零細菓子業者に必要量を要望
６．メーカーにバターの供

上回っている︒

心配した関東も１００％を

移しており︑猛暑の影響を

ケーキ屋さんで使われてい

㎏の形状のバターが︑町の

８．春先に輸入した１〜５

たものと見ている︒

てきており︑落ち着いてき

意見交換会では生産局畜

るという数字になってい

需要を上回る供給が行われ

が積み増す見通し︒これは

く︑牛乳の消費がよくなく︑

７月は後半まで天気が悪

４．直近の状況を見ても︑

は前年比１０１％程度で推

生乳生産量を見ても北海道

５．また︑８月上旬までの

程度の見込みとなっている︒

年比＋４・７％〜４・８％

る︒７月の生乳生産量は前

の生産量も多くなってい

以上となったので︑バター

なおかつ生乳生産量も予想

であったが︑最近は下回っ

本年度の当初の落札はそう

っていることについても︑

が国産バターの価格を上回

７．輸入バターの落札価格

聞いている︒

供給量を増やしているとも

との回答︒実際︑８月から

要期には販売制限を緩める

をかけてきたが︑今年の需

判断していく︒

迷惑をおかけしないように

に昨年のようなご心配︑ご

況を見て︑ユーザーの皆様

の有無は︑これから夏の状

９．９月の追加輸入の実施

感も出てくると思う︒

市場に出回ってくると安心

ることとなっているので︑

㎏のものがさらに輸入され

バター
給状況を聞くと︑ポンドバ

月をめどに︑１〜５

る︒

産部牛乳乳製品課本田乳製

農水省と意見交換会を実施
ターは去年から︑販売制限

品調整官︑同藤岡課長補佐︑
る︒︵図１︶

全国の生産者団体や乳業団体で構成するＪミルクは７月に今年度末までの牛乳乳

また︑食品製造卸売課平山
２．今年度は︑国としても

ーの生産量は昨年度を上回

届くようにしている︒

リスマス前にはユーザーに

渡すことになっており︑ク

た︒これはテレビなどでバ

一昨年度よりも２割多かっ

る︒昨年度は

月が︑

数量を毎月１回公表してい

スーパーでのバターの販売

農畜産業振興機構では︑

を基本に価格は決められて

り︑原材料になる生乳価格

基本的に希望小売価格があ

上げられている︒バターは

小売の価格は４月から引き

と安定供給が難しい︒また︑

ので︑２割も販売が増える

費量は︑年間に一人一箱な

普通の家庭ではバターの消

費者は買い急いだと思う︒

時期だ︒こういう報道で消

みられる︒しかし︑

そらく特売などがあったと

り価格の変動があった︒お

特徴的なのは

年度にかな

り上で推移している︒また︑

降︑価格が去年よりもかな

こともあり︑今年の４月以

引き上げられた︒こういう

て４月からバターの価格が

訂しており︑それにあわせ

いる︒生乳価格は年１回改

にされたいと強く要望した︒

も必要量が行きわたるよう

不安を払拭し︑零細企業に

非とも目に見える形で需給

現れであり︑国としては是

が需給に不安を持っている

続していることは︑関係者

給制限が緩むとはいえ︑継

が高いことや︑国内での供

る︒輸入バターの入札価格

334.7万トン （▲0.4％）

▲3.6万トン

63.3千トン （＋2.7％）

▲1.5千トン

輸入量

12.8千トン （▲1.0％）

＋10.0千トン

消費量

74.8千トン （＋1.0％）

＋0.1千トン

在庫量

19.2千トン （＋7.4％）

＋8.4千トン

※ 消費量は推定出回り量

※ 在庫量は、
３月末現在

27年度

350

26年度

340

390

380

370

360

注：平均価格は、箱に入った 200 グラムの加塩バターの価格を、
商品別販売個数によって加重平均したものである。
価格は消費税を含まない。

には特売がな

年度も

くなってお
り︑

ほとんどみら



輸入小麦価格

５・７％引き下げ

月

月〜来年３月︶の輸

農林水産省は８日︑

を言われ︑手

割カットなど

り通常年の３

では︑問屋よ

特に零細企業

る菓子業者︑

実際に使用す

りていても︑

上の数字は足

からは︑統計

じめ菓子業界

なった︒

ワイトは１・１％値下げと

アメリカ産ウェスタン・ホ

要５銘柄のうち︑菓子用の

て限定的﹂としている︒主

製品価格への影響を﹁極め

め︑農水省はパンや麺類の

下げ幅は比較的小さいた

円にすると発表した︒引き

１トン当たり５万６６４０

月期から５・７％引き下げ︑

を︑主要５銘柄の平均で４

入小麦の政府売渡し価格

期︵

に入らない状

全菓連をは

れない︒︵図２︶

10

25

態が続いてい

10

12

400

10

410

26
27

42

月までに売

バター 200 グラム
（加塩）
の平均価格
（円/個）

決定しているが︑これは今

乳製品向け処理量

の要旨は次の通り︒

＋3.5万トン

後︑順次売渡される︒その

392.4万トン （＋0.3％）

うち８千㌧は

牛乳等向け処理量

１．Ｊミルクが発表した７

＋1.1万トン

月の需給見通しでは︑バタ

３/30
4/13
4/27
5/11
5/25
6/8
6/22
7/6
7/20
8/3
8/17
8/31
9/14
9/28
10/12
10/26
11/9
11/23
12/7
12/21
1/4
1/18
2/1
2/15
3/1
3/15

り年度計６万３千３百㌧︑

３．生乳の生産量は︑４〜

ターが足りないと言われた

346.5万トン （▲1.3％）

万
25年度

330

図２
平均価格

バター１万㌧の追加輸入を

また︑輸入数量も１万２千

６月は対前年比＋０・１％

都府県

10

生産量

バター

・平均価格（注）については 399.5 円 / 個
（前年同期比 24.0 円高）
となった。

同省より説明された内容

８百㌧で︑供給量は計７万

だが︑そこからバターに仕

うにと要望した︒

いても︑実際に使用する零細菓子業者が手に入らないので︑必要量が行きわたるよ

体は農水省と意見交換会を実施した︒菓子業界からは︑国に統計上の数字は足りて

しより１５００㌧の下方修正となった︒この事態を受け︑全菓連と洋菓子関係２団

製品の需給見通しを発表し︑２０１５年度のバター生産は６万３百㌧と５月の見通

課長補佐が出席した︒

６千１百㌧になる︒一方︑

▲1.6万トン

小売店における
バターの販売状況

消費量は７万４千８百㌧と

向けられた生乳の量は

▲0.5万トン
386.1万トン （＋1.1％）

〜

見込まれており︑期末在庫

㌧︑前年比＋２・４％で︑

５月比

２︑３面に関連記事︒

量は︑去年よりも１千３百

去年よりバターも多く作ら

27年度
（見込み）

年度

㌧多い１万９千２百㌧にな

れている︒

Jミルク７月23日公表データ

第918号
（平成27年９月）
● http://www.zenkaren.net/

10

り︑前年比７・４％の在庫

732.6万トン （▲0.1％）

北海道
生乳生産量

図１
平成27年度のバターの需給見込みについて

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918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９月15日

