名が参加

新年拡大合同役員会を開催
新年会には関係者

月末に取り

た、ＴＰＰの大筋合意につ

的にＰＲしていきます。ま

用し、日本の食文化を積極

結で、菓子業界にとっても

あると思います。ＴＰＰ妥

の重要な要素として菓子が

敬意を表する所です。和食

まとめられた総合的なＴＰ

ける競争も激しくなると思

があり、かつ国際環境にお

原料の問題など厳しいもの

いて、昨年の

年度補正予算及び

月に

の総会を菓子博代表者会議

れた。特に本年は、全菓連

了し、キャラクターやシン

００日前イベントが無事終

博覧会について「先日、５

回全国菓子大

三重県菓子工業組合岡理事

内に

事務局は、三重県伊勢庁舎

団体は増える予定。菓子博

今後もご協力を仰ぐ業者・

の各種業者が選定された。

明をする。開催にあたって

者が決まり次第、詳細の説

ついて説明された。

対応方針及び橘花榮光章に

り、菓子博に関する今後の

その後、山本専務理事よ

ラシも配られた（写真）。

され、菓子博をＰＲするチ

ご奉納も行う予定」と挨拶

には伊勢神宮へのお菓子の

博代表者会議の際、希望者

６月の全菓連の総会と菓子

を頂き、増員を行う。また、

ますが、各団体を通じても

ＨＰにおいて公表をしてい

の開催日程は農林水産省の

な説明を行います。各地で

の皆様方にきめ細かく丁寧

を皮切りに開催して、現場

７日の九州・沖縄ブロック

別・都道府県別の説明会を

農林水産省によるブロック

新時代キャラバンとして、

ました。これを受けて農政

菓子を食べて頂く社会を作

会長より「明るい社会、お

次に精糖工業会の久野前

います」と挨拶があった。

府・国会方面にお願いして

課題あり、慎重な検討を政

原料原産地の表示の問題が

思います。関連対策として

が通常国会で審議されると

府で具体化され、関連法案

た政策大綱を踏まえて、政

が参加した。
会議では先ず平成

年度

年間スケジュールが説明さ

６月

長より、第

の無形文化遺産に登録を

ています」と挨拶された。

ご参加いただければと思っ

会員の皆様方にも積極的に

お知らせいたしますので、

て、長い間、砂糖をご愛顧

して頑張っておられていま

て、本当の心のふるさとと

様方はお菓子を大切にし

っていくのが信念です。皆

名体制で進めている

〝 ホ ッ プ 〟、 食 を テ ー マ と

次に一般財団法人食品産

賜り、心から感謝御礼を申

は三重県志摩市の賢島宝生

したミラノ万博を〝ステッ

業センター村上理事長より

し上げます。砂糖屋の後継

一つずつ解決しながら、事

プ 〟、 ２ ０ ２ ０ 年 の 東 京 オ

「各国各地域に独特の菓子

者すべてが一生懸命良い砂

苑で行う。菓子博との合同

来賓の農林水産省岩瀬審

リンピック・パラリンピッ

がありますが、日本の菓子

17

会議終了後は同所におい

議官よりは「昨年はバター

クを〝ジャンプ〟として、

は日本の食文化を支えてき

き、ご尽力されることを期

拡大と業界の発展に引き続

ることにより、市場規模の

