後の授業にて樹脂

した。
を披露。

その後各テーブルに青年

製のペーパーウェイトを製

部員が一人ずつつきっきり

る企画展が、成田市の「な

つきパネルで銘菓や各老舗

で生徒さん達による制作を

生徒さん達は楽しそうに

ごみの米屋總本店」の敷地

む」文化や和菓子

指導しました。

一つ一つ制作し、細かい部

店の歴史や銘菓の由来など

時から午

和菓子の掛け紙や包装紙

他、化粧箱を展示している。

手によるものだったり、昔

芹沢銈介などの著名文人の

の企画展を開催し、今回で

のほかに、開設以来年２回

に設立された。羊羹の展示

へ。

０４７６（２２）２２６６

合わせは、成田羊羹資料館

後４時。入場無料。お問い

開館時間は午前

企画展の期間中は無休。

の価値がある。

文化の趣が感じられ、一見

を紹介するとともに掛け紙

成田羊羹資料館は、門前

日まで開催されて

や包装紙があたかも絵画の

内にある「成田羊羹資料館」
で９月
いる。

る羊羹の歴史や文化を紹介

町成田の名物にもなってい
地元の風景や植物、郷土

ように展示されている。

分への質問も飛び交ってい
ました。
その後、各教室にてお菓

店

当館では、北海道から九
州まで７地域に分けて

年
ザインについての質問が寄

ながらの手すきの和紙を使

することを目的に平成

せられ、青年部員が丁寧に

は、各店の銘菓とともに、

答えました。

24

は、今回の企画展にあたり

支部・米屋㈱

宮内智

千葉県菓子工業組合成田

ったものなど各店独自の趣

回目となる。企画担当者

独自の趣向を凝らした菓子

向を凝らしたデザインを見

を装い、その包みを開ける

画家や棟方志功、富岡鉄斎、

10

子にまつわる歴史や水無月
についてのクイズ等のお話

舗

点の掛け紙、包装紙の

が行われ、質疑応答ではデ

27
また、デモンストレーシ

14

29
ョンとして菓子の実演が行

56

26

西ノ京中学校は今回で３

西ノ京中学校にてお菓子教室

葉
千

と【菊】を制作体験。

日（金）に京都

ることができる。

京都府菓子工業組合青年

17
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第917号

加賀友禅と和菓子 和のコラボ

「加賀五彩」
「友禅流し」
加賀友禅の魅力を和菓子で表現
周年記念事業

んは「石川県菓子工業組合

作成にあたった粟森剛さ

も加賀友禅の素晴らしさ、

でいっぱいです。これから

るとともに、感謝の気持ち

では何もできないと実感す

す。現に、私の周りでは加

がると実感している一人で

いくことで、着物人気が上

と、着物業界も仕掛けして

は、これからも新しい価値

の文化同士の交流・コラボ

らの展望を語りました。和

ばしいことです」とこれか

り、スーパーなどで売

菓子として残ってお

的に食べられる身近な

でも「紅梅焼」が日常

わいに最適なアクセントを

で塗った摺り蜜が生地の味

焼き上げた直後に薄く刷毛

間に飽きの来る感じだが、

を務める鶴賀雄子さんにお

ロモーションマネージャー
が、加賀友禅は纏う絵画。

たものになってしまいます

画は、壁に飾られ固定され

る加賀五彩の五色をイメー

禅について調べ、特徴であ

しました。私なりに加賀友

（当時）としてお引き受け

で、私が青年部金沢支部長

友禅スタイリスト、加賀友

代表、加賀染振興協会加賀

加賀友禅小粋な倶楽部の

ます」と語りました。

に精進していきたいと思い

そして和菓子の文化を大切

して購入し、楽しむ方々が

してではなく、お洒落着と

賀友禅を格式張ったものと

石川県菓子工業組合事業

のだと実感いたしました。

観の創造につながっていく

だ。

しいほどにポピュラー

っていない店の方が珍

ている。

の伸びる菓子に仕上げられ

与えていて、二枚三枚と手

紅梅焼とソフト紅梅焼

くなりました」着物に描か

青年部創立

と言われております」

れる絵画の世界とは魅力的

今春の北陸新幹線金沢開

掛けて眺めるもよし、着て

ジして作りました。五色の

が、最近はモダンな柄も多

で す ね。「 各 家 庭 に あ る 絵

業で、さらに全国から注目

楽しむもよし。こんなお洒

•••••••••••••••••••

とされ、その後甲斐の国は

藩に移封され甲府藩は廃藩

抜き鉄板で焼いた堅焼きの

くのばして梅花や短冊型に

かせて発酵させた生地を薄

という肉屋が考案した菓子

こちらは甲府の「とり若」

愛される「紅梅焼」、そして、

に残りいまも山梨の人間に

小江戸文化の名残を残す紅梅焼と

る着物が、非日常になり寂
江戸時代、甲斐（現在の

直轄領として甲府城に詰め

山梨で生まれた「ソフト紅

近年では、抹茶や干しブ

聞 き し ま し た。「 加 賀 友 禅

落が出来るのが加賀友禅の
禅大使も務める鶴賀雄子さ

あんを包み丸くしたもの

山梨県）は幕府の直轄領と

で、揚げ物に使う溶き衣を

梅 焼 」、 こ の ふ た つ の 製 品

っており、上品な甘さと、

いただきました。今回ひと

会場での実演ではご好評を

だき、加賀友禅のイベント

着物姿で観戦することが多

変喜ばしいことです。また、

さる方々が増えることは大

り、新に興味を持ってくだ

の取り組み等活動も広が

よって柳沢家は大和国郡山

が、享保時代、徳川吉宗に

石で入領し甲府藩を治めた

であった柳沢吉保が十五万

らに家綱の時代には側用人

領し甲府藩が成立した。さ

小麦と砂糖を水でこね、寝

れた「紅梅焼」と呼ばれる

た当時、江戸の浅草で生ま

甲府勤番の支配が始まっ

化が素早く流入していた。

の甲斐、特に甲府は江戸文

されるが、山梨県ではいま

埼玉県、四国地方にも散見

いて、同種菓子は三重県や

より食べやすい物になって

現在では配合に卵が入り

め、ともすれば一枚食べる

ルクという単純な配合なた

体は小麦粉と砂糖、卵とミ

な感じで、生地の味わい自

た固めのパンケーキのよう

食感としては目の詰まっ

うか。

必要なものではないでしょ

姿勢こそ、私たち製造者に

さらなる革新を続けてゆく

ほぼ原形を留めたままいま

色合いは、城下町金沢に相

つのお菓子作りを通じて多

くなった相撲など見ている

梅焼」も存在している。

江戸時代の庶民の菓子が

に、金箔をちりばめた無色

しさを感じておりました

して長らく徳川家の縁戚が

小麦煎餅が江戸駄菓子とし

無駄にしないようにと考え

ばれる、山梨独自の「紅

では、今回完成した加賀

が、金沢も着物でそぞろ歩

る甲府勤番の支配となり再

て生まれたといわれている。 のように古の伝統を伝え、