１面より続く
なため︑在庫を多めに持つ

農水省

ーにお願いしている︒冷凍

そこへ注力するようメーカ

ンドバターが顕著なので︑

しか対応できない冷蔵のポ

農水省

入札は３割位を商

設けることはできないのか︒

が入札したものは︑期限を

ため︑特に大手の商社関係

とかしないといけないと考

明になっている点は︑なん

どのように流通するか不透

社が落札した分について︑

とを条件にした︒また︑商

業界

入品で補うこととなるが︑

と︑それ以上必要ならば輸

国産が３割カットとする

末端までの流れを確認する︒

うことになっているので︑

た後の流れを報告してもら

誓約書では︑商社が落とし

来年の需給が不明

方が多い︒５月６月の入札

社が落としており︑流通が

字で話すが︑大手の材料屋

お得意先との付き合いの深

上客に多く割り振りするな

とは聞いている︒ただ︑問

る程度︑数量の差が出るこ

さや値段の関係があり︑あ

ド包装にするとあるが︑再

ーカーが大きいバラをポン

業界

−1.3

18.5

3.0

121.1％
18.6

102.9％

0.7

19.2

3.1

107.4％

第２四半期

13.0

100.4％

4.3

17.2

100.3％
第３四半期

13.8

101.0％

7.5

22.5
第４四半期

19.2

106.1％

めである︒現在の生産量か

上に生乳の生産があったた

たのは︑工場の処理能力以

チーズ向けを減らし︑バタ

社長や実務の責任者にも︑

また︑北海道のメーカーの

ために早めに売渡したい︒

ては︑不足の混乱を避ける

る︒余裕分の２千㌧につい

して出すように言ってい

量のうち２千㌧が余裕分と

減少している︒前回︑輸入

て国内生産量が１千５百㌧

業界

出る︒

いと︑不足して不満の声が

いものとそれ以外に分けな

用チーズでも国産指向が強

入品に替えたり︑安い原料

いなものは︑とりあえず入

農水省

することはできないのか︒

業界

輸入枠を予め︑設定

必要はあると考えている︒

ので︑もう少し情報を出す

が︑新聞などに書いてない

判断するとは言っている

農水省

前回の２千㌧みた

ナウンスが必要ではないか︒

った時に輸入するというア

が逆で︑６月７月は生乳が

やニュージーランドは季節

る︒また︑オーストラリア

物が輸入されるおそれもあ

品や在庫品︑他国向けの品

短くすると︑質の悪い余剰

んで設定している︒期限を

れ︑検品される期間を見込

後︑製造して船便で輸送さ

農水省

か︒

を短くすることはできるの

業界

引できない︒

らすると処理能力は１・５

バターや脱脂粉乳に

ーを作るよう指導している︒

していたが︑生産量が下が

れて︑必要に応じて放出す

月上旬までに売るこ

倍になり︑今後︑廃棄する

業界

り︑余裕分が５百㌧に減少

るので︑それに近いやり方

の生産量が少なく輸出でき

年に廃棄し

ことは考えられない︒

調整弁の役割をさせる時代

見通しはマイナス

したことをどう考えるか︒

と考える︒

る品物が少ない中で︑引渡

平成

は︑メーカーにより変わる

ではない︒根本的に考え方

農水省

業界

らない︒輸入品を

出ない時期なので︑バター

上旬も同じようにプラスに

自体は年度数量が決まって

農水省

はできるのか︒

るとなると︑引渡期限はど

る︒また︑１万３千㌧も入れ

１月のカレントアク

追加輸入の引渡期限

のではないか︒メーカーが

を変えないと難しい︒

１千５百㌧だが︑７月は１

セスの時期を︑変えること

７月８月も輸入を

約束通り出してくれれば困

業界

月まで

農水省

００・４％位の予想が１１

引渡期限は︑入札

に出す指導をしても︑強制

小しているなか牛乳・生ク

０％で上回っている︒８月

なっている︒そこを見極め

と得ないが︑実際は毎月入

５月の見通しに比べ

力はないので︑難しいので

リームなどの輸入ができな

期末在庫量や出回量

はないか︒国内産の流通は

い物を除いて︑バター・脱
のを待つだろう︒

脂粉乳・チーズの中でも国

た上で９月に再度追加輸入

いる︒毎年度生乳換算で

って来ている︒︵３面に続く︶

月に設定してい
産と輸入中心にするものと

万７千㌧と決まっており︑

期限を
農水省

に分けないと︑全てに対応

を検討する︒

早くても１月に入札のアナ

バターは直接︑乳
業メーカーが売るのではな

業界

カレントアクセス
く︑問屋を通している︒ま

ができない︒スーパーで売

ってこないのは︑思惑を含

うしても長めに設定せざる
た︑５・６年前からポンド

られる家庭用のバターとニ

輸入しても市場に回
ーズの高い業務用ポンドバ

全体的に生産が縮

商売なので︑値段が上がる

12

上 新 粉
も ち 粉
米
粉
玄 米 粉
き な 粉
ご
ま

冷凍白玉もち

各種製菓材料取り揃えております。

TEL.06-6307-7331

バターの意見交換会より
では国産より価格が高かっ
の業務用で賄える部分は︑

えている︒

国内価格が目安で︑下回る

％カットと言われる︒

と地方の業者双方から前年

どがされるので︑大量に使

104.6％

1.8

FAX.0283-23-5401

農水省と菓子業界の質疑応答
たが︑７月の売渡し価格は

不透明なのは確かである︒

水準であれば︑需給もある

比

月までに売る

相当量の輸入をしている︒

ーの在庫数量の合計なの

程度落ち着いていると見て

業界

用している菓子屋はなんと

農水省は在庫量を数

国内価格を若干下回った︒

か︒国として持っている分

いる︒

在庫量は︑各メーカ

分に充当される︒第１四半

なのか︒

業界

期と第２四半期で在庫を積

農水省

２四半期のプラス分がその

は︑生産量と輸入量の合計

み上げ︑消費量の多い第３

年間の需給見通しで

で７万６千１百㌧に対し︑

四半期に対応する︒去年は

業界

出回り量は７万４千８百㌧

ば輸入し︑チーズは国産で

各メーカーの在庫

で差し引き１千３百㌧余剰
数量の積み上げ予想であ

供給することを考えてもい

120.6％

95.3％

TEL.0283-23-7331

輸入バターは国内メ

４月から６月の生産量が少
る︒この中には輸入物も入

3.2

16.6

大阪営業所 大阪府大阪市淀川区西中島7-7-2

バターが足りなけれ

になるというが︑クリスマ

っている︒

包装すると品質が落ちると

なかったが︑今年はそれな

屋が配分をどうするかは商

りに生産があり︑冷凍のポ

か確保できるが︑１カ月５

月の第３四半期

月から
いのではないか︒

スの時期に必ず不足する︒

去年は在庫水準が低

が落ちるのはメーカーも知

業界

聞いている︒

っている︒それでもポンド

ンドバターが在庫として積

売の関係なので関与できな

でに輸入物が入ってくるの

の形態の要望が強いので行

も生産量１万３千８百㌧︑

ポンドの少量しか使わ

ない和菓子屋などが一番カ

で︑それを見越して在庫抱

〜

ットされている︒また︑材

えず︑バターを供給するよ

輸入が多いチーズ

の生産を削り︑その分の生

料屋は仕入れるとすぐに出

農水省

乳でバターを作る話をして

すが︑商社からはなかなか

すぎて︑出回りが圧迫され
不足の騒ぎが起こった︒去

いる︒ただ︑チーズは数％

まれるようになった︒第３

年より改善されただけでは

削っただけで︑全体として

輸入量７千５百㌧の合計２
四半期の出回量は２万２千

問題の解決になっていな

再包装すると品質

５百㌧とあるが︑これが増

い︒輸入入札でも︑国産よ

農水省

万２千３百㌧に対し︑出回

えても在庫を減らして対応

月ま

量が２万２千５百㌧なら１

できる︒去年は在庫が１万

19.7

1.0

栃木県佐野市村上町903

い︒メーカーには︑

月

千３百㌧のマイナスで
位から不足するのではない

0.1

102.3％

TEL.03-3851-7331

12

う︒逆に言うと︑それで納

107.4％

うに話をしている︒輸入バ

3.1

出て来ない︒在庫で持って

19.2

の振興を止める話ではな

1.3

り輸入品が高いので︑量的

101.0％

㌧まで減った時期もあった

108.4％
17.3

か︒

74.8

得してくれるお客様しか取

12.8

ターは︑６月に入札したも

102.7％

のを

63.3

いるのは︑ほとんど商社で

年度計

はないか︒市場に早く出す

107.4％

い︒バターの不足は︑スーパ

3.1

ーや洋菓子屋の使う国産で

19.2

に足りないと思われている

−0.6

のではないか︒

103.8％

ので︑少し余裕がある︵図

41.1

参照︶︒

7.5

第３四半期だけ見

103.9％

農水省

33.0

るとマイナスだが︑第１・

期

ウンスをして４月以降に輸

下

入する事になる︒

120.6％

めてバターが足りないと思

3.2

われているからだ︒何かあ

19.7

ターは︑国内生産に注力す

1.9

る︒国産のバラバターを輸

97.8％

はあるとの報告を受けてい

33.7

るので︑９月以降に取り崩

5.3

方がよいのでは︒

101.5％

農水省

30.3

ういう考えか︒政府が余っ

期

たものを加工し︑保管した

3.2

酪農家の方々が︑生

上

業界

19.6
第１四半期

前年比
C

本社工場

http://www.namisato.co.jp

10

12

乳が余ると廃棄するのはど
前年比
前年比

B

12

バターを凍結で保存してい

10

東京都千代田区岩本町1-8-16

東京営業所

10

月数
A+B−C
A

期末在庫量
過不足
出回り量
輸入
売渡し
生産量

17

るが︑業務用ポンドバター

13

URL
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もらいたい。

入品を使うことを徹底して

作ったバターを使わず、輸

冷凍品を解凍すると周りに

やカビに気を付けている。

収騒ぎがあったので、事故

の混入があり、バターの回

【中華人民共和国食品安全

認ください。

されておりますので、ご確

商会のホームページに掲載

国側の輸入者は、事前に中

るいは輸出代理者）及び中

食品について、輸出者（あ

中国に輸出される全ての

「登録」されていることが

督管理委員会にあらかじめ

施設が中国国家認証認可監

については、その製造加工

は食肉、水産物及び乳製品）

（２面から続く）
業界

農水省
国国家質量監督検験検疫総

現状の入札方法で

は、資金繰りや値段・振込

法（改正版）】

バラバターを作ら

期限等で中小の材料屋が参
結露し、品質が不安定にな

必要です。現状では、日本

ずに、ポンドや家庭用バタ

から輸出が可能なものは、

入できない。参入しやすい
局への「届出」をする必要

るため、バラバターはその

があります。

があります。以下のＵＲＬ

ことも理解して使ってもら

【問い合わせ先】

水産物に限られています。

国に食品を輸出される際に

食料産業局輸出促進グルー

から「届出」をすることが

http://www.cjcci.biz/pub
Iic_html/150630_a3.pdf
は、それに先立ち、届出を

【新旧対照表】

： //www.cjcci.biz/pu
http
blic_html/150630. html

ーに原料となる生乳を回す

える社にしか売れないとメ

今般の改正は、食品安全

行うようにしてください。

なお、指定食品の対象品目

基準の強化、食品検査の強

方々は、

も国家貿易での輸入対象と

化、トレーサビリティ制度

は、今後追加される可能性

ように伝えてある。

ーカーも考えている。今年

しており、ケーキ屋さん等

月１日以降に中

システムにし、末端に届く

業界

度から、１～５㎏のバター

のウィンドベーカリーは、

でも使っていただけるもの

で き ま す の で、 事 業 者 の

ような仕組みを考えてもら

大手の製菓会社しか使えな

バラの輸入バターは

い。小さいケーキ屋や一般

いたい。
農水省

４５０ｇや１㎏が使いやす

事前に保証金を入

金する必要などがあり、バ
ターは単価が高いので、中

い。

電話・０３―３５０１―４

プ

文及び英文サイト

（
http://ire.eciq.cn/

家質量監督検験検疫総局）

の導入、食品事故が生じた
場合の対応強化、違反時に

０７９

と考えている。

おける罰則引上げ等多岐に

⑵、指定食品の製造加工施

ＦＡＸ・０３―６７３８―

担当者

わたる大幅な改正となって

一部の指定された食品

設の事前「登録」の義務化

中
: 国国

おりますが、その中に食品

国の改正食品安全法が施行

な対応が求められることに

とって、以下のとおり新た

する食品の生産事業者等に

６４７５

の輸出入の管理強化が含ま

中

小の問屋は参入が難しいの

農水省
年ほど前に金属片

輸入バターについ

は認識している。
業界
ては、

大手乳業メーカーは

自社の乳製品向けには自ら

ような情報を提供した。

について

日時点で

されます。同法は、中国へ

なっています。

年７月

の製造事業者、輸出事業者

輸出される食品を含む、全

⑴、輸出者（あるいは輸出

（平成

及びこれから中国への輸出

ての中国国内で流通する食

れており、輸出業者や輸出

を検討される事業者に一定

品を対象としております。

年

月１日

本年４月に中国の食品安

の影響が及ぶと想定され

全菓連では、一般財団法

◎平成

より施行されることとなっ

る。このため農水省では、

代理者）及び中国側の輸入

冊子は無料だが、送付は

月１日に、中

中国の食品安全法の改正

•••••••••••••••••••••••••••••

中国の食品安全法が改正
月１日より施行

ている。同法は、中国に輸

改正後の食品安全法の全文

宅配便の着払いで１企業１
めのよくわかる

高度化基

多数の場合は先着順とな

限られているので、希望者

冊とさせていただく。数が

を配布

型がありますので、未策定

盤整備事項」の小冊子を、

掲載している。

「食品製造・加工事業者のための
よくわかる 高度化基盤整備事項」

•••••••••••••••••••

入される食品も対象として
国内事業者に周知を進めて

人食品産業センター発行の

○品質管理マニュアル・衛

希望する組合員へ配布する。

年度の事

ネジメント体制構築研修

農林水産省補助事業「マ

する写真・イラストなどを

には解説を、右頁には関連

が見開きで構成され、左頁

製造事業者が対象。各項目

書であり、中小規模の食品