ック、日本が主導するケニ

オリンピック・パラリンピ

月上旬にブラジルのリオの

旬に伊勢志摩サミット、８

要な役割を果たしていると

食品産業全体の礎として重

す。現在の日本の菓子産業、

す」と乾杯の発声があった。

ま共々頑張ってまいりま

て、新年会も開かれた。

田菓子博実行委員長よりは

不足の問題、円安による原

海外に向かって日本の食文

故の無いように大成功に導

「会場計画は、全国のお菓

料価格の高騰など、経営環

化を積極的にＰＲしてきま

明された。

きたい」と挨拶された。濱

日に、会場視察及び外宮参

子をお客様に購入していた

境は厳しいものであったと

糖を作って、提供し、皆さ

懇親会を開催した後、同所

拝し、伊勢市のいせシティ

だきたく、売り場を見直し

承知しています。今後も消

たものであると思っていま

待しています。農林水産省

アでのアフリカ国際会議な

全国菓子工業組合連合会

総会の招集時期を毎事業年

以下の理由により、通常

っているため。

することが困難な状況とな

２月以内に通常総会を開催

となり、事業年度終了から

定款変更につき通知公告

度終了後２月以内から３月

条（総会の招集）

伴い、監事の権限強化され

組織に関する法律の改正に

でも、理事会の議決を経て、

会は必要があるときはいつ

終了後３月以内に、臨時総

２

第

以内に変更する。
年中小企業団体の

たところ。これに伴い、本

理事長が招集する。

平成

会での決算関係書類等の作

通常総会は毎事業年度

成に十分な時間を割く必要

41

に宿泊していただき、翌

プラザ（予定）において代

ている。また、売上が各県

す。加えて今年の５月の下

歳になり退任しまし

表者会議を挙行する、と説

組合様に残るような方法を

費者のニーズを的確に捉え

としましてホップ・ステッ

ど国際的な会議・イベント

•••••••••••••••••••
プ・ジャンプとしています

お伊勢さん菓子博２０１７のチラシ

があります。その機会を利

80

が、２０１３年のユネスコ

す。

次に全菓連、ビル会社の

検討しているので、販売業

24

27

28

長も参加した。会議終了後には業界関係者を招いての新年会も開催、約１５０名

記念館で新年拡大合同役員会を開催。本年も理事、監事以外の各都道府県の理事

と合同で行うため、日程を
ボルマークの決定をした。

います。昨年末に発表され

Ｐ関連政策大綱を踏まえ、

11

年度予算が閣議決定され

28 12

いろいろな課題や問題点を

が、行政・諸団体にご協力

150

日、明治

14

日に変更する。場所

全菓連、同共済ビルヂング㈱（理事長、社長大窪幹夫氏）では１月

全菓連・ビル会社
16

試算表が説明されたあと、

新年拡大合同役員会

第923号
（平成28年２月）
● http://www.zenkaren.net/
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（１） 平成28年２月15日