独自の発展をしたソフト紅梅焼

友禅イメージの和菓子の感
の短冊形の錦玉を巻いた和

きする若者が増え、嬉しく

治めていた。

て人気を得ていたが、それ

応しい出来になっていると

くの人々のご協力をいただ

このような関係から当時

思います。これまで、使用

き、あらためて自分ひとり

藤良太

山梨県菓子工業組合・齊

した会合などで大変評判が

山

良く、喜ばれ、さすが金沢

たといわれている。

がいち早く甲斐にも流入し

梨

び天領となった。

また「紅梅焼」の配

の魅力は、市場に出回って

練り切りをはり合わせ、中

企画委員会・深沢大

を集める金沢で、またひと

いる型染め以外のものは全
魅力であると思います」

増えていることがとても喜

つ金沢らしい和菓子が加賀

て手描きであること。それ

菓子です。加賀五彩だけで

家光の時代、家光の三男

ドウなどのドライフルーツ

友禅とのコラボで誕生いた

は自然界を描写し、各々友

想は？「加賀五彩が絶妙、

なく、錦玉で浅野川での友

思っております。教育の場

である徳川綱重が甲斐を拝

を入れた製品も多く出回る

しました。加賀染振興協会

禅師の個性で、画材の用紙

名配分で使われ、上に乗っ

や、官公庁でも着物で出勤

合にミルクと油脂、ベ

からの依頼に石川県菓子工

が着物に、加賀五彩（藍、

た透明の錦玉は友禅流しが
禅流しを表現し金沢らしさ

するなど着物文化の継承へ

ーキングパウダーを加

業組合が応え、粟森剛理事

黄土、えんじ、古代紫、草）

を強調しました。加賀染振

ようになりさらなる展開を

（金沢市・粟森梅月堂社長）

を用いて描かれる絵画の世
行われる浅野川を連想しま

興協会の皆様に喜んでいた

えふっくらと焼き上げ

が加賀友禅をイメージした

す。作り手のこだわりが見

見せている。

和菓子を完成させました。
界です。花鳥風月や、虫食

える、美しい仕上がりにな

た「ソフト紅梅」と呼

金沢の「加賀友禅」の魅
いなどの特徴があります

んは「日本の民族衣装であ

力を、金沢市の加賀友禅プ

20

川
石
菓子業界の発展は「作り手の技術や情熱」と「原
材料の安定的供給」の両輪がしっかりと整ってこそ
の事と考えます。今回はそのような観点から、社業
はもちろんのこと地域活動や菓子工業組合青年部活

戸田健志さんと戸田屋正道店舗

歳を迎え、

023－622－6728

人である以上

技術の研鑽に
努め、日本菓

信用を大切にし、地域の架け橋である

物を愛する心」を掲げてお

実

ブランドをもっと発信し、

「豊富な食材を通じて山形

も語ってくださいました。

自然を敬い、人を尊び、

られます。

地域にも貢献していきた
員とともに毎

店）は、大正２年に山形市

（株式会社マルナカ中村商

マルナカ中村商店さん

私たち製造・販売業者と地

内約１００社と取引され、

せない食材を中心に山形県

をはじめ菓子製造には欠か

歳、代表取締役）は、

人柄である中村祥之さん

に就任され、まさに誠実な

ら引き継ぎ社長（４代目）

氏（現代表取締役会長）か

責任世代の活躍と自覚が肝

創生には、若い世代、特に

昨今唱えられている地域

マルナカ中村商店
月作品を出品

で砂糖卸売業として開業

（

い！」

しています。

域のお客様とを結ぶ重要な

今年１月に御父上の恒一

その一方で

し、現在では小麦粉や水飴

業振興会に社

『菓子づくり
の前に、人間

パイプ役として

自社の存在意義についてこ

訪ねさせていただき、有能

要だと思います。お二人を

たち青年部は、こういう厳

さはもとより、その「覚悟」

しい時代だからこそ大いな

う 話 し ま す。「 安 心 で 安 全

特に近年は、お客様が必要

る使命と夢をもって、今後

な原料を安定的に供給する

とするものを、必要とする

も業界の発展と地域の活性

業界の発展に貢

初代創業者の

時に、必要な分だけお届け

化に尽力してまいりたいも

献されておりま

血統は近江商人

することが大切です。そし

づくり』とい

間的育成にも

に繋がり、今な

て、食に携わる企業として

う考えのも

注力していきます。」実は、

お会社として

のです。

を強く感じた次第です。私

自ら口外する事は少ないの

「三方善（さん

全菓連青年部東北北海道

ことが会社としての使命。

だが、地元の小学校で菓子

永続的に継続していくこと

ブロック長・長谷川浩一郎

す。

教室を実施したり、地元の

ぽ う よ し ）」 の

が社会への貢献だと思いま

と、社員の人

食材も積極的に活用されて

す。」 さ ら に 地 域 へ の 想 い
愛が伝わってまいりました。

理念を大切にさ

（第２・４水曜日休み）

れ、社是は「誠

店舗データ

菓子に対する姿勢や後継者

大福、葛まんじゅう（ずんだん、黒糖）

（左から）ティラミス大福、マンゴー

薄かった。でも

9時～19時
営業時間

おり、溢れんばかりの郷土

中村祥之さんとマルナカ中村商店社屋

42

動にも真摯に取り組まれ、今後、地域菓子業界を牽

されております。

育成と業界の将来を考える
43

電話

引されるであろう２社様（２名の若き期待の経営者）
をご紹介申しあげます。

正直な菓子づくりで地元に愛される

戸田屋正道
年に

今の自分があるのも両親や

山形市で開業され、現社長

三代目跡取りであり常務

好き！」会社のモットーに

す。」 更 に は 和 菓 子 づ く り

姿に感銘を受け、それが今
幼少期や修行時代の経験を

と会社経営についても熱く

の私のベースになっていま

の戸田正宏氏のもと磯部理

決めたんです。」「菓匠京山

語ってくださいました。「職

会社のおかげであると気づ
念を取り入れ、美味しい和

［千葉県］での修行を通じ

き、故郷で家業を継ぐ事を

は「人」が最初にフォーカ

振り返りながら自分の礎を

て素晴らしい師と出会い、

歳）は、

スされており、菓子作りと

菓子を地元に提供し、特に

話してくれました。「正直、

の戸田健志さん（

経営に対する方向性が明快

幼い頃は家業を継ぐ意識は

戸田屋正道さん（有限会

ティラミス大福は不動の人

社戸田屋）は、昭和

山形県山形市小姓町１－32

気商品で多くのお客様に愛

20

です。

「 人 間 が 好 き、 お 菓 子 大

戸田屋正道
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加賀友禅イメージの
和菓子
23
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（７） 平成27年８月15日