項確認項目についての解説

本書は高度化基盤整備事

で申し込みしていただく。

３―３４０７―５４８６）

望」を明記の上、ＦＡＸ（０

度化基盤整備事項小冊子希

・電話番号・ご担当者名・
「高

連事務局まで、会社名・住所

る。希望する組合員は全菓

社、策定予定５

の方は御参考にして下さい。

ついて
策定済

業実施主体である損保ジャ

○事故対応マニュアルの有

社

年度内１社））、

パン日本興亜リスクマネジ

策定予定無し

社（うち

社、策定予定５

社

「企業行動規範」等のひな

引き～５つの基本原則～」

上自主行動計画』策定の手

29

http://www.sjnk-rm.co.
jp/seminar/food2014/kens
hu_learning.html

ければと思います。

確立等に是非御活用いただ

社内でのコンプライアンス

の公開を行っております。

ージにおいて、研修会動画

メント株式会社のホームペ

会」では、平成

年度内２社））、

無について
策定済

策定予定無し

社（うち

http://www.maff.go.jp/j/
shokusan/kikaku/sinrai/5
gensoku.html

生管理マニュアルの有無に

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

食品関係事業者の企業行動
規範等策定状況

いて

○企業行動規範の有無につ

アンケート調査の結果を報告
月に

農林水産省食料産業局企
業行動室では、昨年

社、策定予定無し

社、策定予定２

○企業行動規範策定済企業

策定済

だいた、食品関係事業者の

全菓連組合員に御協力いた

企業行動規範等策定状況の

における企業内への周知の

社

アンケート調査の結果を報

○内部通報制度の有無につ
いて
社、実施予定無し５社

「『 食 品 業 界 の 信 頼 性 向

社、整備予定無し

社、実施予定１

○企業行動規範策定済企業

実施済

実施状況について

スの更なる徹底について要

における見直し・改善実施

整備済７社、整備予定４

請があるので、改めて企業

社

行動規範の点検・改善等に

状況について
社、実施予定２

ついて、をお願いしたい。

同省よりコンプライアン

告した。

26 21

26 18

実施済

社、実施予定無し６社

11

26

14

16

18

20
13

全菓連組合員のアンケート
調査の結果は次の通り。

食品製造・加工業者のための
よくわかる 高度化基盤整備事項

全法が改正され、

いるので、現在中国に食品

「食品製造・加工業者のた

14

者による「届出」の義務化

10

（日本語訳）が、中国日本

27

いく予定で、このほど次の

27

10

輸出を行っている日本国内

10

松
: 浦、高田

10

10
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（３） 平成27年９月15日

のが創業です。その後１９

を納屋橋のたもとで始めた

の屋号で酒饅頭などの販売

「渡り初め」から

年目

店することが決定しました。

を借りて「納屋橋店」を開

屋橋店」では他の売店には

で販売されていますが「納

菓として主要駅や空港など

「納屋橋饅頭」は名古屋銘

資料などを随時展示し、で

水運で栄えた当時の写真や

店では納屋橋架け替えや、

ていきたい」との考えから、

は聞いていたものの、何年

子店で修行したということ

ことが判明。三重県の和菓

品の『盃』がある」という

市のシンボル的存在でもあ

その堀川にかかる名古屋

の「渡り初め」を行うとい

命うどん」の２軒が納屋橋

られた時に、伊勢屋と「長

１３年に納屋橋が架け替え

店の前を流れる堀川は、

きたということです。

００周年を迎えることがで

で納屋橋の架け替えから１

の店が復活して「発祥の地」

に、納屋橋に「納屋橋饅頭」

日を含む４日間が消費期限

頭」は技術革新により製造

供しています。

プトに「納屋橋饅頭」を提

ない「蒸したて」をコンセ

思いがけない出来事があっ

「納屋橋店」の開店後に、

ができます。

の歴史に思いを馳せること

味わいながら堀川や納屋橋

きたての「納屋橋饅頭」を

できます。

「納屋橋店」で見ることが

００年前の「記念の盃」も

いたということで、その１

こともあり全く忘れられて

か前に屋号が代わっている

納屋橋店

創業者由来の地で復活

納屋橋饅頭万松庵

名古屋市の中心部には、

る「納屋橋」の西北角に「納
う栄誉に浴したことを機会

昔は名古屋の大動脈として

しかし、その後納屋橋饅

たての饅頭を提供して喜ば

ては水運で働く人々に蒸し

多くの舟が行き交い、かつ

ーになっています。

い」というのも店のポリシ

り生菓子は作った日がうま

と な っ て い ま す が、「 や は

後日訪問して話をするうち

の「丸井屋」店主と出会い、

に来ていた」という三重県

が、その昔うちの店に修行

合で「納屋橋饅頭の創業者

たということです。ある会

名古屋市中村区名駅５丁目

店

納屋橋饅頭万松庵・納屋橋

や ばし

名古屋城築城の際に資材運

に、屋号を「納屋橋饅頭」

頭の本店は元の場所からは

さらに「納屋橋で店を復

もらっていることに感謝し

の１階の一部

護老人ホーム

進んでいた養

を受けにくい地域ですが、

した。台風などの自然災害

換をして滞りなく終了しま

菓子協会並びに札幌商工会

は、一般社団法人北海道洋

北海道菓子工業組合で

産者は菓子組合イベント時

ＪＡ山口宇部と組合と生

束もありました。

も必ず確保すると力強い約

の契約数量については今後

術向上に向けた研修会やコ

組織し、道内菓子業界の技

議所等とコンソーシアムを

光客や一般消費者向けのＰ

た各専門家による講話、観

業界経営者の方を対象とし

講習会やコンテスト、主に

子職人の技術向上のための

事業の内容は、北海道菓

施することとなりました。

事業を北海道より受託し実

（賃上げ）を促進する標記

造企業従業員の処遇改善

興を図り、ひいては菓子製

ＰＲを通じて菓子業界の振

ィアによる店舗や商品等の

ンテストの開催、各種メデ

工のデモンストレーション

はチョコレート細工、飴細

の提案や工芸菓子、洋菓子

し、和菓子では北海道銘菓

（パティシエ）の方にお願い

に講師は道外の菓子職人

習会は和菓子・洋菓子とも

予定しております。技術講

から１会場１つのテーマを

減と効率的な時間管理の中

商品開発のヒント、残業削

に対抗できる菓子店経営、

製造の衛生管理、コンビニ

はノロウイルス対策と菓子

内の方にお願いし、テーマ

おります。講話の講師は道

圭一郎

愛知県菓子工業組合・林

１Ｆ

ている。今後も継続して品

台風情報には神経を尖らせ

におけるもちつき等の販売

Ｒツールとして、北海道各

な

搬のために福島正則が開削
屋橋饅頭万松庵・納屋橋店」

に改めたということです。

お話をお聞きしま

移転し、土地も売却されて
れていたということから、

活させてもらったのだか

また、現在の「納屋橋饅

した運河「堀川」が流れて

同社中島康博様に

を、２０１３年に開店した

「納屋橋饅頭」

した。

「納屋橋店」では、当初か

ジョイフル名駅

納屋橋のたもとには「納屋

らオープンキッチンで製造

号

は、創業者が１８

状態となって

橋饅頭」の店がないという

番

８６年に「伊勢屋」

質の高いものを提供してい

ます。またウンカなど病害

促進事業、誕生祝餅の紹介

に「納屋橋渡り初めの記念

ただきたい」と述べ、生産

虫の発生もあり、安全な防

など餅の消費啓発事業を共

ら、名古屋の文化も発信し

者の紹介と事務局である農

除に取り組んでいます。さ

などをテーマにご指導いた

販売することを計画。現在

協の担当者の経過報告、市

らに山口県産日本酒の追い

地の菓子店や商品の情報を

いたため「納

のお礼の言葉で調印式を締

紹介するスイーツガイド

だく予定です。今回の事業

安全安心な県産のもち米
供給契約を締結

庵」が同所に
出店すること
を決意。交渉

農業協同組合（ＪＡ山口宇

県菓子工業組合は山口宇部

市南高泊農業会館にて山口

照りつける中、山陽小野田

協関係者、生産代表者、山

陽小野田市を仲介役に、農

の日行われた調印式には山

料

状況を見学しながら情報交

で契

部）ともち米の供給契約を

口県菓子組合執行部ともち

７３５０円、３・３

締結しました。この契約栽

菓子職人 レベルアップ事業
組合員の技術向上に活用を！

れから秋の収穫後には全俵

の

月にかけて道内

向上のための講習会は今年

した講話と菓子職人の技術

業界経営者の方を対象と

るきっかけになるよう期待

イベントへの参加につなが

後進育成そして今後の菓子

を含む技術向上、技能継承、

口県産のもち米の積極的な

の皆様には、安全安心な山

ます。１会場につき専門家

・道央）８会場で開催され

４か所（道東・道北・道南

参加され技術習得等ご活用

皆様には、是非この機会に

されております。組合員の

も取り組んでいきます。こ

抜き取り検査を組合立会の

活用をお願いいたします。

いただきたいと思います。

局長・渥美さよ子

による講話と和菓子または

講座予定して

山口県菓子工業組合専務

座を行い計

北海道菓子工業組合事務
理事・恒松恵子

洋菓子の技術講習会の２講

月～
もと行っています。組合員

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

の末に計画が

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

約しました（別途組合手数

めくくりました。その後、

同で行うなど三位一体の信

（冊子とホームページ）の

北海道

屋橋饅頭万松

消
･ 費 税・ 運 賃 ）。 前 年

風を受けて酒米づくりの要

頼関係が築かれました。今

記念の盃

比微減となりましたが、こ

現地にて生産者代表と生育

請もありますが、菓子組合

は道内菓子職人の工芸菓子

培は、安定した価格で組合

米委員会が出席しました。

夏の日差しがジリジリと

12
作成等を行います。

員に安全な山口県産の原料

福江農協組合長は「きめ
細かい栽培管理で質の良い

年か

年目を迎えま

を確保しようと平成

もち米を提供していきた

ら始まり
す。契約栽培としては全国

をもたらすと思う」と挨拶

い。秋には素晴らしい実り

今年度は１９５３俵を

されました。県菓子組合小
熊坂孝司理事長は「毎年良
質なもち米を安定供給して

生産者代表と生育状況を見学

ha

で先駆的な事業です。

・２

（ 栽 培 面 積 ）、 ヒ ヨ ク モ チ

９００円（価格）

キロ当たりミヤタマモチ６

30
ha

10

14

26

11

16

13

25

後はもちまき文化の醸成に

納屋橋饅頭万松庵・納屋橋店

います。
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和菓子祭 大盛況
開
催

４回の和菓子祭を開催した

来年は夢みなとタワーにて

２年前に安来菓子工業組
経験をもとに、安来でも和

し、十分に用意したつもり
の商売してて良かった」と

イベントは続けていきたい

川渕豊宏さんと奥さん

せていただい

年頃からは息子さ

つ語ってくれました。

平成

んである和宏氏が入社し、

ております。

２代目として親子で製造に

と思っています。

退職後に自分

思えるひとときです。

で〝お菓子の

の和菓子は昼過ぎに次々と

代表取締

島根県菓子工業組合組合
長・㈱みつよし

力を入れ、進物用菓子とし

日本の伝統的食文化であ

て〝蔵もち〟や〝ほっこり

る「和菓子」により広く親

店〟を持ちた

いも〟等の商品を開発。

境港の夢みなとタワーの

い（経営した

品切れという大盛況でした。

社参加の賑やかな和菓子祭

い）という思

役・森廣功

は、来場客数１，２００人

子の製造と甘

し、当初は菓

いから店を出

して、喫茶をやめて製造場

製造部門が手狭になったと

上げています。２年前から

らび餅〟を人気商品に育て

また、季節菓子として〝わ

いっぷく

味処として喫

所を拡大するべく店舗を改

和菓子処 一福
のともせず踊りつくしまし

茶を併用した

•••••••••••••••••••

しんで頂くためにも、この

思い組合員に声

超えと言う、これまでで最
高知市は８月９日から４

店舗づくりを

お菓子を買っていっぷく

知人から声がかかり、同年
月１日に境港菓子工業組

を掛け、昨年２

合のメンバーも加わった

０１４年の６月
高の人出で賑わいました。

菓子祭が出来ないかな？と

合の組合長になったのをき
っかけに、これまで米子で

日に第一回安
日は全国大

装しました。新しい商品の

た。最終日の

会が行われ後夜祭をもって

しておりまし

開 発 に も 取 り 組 み、〝 黒 糖

回よさこい祭

り〟が開催されました。ま

祭りが終了。今は、高知城

しょうがカステラ〟を出し

日 間〝 第

日（ 日 ）、 安 来 で は ２ 回 目
ず、８月９日に前夜祭と共

た。本人は、

その後２０１５年５月

現しました。安
の「和菓子祭」を道の駅「あ

経営の理論と

来和菓子祭が実

来と米子の菓子

下（高知市内の街中）が祭

川渕さんは「私は、高知

り一色に染まった４日間を

か菓子のレシピがわかって

特産の食材であるしょうが

に納涼花火大会で開幕し４

いても菓子の職人ではな

０００発もの花火が打ち上

主は川渕豊宏氏で平成２年

く、大変苦労したとの事で

らエッサ」にて開催、来年

経 て お 盆 も 過 ぎ、〝 い っ ぷ

４月に開業。創業者になり

で２０５チーム約１８，０

分位、南へ桂浜街道を行

さて、高知市中心部から

会社で

年務め、工場長（取

す。川渕さんは「初めは菓

や柚子、柑橘類を使用した

地があります。その中心の

ったところに横浜新町の団

方で、私はその当時から懇

締役）を歴任し退職された

勉強に励んだものです」と

緒に製造技術を習いながら

子職人さんを雇い、夫婦一

ました。

す」と力強く語っておられ

商品をメーンにしたいんで

で競演。晴天にも恵まれ、

意にしてもらっており、約

道路沿いに〝和菓子処

いっ

色とりどりの衣装を身にま

・心太・焼菓子・ミニどら

じ、お店を後にしました。

でいる姿は〝和菓子処

局長・森下広和

更なる活躍が楽しみです。

氏・息子和宏氏両夫婦によ

福〟さんがこれからますま

菓子づくりを体験できるよ

一