構成する意意見交換会を開
した。

取組事項に次の内容を追記

自主回収、情報の取扱いなどを追加

「食品事業者の５つの基本原則」
を見直し

大きいほど、広く告知をす

かつ、事故拡大の可能性が

健康被害の程度が大きく、

能性」の視点から判断され、

の程度」と「事故拡大の可

○ 製 品 回 収 は、「 健 康 被 害

応を記述。

○食品事故が起きた時の対

▽追加事項概要１

発信されることもあり、消

がその真偽が不明なままに

の安全や品質に関する情報

している中で、特定の商品

情報の伝達や拡散が迅速化

報発信の方法が多様化し、

ソーシャルメディア等情

【情報の取扱い・対応】

▽課題２

決定。

したことを背景に、平成

示等の事件が相次いで発生

年、食品の偽装表
催、このほど同原則を追記
▽課題１

る回収の必要性が高まる。

平成

・整理し、改訂版を作成し
【自主回収件数の増加】
食品の自主回収件数につ

た。

費者の信頼や安心に大きな

◎食品事業者の５つの基本

影響を及ぼしている。

年に食品業界において個々

○プライベートブランド製

▽追加事項概要２

の食品事業者がコンプライ
いては、近年、増加してお
品の回収要件は、メーカー

原則の改定概要について

とプライベートブランドオ

アンス意識を高めるための

年

年１月の異物混

策定の手引き～５つの基本

信頼性向上自主行動計画』

割を果たしてきた「食品事

の「道しるべ」としての役

従った行動をしていくため

一方で、食品は、限りあ

ろ。

度には、千件を超えたとこ

入事案等により、平成

○人の健康を損なうおそれ

体制を整備することが必要。

急時に円滑な対応ができる

ーナーで事前に協議し、緊

て適切な初動対応を行い、

れの事案の発生状況に応じ

に早くなっており、それぞ

○情報の伝達や拡散が格段

り、平成

原則～」が策定され、組合
業者の５つの基本原則」は、
る資源でもあり、食品ロス

消費者に適切に情報を提供

食品事業者が社会規範に

員の企業には自主行動計画
現在でも十分有効であり、

することが必要。

指 標 と し て「『 食 品 業 界 の

を作っていただき信頼性向
がなく、法令違反でないも

消費者基点の明確化

「食品事業者の５つの基本原則」
の概要
○基本原則１

消費者を基点として、消費者に対して安全で信頼さ
コンプライアンス意識の確立

れる食品を提供することを基本方針とします。
○基本原則２

取り巻く社会環境の変化に適切に対応し、法令や社

会規範を遵守し、社会倫理に沿った企業活動を進め

適切な衛生管理・品質管理の基本

ていきます。
○基本原則３

安全で信頼される食品を消費者に提供するために、

適切な衛生管理・品質管理のための体制整備

適切な衛生・品質管理をしていきます。
○基本原則４

適切な衛生・品質管理を行う体制を整備し、それが
情報の収集・伝達・開示等の取組

形骸化しないよう改善を行っていきます。
○基本原則５

消費者などの信頼や満足感を確保するため、常に誠

実で透明性の高い双方向のコミュニケーションを行

る事案・課題を踏まえ、食

また、近年の食品に関す

なものが、きちんと回収さ

本的考え方を共有し、必要

ーンの各構成員が回収の基

消費者を含めたフードチェ

食品事業者だけでなく、

事案ごとに検討し、対応を

発生させることを認識し、

品回収の実施が食品ロスを

う場合には、必要以上の製

企業の経営判断で回収を行

収の必要はない。ただし、

異なる点があることに気づ

▽課題３

とも大切。

明性を高める取組を行うこ

らう機会を設けるなど、透

な範囲で製造過程を見ても

○日頃から、消費者に可能

づき、追加していただきた

不十分であれば同原則に基

ての意識を向上させ、事業

入に対する食品防御につい

○意図的な毒物等の異物混

▽追加事項概要３

の対応】

【意図的な毒物等の混入へ

参考とされたい。

思わせない職場の風土作り

②意図的な混入をしようと

難い環境作り

①意図的に毒物等を混入し

策を進めることが重要。

者の状況に応じた以下の対

います。

示や意図的な毒物混入など

品事業者の取組の参考とし

れるようにすることが大切。

いた場合には、食べずに事

られている。

を踏まえ「食品事業者の５

て「食品事業者の５つの基

いて食品のリスクの大きさ

に基づいた企業行動に取り

つの基本原則」を見直すた

本原則」に関する具体的な

を判断していただくこと。

組むことが重要。