をテーマに講演会を行いました。

子館会長）を講師に迎え「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

ことを目的にしている。

て清浄、常に清らかである

だ。新しくすることによっ

ということが目的だそう

３つ目が祭事の継承で、
年に１回だ

ったらまつりごとを忘れて

例えば遷宮が

そうだ。そんなに持つ。何
しまう。ひょっとしたらな

年の世界最古の木造建築だ

くらいだ。法隆寺は千四百

先月号より続く。

伊勢神宮の遷宮
昨年、三重県の伊勢地区
年で建てか

い。そうなると継承できな

くなっているかもしれな

で伊勢神宮は
えているのか。ここが大切

年に一度の遷宮で大騒

なところで、４つの理由が

は
ぎになっており、普段の倍

でに２回か３回は経験をで

歳

歳に

国と地域の皆さんの寄付に

は莫大である。伊勢神宮は

４つ目は建築に伴う費用

きる。

歳

歳

年に１回なら死ぬま

の参拝客が来た。大繁盛で、

年経つと

い。

ある。

だそうだ。

１つ目は弥生建築の継承

どこのレストランでも待た
ないで食べられることはな

で学んだ大工さんが

かった。それくらい全国か
ら集まった。ここ５、６年
なる。
の方に技術を教える。

歳でまた若い

の間に伊勢神宮の内宮、外
宮にまつわるお宮が全部遷

その③

効力を持っている。地域の

の遷宮は経済的な活性化の

よって成り立っている。そ

歳の方にもう一度教えられ

歳の方と

る。この繰り返しで、一生

になった時は

年に一度あるわけだが、な

宮を迎える。この遷宮は

ぜ木造のしっかりした建物

ちらがいいとは言わない

物は、古さによって歴史を

法隆寺のようにお寺の建

いる。

テムができ上がって続いて

目というのは、このことだ

生きられる。昔から腹八分

て、食べれば１００歳まで

る。それを１００年かかっ

年間で食

ば私が一生に１トン食べる

量は決められている。例え

れ以上食べられないと思う

の胃袋は、もうだめだ、こ

以上持つことはない。こち

う店は１軒で十分だ。それ

だめだ。日本に菓子屋とい

そういうことをしていたら

売りに歩き、値段を下げる。

ならないので、あちこちに

する。そして売らなくては

と機械化したり、設備投資

て、たくさん売ろうとする

う。商売はたくさんつくっ

ンからミラノまで７時間

た。長く乗ったのは、リヨ

り、あとは電車とバスにし

行きと帰りの飛行機だけと

アに出かけた。２週間で、

と２人でフランスとイタリ

ーロッパ旅行をしようと私

ぐに店に入れず、名目はヨ

ただいた。帰ってきて、す

と洋菓子の修行をさせてい

え方を理解してくれた。普

を過ごし、ようやく私の考

べることもできて、２週間

になり、おいしいものを食

興味を持ってもらえるよう

ると息子も嫌々ではあるが

好きなので２人で行く。す

館のようだ。私は美術館が

いだし、まちぐるみが美術

パに行けば田園風景もきれ

ントと思っている。

にとっては、最大のプレゼ

いまだに嫌がっている。私

の借金を息子に渡したが、

前に建物を建てた時の多額

ジある。このノートと４年

トに書いた。約１００ペー

からピックアップしてノー

スを全部とどめており、中

ろいろな方からのアドバイ

年の遷宮で歴史を刻んでき

大事だと思う。技術の継承、

国に売れば、売れるかもし

Ｒし一気に設備投資して全

例えば商売でも一気にＰ

いかもしれないが、一理あ

る。今の時代には即応しな

いと、私の祖父は言ってい

らえるような商売をしなさ

売はするな。買いに来ても

らから売りに行くような商

自分が今までしてきたこ

練っていた。息子にはまず

いたらしいが、私は作戦を

かして帰ってくると言って

は、恐らく４、５日でけん

だ。その間２人きりで家内

てくれる。

談してくれるし、報告もし

本当にいろいろなことを相

とも多いが、話した後は、

ても息子から目を背けるこ

段は少しも話さない、会っ

る。今、何とか頑張ってく

を説得し、負担をかけてい

ろう

くれた」のだと必ず思うだ

父はこう考えて僕を育てて

に努力し、返済したころ「親

歳で命がなくな

自分の店の継承、家訓や社

れない。ただ、永遠に続か

べれば

是をどのように考えて継承

ないだろう。一過性のもの

た。この違いが大きい。ど

とする。それを

が、伊勢神宮のシステムは

刻む。ところが、神社は

商売にも通じる。私たちの

と言われている。

年後

商売でも続けていくことは

していくか。財務的な健全

供ができなければ親にはな

緒で、親も子も一緒だ。子

面と向かっていると、つい

に思う。教えようと思い、

ば、若い人たちは育つよう

で人間関係を築いていけ

ていたため、一方通行だっ

ついた。それが向かい合っ

夫婦の関係も一緒。結婚

進むことではないか。

にやろう」と前に向かって

うしたいからみんなで一緒

、と無理矢理に自分

性も要求されるだろう。近

と、父や祖父がしてきたこ

タッチした。息子は菓子の

れない。ただの夫婦である。

つい相手を見て、教えすぎ

懸命、教えようとして覚え

た。私は一生懸命教えてい

した当時は子供を育てるの

息子にバトンタッチをし
る気がする。

祖父がうまいこと言ってい

専門学校に行かせて、愛知

が、まだ

先生も生徒がいなければ先

てしまう。そのことで拒否

て欲しいのに、生徒は拒否

るだけで、生徒はなかなか

に一生懸命になる。その後、

数年間専門学校で

かっていったらいいのかが

反応である。職場は給料を

聞いてくれなかった。そう

家を建てよう、車を買おう、

私は

明確ではなかったので、毎

払っているから、言ったこ

ではなく「私も目標に向か

商売をこうしていこうと一

れているので、大変ありが

たい。

年間

の心得のようなものが書い

思ったので、２年くらいか

の集大成を形で残したいと

私がこのようにしたの

のノートを書き上げ、社長

は、私の最後の集大成と考

た。菓子屋はたくさんつく

県と東京で７年間、和菓子

いっている。ところが、

生にはなれない。だから、

す る 場 合 が あ る。「 目 標 に

で、

者がおり、１週間の輪番制

日の心がけとして信条を作

とはしてくれる。学生は学

っていくから、君も付いて

生懸命にやるからけんかは

月で、１冊