ご夫婦二人三脚で夜中１時

って売れ筋商品である季節

すご発展されるように感

うな催事を企画していただ

子など製造直販に力を注い

２時位まで勉強に勤しみ製

の上生菓子、羊羹、焼き菓

夜とをダブルで楽しんだ日

くなど菓子工業新聞でも報

（ 故 人 ）・ 先

代細田義夫氏

樹氏は、先々

社長の細田正

子専門店「菓処留庵（ルア

３年に本工場を建設、和菓

の製造ラインを設備、平成

蒸菓子ソフトムーンケーキ

焼などの製造、昭和

・焼菓子類・どら焼類・ワ

蒸 菓 子 類（ 季 節 商 品 含 む ）

現在では、あんみつ類・

す。

の勲章の一つ」と仰ってま

けは、カレンダーがなかっ

とに刻んでいく月の満ち欠

きました。日月をひと月ご

十三夜

生菓子類他ＯＥＭ製品など

ッフル類・和風サブレ類・

に違いありません。

けがえのないものであった

た時代の人々にとってはか

でもあり、名月の次に美し

日本を何度も通過する時期

実際、台風や秋雨前線が

いずれ子どもたちもおと

節を感じることも、もてな

を食べさせたい！菓子で季

子供たちに美味しいもの

ふるさとの菓子

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

代伊藤精亮氏

ン ）」 も 運 営 す る よ う に な

どら焼・ワッフル・生菓

多品種を製造しており、細

毎月訪れる満月、すなわ

子製造設備を行い、多品種

ち十五夜を明月、収穫月、

名月と明月
製品を効率よく製造出荷す

田社長の悩みは「多品種の

る事が厳しい」と仰ってま

の和菓子を製造されていま

全国の「和菓子屋さんの

す。

高知県菓子工業組合事務
群馬県菓子製造業として

造したと当時を振り返りつ

本の歳時、本当によく考え

告がありますが、もっと全
からバトンタ

代表取締役

番目の認証で「わが社

子処としては、久しぶりに

られています。お菓子とと

国に輪が広がるとよいと思

は

お客様を招くまたとないチ

もに、二つを繋げて対で紹

います。

りました。

年に

月を愛でる季節がやって

ャンスです。

介してはいかがでしょう。

ッチされた４

年目

代目社長で、
今年で

を迎えます。
東京都菓子

したり、ふるまったりする

なになり、親になります。

はからって欲しいと願って

特にお米の刈り入れの頃の

いとされた、一ヶ月遅れの

した。

満月を名月と呼びました。

います。オトナになっても

お手伝い」として各種製品

月を愛でる風習は、中国か

古から長く続いてきた日本

専務理事の要

今秋、新製品みるく饅頭

十三夜の月も愛でるように

習慣含めて、学べるように
とくり饅頭の詰合せ「進物

ら伝わった中秋節を日本風

季節ごとにふるさとを思い

を出荷していると伺いまし

和 の 菓 」・ う さ ぎ 饅 頭「 進

出す、いつまでもそんなお

た。
尚、和菓子店として群馬

の歳時や菓子をこれからも

職で活躍され

菓子製造業

伝えていけるよう、ぜひ由

菓子の国、日本であります

なったそうです。別名〝栗

来とともにお話してあげて

名月〟とも呼ばれ、店頭に

も新栗をつかったお菓子が

にアレンジしたもので、お

た団子や菓子をお供えし

月さまに芋や米の粉で作っ
が９月に新発売されるそう

物 う さ ぎ お い し 」・ ミ ニ 栗

月には「群馬

ください。

城戸翔寉（きどしょうかく）

よう。

並ぶ頃。秋のお月さまは二

たとえば、子どもたちが

度美味しい！十五夜と十三
東京都菓子工業組合

です。

て、共にいただく日本独自

まん「進物栗わらべ」など
年

の組合員です。
平成

県食品自主衛生管理認証制
度」を認証されました。

の歳時となっています。菓

県菓子工業組合・桐生支部
株式会社をはじめとする寒

に工場を建て最中の製造を
年に現第一工

年に群馬県桐生市広沢町

最中」の大ヒットで和菓子

天メーカーの寒天類を菓子

開始、昭和

みるく饅頭・くり饅頭

て頑張っています。

げられ夜空を彩りました。

ます。川渕氏は大手の菓子

菓子を作る、売るは日常
００人の踊り子が全国各地

日は祭り本番

ですが、目の前でお客様が
から集結し、市内

日～

食べて下さる光景はなかな

８月

く〟の感があります。

１月には夢みなとタワーに

前売６００円
て通算８度目の和菓子祭を

店

で食べ放題、お
開催予定です。

道の駅「あらエ

か目にしません。

会場となった

茶飲み放題。

ッサ」には、初

動ある商品づくり」をモッ

1
として、昭和

ております。

工業組合では

年目を迎え、川渕

一

自社の菓子を美味しそう

演舞場

夏の炎天下に開

父上から引き継がれた言葉

久

で「大きな会社にはならな

山

株式会社山久

今回、東京都菓子工業組

株式会社

合の組合員

条としております。

尊 い（ 大 切 で あ る ）」 を 信

くとも、長く続けることが

日に創

トーに美味しいと感動して

また「安心・安全」と「感

「山高きことが尊からず、

頂ける商品開発に努められ

年初頭から和菓子

年から一口最中「小舟

製造業を営むようになりま

場を建設本格的にあんみつ

現在でも、伊那食品工業

した。

63

25

場前から１００

ぷく

福〟というお店があり、店

創業

とった各チームが猛暑をも

おっしゃっておられ、また

に食べて下さる様子は「こ

年余りのお付き合いをさ

20

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

人以上が行列

20

子どもたちの為に

30

16

製造業及び菓子原材料問屋

44
様に販売されております。

和

ル化剤」の販売を開始、昭

の原材料である「寒天・ゲ

昭和

ています。

久しきが故に尊し」の社是

年目を迎える

年７月

を紹介いたします。
昭和
18

があり、これは先々代のお

会社です。

業、今年で

25

群馬県食品自主衛生管理

10

30

13

京

15

社が参加。

12

知
10

10

＂和菓子のことなら＂

和菓子祭

17

15

高

15

12

根
島
東
認証制度

21

44

その 244
９月
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手間暇かけて丁寧に

工会アンテナショップ﹃ゆ

に見えても︑時間と人手の
つけたお客様が︑段ボール

る最中に︑車で店前に乗り

ここまで愛されて︑お菓

いて︑食べるのだそうです︒

き いれ

約１時間で︑目的地の喜入
かかる作業です︒

や︒店主の宮原五三さんと

その人気の秘密はなんぞ

いのですが︑殺菌作用があ

めます︒サネンは香りもよ

採れたサネンの葉を敷き詰

けて来店されたとか︒もう

を越えた市外から１時間か

個？﹂と驚いていると︑山

錦江湾を左手に︑右手には
並ぶ壮観な眺めの石油基地

巨大な石油タンクの立ち
た︑鹿児島一の繁華街天文

昨年６月にオープンし
来作り続けているそうです

﹁よもぎ団子﹂は創業以

団子ができあがるのです︒

かな濃厚でもっちりとした

ヨモギの量も多く︑風味豊

出して訪れるようになり︑

ァンになって︑お店を探し

土産として食べてから大フ

菓 業
青年会

日︵土︶

回菓業

仏光寺小松屋

﹁小松屋﹂に丁稚奉公に︒

小東保二様が五条にあった

夫婦で地域顧客を大切に

京都市内に３代続く和菓
子屋さんの紹介です︒

に愛情をかける︑思いを込

める︑ということなのでし

ょう︒そしてその思いは︑

間違いなく相手に伝わるの

鹿児島県菓子工業組合事

でしょう︒

務局長・惠島理子

変な好評となり︑栗の皮む

きが大変な為︑全てのお客

様にお渡しできないのが申

し訳ないですと︑嬉しい悲

鳴ですとの事︒あと﹁小松

し た と︑ 医 療 機 関 現 場 の

反響を頂けるようになりま

だけでは見えない点に気づ

で す︒﹁ 自 分 で 作 っ て い る

合って業界全体の発展に繋

の親睦をはかり︑手を取り

の皆さんが︑いろいろご協

フェスタにおいて︑菓青会

レンタインやロールケーキ

北九州市長より︑サマーバ

した︒その新規加入者のた

青会へ新規会員が加わりま

熊本県では久しぶりに菓

した︒

及び大会旗伝授式がありま

の幹事県︑熊本県へ引継ぎ

下町の個人店という環境

た所です︒

は︑多く人で賑わいを見せ

というエリアで買い物時に

名な壬生寺があり︑元々こ

り︶さらには︑新撰組で有

を試食していただき寸評を

回全菓連青年部

屋﹂の代表的な商品に﹁八

を大切に味が単純にならな

に参画した﹁京滋嚥下食を

げます︒

力いただいた御礼と︑食べ

どたどしい決意表明がおわ

な の で︑ 常 連 の お 客 様 の

青年会九州ブロック北九州
大会︵第

方焼き﹂があります︒六角
京都

して﹁角から２軒目の北向

いために︑持てる技術と環

考える会﹂での咀嚼や嚥下

後に暖簾分けで現在の場所
構えて

境もふくめて常に心がけて

西院近くにお店を

洗って︑煮て︑天日干しし

通りと仏光寺通りに面した

き﹂と言う立地にこだわり︑

います︒地域では地主神社

一︑お菓子の持つ力で地域

ることの文化にアジアの人

り︑壇上から引き上げると

方々との密接な関係は欠か

活かし︑また特殊なリクエ
あまかわしょうどう

の梛ノ宮神社や春日神社の

考案する集まりなのです

の困難な人向けの和菓子を

える内容となり︑また商品

方々にも︑充分満足して貰

す﹂その時は﹁えぇっ

かされる事が多々ありま

﹂

お祭りや︑壬生寺の節分祭

形の特殊な形状で﹁素材感﹂

て乾燥させ︑その後︑更に

現在に至ります︒近辺の観

にお店を開き︑こだわりと

改めて異物や草などが混ざ

地 域 を 大 切 に す る︒﹁ 仏 光

光としては︑西に春日神社︑

年︑壬生寺︑御前

っていないか︑丁寧に丁寧

歳の紹介です︒初代

寺小松屋﹂３代目小東武史

に貢献し︑街の活性化に務

たちがグルメを求めて日本

き︑新人と肩を組んでゆく

せないとの事︒

ストを受けたりと︑こうい

えん げ

さん

めます︒

に集まる機会がふえている

先輩組には

堤九州ブロック幹事長︑

った下町の環境でないと出

季節を大切にした試作品

来年も︑すばらしい熊本大

すが︑秋の生栗をふんだん
に使っての昔ながらの杵つ
きの栗餅はおかげさまで大

そしゃく

に選別する︒ここが一番重

一︑夢と情熱をお菓子に込

こと︑それに於いて︑菓子

り上げよう

九州ブロック

九州ブロック

め︑日本の和の心を世界に

業界のあり方や︑今後の未

を見たような気がします︒

会が行われますこと︑お祈

来ない事も担うべき役割と
一日目は

手間暇かけるとは︑丁寧

子屋さん冥利に尽きますね︒

この鹿児島市の南端の地

奥様にお話を伺ってみまし

個 く だ さ い ﹂ と︒﹁

に︑今大評判の﹁よもぎ団

を

箱を手渡して﹁よもぎ団子

め り あ ﹄﹂ で 販 売 さ れ︑ 不

ぬく み

そして一尺角のセイロに

がよければ︑人気の観光特

子﹂を作っている﹁宮原菓

流し込む前︑これも地元で

急列車﹁指宿のたまて箱﹂

３度目だそうです︒一度お

す︒

動の売上１位を誇っていま

生見町に到着しました︒
ここからほんの少し行け

鹿児島市内の喧騒を後に

とすれ違うこともある片側
るのだそうです︒使用する

ば︑もう指宿市︒

して︑国道２２６号線をひ

た︒

宮原菓子店

たすら南下︒
子店﹂があります︒

迫りくる山裾を国道に並走
が︑その間に原料やヨモギ

まとめて購入し冷凍してお

館内にある﹁かごしま市商

回

北九州大会︶

伝えます︒

来について熱く語り合い︑

また東に朱雀大路︵千本通

要な作業︒当たり前のよう

元のヨモギをよく選別して

揃えておっしゃいます︒地

いるから﹂とお二人は口を

﹁すごく手間暇をかけて

を伸ばしてきたそうです︒

年口コミで徐々に売り上げ

現在の味に定着し︑ここ数

こうしてお話を伺ってい

も通り過ぎ︑出発してから

第

がリーガロイ

を︑宣言し︑実現に向かっ

実現に向けて頑張ってほし

の地域一帯は西新道商店街

ヤルホテル小

て鋭意努力することを誓わ

いと激励のお言葉も頂きま

りします︒また︑北九州大

考えているとの事︒

い｢っしょに盛
｣という力強さ
れました︒

出席者のどの顔も笑顔︑

会実行委員の皆様︑陰で支

その後︑元西日本工業倶

笑顔⁝︒とても和やかな雰

えてくださった皆様︑大変

者が一同に集

囲気の中︑盛りだくさんの

した︒

﹁料理と私﹂が行われ︑有

余興や北九州菓青会のエピ

楽部の総料理長︑天川 正 道

意義な時間をともにすごさ

様をお迎えしての記念講演

れました︒残念ながら私は︑

お疲れ様でした︒

い開催されま

時より会長会

ソード等︑大いに盛り上が

した︒

議・本会議と

聞くことは出来ませんでし

局・村上豊美

近年の商品の中での事で
続き大会宣宣

でした︒最後に︑次期開催

福岡県菓子工業組合事務

り︑あっという間の２時間
懇親パーティでは︑北橋

50



の按配など工夫していき︑

する指宿枕崎線が走り︑運

やがて車は︑波穏やかな

一車線の海岸道路へ︒

50

倉にて行われ



よもぎ団子

70

た︒

言文
一︑菓子業界

を強化していきたいですと

注を頂けるように今後関係

所や老人施設からもよく受

を大切にして︑近隣の保育

の行事にお客様からの受注

が高く︑組合青年部の仲間

ードバックの連続で難易度

作りは試行錯誤と検証フィ

ろけるように柔らかい菓子

が︑形を保ったままで︑と

武史さんが︑結婚されて

じいっています﹂との事︒

いますと︑驚きと喜びを感

男性を中心に好評を頂いて

ったところ﹁意外に中高年

として店頭販売を試しに行

にして値段を下げた方がい

のを﹁むしろシンプルな物

加価値を付けようと思うも

り︑いろいろ手を加えて付

でよく考えると一理あった

と思って理解しかねても後

い﹂とか︑店の格を上げる

との試作品やイベントを繰

年︑奥様との息のあった

お店の経営も︑奥さまの消

事だけ考えているのに対し

り返してきました︒仲間と

の努力が実り︑最近は各イ

て﹁学校が近いから子供が

理事・北川清治

京都府菓子工業組合専務

きました︒

行きますと︑語っていただ

品向上と創作意欲を活かし

て︑ご家族でアイデアを商

これからもご夫婦そろっ

たそうです︒

色々と発見させていただい

物があった方がいい﹂とか︑

欲しがるようなデザインの

費者目線︑貴重なご意見番

八方焼き

ベントで高い

小東武史さんご夫婦

年前から青年部の部長期間

今取り組んでいるのは３

の事です︒

!?