め、食品業界団体、消費者

る小売事業者や外食事業者

昨今のメニューの不適正表

団体、マスコミ、有識者で

は、店舗の従業員と消費者

同省よりは全菓連に、改

◎全菓連への要望

対象表が同省のホームペー

小売事業者編は全文と新旧

品輸入事業者編や食品製造

行動推進班０３―６７３８

品企業行動室担当者：企業

食料産業局食品製造課食

い旨の要望があった。食品

▽消費者の方々へ

訂版の「食品事業者の５つ

―６１６６

業者や保健所等に連絡する

①食品事業者の取組の情報

ジより、取得できるので、

③科学的な根拠を重視した

③意図的な混入が実行し難

を積極的に入手して理解を

の基本原則」を参考され、

との対話による販売や情報

い環境をつくるとともに、

深め、食品は正しく取扱っ

判断を適切に行い、消費者

なお、食品の販売に携わ

職場等での信頼関係や良好

ていただくこと。その上で、

意見交換会では、食品事

http://www.maff.go.jp/
j/shokusan/kikaku/sinr
ai/iken_koukan.html

る食品関係事業者も、万一

な人間関係の構築などによ

健康に関わる事案であるか

▽問合先

に備えてあらかじめ回収の

り、意図的な混入をしたい

どうかを見極める目を養

事業者の５つの基本原則に

ドチェーンとマスコミを含

判断の考え方や回収の方法

と思わせない職場の風土、

置の投資に係る固定資産税

―３５０１―１７６５、財

ついての品製造事業者・食

め関係する者全体で認識を

を考えておくことも必要。

食品安全文化を醸成するこ

切な対応をしていただくこ

の特例で詳細は次の通り。

務課０３―３５０１―５８

ことで被害の拡大防止等に

共有し、それぞれの役割に

②食品事業者は問題が発生

と。

と。

予算・税制改正のポイント

○中小企業が生産性を高め

０３

協力いただくこと。

取り組んでいただくことが

した時に情報提供するだけ

▽報道関係者の方々へ

②製品回収等に当たって

を案内している。なかでも

る機械装置を新たに取得し

情報を発信していただくこ

重要という議論が行われ

でなく、消費者や報道関係

①食品事業者は自らの取組

は、公的機関等からの正確

税制改正で事業を後押しす

た場合の固定資産税（１・

と。

た。そこで、関係者に期待

者の理解を得ることができ

についての情報公開を進め

な情報を入手するようにし

るため「新たに取得する機

の交換を増やしていただく

する取組を、同会からのメ

るように、常日頃から積極

ています。食品事業者の取

ていただき、それに基づき

械装置の固定資産税の軽

こと。

ッセージとして発信した。

的に安全性の情報と品質に

組の情報を積極的に入手し

行動し、異味や異臭を感じ

と報道関係者の理解を得る

◎フードチェーンに関わる

関する情報を明確にした上

て理解を深めていただくこ

たり、外見や包装に普段と

努力を続けること。

方々に期待する取組の内容

で、情報発信を行うととも

と。

業者が取り組む事項だけで

①食品事業者はできる限

に消費者とのコミュニケー

②正確な知識と情報に基づ

▽食品事業者の方々へ

小企業・小規模事業者関係

中小企業庁では現在、中

同制度は、新たな機械装

減」を新設した。

新たに取得する機械装
置の固定資産税の軽減

年度末までの投資）

中小企業庁・企画課０３

○問合先

平成

対 象 と な る。（ 適 用 期 限・

得する機械装置（新品）が

○法の認定計画に基づき取

１／２に軽減する。

４％）を３年間にわたって

•••••••••••••••••••••••••••••

り、無駄な食品廃棄を減ら

また、消費者と直接接す

ションを図ることが重要。

30

い、事案が起こった時に適

すことに留意し、行政の助

（抜粋）

言も得ながら、製品回収の

なく、消費者を含めたフー

意見交換会からのメッセージ

その後、農林水産省では、

のについては、基本的に回

20

を削減していくことも求め

26

19

上に努めていただいていた。 食品事業者はこの基本原則

27

平成28年２月15日 （２）
（毎月 15 日発行）

聞
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業
工
子
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（第三種郵便物認可）