を聞き、かなえるために２

になった就任の席で渡し

友人の医者が、人間が一

るな、たくさん売るなとい

ない。争っても建設的な争

先生も生徒もスタートライ

向かって同じにしているん

朝礼について

ンは一緒である。一緒のス

だ 」「 こ の 店 で こ う い う よ

である。４か月～半年に１

費を払っているから、先生

来てくれ」と双方で目標に

たのは一昨年

人で相談することを目的

えたからだ。自分の考え方

と、そして息子の夢や希望

で終わってしまう。一気に
売ることはできるかもしれ
ないけれど、費用をかけた

息子へのバトン
タッチ

江商人の「三方よし」がそ
れである。

分、後に残らないのが現実

日まで

生の間に食べる量は決まっ

て来てくれるようになっ

いになる。だから、うまく

たくさんつくるな、
たくさん売るな

た。月の１日から

ていると言っていた。人間

た。この関係は親子も上司

この作戦は大成功した。

に、旅行に出かけた。

を氏子が引っ張ってまつり

たらうまくいくか考えた。

・部下も一緒だ。この関係

月、息子とバトン

ごとに参加する。このシス

よくよく考えると、先生も

昨年

ので、自分たちが経済的に

る。最後に社長が一言話し

生徒もスタートラインが一

だろう。そういう面で私の

努力して寄付をするという

て、司会者が「きょうも１

行為が続いている。この経

方々は山の木を

済効果と、人心の清めであ

２つ目は神道、神様の精

の結婚式の時に話さなくて

日頑張りましょう」で朝礼

年

の間に３～４回、遷宮を迎

る。御木曳があり、その木

神は常に新しく清浄であれ

はならなくなり「朝礼のお

教えている。はじめのころ

タートラインに立ち、目標

う に し よ う 」「 １ 年 後 は こ

を継いですぐに始めた。朝

回は司会が回ってくる。ま

った。毎月の目標も作った。

の言うことはきかなくたっ

向かっていくことで、付い

てある。これは私が

ろいろあったかもしれない

かげで初めてみんなの前で

が終わる。

話してもらう。社是と信条

生徒は、なかなかこちらを

を作り、その目標に向かっ

礼にはいい意味がある。朝

ず挨拶して、その後にこの

あとは１日中、顔を合わ

それを唱和している。

ていいということだ。居眠

２人だけで寝食を共にする

年間住んでいる

けれど、これからの新しい

話せました」と喜んでいた。

は木造で

スタートが始まる。朝礼を

３分間スピーチは皆さんが

も唱和する。社是と信条は、

向いてくれなかった。一般

て行くことが大切だと気が

という字は、十月十日と書

本を読む。その後、輪番で

せない部署もあるので、３

りもする。困って、どうし

けてノートを書いた。

年は持つと思う

してきたおかげで社員教育

普段思っていること、辛か

歳で跡を継いだ時に

的には先生は生徒と向かい

く。十月十日というと赤ち

毎日１人ずつ順番に３分間

部署がそれぞれ報告、連絡、

日記を続けているので、い

私は朝礼を非常に大事に

はほとんどしていない。朝

のことから仕事、人間関係

私が

合い、教育する。私は一生

ゃんがおなかの中に宿って

スピーチをする。前にいた

きょうの休みの人を伝え

のはいいと思う。ヨーロッ

している。朝一番だから全

礼の場で全部済ませる。「月

などが事細かにある。この

考えた。会社はどの方向に

生まれるまでの時間で、生

和菓子の工場長は話すのが

いる。

員参加で、工場の操業は早

分前に、朝礼をしているの

本を毎日読んでいただく。

いったらいいのか、何に向

教えるというこ
とは

分間仕事の途中で手

それで朝礼の場で輪読をさ

まれ変わるという意味があ

下手で嫌いだったが、息子

いるが、１～

を止めて出てきてもらわな

せてもらう。朝礼には司会

分から９時までの開店

年している。私が跡

ければならない。けれども、

る。朝になったら今日から

読書が好きで、モンゴメリ

いものは６時、遅いもので

ったこと、嬉しかったこと、

年、

を壊さなければいけないの
育てなくてはいけない。そ

50

がスタートだ。昨日までい

、

10

50

20

刊朝礼」という本も使って

ることが目的だそうだ。

のため莫大な費用を費やす

か。遷宮とは

えるたびに技術を継承でき

刀根 大士 氏（刀根菓子館会長）

も７時からしている。８時

60

皆さんのためになることを

50

日まで家庭

てかえることだ。私の自宅

20

‼

50

年に１回建

洋菓子の開発について
20

31

20

40
60 20
20

40

20
28

はそこそこ安

歳過ぎて子供は成長し、店

いる。面と向かい合う時間

読んでいる。ゴルフもして

の本なんか何十冊も揃えて

立みえ夢学園のビジネス情

れている。パッケージは県

一般的なレモンケーキだ

○レモンケーキ

年間ロングランで売

を少なくしているので、ま

報部の方々が考えてくれた。

が、

定してきた。

だ無事に夫婦でいられる。

家も揃ってい

合わせであ

家内と向かい

と３、４時間、

で、ぜひたくさんの方々に

にご協力を仰いでいるの

一生懸命勉強し、皆さん方

がある。今、担当の方々が

２年後に三重県で菓子博

ると、卵の白身が余るので

ークリームがたくさん売れ

た和洋折衷のお菓子。シュ

の中に小豆の餡をサンドし

フランスにダックワーズ

○妥故和津

る。うまくい

る。家に帰る

くわけがな

○ノルマンディー

子である。

メレンゲにして作ったお菓

来ていただきたい。

ご清聴に感謝申し上げま

す。

７年前、北欧に行った時、

おいしいお菓子があったの

たころに帰

ロングラッセの栗を入れて

フランスのお菓子で、マ

○パンドジェーヌ

く出ている。

が入ったお菓子で、最近よ

で、まねて作った。チーズ

る。無事だ。

会場で配ったお
菓子

家内は昔から

て、家内が寝

に３時間行っ

から、夜ジム

している。だ

ゅうけんかを

い。しょっち

最後に

経済的にもま

会場で配ったお菓子

あまあ、車も
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聞
新
業
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子
菓
（第三種郵便物認可）