宮原五三さんと奥様

都
京
46

九州各県の若

北九州大会に参加して
年６月

27

日︵ 日 ︶︑ 第
17

平成
〜

61
13
61

大会旗伝授式

14

18

鹿児島
岡
福
14

平成27年９月15日 （６）
（毎月 15 日発行）
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第918号

ブランドへと繋げていきた

す人を育て、さらには全国

が愛され、菓子職人を目指

いただくことで、菓子文化

を審査し、最終選考五作品

アイデア、徳島らしさなど

査委員の皆様と、美味しさ、

長にお迎えし、有識者の審

は、徳島県知事を審査委員

などを審査し、試食審査で

ものと考えます。

理が審査結果に反映された

「食べてみたい」という心

のとして「買ってみたい」

術を遺憾なく発揮されたも

動感のある意匠に職人の技

「乱舞」を製造販売してい

ラン等でもアレンジした

洋菓子店のみならずレスト

り、登録審査申請すれば和

イーツとしてつくられた

拡大とお客様自身がマイス

ピを公開し、県産品の需要

が行われまし

な撮影・取材

てとても丁寧

れぞれについ

介があり、そ

いてなどの紹

徴、食材につ

ーネットでの注文は放送当

をいただきました。インタ

が相次ぎ、大変多くの反響

注文と電話での問い合わせ

後よりインターネットでの

にしていましたが、放送直

をインターネットからのみ

方が非常に多く、インター

なども一緒にご購入される

のアーモンドチョコレート

なるセット商品や、違う味

梱することで送料が無料に

トレーズンだけでなく、同

だきました。またヨーグル

ヨーグルトレーズンチョコレート

いとの念いで作品を募集す

を最終審査会場である県内

徳島のお菓子を美味しくする！

くする！」をテーマに、徳

多数の応募の中、書類審

ることといたしました。

徳島スイーツグランプリ

徳島県菓子工業組合は
島県産品を使用した地産・
後日のアワードにおい

地消・地工による安全安心

ネットならではの売上アッ

『お菓子がつなぐ幸せづく

日から３日程度にかけて多

り 』『 徳 島 の お 菓 子 を 全 国

た。

プにつながったと思われま

て、グランプリ作品「乱舞」 だ く こ と が 菓 子 文 化 を 育

す。

最大の商業施設で、一般の

数いただき、その後も継続

査では徳島の素材の使い方

してご購入いただきまし

なスイーツを提供する菓子

その後ゲス

へ』を理念に日々研鑽に努

トの方を交え

今回ご購入いただいたお

み、消費需要に繋がるもの

客様は新規の方がほとんど

と思われます。

た。販売していたヨーグル

でしたので、これからの本

は徳島県知事特別賞のダブ

トレーズンチョコレート

格的なチョコレートシーズ

ル受賞の栄誉を知事より授

た試食コーナ

は、元々ギフト用に小箱入

ンに向けてよりよい商品Ｐ

お客様による販売審査を行

ーや視聴者プ

りで販売していたのです

Ｒを続けて行くことが大事

い販売個数でグランプリを

レゼントのコ

が、放送に合わせて自宅で

％以下）

ーナーがあ

お召し上がりいただけるお

や表現力、販売価格設定５

徳島県菓子工業組合理事

り、試食コー

だと考えます。

００円（原価率
賞され、今年の徳島スイー

ナーでは出演者の方々に商

得用の袋入り４袋セットを

屋の姿勢に加え、自然豊か

決定いたしま

・前田浩史

すめ商品としてヨーグルト

品を食べながら感想を述べ

な徳島の美味しい菓子づく
りのストーリーを県民の皆
ツとして組合ＨＰにてレシ

第一回グラ

した。

•••••••••••••••••••

テレビ取材によりネット

通販での売り上げアップ

Ｃ・朝日放送の「朝だ！生

朝８時から放送されたＡＢ

全国の美味しいお取り寄せ

ーの１つに、ゲストが日本

報旅番組です。そのコーナ

外の旅情報などを伝える情

景が映し出されました。取

その後スタジオでの試食風

されたＶＴＲが放送され、

京都府菓子工
業組合青年部

お菓子教室を開催

がった上用饅頭が配られ、

そして、いよいよ蒸しあ

れ、盛り上がりました。

思い思いの紫陽花が生ま

•••••••••••••••••••••••••••••

事長・佐々木三郎

大阪府菓子工業組合副理

レーズンチョコレートが取

めつつ、その実践として徳

１５を開催いたしました。
様にグランプリを決定して

ンプリに輝い
た「乱舞」は、
徳島を代表す
る阿波踊りの

旅サラダ」で弊社の

の３倍を超える注文をいた

掲載しておいた所、箱入り

ージし、徳島

です

京都市立嘉楽中学校にて

その後、試食と共に、青

ふっくらとした上用饅頭に

年部員への質疑応答が行わ

り の【 ひ ま わ り 】、 き ん と

まず初めに上用饅頭の製

京都府菓子工業組合青年

作を開始。普段から見慣れ

皆さん笑顔に。

市立嘉楽中学校にて、

んの【紫陽花】を製作。

のＰＴＡの皆さんと共にお

部は７月３日（金）に京都

じめ、多くの車が首都高に

れ、地域の皆さんと青年部

旧家の屋敷内には必ず植

として、今どの様にして菓

所？）日夜考

方？・売る場

か？（ 売 り

です。

地域の特色を活かした商品

ＳＡ限定で販売するなど、

んじゅう』を関越道の上里

す。そして何よりお土産品
と競争する事がない。

最近では上里町からの依

スペースで饅頭一個○○円

ーを模した『こむぎっちま

用でマスコットキャラクタ

頼で、上里小麦１００％使

という形で売っているそう

名

入る前、又通過した直後に

たお菓子の製造工程に皆さ

えてあったという深谷特産

子を売っているのか、失礼

「 そ れ で、 利 益 は？」 と

作りにも積極的に取り組ん

西倉郁夫さん

菓子作りを実施致しました。

の柚子を使って作られた

な質問と思いましたがお聞

手間取ることもあった様で

御聞きすると、入っている

青淵

トイレタイムで利用する。

員との貴重な交流の場とな

今回わたしが訪れたの

青淵』

えていた時、

すが、現在は

サービスエリアのほとんど

でおられます。

て大事な交流の場であると

今回のように子ども達だ

改めて思いました。大人と

しあがりに期待

次にねりきり

子どもで発想や理解の幅も

けでなく、親御さん達との

の【ひまわり】

大きく違い、驚かされまし

お菓子教室も青年部にとっ

を製作。ねりき

しつつ、次の製

りの感触に戸惑

た。青年部員には柔軟な対

今後もＰＴＡやおやじの

いつつも、皆さ

会、地域の方々を交えた、

応が求められる教室だった

最後にきんと

交流の場を広げていきたい

と感じました。

ん【紫陽花】の

ん綺麗な仕上が

製作へ。花の量

部広報・西井一樹

京都府菓子工業組合青年

と思います。

だき、それぞれ

由に付けていた

等、皆さんの自

りになりました。

作へ。

りました。

んも興味津々の様子でし

は、埼玉県北部の都市深谷

『ゆずかすていら

きしてみました。

で高速道度のサービスエリ

ビスエリアで西間堂のお菓

が、首都高速に近いサービ

全菓連青年部関東・甲信

越ブロック長・内ヶ嶋修

た。制作後、蒸

今回は上用饅頭、ねりき

市です。

は、西間堂さんの看板商品

バブル崩壊から東日本大

アでの販売の話があり、少

子を販売しておられるとの

スエリア、首都高にはトイ

お菓子教室

その時に「ちょっと甘い物

でも」と、お買いになるお

方が「あ、深谷ネギの…」

で、渋沢栄一の雅号『青淵』

震災、日本の景気が低迷す

しでも販路の拡大につなが

事。売り方は、お土産用の

レがないので大型バスをは

ゆずかすていら

今回はお取り寄せの受付

ていただきました。

県産鳴門金

ヨーグルトレーズンチョコ

番組の中では事前に取材

時、阿波和三

２０１５年８月１日（土） れている番組で、国内・海

り上げられました。

島スイーツグランプリ２０

「徳島のお菓子を美味し

大きく変わる交通事情に合わせた販売方法

客様はたくさんいらっしゃ

と、言うくらいネギが有名

開業されたのは昭和６年

から名付けられたそうです。

る中、深谷市内でも一軒、

ればとの思いからお受けし

売り場で箱入りの菓子を売

㈲ 西間堂本舗

ですが、深谷市で忘れては

二軒とお店を閉められるお

たそうです。

るのではなく、レジ近くの

るし、リピーターになって

いけない方が、第一国立銀

で、現在西倉郁夫さんが三

菓子屋さんが増えてきたそ

最初は商品カルテなど、

頂いた方も大勢いるそうで

行の初代頭取であり、日本

郁夫さんとは青年部の部

代目を継がれております。

うです。西間堂さんも売り

今まで経験のない事で少し

深谷市と聞くと、多くの

資本主義の父と言われた渋

上げが少しずつ減っていく

せいえん

沢栄一翁です。その栄一の

会で、年に何度かお話しす

中、 ど う や っ た ら 売 れ る

ある方の紹介

生家の近くで御商売をなさ

る機会がありますし、同じ

ヶ所のサー

都

女踊りをイメ

盆糖、県木や

造工程の紹介や、商品の特

ーグルトチョコレートの製

材の中では工場ならびにヨ
レートが紹介されました。

」と
いうコーナーがあり、おす

国コレ！うまかろう

グルメを紹介する「日本全
まももの果実

「 朝 だ！ 生 で す

ダ」は毎週土曜朝に放送さ

旅サラ
などを使用し
た作品で、躍

‼

深谷市起会141－1
電
話 048－571－0983
営業時間 午前8時から午後6時
定 休 日 水曜日

時期に家業を継いだ者同士

㈲ 西間堂本舗

っているのが西間堂本舗さ

店舗データ

京

阪
大

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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第７回全国菓子工業組合連合会青年部近畿ブロ
ック大会・大阪大会は當間克雄氏︵兵庫県立大学
政策科学研究所経営学部教授︶を講師に迎え︑﹁日
本の伝統文化産業の国際交流の意義〜小さな和菓
子屋さんの国際交流﹂をテーマに講演会を開催し
ました︒

な国際交流ができるし︑環
境適応力という難しい言葉
を使っているが︑行ってみ
てどういう世界なのか︑日
本がどう評価をされている
のかを肌で感じ︑ふれあう
ことができるのが︑和菓子
の強みだろう︒やはり︑お

クトにつながった︒チェン

になって︑今回のプロジェ

近は一般のインバウンド消

また︑新聞記事等に︑最

とはとてもよかったと思う︒

る︒それがタイでできたこ

菓子は人を笑顔にしてくれ

マイ大学ともメール交換な

タイ・チェンマ
イへ
どをしているが︑和菓子の

とうの試食会をしたのが始
まりである︒

くれたことがよかった︒
最初に日本の和菓子文化

まれ評価を得られた︒

が 多 く︑
〝内容は興味深い

学生は日本に関心のある方

研究センターだけあって︑

高山堂︶が講演した︒日本

し︑一番いい場合は５点で

甘さ︑食感を５段階で評価

食会を行った︒味の良さ︑

ッ橋を主要４品目として試

焼き︑スイートゼリー︑八

会場ではマコロン︑どら

主要４品目の評価

チェンマイ市はタイの北

ものでしたか〟という質問

ある︒この４品目に関して

と題して︑竹本洋平氏︵㈱

側にあり︑バンコク経由で

に対し〝全くそう思う〟と

橘プロジェクト
の概要

日は乾期で

いう回答が多かった︒

行った︒２月
度近くあっ

とても暑く︑

究センターの家政学科との

させていただいた︒日本研

オを使って︑衛生管理や食

大祥堂︶が自社工場のビデ

次に中島慎介氏︵㈱中島

で非常においしいという︑

マコロンはクッキーみたい

たので︑平均値をとった︒

は︑アンケート票が集まっ

た中で和菓子のイベントを

共同プロジェクトで︑約２

の安全などに関して講演を

のようなとらえ方で︑平均

今回︑タイのチェンマイ

００名の学生が集まった︒

比較的洋菓子に近い和菓子

で４点以上をとっている︒

費が２兆円くらいの規模が

％
以上が︑非常に興味があっ

主要４品目の評価は平均が

試食会はとてもよかったと

した︒これに関しても

たと回答した︒総じて︑日

３点以上あり比較的高か

市で開催した和菓子のプロ

タイの学生はおもしろくな
いと帰ってしまうといわれ

本の和菓子の歴史的な話や

く︑笑顔で食べていた︒デ

あるといわれている︒そう

ており︑本当に集まってく

﹁どうやって工場で衛生管

ータよりもどういう食べ方

したことの重要性で︑海外

れるのかと思っていた︒チ

理 を し て い る か ﹂﹁ ど う 安

をしていたか︑顔がどうだ

いうのが向こうの評価であ

ェンマイ大学家政学科のホ

全にお菓子をつくっている

る︒

ームページには和菓子プロ

か ﹂﹁ こ う い う と こ ろ で 作

ジェクト︑橘プロジェクト

ジェクトの写真が載ってい

方とつき合いができるよう

をしてもらった︒大阪府の
わいい︑味がよいとあった︒

高いと思う︒

から来るお客さんをどう獲

るが︑これだけの人が集ま

また︑今回のプロジェク

の北側にブラパー大学があ

タイは親日国であること

る︒そこで天野治氏︵常盤

得するかでは︑和菓子のイ

タイとの関わりができた

ったかを見た︒

ンバウンド消費の可能性は

う︒ところが︑数社が集ま

のは２０１０年か２０１１

っている﹂という興味が生

ノウハウをつける︑力にな

トを行うには︑恐らく１社

ればこういうプロジェクト

り︑和菓子に関心を持って

は︑参加型︑経験型の国際

るのではないかと考えてい

単独ではできなかっただろ

マイ大学には日本研究セン

ができると感じた︒小さな

堂製菓㈱︶と一緒にかりん

会場の大きさもあって︑

交流のノウハウは得られた

はご存じだろう︒和菓子の

ターという日本の研究をす

年に︑パタヤという観光地

を若い方から年を召した方

名ずつ交代制で行った︒最

関心がとても高く︑チェン

る組織があり︑そこの先生
和菓子屋さんでもこのよう

った︒ハート最中も形がか

も︑楽しそうに喜んで食べ

和菓子の評価では︑ゾウゼ

各県の和菓子の
評価

れないけれど︑残りの

らも結構来られている︒

買い物代金で多い国で

は︑中国人がかなり爆買い

もらうという︑ちょっとし

たファンづくりにはなった

と思う︒

る︒

積極的に海外に出ること

も必要だが︑日本に来た観

各国から日本に月１００万

いうものを買って帰る︒タ

菓子かもしれないが︑そう

回は第一歩ではあるが︑そ

うになっていけばいい︒今

だくことで︑買って帰るよ

ことになるのではないか︒

和菓子ファンを作っていく

えに行けば︑今後︑海外の

をするので突出している

光客への対応能力もある︒

ていた︒

チェンマイ大学の関係者

さくらというお菓子もアン

日本に興味のある方々と

ケートの数も多く︑評価が

こうしたプロジェクトに政

リーは多分スイカゼリーと

府からの補助金が出るよう

似ているだろう︒そういう

なので︑教育水準は比較的

なので︑それを使ってみん

次に︑大阪府︑京都府︑

が︑タイ人は１回の旅行で

高く︑日本に来る可能性の

人くらい来ている︒特に京

イやベトナム等々の人が来

れができたかなと思ってい

を対象にするやり方もある

ある方々なので︑日本の和

都︑大阪で︑兵庫も姫路城

てお金を結構落としている︒

は待っていないで帰ってし

旅費以外に５万円くらい買

なで一緒に和菓子文化を伝
菓子を見てもらう︑触って

がオープンしたので恐らく

いう限定ではあるが︑いろ

い物をする︒菓子類は一般

菓子のファンになっていた

高く４︑５点が多くつけら

観光庁が出している訪日

的なお店で売っている袋の

意味ではとても評価が高か

外国人数の推移によると︑

もらう︑食べてもらうとい

外国人の方も来ているとは

のではないかと思った︒数

て︑いろいろなタイプの和

また︑国際交流を行うこ

思う︒京都も今は多いだろ

社集まれば集積効果もあっ
って試食会︑実演会に参加

とでお客さんへの対応も敏

菓子という形で１個ずつの
銘柄ではなく︑焼き菓子全

ド消費といわれているが︑

新聞などでもインバウン

インバウンド消
費を目指して

実行委員長になっていただ

たのは︑中島氏や天野氏が

このプロジェクトができ

終わりに

さんあると思うし︑それが

ころでもできることはたく

をしていきたい︒小さいと

することはそうした素養︑

が︑こういうところに参加

ていきましょうと言われる

ーシアなどアジアの各地か

トップ３だが︑タイやマレ

いる︒台湾︑韓国︑中国が

ってもらう︑実際に食べて

同時に︑和菓子のよさを知

の意味で︑文化を伝えると

だと思う︒今後もいろいろ

で︑その実行力のたまもの

に立候補していただいたの

望んでいる︒

ぜひご一緒にできる機会を

て︑こういうプロジェクト

なところに出かけていっ

２０１４年度のデータで

今回皆さんも実際に行って

先生方はスタッフに回って

日本研究センター所属の

いただき実演会に参加でき

感になるのではないかと思

うと思う︒中国の方がよく

まうのではないかと心配を

たので︑その意味での評価

してくれた︒

なかったので残念がってい

った︒タイ語は話せないけ

来られている︒

したが︑ほとんどの方が残

京都府の和菓子の評価で

は高かったのではないかと

た︒次回やるなら実演会に

れども︑仕組みさえ整えば

いろなタイプの和菓子を持

は︑せんべい︑白いロール

思う︒

参加したいと注文があっ

日本語と片言のタイ語で誰

って行って食べていただい

棒︑焼き菓子は﹁たくさん

和菓子の文化や︑製造の

た︒ベトナムも親日で日本

は訪日旅行客数が多い国別

いのかなと思う︒

安全・衛生管理についての

研究センターみたいなとこ

いわれたので︑京都の焼き

体で集計した︒かたいもの︑

講演の評価は非常に高かっ

にでもできるのではないか

兵庫県の和菓子の味の評

ろも結構あり現在検討中で

にして来年︑再来年どこか

組織力・経営力をつけるこ

価では︑羊羹は和菓子でも

とにつながると思うので︑

このプロジェクトから

も環境への対応能力をつけ

き︑若い和菓子職人や和菓

ある︒

子製造企業の社長さんなど

で同じようなことをやって

体験し︑和菓子のよさを感
もいいのかなと考えている︒

じていただいたと思う︒そ

消費が減ってきていると聞

各県の和菓子の評価も非

％増と購買力も上がって
いたが︑比較的評価が高か

常に高く︑何といっても笑

では︑タイは６位で前年比

った︒私は兵庫県のブース

顔で食べていた︒実演会は

と思う︒昨今︑小さな組織

に比較的よくいたのだが︑

プロジェクトか
ら得られたこと
マーメイド︑千姫ポテト等

45

プロジェクトの
評価・感想

やわらかいものもあり︑評

たので︑これをパッケージ

れていた︒

まとめて集計してくれ﹂と

50
50

価は高かった︒

訪日外国人数が
年々増加

る︒

80
のではないか︒これを日本

の紹介をしたい︒

30 14

で海外から来ている留学生

當間 克雄 氏（兵庫県立大学政策科学研究所経営学部教授）

名

小さな和菓子屋さんの国際交流
初の人は来てくれるかもし

日本の伝統文化産業の国際交流の意義

兵庫県の和菓子の味の評価
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第918号

ら︑皿を配って︑サーバを

分は初めてでできないか

テルオークラが最初だ︒自

ので︑一人前にしたのはホ

にソースがかかったりする

みに盛っていると︑お客様

ーバしていた時代だ︒ちな

を盛って︑ギャルソンがサ

ンチの銀盆で８人前の料理

イ

の仕方から始まり︑今はほ

くれた︒結婚式のサービス

・ボーイの仕事まで教えて

はコックだが︑ギャルソン

きや石ころがたくさん転が

の周りには何もなく︑瓦れ

日かかった︒当時︑ホテル

るのは大変で︑準備に丸一

とを初めて見た︒ただ︑作

の格好をする︒こういうこ

ービスした︒コックは海賊

し︑フライパンで炒めてサ

上に魚介をディスプレイ

くらいの船を造って︑その

マルセイユコーナーは３ｍ

キを焼いてサービスした︒

して︑フライパンでステー

ックはカウボーイの格好を

り︑そこに肉を並べる︒コ

石や木を探して幌馬車を作

ナーはリヤカーを引いて︑

ーナーだ︒ウエスタンコー

ンコーナーとマルセイユコ

は大変だった︒２９０室で

ランチ︑夕食を作る︒朝食

た︒レストランでは朝食︑

ほどしてレストランに行っ

ーをした︒それから１か月

クションに分けるブッチャ

は︑肉や魚をさばいて各セ

パーティもしたが︑最初

を作っていた︒

ちの手作りでコーナー料理

コックが凄いのは︑自分た

どが多いと思うが︑当時の

と思う︒今は︑鉄板焼きな

いろいろなことをしていた

す︒そのころのコックは︑

に︑プラッターで盛りつけ

た︒そこも婚礼と同じよう

格的にコース料理を勉強し

チ専門のレストランで︑本

最後の１か月は︑フレン

く専門がいた︒

た︒従って︑オムレツを焼

とギャルソンが持って行っ

オーブンの黄色いコンテナ

００個くらい焼いた︒電気

出て︑最初にオムレツを１

ろう︒当時︑朝６時頃から

今はほとんどバイキングだ

され︑その都度出していた︒

ッグとか︑オムレツを注文

その①

一番の思い出はコーナー

をしていた︒目の前に桜島

回全国菓子工業組合連合会九州ブロック北九

ているが︑残念ながら３分

月間︑今の鹿児島のサンロ

宿泊客は１日３００〜４０

第

の１は作ったことがない︒

っていたので︑先輩と２人

に立ちたいと思い︑本日は

い方のために少しでもお役

合いがあるので︑地域の若

分は洋菓子の方と長いつき

うしようかと思ったが︑自

思うので︑講演の依頼をど

包丁を持つことが仕事だと

話すのではなく︑調理場で

料理人はマイクを持って

らって︑書いたノートには

る︒私が先輩から教えても

ケーキの作り方も書いてあ

ろくなった︒今は日本語で

ってくるとだんだんおもし

買ってもらい︑意味がわか

ないと思い︑先輩に辞書を

ランス語を覚えないといけ

れていたことだ︒それでフ

はすべてフランス語で書か

見て勉強した︒

にオムレツを焼いて並べ

る︒スチーマーの中に入れ

どツーオーダーで︑お客さ

０人だが︑その時はほとん

た時は噴火が凄く︑夜見る

が見えるホテルで︑私がい

て保温し︑オーダーが入る

でリヤカーを引いて︑集め

ホールケーキの作り方が出

た︒雰囲気を出しながらや

コーナー料理

ころは︑当時も今もないの

私はアルバイトをしなが

お伺いした︒

した︒

を講師に迎え﹁私と料理﹂をテーマに講演を行いま

州大会は天川正道氏︵元西日本工業倶楽部総料理長︶

ら︑北九州の黒崎駅にある

こうしてフランス語でケー
料理で︑これをしていると

とんどないが︑当時は

調理師学校に通い︑基本的

イヤルホテルに研修に行か

バットに布を敷き︑その上

な料理の技術を勉強した︒
キを勉強した︒

ではないか︒一番思い出に

ルと冷製料理２品で︑魚料

せてもらった︒その期間が

理は鮎の塩焼きを出した︒

とても勉強になり︑今の自

ないですかね﹂と言ったら︑

ソースは和食の板前さんか

当時︑結婚式が主流で宴

料理長に﹁せっかくのチャ

ら教えてもらったグリーン

会などはなかなか無く︑あ

た︒最初はメニューを書い

ンスだから行ってこい﹂と

ンホテルに見習いで入っ

て︑いつもフルーツだけじ

後押しされた︒私もいろい

ソースで︑キュウリを擦っ

た︒料理人になって一番驚

ということで承諾してもら

ゃおもしろくないと思い︑

てゼラチンで固めた︒その

と赤い炎が上がった︒

った︒冷蔵庫にメニューと

弥生会館の先輩にデザート

ろな国の料理を見たいとい

時は︑他の国を見ると自分

んがメニューを見てハムエ

がたくさんあり︑裏には馬

レシピを書いて貼りつけ︑

う好奇心があった︒日本の

ったことを今でも思い出

小屋もあった︒そしてワイ

みんなで一緒に仕事をし

を教えてもらった︒教えて

個人チームで行ったので︑

残っているのは︑ウエスタ

ゃんけんして席順を決め

ンセラーもあった︒一番驚

もらったのはスポンジケー

分があると思っている︒私

る︒１分の時間を計って︑

いたのは料理長がメニュー

た︒それをしていくうちに︑

キの焼き方で︑次はクレー

る程度暇だったので︑３か

順に熱いのを食べる︒真ん

を 書 い て い な い こ と︒﹁ 何

メモを取るようになった︒

いたのは︑当時のメニュー

中に座る人が一番よくて︑

で書いていないの﹂と若い

だったが︑ステーキコーナ

最後のほうには少ししかな

人に聞いた︒本人が書くの

ーションホテルに戻ったら

弥生会館のオープンの時

い︒忙しい中にも夜中に遊

まだに伝説になっており︑

った︒これは料理界ではい

６人でこの時が一番きつか

理長を入れて６人︑和食が

の当時︑洋食のコックは料

理長以下数名で入った︒そ

大会があった︒僕は氷より

世界大会はなかったが全国

籠を作った︒氷細工は当時︑

粉を混ぜて︑バスケットや

た︒しんこ細工はオイルと

しんこ細工を教えてもらっ

に︑バター細工や氷細工︑

ョンをした︒このころ先輩

工業倶楽部に副料理長とし

料理長から︑今の西日本

るようになった︒

中堅クラスの仕事まででき

館では３年間︑見習いから

をさせてもらった︒弥生会

あったが︑私たちの手の届

た︒戸畑の時にデザートは

デザートを全く知らなかっ

口で言うだけだった︒当時︑

フルーツの盛り合わせ﹂と︑

テーキにして︑デザートは

はこれ︑魚はこれ︑肉はス

ブルはこれにして︑スープ

﹁コースメニューのオード

が苦手なのかわからないが

分量はなかなか教えてくれ

ていた︒つくり方だけ書き︑

で︑全部フランス語で書い

ードブルからデザートま

のレシピがある︒当時はオ

日本工業倶楽部に行くまで

私が見習いの時から︑西

った︒

ろいろなものに挑戦してい

らまたおもしろくなり︑い

のものを調べたら︑それか

に興味を持って︑様々な国

った︒それから︑デザート

プ︑最後はブリオッシュだ

ーションをした︒当時は食

固め︑上に富士山のデコレ

ので︑酢飯を羽子板の形に

る料理を和風に仕上げたも

ある︒ゼリーで固めて食べ

かと考えたのが︑羽子板で

日本のものを作ったらどう

いといけないと思い︑いろ

それから︑まだ勉強しな

ないと思った︒

理を見たら︑足下にも及ば

できた︒しかし︑世界の料

か銅メダルをもらうことが

は無理だと思ったが︑何と

弥生会館での修行

は︑発泡スチロールでデコ

びながら︑いろいろな経験

ー料理をさせてもらった︒

イチを造った︒バター細工

料理長に﹁こういうことを

から３年くらいで宴会部門

にして︑オープンレセプシ

朝６時から夜中１

やろう﹂となって︑ホテル

とレストラン部門は閉鎖に

それから︑いろいろ取り入

３か月の研修期間にいろ

なり︑小倉の弥生会館に料

朝６時から夜中１時までフ

料理に興味があったので︑

交渉し︑少し人を入れても

けないと料理長が支配人に

なことをした︒これではい

ィをこなすなど︑いろいろ

事が終わったら︑おでん屋

ことも教えてもらった︒仕

弥生会館にいる時︑悪い

を入れて一生懸命やった︒

ったが︑その分︑料理に熱

で︑前が砂利道で水たまり

られない幽霊屋敷のよう

思い︑移った︒今では考え

が︑よその勉強もしたいと

まだ弥生会館にいたかった

て行かないかと言われた︒

ねでメニューを書きます﹂

れれば︑自分が見よう見ま

料と調理法だけを教えてく

で︑料理長に話をして﹁材

楽部はそういう状態なの

くところではなかった︒倶

ろいろなことに挑戦してき

みんなもやる気が出て︑い

と一緒にしていくうちに︑

いうものを見ながら若い人

書き込むようにした︒こう

ないので︑自分で計算して

いので﹁ちょっと無理じゃ

年の経験しかなく自信がな

クの話が来た︒僕は８︑９

してから︑料理オリンピッ

倶楽部に入って２年ほど

デザートがなく︑オードブ

当時の料理コンクールは

た︒

し︑茶わん蒸し風に仕立て

ンス風のコンソメゼリーに

１つは︑カニの甲羅をフラ

ーはフジヤマにした︒もう

って富士山を書き︑メニュ

紅もあったので︑それを使

が大変だった︒

ランス語なので︑調べるの

して︑特に原書は高く︑フ

理の本は１冊が３︑４万も

０万を超した︒フランス料

にいた時は本代だけで１０

いろな本を買った︒倶楽部

西日本工業倶楽
部で学んだこと
ル回転で︑これが半年間続

彫れるくらいしかできなか

らい︑若干︑余裕ができる

に５人くらいで行って︑じ

いた︒それも

ようになったら︑コーナー

次号に続く︒
料理をするようになった︒

料理オリンピッ
クへ出場
名でパーテ

デザートを教え
てもらう

が小さいので幌馬車は無理

れた︒しかし︑私が行って

20

やっていました﹂と説明し

天川 正道 氏（元西日本工業倶楽部総料理長）

た︒﹁ で は コ ー ナ ー 料 理 を

「私と料理」

時までフル回転

ツーオーダーの
朝食

卒業後︑戸畑のステーショ

17

いろな料理を教わり︑ステ

西日本工業倶楽部

12
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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︒