第917号

日（金）に東京ビッグサ

日本食糧新聞社、協同組合全日本洋菓子工業会は
日（水）～

回デザート・スイーツ＆ドリンク展を開

２０１５年４月
イトで第

17

ーがある。デッキブラシな

２２０㎜あいているミキサ

部分は掃除しやすいように

テンレスにしてある。床の

洗いができるように全部ス

時、飛び散ったものもお湯

生クリームを高速で巻いた

ても大丈夫で、洋菓子屋が

いる。

る事で製法を学んで頂いて

農家の方々と一緒に製造す

使った製品の提案を始め、

一つとして地元の農産物を

携し、六次産業化の提案の

る、農業ビジネス支援と連

ている。埼玉県が行ってい

パンについて年何回か行っ

ている。セミナーは洋菓子、

位は里芋で、

１２年の第１

指した。２０

子づくりを目

を使ったお菓

そういう素材

ギは有名で、

リ、里芋、ネ

やブロッコ

一である。そ

生産量は日本

べた。小松菜

ども下に入る。ベースが床

れから小松菜

小松菜ペーストを入れたロールケーキ

についていると、下に水や

で、小松菜自

鋳物から入った会社であ

六次産業化と言うのは一

体は東京の江

る。最初は正面に漢字のま

次生産者が加工、販売まで

戸川が発祥の

愛工舎製作所は１９３８

行う経営の多角化のこと。

地だそうだが、今はほとん

年に創業し、最初に氷かき

このため、いかに地元のも

ど埼玉県で生産している。

粉が残り、カビ等の発生の

また、自然発酵種ルヴァ

のを皆さんに知ってもら

を使ったパンのほか、川越

第２位は有名な深谷ネギ

る愛マークがついた鋳物の

ンと分割機で、新しいパン

い、地域に根付いた形で提

のサツマイモは皮をむき、

で、ブロッコリは全国２位

の機械を作った。氷かきは

の製法を提案している。生

案するか大切である。今、

輪切りにして蒸して使い、

である。第４位は小麦粉で、

なる。

ｇ入れた。ほんの

シロップ漬けしたものをお

マイモサラダに使ったり、

峰を作っている農産の方が

また、ブルーベリーと巨

ンベクションオーブンで約

って、くるみを落とし、コ

元となる。

地を前日に作っておき、冷

ＪＡの農産物の直販で野菜

スイートポテトや芋ようか

国産小麦の名称でいえばハ

ミキサーを作った。このこ

蔵で長時間発酵し熟成させ

が売れるが、そこに菓子製

んを作った。むいた皮はき

ナマンテンやアカネが作ら

ろは安全ガードもなく、ギ

た生地を翌日分割し、成形

品やいろいろなものが付い

れいに洗って乾燥焼きし

れている。他にはキュウリ

富士のマーク、白鶴、ヨッ

しないでオーブンで焼成す

てきている。都市部では各

やほうれん草、スイートコ

ト、「 Ｕ Ｓ Ｈ Ｉ Ｋ Ｕ Ｂ Ｏ Ｓ

る。この作業はパートやア

県のアンテナ・ショップが

て、チョコレートのついた

ーン、人参、なす、ゴボウ

アチェンジで機械を回し

ルバイトでもできるので、

流 行 っ て い る。 地 元 で も

この事業を始める際、愛

ポテトチップスにしている。

もある。

ＨＩＫＩ」という形で出し

職人の仕事が楽になる。

何々ファームという形の店

工舎では、埼玉県の農産物

「リンゴがあるので、製品

た。次のタイプは安全ガー

本社のショールームは、

が出ている。このようなと

にどんなものがあるのか調

を作ってほしい」と言われ

ドという棒が付いている。

ＣＡＰ（クリエイティブア

ころで色々な加工品を提案

は大豆の粒が入っている。

た。クッキー生地の真ん中

ていた。氷をかいて、回転

衛生工場や水産関係では

イコウプラザ）といって、

した。例えば地元の小麦粉

洋菓子屋はアーモンドやく

させ、下でみぞれとか淡雪

さびないようにステンレス

お客様と一緒にテストした

収穫した時にまとめて作る

るみが多いが、２千円／㎏

これは２年前に安全衛生の

ものに変わってきている。

り、セミナーを行ったりし

こともできる。最近、スー

などを作った。その後、ケ

と、はがれて異物混入にな

ＡＷＭという新しいミキサ

た。パウンド生地をしっと

パーで焼き芋を売ってい

ためにカバー方式になっ

ってしまうことがあった。

ーは、ホースで水洗いをし

りさせるのに、洋菓子屋は

に、皮をむいたリンゴを入

た。また、ボディはほとん

当社は蕨市にあり、埼玉

最新タイプは安全ガードの

ｇの里芋を入れてホイッピ

ローマジパンなど高価なも

を超えているので、大豆の

れ、シナモンシュガーをふ

ーキ用ミキサー製造に着手

県でも川口市の隣なので、

みならず、ボディも撹拌エ

ングする。里芋のベースも

る。焼き方も中がやわらか

商品が多くなっている。

した。１９４８年には、社

鋳物の機械が主力になって

リアはステンレス化されて

蒸したものをそのままでは

のを使うが、里芋ペースト

いので、持ち帰って皮をむ

ど鋳物でできており、全部

いる。今はベッドタウン化

松菜だけしか入ってない

％入れ、

き、スイートポテトやサツ

名を愛工舎製作所に変更

が進んで大分変わったが、

が、ほうれん草の場合は黒

なく、中に砂糖を

また、なすも一度焼いて

を入れる事でそれに変えた。

いる。

農産関係の１番目として

ごまを入れ、色合いを変え

甘みをつけている。この１

に塗装しているが、商品を

は、ロールケーキを提案し

た。また、中のクリームに

・５ℓのクリームの中にお
醤油を

いたので、白餡だけを用意

分焼く。袋に入れる
冷凍して使われている。

ものを１回蒸して、ペース

サツマイモは皮をむいた

った。フルーツリングや野

地物の小麦粉でパンも作

ブルーベリー餡や巨峰餡を

格が高いので、生のもので

し、餡にした。ジャムは価

うので、そのまま固い状態

地がやわらかくなってしま

とリンゴの水分が出て、生

～
菓子に使っている。
のしっとり感が相まって、

菜ロール、野菜を入れたキ

りと醤油の香りがし、里芋

おいしいという評判を受け

％

な焼きドーナツや、中にス

た小松菜で、彩りがきれい

また、米粉とペーストし

いかに使うかで、冷凍して

で使える。要はもとの種を

やバターを加えて違う方法

ースで、これに生クリーム

子屋さんに収めている芋ベ

うかんにした。これは和菓

加え、そのまま固めて芋よ

ネギを加えて提案した。中

ているので、乾燥焼きした

川口では麦みそも作られ

粉サンドも提案している。

野菜あんを詰めて焼く、米

方をしている。お焼き風に

げパンなどいろいろな使い

ッシュやフォカッチャ、揚

群馬のお客さんからは

な粉と粉糖をふっている。

燥焼きした。冷めてから黄

し、さいころ状に切って乾

焦がし黄な粉の生地を延ば

クッキーは国産の米粉と

に入れてもよいだろう。

作り、パイまんじゅうの中

いただければ、対応したい。

えてくれないか」と言って

ういう農産があるけれど考

な商品作りをしている。「こ

表面に粉糖すると、それな

でタルト風に売るといい。
度を加えて貯蔵する。

ライスしたオレンジと、バ

おけば、貯蔵できるので、

お客様と一緒にこのよう

りの値段がとれる。

タソテーしたゴボウを入れ

20
たパウンドケーキを作っ

も固くならないように、糖

ト化した。中に砂糖を

50
ている。ベースは凍結して

40

20

作る時、ボール等を当てる

た。中に私どものカッター

は里芋の餡を入れた。１ℓ

さといもごぼうチョコパウンド

し、今年で会社設立

ミキサーでペーストにした

のクリームに対し、５００

森野 彰士 氏（株式会社愛工舎製作所・テクニカルアドバイザー）

小松菜やほうれん草を入れ

地元農産物を使用した
新しい菓子・パンづくり 埼玉編
10

ている。小松菜の場合は小

年に

編」をテーマに講演を行いました。

元農産物を使用した新しい菓子・パンづくり～埼玉

作所・テクニカルアドバイザー）を講師に迎え「地

催しました。同展では森野彰氏（株式会社愛工舎製

12

15
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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︒