タ ー・ 全 菓 連 総 務 ︶ お 菓

渡辺嘉一郎︵コーディネー

の小学校や児童館でする時

ていただいています︒地域

の時は︑お菓子教室もさせ

お菓子屋さんが地域を生かすこととは

子屋さんにおいて地域を生
には野菜や果物︑お米も函

その④

をしていくことも大事だと

に参加したり︑協賛したり

ます︒地域の祭りや物産展

商店街で買うようにしてい

いたので︑なるべく近くの

さい﹂という言葉をいただ

なたも近所で買ってあげな

ろで商売しているなら︑あ

おばちゃんが﹁自分のとこ

子供の頃︑近所の八百屋の

粉︑黒豆を使っています︒

す︒人口

万人のうち︑家

あり︑２千名の隊員がいま

の航空自衛隊・小松基地が

だく︒また︑日本海側唯一

ちの商品も盛り上げていた

参加させ︑盛り上げる︒う

休みをとらせて︑お祭りに

ただけます︒うちも社員に

に︑うちの商品を使ってい

全国から来た方のお土産

の注文や︑それに関わって

ると︑お祭り絡みのお菓子

軒あり︑私

は菓子屋が今は８軒になり

顔が売れました︒私の町に

ました︒結果的にはそれで

３つも済ませることがあり

掛け持ちし︑会合を１日に

で︑町の中の役職を幾つか

は商店街や商工会や何か

動にも参加します︒多い時

す︒地域のボランティア活

には積極的に参加していま

・愛知︶ 地域のイベント

久村俊昌︵菓子工房くむら

いくことでした︒もともと

そのためには︑顔を売って

また励みでしてきました︒

ろう﹂というのが目標で︑

で一番の菓子屋になってや

れは跡を継ぐ以上︑この町

のいきさつを聞いた時﹁お

と値段設定されました︒そ

けで︑幾らで売りなさい﹂

の七つ盛りの目方はどれだ

たんです︒そのお菓子も﹁尺

たので︑慶弔関係が多かっ

時︑結婚式は自宅でしてい

族を入れると約７千名が関

私の家はこの町の人間では

ましたが昔は

思っています︒
那 谷 忠 之︵ 松 葉 屋・ 石 川 ︶

の店は一番新参者でした︒

ありません︒父親が借金し

ほどの小さな町なので︑う

張が多いので︑異動の際は

さんが集まり﹁久村が商売

時︑もともと

が昭和

やろうという気持ちできま

か町一番の菓子屋になって

を見て来ましたので︑何と

館ではとれますので︑こう

かすことは何でしょうか︒

係者なので︑積極的に自衛

て︑家を買い︑間口２間の

ちの従業員には積極的に地

うちの商品を持っていただ

をするから︑荒らされると

した︒そのためにお声がか

例えば地域の生産者から原
万人

あとは戦前︑戦後すぐから

元のお祭りに参加させてい

いています︒特に東北︑九

いけないので組合を作ろ

すと説明し︑地域の良いと

ます︒江戸時代から続く子

州方面の隊員の方が多いの

う﹂といって作り﹁おまえ

ころを理解してもらうよう

供歌舞伎があり︑義太夫語

で︑そちらの手土産に使っ

かればなるべく出ていくよ

一緒に町おこしをすること

りが後継者不足という話を

ていただき︑口コミで広め

うにして︑今はそれがよか

などがあると思います︒

聞いて︑たまたま従業員の

も入れ﹂となって︑会議が

ったと思っています︒

自分のところは人口

しているところです︒父親

商売を始めたのが最初で︑

１人が興味あったので︑会

ありました︒そこで﹁薯藷

にしています︒

は何をしたらいいのか考

ていただいています︒航空

饅頭は幾らで売れ﹂や︑当

吉田貴之︵吉田食品・北海

て﹁この菓子屋があってよ

え︑実践していくことが地

祭の時には会社をあげて応

いうお菓子に利用していま

隊のお手伝いをしていま

年に商売をした

子供の時分から親父の苦労

かった﹂という存在になれ

社でその社員のバックアッ

援しています︒

水上隆男︵みつやトロアメ

んとは親しくさせていただ

たらいいのですが︑経済的

プし︑今では３人いる義太

ゾ ン・ 山 口 ︶ 地 域 に と っ

いています︒どこでどうい

域を生かすことにつながっ

夫語りの１人です︒そうな

をするようにして︑農家さ

うものが育てられるか︑全
にも︑文化的にも︑人間的
ていくと思います︒私のと

道 ︶ 私 も 最 近︑ 食 材 探 し

く知らないので︑農家さん

ころも地域のいちごや米

代を譲った後は︑ぱたっと

また︑洋菓子協会の役員

てくれるといいなあ﹂と言

う少し変わったものを作っ

れんだと思います︒和菓子

になった当時︑飛ぶ鳥を落

屋にはのれんがあると思い

口を出さなくなりました︒

は少ないんです︒ベンツ乗

ます︒洋菓子はどんどんス

いながら︑松華堂さんに買

って︑クルーザー持って︑

いに行かれます︒これがの

と家内に話し︑たまたまタ

凄い勢いだなあという方

とす勢いのあった菓子屋さ

会員がいますから︑いろい

イミングよく譲りました︒

んで︑今残っているところ

い子はほとんどいないの

ろな部分でイベントをし

あとは口を出さないように

歳になったら息子に譲る

で︑いかにうまいこと引っ

て︑いろいろなところで新

私もそのまねをしようと︑

張って︑給与面も含めて魅

聞等に顔を出して﹁石川県

名の

力あるようにしていきた

〜
のお菓子とこの菓子屋があ

い︒まだ︑代替わりをして

合の青年部には

ってよかった﹂といわれる

水上

年くらいしかたっ

存在になれたらいいと思い

地域の方たちに﹁こ

程たっていますので︑老朽

ます︒

年

化もあり︑来年は新工場を

や︑存在を知らない方も多

また︑うちは工場が

っています︒

く︑活動がなかなかうまく

作り路面店も新しく作りた

青年部に入られてない方

いきません︒このため︑組

これからの目標
の青年部をさせていただい

合だけではなく︑経営者だ

ていないので︑そういわれ

いないので︑今は自分では

に取るのはお菓子がいい﹂

はお菓子屋が元気ある︑手

﹁子供のためだ︑これから

ストレスがたまりますが

しています︒２年くらいは

の２代前の理事長で︑半田

ケースもあります︒愛知県

が︑今は廃業されたという

のれんはないと思います︒

から︑私は︑洋菓子屋には

タイルが変わっていきます

いと思います︒今まで卸中

と重点的にアピールしてい

けではなく従業員︑それを

口を出せないですが︑数年
心でしたが︑自分の力で売

以内に新規の従業員を雇
りたい︑いいものをもっと

ありますが︑泣き言は言っ

日︑菓子技術講

氏︵ 菓 匠 雅 庵 ︶︑ ㈱ カ リ ョ

習会︑講師・皆川典雅

９月

行事予定

月６日︑和菓子製造

ー３階︑福井市



子なんだ﹂と聞きます︒﹁も

皆さん︑本日はあり

る存在になっていくために
支える幹部の方︑技術を持

渡辺

は︑経済的にも文化的にも
っている方で横のつながり

きましたが︑お客様から﹁あ

私のところは長男が洋菓子

気楽にやっています︒息子

そこは

でも有名な松華堂さんとい
たいです︒

極力参加し︑自分が参加で

が失敗しやがってというこ

のうちの店のために辛抱を

地域に貢献できないといけ

石川県は３月に北陸新幹

きない時は青年部のメンバ

ともあります︒２︑３千万

きたいと思います︒特に県
アピールしていきたいと︑

ないと思います︒そうする

線ができて︑県内は沸いて

ーに参加してもらって︑知

い︑これからも続けていき
を持ち︑勉強したいと思い︑

には何をすればいいのか考

います︒沸いてはいますが︑

名度を上げるようにしてい

で︑次男が和菓子なので︑

新幹線開業時に向け︑オー

え︑一つ一つ積み重ねてい

海の幸もあり︑地酒もあり︑

ます︒

てきません︒しかし︑息子

う和菓子屋さんがありま
プンを目指しています︒今

きたいと思います︒将来は

漆器︑九谷焼といろいろな

久村

から相談があった時には乗

するんだ﹂と口を出さない

研究会を作ろうと声をあげ

までとは違う新しい見せ方

山口銘菓といわれるような

お土産があるので︑その中

時に息子に全部譲りまし

ります︒今までの経験でこ

がらみのイベントは予算も
ました︒その活動を少しず

をしたいです︒お客様に今

お菓子を作れたらいいなと

でも︑特に関東圏から来て

た︒名古屋の亀屋芳広の花

うしてきたと言います︒

いつもがんばれと言ってい
つしていきたいです︒北海

までは︑見せたくない部分

思います︒

いただいたお客様には︑お

井金蔵さんは︑当時で路面

ます︒
道菓子工業組合理事長の長

もオープンにし︑工場も見

那谷

菓子を手に取っていただ

店が十何店舗もあっても︑

す︒最近は息子さんに譲ら

沼さんも︑北海道でイベン

えるようにして︑見える化

ていますので︑後継者をい

く︒そういう時︑単独でプ

れたので新しい商品が出て

トをしたいと言われてお

を進め︑安心・安全を売り

かに入れていくかです︒パ

レゼンしても弱いので︑組

がとうございました︒

り︑北海道新幹線の開業に

にした店作りで︑いかに楽

ティシエになりたい子はい

年いっても同じ菓

合わせ︑スイーツのイベン

しく買い物をしてもらえる

ても︑和菓子職人になりた

損しただろうということも

トをするためには︑若い力

かという取り組みをしてい

斉藤商会

津営業所︑津市

水利仲氏︵両口屋菓匠︶︑㈱

技術講習会︑講師・清

10

歳の

を借りなければならないと

きたいと思います︒

三重

65

10

29

私は８年前︑

なり︑私が中間役を買って

福井

職人さんも高齢化し

場作りをしていきたいと思

を出さなくてよかったと︑

65

多く︑知名度も上がるので︑ でいました︒このごろは口

25

最後にこれからの目

渡辺
ていますが︑北海道は移動

北海道菓子工業組合

菓子工房くむらの﹁酒蔵景気︵さかぐらけーき︶﹂

吉田

距離が長く︑広いんです︒

80

11

32

標を聞かせてください︒

70

にも貢献できることが大事

材料を調達する︑消費者と

す︒自衛隊の方は転勤や出

軒の菓子屋

12

10

だと思います︒そのために

新製品の開発と
地域におけるお菓子屋の役割

と知り合ってお菓子を作り

パネルディスカッション

ます︒農家さんのイベント

10
70
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聞
新
業
工
子
菓
（第三種郵便物認可）