販売方法についてどのような工夫を
しているか

方法についてどのような工

タ ー・ 全 菓 連 総 務 ︶ 販 売

ターを作ったりしていま

合には︑大きい販促用ポス

す︒場所を大きくとれる場

つけ加えることをしていま

行程度にまとめ︑ポップに

夫をされていますか︒イベ

渡辺嘉一郎︵コーディネー

ントでのメイン商品の生か

その③
パイロットになりたいと

花屋さんになりたいとか︑

お子様の将来の夢︑例えば

告知もします︒

なことをやります﹂という

やっています︑来週はこん

いたきました︒今から

年

がうちの商品に目を留めて

新宿伊勢丹のバイヤーさん

るので︑地域に対するボラ

く︑忘れ去られることがあ

そればかりだと話題性がな

るかをしています︒ただ︑

で︑親戚付き合いの延長の

なく︑要所の方には手書き

時も印刷したものだけでは

と会話します︒ＤＭを出す

点ほど作

も３００点くらい応募があ

ーキ﹂をしました︒ことし

にして差し上げる﹁ゆめケ

に書いてもらい︑それを形

か︑そういう夢を絵や作文

きな空港があり︑商品販売

空港という割と北陸では大

ていただいています︒小松

ので︑基本は口コミで広め

等は一切なく販促費がない

うちの販売形式は︑広告費

那 谷 忠 之︵ 松 葉 屋・ 石 川 ︶

入ってこんなもんだ︑原価

で﹁この値段は大体これが

肥えた経験値がある方なの

た︒バイヤーさんは︑目の

さんも次々に見にきまし

店に入れ︑ほかのバイヤー

前です︒その方が先ず百貨

宣伝ではなくて﹁あのお兄

の顔も出します︒嫌らしい

の中で少しずつうちの羊羹

ざまなイベントに出て︑そ

料奉仕でお菓子教室やさま

ンティアをしています︒無

市や商工会等が開催する地

ことはありません︒ただ︑

売方法に特別工夫している

・愛知︶ 私のところは販

久村俊昌︵菓子工房くむら

ような形でしてきました︒

ばいちご︑秋であれば栗と

です︒このため︑春であれ

ー皮を巻いたロールケーキ

シューロールという︑シュ

また︑うちの主力商品は生

るイベントをしています︒

で販売していたところ︑ス

というキャッチコピーだけ

も切っても栗が出てくる﹂

も栗が入っており﹁切って

価格が安く︑どこを切って

をさせてもらっています︒

儲けていただく形を続けた

少しですけど︑百貨店にも

の分多少儲けがあります︒

費を削っていますので︑そ

ちは原価を上げても︑広告

うのがわかるんですね︒う

はこれくらいだろう﹂とい

けがこの商品を知ってい

しているので︑逆に﹁私だ

す︒皆さん最近︑広告慣れ

人ぞ知る的な話でいきま

えているね﹂という︑知る

ああいう商品がちらっと見

に行ったらイベントの時は

の羊羹あるね﹂とか﹁小松

ちゃんが来ている時は︑あ

話をしてくれとお呼びがか

校から年に１回︑お菓子の

方も教えに行きます︒中学

開放したり︑出張して作り

れば︑休みの日に仕事場を

てくださいという要請があ

二ツ坂ロールの体験をさせ

協力します︒メイン商品の

元のイベントには積極的に

り︑その中から

か︑季節ごとにシューロー

ところ︑そのバイヤーがま

かるので行って話します︒

す︒催事店や直売店には販

はなりません︒このため販

チュワーデス︑今でいうＣ

た次のバイヤーを呼んで少

﹁あそこのケーキ屋の親父

し方などをお聞きしたいと

か︑毎週末にイベントをし

Ａさんが目に留めてくれま

る︑あなたたちは知らない

か﹂と店を知っていただけ

売員に生産者の方の思いを

ルを中心に商品展開するよ

した︒当時︑百貨店のバイ

でしょう﹂と︑うちの宣伝

まとめたものを覚えてもら

うにしています︒うちは洋

しずつ広がりました︒なの

マン的なお客様を増やして

思います︒

売員も本気になって︑女優

菓子屋ですが正月は店のテ

で︑うちの場合︑単発的な

吉田貴之︵吉田食品・北海
ます︒最終的にハロウィン

になった気分で︑気合いの

ヤーさんは今のようにイン

イベントは一切やらず︑ひ

ればいいという思いでして

い︑お客様に伝えるように

入った仮装やメイクをしま

ターネットもなく︑いろい

いく販売方法です︒このた

います︒

道︶ うちは卸販売が多く︑

年にな

で締めくくります︒ハロウ

ラスに獅子舞を呼び︑プレ

ろな媒体もない時代ですか

たすらメイン商品の商品力

め︑物産展でも極力お客様

ィンは取り組んで

イベントで餅つきをして︑

ら︑何で調べるかというと︑

を上げ︑いかに原価を下げ

しています︒

ぜんざいを作ってお配りし

旅慣れたスチュワーデスさ

水上隆男︵みつやトロアメ

また︑最近︑子供の記念

ます︒地元のＦＭ局にも番

んの口コミです︒そこから︑

売り上げの８割くらいを占

のイベントにお母様が写真

組を持っており︑毎週金曜

は菓子を買う時は︑あんた

くれないお客様でも﹁おれ

にしています︒お客様はあ

なるべく言葉をかけるよう

す︒

お客様をお迎えします︒こ

を撮ったりすることが楽し

日に﹁今週はこんなことを

さいお店なので︑お客様に

ります︒店の者も仮装して

の仮装の程度が影響し︑ち

日に

いようなので︑お菓子教室

売りっぱなしではなく︑そ

ゾン・山口︶ 洋菓子屋で︑

ので︑毎週︑モンブランを

ょっと帽子をかぶったくら

をしています︒

いろなタイプの方がおり︑

まり杓子定規な挨拶より︑

店もありますが︑卸販売は

寄せといっても名が知られ
何種類もするとか︑チョコ

いでは︑とてもお客様が仮

話してもらいたい人もいれ

のところしか買わないん

１店舗でしており︑お取り

のポップは自社で作ってお
ているわけではないので︑

装してきてくださるように

のベテランの販売員が数名

れこそ﹁きょうは天気がい

スーパーが多いので︑販促

配りしています︒商品自体
レートのケーキを出すと

おり︑お任せしているので︑

ば︑コンビニでものを買う

月

か︑ロールケーキを巻くと

めています︒直売店︑催事

35

地域の限られたお客様に繰

特にこれしなさい︑あれを

親近感のあるほうが喜ばれ

トロアメゾンの「シューロール」

販売員の接遇について
る方法はあるのか教えてく

ます︒田舎の店なので︑私

40

販売員の接遇につい

渡辺

だ﹂という感覚はあるはず

の母親が何も仕事はしなく

です︒そのお客様に対して

ても︑長いこと店の奥に座

いですね﹂など︑ちょっと

は﹁いつもありがとうね﹂

っていました︒そういうこ

した世間話を踏まえ︑いろ

という接客をこちらがし

ように︑商品だけの人もい

いろプラスアルファをする

て︑お客様が﹁おれはあそ

ます︒その人にあった接客

ことで︑親近感を持ってい

だく︒そういうお店づくり︑

この店の行きつけなんだ︒

とが顔見知りのお客様にと

30

年選手

をしなければいけないの

ただき︑足繁く通っていた

しなさいということはない
〜

で︑たくさんの経験をする

です︒ただ︑それでは若い

うちは

方がなかなか育たないの

ことです︒お客様の求めて
いる接客がさっとできるよ

ってみると﹁あんたのとこ

す︒
水上

あそこに行けば親父と話が

ていただけるし︑亡くなっ

販売員づくりをしています︒

たものだから︑今度は﹁い

う︑感じる力や気づく力が

と思っております︒ですか

ないとさびしいね﹂と言っ

の多いのが接客に関するク

ら︑店に顔を出した時は︑

てくださる︒そういうお客

ろのおばあちゃんはいつま

お客さんも顔見知りの人が

大きな声で﹁いらっしゃい

様は何十年も続く方ですか

でも元気でいいね﹂と言っ
うちは本店以外すべ

多いんです︒その中に親近

ませ﹂と声をかけ︑少しで

ら︑大切にしていきたいと

できるんだ﹂と親近感を持

店舗でして

感を持った方には︑こちら

も顔を知った人がいれば

っていただける店にしたい

いますが︑うちの商品は百

があまりかしこまって﹁あ

﹁いつもありがとうござい

思います︒

私個人が気をつけて

貨店さんにおんぶにだっこ

りがとうございます﹂と頭

ます﹂とか︑子供さんがい

久村

聞いてないようにとられた

で︑販売させていただいて

を下げるのではなく﹁おお

れば﹁きょうは寒いのにあ

いるのは田舎の店なので︑

り︑コミュニケーション︑

おります︒それで人件費が

きにね︑いつもありがとう

りがとうね﹂というように︑

大切だと思っています︒

販売員教育は難しいと思い

かからない分を商品のコス

ね﹂と接客しています︒私

那谷

ます︒いつも販売員さんに

トに反映させ︑よりよい品

らから見ると数回しか来て

レームです︒人間同士なの

はお客様に喜ばれることだ

を提供できるように心がけ

で︑こういうつもりで提案

け考えてしてください︑と

ています︒本店は田舎の小

て卸で︑全国

言っています︒言い方は悪

次号に続く︒
いですが︑お客様にもいろ

したのに︑お客様の意図を

うちでも一番お叱り

で︑どうしようかが課題で

ださい︒

月は創業月な

10

吉田

15

て︑お客様に喜ばれる接遇

11

重要です︒

松葉屋の「月よみ山路」

り返し来ていただくことが

18

は中身が見える写真を添

パネルディスカッション

え︑何を伝えたいのかを２

新製品の開発と
地域におけるお菓子屋の役割
10

や︑そういう従業員を育て
30
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全菓連青年部では第８回全国大会において西野
嘉高氏（御菓子所松河屋）を講師に迎え「和菓子
屋としてのしあわせ」をテーマに講演会を行いま
した。