第918号

屋としてのしあわせ」をテーマに講演会を行いま

れを言うとややこしくなる

の任には当たらないのでだ
めです」と言ったが、まわ
りの人も「ごめんな、西野、

その②

やりとりする機会も増え、

会議でもお会いしてお話を

させていただいて、関係が

より深くなっていった。だ

んだん友達みたいになって

きて、それでおもしろいな

と初めて思ってきた。愛知

や事務局、会計、副ブロッ

県、持ち回りでブロック長

ぞれのブロックの中で各

っていく組織である。それ

ックの中で各県が役割を担

ブロックに分け、そのブロ

まとめる組織である。地域

た。全国の菓子組合を取り

まだ全菓連青年部はなかっ

が最初に組合に入った時は

連という言葉を知った。私

で、何年かたった時、全菓

組合活動をしている中

かだ。恐らくは家業がそう

菓子屋を続けられているの

んだのか、もしくはなぜ和

おまえか」と思ったが、そ

た。「 余 計 な こ と を、 ま た

ら、先ほど言ったＫ氏だっ

が出てきた。誰かと思った

たいな余計なことを言う人

西野がいいと思います」み

た。そうしたら「事務局は

やるのか探り合いをしてい

は愛知県には少なく、誰が

菓連の役になるよという人

った。だから、自分から全

誤解されている部分も多か

時は動きが出始めたころで

ることになったのだが、当

局をやるのか役員会で決め

こで誰がブロック長、事務

知県に持ち回りがきた。そ

私が青年会にいる時に愛

はなぜか。例えば儲かるか

屋を続けられている。それ

は別として、現在はお菓子

選ばなかった。動機いかん

ったはずなのに、そちらを

われた。本当にこの人はか

ってくれ、手伝うよ」と言

よ、何かあったら何でも言

もないよ、西野ならできる

て「大丈夫だよ、何の心配

が、Ｋ氏が私のところに来

あ困ったな」と思っていた

成をしなければならず「あ

とめや事務処理、書類の作

部ブロックの各県の取りま

理解できていない中で、中

たことがなかった。全体を

連の行事に１回しか参加し

と。その時はまだ私は全菓

本当にどうしようかな

という大役を仰せつかった。

れで中部ブロックの事務局

り、即決してしまった。そ

職人さんは芸術品をつくっ

扱っている人間なんだぞ、

の社員に「五感の芸術品を

手前味噌になるが、うち

う。

りない四感ではないかと思

になった和食文化は１つ足

それから程なくして、中

答えた。

めさせていただきます」と

した、役不足ですけれど務

こまで言われて「わかりま

なわんなあと思ったが、そ

とまで言われているものを

常に多い。その中で芸術品

を知らない方が世の中に非

れているか。そうしたこと

義があり、どのようにいわ

の中に使われ、どういう意

いる商品が、どのように世

絡して「この会議の件はこ

困っていたので、Ｋ氏に連

をした時につながらなくて

る。たまたま前任者に連絡

わからないところが出てく

受けているが、いかんせん、

い。前任者から引き継ぎは

料を用意しなければいけな

なり、いろいろな書類・資

部ブロック会議をする段に

さんある。しかし、菓子屋

まう業種も世の中にはたく

なる。お客様が限られてし

以外の人すべてがお客様に

とは、広く考えると菓子屋

いのは菓子屋だ。というこ

い。菓子屋のお客にならな

いて、各県の方々と連絡を

の、事務局をさせていただ

いろいろ苦労はしたもの

（笑）。

かと本当に思った次第だ

しばらく続いて、やめよう

言われた。そういう状況が

者に聞いておいて」と軽く

ら「俺は知らないから前任

れでどうですか」と聞いた

必ずにこやかになる、笑う、

いない。お菓子を食べると、

ものを食べる人は世の中に

人に贈ることもできる。

いで自分が食べることも、

い。しかし、お菓子は家使

でご指導をお願いしたい。

なって頑張っていきたいの

すると思うが、中部一丸と

博が行われるので、またそ

部ブロックの三重県で菓子

十数年たつが、２年後に中

させてもらった。

きない、楽しい時間を過ご

おまえの骨は拾ったるで」

ク長であったりする。

だったからという方が多い

ら。または菓子づくりが楽

した。

ので、僕は「若輩なのでそ

みたいな感じで「それはい

きょうは「和菓子屋とし

のではないか。そうはいっ

しいからか。お客さんの笑

県を除き、中部ブロック６

てのしあわせ」という大層

ても、いろいろな勤め先、

かっこいいものではないと

文化だからとか。そんなに

いとか。日本の大事な伝統

顔が見られてすごくうれし

だから「販売員はアトリエ

えているアトリエである。

さながら芸術品を取りそろ

す。ということは、お店は

ているから芸術家だ」と話

ないか。

扱っていると思えるのでは

属している。幸せな商材を

扱うことは、幸せな業界に

する。

る。あまねくお客様が存在

ばらなくという業種であ

はすそ野も広く、次元もま

るのがお菓子である。

間や気持をすべて提供でき

心が落ち着く。そうした時

和菓子は視覚、嗅覚、味

のであり、和菓子には歴々

ている。それほど大事なも

にならない業種が１つだけ

菓子屋にとって、お客様

広く、そうした商材を扱う

価格帯も幅広く、認知度も

ず食品業界で菓子屋ほど、

家使い、ご贈答に関わら

子の広い発展、継承・伝承

日本の伝統文化である和菓

英知を集結して、この業界、

ばかりだと思う。皆さんの

の皆さんは意識が高い方々

ち次第である。本日ご参集

あとはどうするか。私た
思う。しかし、そういう部

マスターなんだよ」と話し

覚、聴覚、触覚の五感の芸

ことも独特である。例えば

をしていきながら、今の時

豆腐屋さんなら、豆腐はご
贈答にはしないし、ご贈答

代を作っていきたい。

ある。ほかの菓子屋である。

で無いと食べない人は、豆

お客様のところに持ってい
く時、自分が菓子屋なのに

腐屋さんのお客にはならな

たる歴史、創意工夫、先達

ほかの菓子屋でお菓子を買

の努力があり、その結晶が

って持っていくことはな

術品といわれている。五感

今の時代、自分の仕事も

をすべて使うものは世界中

しくは自分の仕事で扱って

今の形になっている。
私はそう信じている。先般、

探しても和菓子しかない。

ユネスコの重要無形文化財

終わりに
分も根底にはある。

そして、怒りながら甘い

こで皆さんのお知恵を拝借

全菓連にお世話になって

の旅行ではなかなか経験で

たくさんお話できる。普通

べられて、地場の方々とも

になれ、おいしいものも食

お菓子屋さんとも知り合い

だいて、現地のいろいろな

打ち合わせに行かせていた

県のいろいろな大会、会議、

なお題をつけているが、こ

就職の選択肢はほかにもあ

五感の芸術品

こで皆さんにお聞きしたい

西野 嘉高 氏

ことは、なぜ和菓子屋を選

全菓連青年部中
部ブロックの事
務局へ

西野 嘉高 氏（御菓子所松河屋）

和菓子屋 としての
しあわせ

全菓連青年部では第８回全国大会において西野

いよね」と集団裏切りにな

嘉高氏（御菓子所松河屋）を講師に迎え「和菓子

先月号より続く。
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御菓子所松河屋の
「名古屋 天守閣」
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洋菓子講習
日本菓子専門学校

教師

︻基礎編︼
阿部 悟

㎝×高さ４・５㎝セルクル３台分

ＮＡＧＯＭＩ 〜なごみ〜
直径

ＮＡＧＯＭＩ

〜なごみ〜
ｇを表面に散らす︒

番で絞り︑表面に粉

⑷⑶の上面に⑵の生地を丸
口金
糖をふるう︒

〜

分︶

⑸１７０℃のオーブンで焼
成する︒︵約
︽菓
菓子
子説
明明
︾
説
ミルクチョコレートのフ

ダコワーズ生地を層にして

ィナンシェ生地と抹茶味の

焼き上げました︒それぞれ

ｇ

粉末アーモンド⁝１２０ｇ

の生地に全粒粉を使用して

全粒粉⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

ｇ

抹茶⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

︻工
工程
程︼
⑴Ａを仕込む︒

食感が楽しめ︑仕込み工程
も簡単で︑仕上げのない焼
き菓子になります︒
洋菓子でありながら大納

べた方が和んでもらえるよ

り感じ取ることができ︑食

言と抹茶で﹁和﹂をしっか

①に合わせる︒

うに菓名もつけました︒ご

生地を休ませる︒

①全粒粉︑Ｂ

⑶紙を敷いた型に︑⑴の生

アーモンド︑粉糖を合わせ

地を１台につき１７０ｇを

贈答としても活用頂けます︒

①卵白とグラニュー糖で

ｇ

いるので︑ザックリとした

ｇ

粉糖⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

︻配
配合
合︼

50

しっかりしたメレンゲを作

⑵Ｂを仕込む︒

Ｐ
･ ︑粉末

Ｃ．仕上げ⁝⁝⁝⁝⁝粉糖

Ａ．フィナンシェショコラ

ｇ

卵白⁝⁝⁝⁝⁝⁝１２５ｇ
全粒粉⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝
Ｐ
･ ⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝３ｇ

45

絞り平らにして︑大納言

たものを卵白と混ぜ合わせ

②溶かしたチョコレート

る︒

を①に混ぜ合わせ冷蔵庫で

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。
話 ０３−３４００−８９０１
電

ＦＡＸ ０３−３４０７−５４８６

Ｂ

ｇ

粉末アーモンド⁝１００ｇ
粉糖⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

②粉類を合わせたものを

14

る︒

ｇ

バター⁝⁝⁝⁝⁝１２５ｇ
ミルクチョコレート⁝
蜜漬け大納言⁝⁝⁝⁝

グラニュー糖⁝⁝１２０ｇ

卵白⁝⁝⁝⁝⁝⁝１６０ｇ

Ｂ．抹茶のダコワーズ

50
60 15

12
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