本店

いい環境かといえば、そう

御菓子所松河屋

技術も女も奪っていくの

十二分にご存じだと思う

その①

でもないのだが。皆さんも

キロや

か。冗談だよ」と言いなが

が、最初の半年で

ご苦労されていると思う

に気のいい方ばかりだった

が、食品業界を取り囲む法

が、そうはいっても環境が

ら、目が笑っていなかった

余談になるが、私の嫁の

よくないし、極端にいうと

これはまずいじゃないか」

兄は、吉本新喜劇の座長を

と思うが、ただそこでいき

している小籔一豊である。

だいている。松本人志のす

なり修行から入ってきた若

お客様が見えても挨拶ひと

顔が今でも目に浮かびます

かなり叱られて、いい経験

べらない話で私のネタを話

輩者が、声高らかに「変革

背が高く、やたらめったら

せた。その後は焼き場、蒸

いところで、芦屋の直営店

私は名古屋から大阪に行

をさせてもらったと思う。

すのは結構だが、賞をとっ

だ」と言ったとしても何も

名古屋に戻って「何だ、

し場、上生場、薯藷場と、

はまだ、開店できない状況

ったのだが、震災が来ると

たギャラを少しでも俺に回

変 わ ら な い。「 何 を 言 っ て

つできない状況であった。

律的な部分、安心安全の部

私は関東の大学を卒業

にあり、工場の水道も水が

は思わず、年が明けてから

せよと思っているところで

話が長い男だ。最近は、何

（ 笑 ）。 だ か ら、 今 も 家 に

いろいろな部署を回らせて

後、大阪の高麗橋にある菊

出るのは限られており、本

自分が住む下宿先を探せば

あります（笑）。

かとテレビに出させていた

分からかけ離れた工場であ

屋という和菓子屋に５年ほ

社から大きなポリタンクに

私の妻は本店の看板娘だ

こともいい勉強になった。

った。働いている方は非常

ど修行に行った。菊屋の本

水を詰めて持ってきて和菓

か残らないという状況で生

帰ればマシンガントークの

家は奈良にあり、秀吉の時

いいと思っていた。震災直

活した。１日で饅頭１個み

関西女がいるわけです。

もらい、５年のうちの後半
に少しだけ営業・販売の仕
事をさせてもらった。その
時もお客様から目つきが悪

代からあるお店で、私はそ
子づくりをしていた。その
後は１人で住むアパート、

いとか、態度が大きいとか、

の分家に行った。

マンションが全く見つから

いる」という一言で片づけ

工場には大きな餡練り機が

られてしまうのがオチなの

あったが、数メートル動い

そうこうして名古屋の家

で、これはゆっくりと腰を

私が菊屋にお世話になる

ったのだが、修行が終わり、

業に戻り、最初は工場に入

２か月前に阪神淡路大震災

たいな生活だった。半年後、

った。またこの工場が本当

なかった。不動産屋も「嫌

最後に社長に「お世話にな

た跡が地面にあり、震災の

りました、ありがとうござ

があった。大変辛い思いも

これでは生きていけないの

ＤＮＡが延々と続いている

で、引っ越し先を探して風

なら借りなくていいよ」と

という、名古屋女を敵に回

いう状態で、最初の半年は

傷跡が深く残っていた。

なってきた。これも野菜と

すのもある。最近は回復し

菊屋に修行に入った１年

した。大阪市内に菊屋の本
社はあるが、最初は修行で

一緒で全国に出荷している

ているので、どうぞ名古屋

据えてやっていくしかない

ので、変わってきているの

へお越しいただきたいです

にひどい状況だった。だか

ではないか。これにはいろ

いました」とご挨拶申し上

グや小倉トースト、私は見

いろ説があるが、秀吉と家

呂・トイレ共同の４畳半の

たことがないがご飯の上に

のでもらえる給金が少な

ーなことを本に書いて出し

餡を乗せて食べたりするこ

高めの家賃のところに住ん

てしまうくらいのお殿様だ

目は餡場に入った。皆さん

考えも聞いて、やる時はや

った。それで名古屋の芸能

兵庫県西宮にある工場に勤

る、遊ぶ時は遊ぶというめ

と思った。

だ、限られた狭い地域性の

りはりをしっかりつけてや

らといって今がいい設備、

せいか、意見こそ違えども

げた時「おまえはうちから

い、はっちゃけた懇親会だ

私ども世代は非常に仲がよ

部屋に引っ越した。そんな

った。そして、朱に交われ

（笑）。

く、家賃を除くと６千円し

真面目に話をされていた。

ば赤くなるというか、私の

康が大阪と東京にべっぴん

でいたのだが、修行の身な

しかし、初めての参加で右

とがある。

菓子屋だから餡場の辛さは

も左もわからない私にした

が花開いた。

めた。大震災の被害が大き

青年会に入会

っている方が多いことを目

ら退屈だった。こういうも

い。自分の店の看板商品以

いるＫという人物だ。Ｋ氏

中の別人格が覚醒したとい

当時、父親が社長をして

私は、名古屋生菓子工業

合には行きたくないと思っ

いった重役も拝命した。組

の活動を通して気づかせて

があるのだと青年会、組合

か、やってみて分かること

いうのもあるが、愛知県東

諸説ある中で宗春公からと

る。なぜそんなに多いのか、

く多い。本当に凄い数があ

古屋は喫茶店の数が半端な

意外と知られていない愛

も名古屋の１つの話題だ。

年後には来てしまう。これ

が早い。そんな時代が十数

るので、東京に行ったほう

ら会社に行くのに

分かか
協同組合の青年会に所属し

たことも多々あったが、青

いただいた。

部に西尾市がある。残念な

じだったので「あまり参加

の場を動かないみたいな感

しては、侃々諤々と真面目

パターンの話だった。私と

ないのかというくらいの２

あった。ほかに話すことが

りも

年ほど前に名古屋の

組合もあるのだが、それよ

知県は少し特殊で県の菓子

組合では県単位だろう。愛

という言葉があるのだが、

「尾張名古屋は芸どころ」

った。だが、名前を一字、

の改革を暴れん坊将軍がや

だ。そうしたお茶どころも

は抹茶の生産量が日本一

がら知名度が低いが、ここ

本一である。ほかにもブロ

荷量はキャベツ、大葉が日

知の名産は、野菜で生産出

沼津市

浜松市・

日静岡市・

テル・レクストン鹿児島、

鹿児島市

９月４日～６日、第

・いばらきの味めぐり展、

回茨城県郷土工芸品展

日

ップに驚き、Ｋ氏が「楽し

ほうが強い。名古屋のお菓

て、どうしてもその流れの

生菓子組合が結成されてい

というか、質素倹約、徹底

宗のころだった。質実剛健

ちょうど時代は８代将軍吉

った名古屋の藩主がおり、

これは徳川宗春という変わ

えるんだ」というアウトロ

ら悪いことをするやつが増

らいかんのだ、規制するか

て「そうした倹約をするか

に、宗春は一風変わってい

吉宗からもらっているの

かと思うくらいのモーニン

の地域ならランチじゃない

いろいろと出てくる。普通

ーニングが取り上げられ、

ビでも名古屋の喫茶店のモ

関係していると思う。テレ

はそれでも女性がかわいく

ブスと言われている。最近

ほかに名古屋は日本三大

内に入るほど野菜王国だ。

カリフラワーも全国５位以

ッコリ、タマネギ、白菜、

山梨県工業技術センター、

一氏（日本菓子専門学校）、

日、鹿児島菓子

研、講師・久保翔平氏

日、和菓子講習

茨城県庁舎２階、水戸市

い思い出を作ろうよ」とく

子屋の集まりなので、皆さ

的な規制という中身の享保

名古屋市

日、洋菓子講習

テリエル）、愛知菓子会館、

会、講師・林正明氏（マ

９月

業組合大ホール、松山市

（ 東 京 製 菓 学 校 ）、 菓 子 工

会、講師・小林紀夫氏

９月

日

最初１月に青年会の総会

んご近所だし、ライバルと

日、和菓子技術

があり参加したら、皆さん

さいことを言ったのが、楽

いえばライバルになる。た

８月

いた。そうこうしているう

しい猥談をしようという意

講習会、講師・岩佐洋

ちに、青年会の会長から入

が会計はどうだとか、事業

味じゃないかと思うくら

甲府市

（ ㈱ Ｓ・ Ｙ ワ ー ク ス ）、 ホ

•••••••••••••••••••

行事予定

８月、製菓講習会、講

半の男が参加しても、当然、

できないかもしれませんが

師・横山力氏（㈱かし

話が合うわけがない。何を

いいですよ」と渋々答えて、

は る ）、 静 岡 通 商 ㈱、

言っているかもわからない

に話していた総会とのギャ

名古屋の特色

次号に続く。

ばかり連れていってしまっ

ったらいいのか、皆さんと

たから、べっぴんではない

あっという間に仲よくな

それから、２０２７年に

のかと思い、とりあえず総

はリニアが走り、東京から

会だけ出て、そのまま帰ろ

分になる。家か

名古屋、愛知と聞いて、

は「僕たちと一緒にいい思

り、今に至っている。

皆さんはどんなイメージを

い出を作ろうよ」みたいな

うかと思っていた。その時

の当たりにした。参加して

いたが、私が戻ってから父

感じで来た。そう言われて

に、上の先輩が来て、懇親

みないとそうした楽しみが

は組合関係に一切顔を出さ

も、このおっさんとそんな

会に無理矢理連れて行かれ

ているが、加盟している組

年会に入って会長や役員の

外は、レシピの交換をして

なくなり、替わりに名代と

に楽しい思い出がつくれる

た。その懇親会の会話の内

合員がすべて名古屋市内の

いる。

いう感じで、私が参加する

のかなと思ったが、その熱

容は、５％が和菓子の話で、

方に限られている。普通の

名古屋が

ようになった。しかし、２

％がすべて猥談で

思い浮かべるだろうか。名

ま わ り、 ３ ま わ り 年 配 の

意と、入会には「はい」か

残りの

見つけられないのではない

方々の中で菓子のこともあ

「イエス」で答えないとこ

青年会では役員、会長と

代後

状況だったが、会社の名代

青年会に入った。

まりわかっていない

なので静かにそこに行って

会しないかと勧誘を受け

報告はこうだよね、来年度

18

18

45

はこうしたいとか、すごく

８月

茨城

40

た。その会長が、現在の中

28

愛媛

修行時代のいい経験

20

部ブロックの顧問を務めて

鹿児島

愛知

静岡

山梨

31 25

95
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西野 嘉高 氏（御菓子所松河屋）

和菓子屋 としての
しあわせ
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ショコラ
ｇ

生クリーム（

％）

…………１４０ｇ

ｇ

イタリエンヌ
………………

ムラング

イタリエンヌ）
ｇ
ｇ
ｇ

ｇ

ｇ

０℃のオーブンで約

分
㎝大きさに２枚用

①ビスキュイジョコンドを
㎝×
意し１枚をカードルにはめ

焼成

込みアンビベする。

②ふやかした板ゼラチ

め、ジュレオランジュを流

ョコンドもカードルには

②もう１枚のビスキュイジ

ン、ソミュールを加える
し冷凍する。

ングレーズをつくる

する。

し、固めた②をのせ、冷凍

③①にムースショコラを流

②ふやかした板ゼラチン

④③の上にムースマンダリ

ア

を加えクーベルチュール

糖、卵黄でクレーム

①生クリーム、グラニュ

糖を溶かす

①オレンジピュレを温

14

め、水アメ、グラニュー

12

ｇ

ｇ

ｇ

（ムラング

ボーメ シロップ……
ソミュール……………

ショコ

33

グラニュー糖…………
薄力粉…………………
バター…………………

オランジュ〉

オレンジ果皮……１／２コ
Ｂ〈ジュレ
卵白……………………
水………………………

ピュレ
…………１６０ｇ
卵白……………………

オレンジ

ｇ
Ｅ〈アンビバージュ〉

水アメ…………………
ｇ

グラニュー糖…………

ソミュール……………

ｇ

板ゼラチン……………４ｇ

粉末アーモンド………

ｇ

全卵………………１２５ｇ

㎝ 高さ４㎝ カードル １枚分）

マンダリン
㎝×
ジョコン

卵白……………………

ピストレ黄色

話 ０３－３４００－８９０１
電

ＦＡＸ ０３－３４０７－５４８６

（
Ａ〈ビスキュイ

ｇ

ｇ
クーベルチュール

Ｆ〈仕上げ〉

ｇ
ラ

ブラン

ｇ

メレンゲをつくる

⑤８取り鉄板に流し２０

レンジ果皮を加え混ぜる

え、残りのメレンゲ、オ

④溶かしたバターを加

え混ぜる

え、半量のメレンゲを加

ｇ

②卵白、グラニュー糖で

全卵を一緒に泡立てる

①粉糖、粉末アーモンド、

〈工程〉

40
30 20 60

15 30

Ｂ

45

③①の中に薄力粉を加

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。

ド〉
粉糖……………………

％）…

ショコラ〉

生クリーム（
グラニュー糖…………
卵黄……………………

ｇ

ショコ

板ゼラチン……………３ｇ
クーベルチュール

18°

ｇ

ショコ

ラ………………………

レ…………………

クーベルチュール
ラ

％）

バター…………………
生クリーム（
…………１００ｇ

ピュレ

Ｄ〈ムースマンダリン〉
マンダリン
…………１４０ｇ
板ゼラチン……………６ｇ

Ａ

Ｃ〈ムース

10
20 15 80
50
10 40

③②をしっかり乳化さ

ショコラと混ぜる

⑤④の上面が軽く固まって

く）。

マンダリンは少し残してお

ンを流し冷凍する（ムース

きたら、冷凍庫から一度出

せ、あら熱がぬけたら、

とあわせる

凍する。

し上面を余ったムースマン

⑥表面を黄色に着色したカ

ダリンで線を描き、再度冷
ゼラチンを加える

カオバターでピストレし、

①小量のマンダリンピュ

②残りのマンダリンピュ

⑦テンパリングしたショコ

てた生クリームと混ぜ合

ラブランで飾りをつくり、
上面を飾る。

わせる

〈組み立て〉

と混ぜ合わせる

③ムラングイタリエンヌ

カードルからはずす。

レと①を一緒にし、泡立

レを温め、ふやかした板

軽く泡立てた生クリーム

Ｃ
Ｄ

20 15

45
45

12
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