第923号

仕事をして、商売をして人
開いています。会合の中で

埼 玉 県・
「年に３回会合を
強会などを毎月の例会で行

り、お客様を招いたり、勉

山 梨 県・
「会員は

てたいと思います」。

名程で

と会う事が人生の一番大事

県菓子工業組合青年部木内

れる全国菓子大博覧会・三

としましては、来年開催さ

より「青年部第９期の役目

をするかで結果が出てくる

です。自分がどれだけ努力

る人が悪いわけではないの

る人が必ず出てきます。去

すが、それでも残る人と去

く人と会っていると思いま

おかげさまで、他人より多

な事を私は思っています。

県青年部も高齢化してお

と報告がありました。埼玉

なかなか合格がもらえない

り、何度も試作をしたが、

修スィーツの制作依頼があ

場浩司さんより的場浩司監

る組合から、タレントの的

は近況報告を行います。あ

を招かずに、会員同士での

会を開催しています。講師

や業者を招いて材料の勉強

栃 木 県・「 年 ２ 回、 講 習 会

した」。

期会長は生田剛氏になりま

回の懇親会があります。次

っています。他に年４～５

「次回の関東甲信越ブロッ

次に内ケ嶋ブロックより

総会等を行いました」。

販売を行いました。その他、

玄公祭などにも出店して、

祭りに参加しています。信

で地元の地場産業会館のお

すが、親会の補助という形

茨城大会を開催

部長より「当地は東のはず

重での成功につなげるため

ブロ
ック

関東・甲信

第８回全国菓子工業組合

れにあり不便な所ですが、

の橋渡しが大きな使命と感

全菓連青年部
関東・甲信越
連合会青年部

温暖な住みやすい地域でも

第８回

越ブロック茨城大会は、２

あります。本日は１日この

青年部員が参加した。全菓

地域で会議をしていただ
行委員長と連携をとりなが

じています。全菓博濱田実
が減っているのは全国どこ

と思っています。組合員数
で、

月の会合で親会の理

り、若手の参加が少ないの

近々では、パンフレットや

意 見 交 換 会 を 行 い ま す。

る」と発表があった。

ク大会は千葉県で開催す

合専務理事、青年部槌谷部

か、大槻茨城県菓子工業組
挨拶の言葉を述べた。全菓

おもてなしいたします」と

ていきます。大手のショッ

ック長と相談しながら進め

を青年部で行う事を各ブロ

ら、プレ全菓博のイベント

の力がどのくらい大きいか

増えた県が二つあり、皆様

一生懸命行っている所は、

でも同様ですが、青年部が

千 葉 県・「 年 に

しました」。

輩方に若手の参加をお願い

事長に、各地域の親会の先

長 野 県・
「年３～４回の懇

した」。

ち寄り、意見交換を行いま

チラシやＤＭ等の媒体を持

スター）を講師に迎え「和

髙島屋バイヤー和菓子マイ

として畑主税氏（株式会社

いますので、

命やろうと思

る事を一生懸

部第９期やれ

す。我々青年

だと思いま

年一年の行動

に対する、今

せられた三重の菓子博覧会

な時期で時間を取るのが大

いるので、商売で一番大変

「今、皆様は主役でやって

全菓連面澤副理事長より

をしています」と述べた。

して開催できないかと準備

第１回目のプレイベントと

ブロックと連携し、これを

開催依頼がきています。各

の旗艦店でプレイベントの

ピングセンターより、全国

栖菓子組合では神栖フェス

れぞれ活動をしており、神

います。各地区の皆様がそ

を対象とした勉強会をして

を中心として、菓子組合員

います。その後、水戸地区

後バーベキュー大会等を行

り大勢の方が参加し、その

毎年ソフトボール大会があ

茨 城 県・
「茨城県は７月に

告があった。

その後、各都県の活動報

と実感しました」と述べた。

独自に東京菓業青年会があ

組合の下部組織ではなく、

東 京 都・
「東京都菓子工業

んなで訪問します」。

に２～３回散策がてらにみ

京の合羽橋が近いので、年

に２～３回開催します。東

をしています。理事会を年

を中心としてお菓子の販売

年に２～３回青年部・組合

関係では、県庁のロビーで

新を担当しています。販売

ージのスィーツプラザの更

を行っています。ホームペ

や専門の先生を招き講習会

すので、皆様の意見を役立

時に意見交換を行っていま

名程度です。年

新 潟 県・
「新潟県は会員

きました」。

お越しになり盛大に開催で

ました。過去の会長なども

として、記念式典を開催し

代表しています。前年

月

らず、長野市菓青会として

全体としてまとまってはお

します。長野県は、長野県

者と話をする勉強会を開催

に行われた。

務理事の乾杯のもと賑やか

茨城県菓子工業組合大槻専

連面澤副理事長の挨拶と協

組合青年部木内部長、全菓

懇親会は、茨城県菓子工業

開 催 さ れ た（ 以 後 掲 載 ）。

めに」をテーマに講演会が

回、 業 者

連青年部内ケ嶋関東甲信越

皆様のご協力

変だと思います。暇という

タにみんなで出店をしま

年後に紡ぐた

・ご支援を賜

のはないのではなく、暇を

す」。

菓子の潮流

りたいと思い

作らない人が悪いのだと叩

塗りの仕方と同じである。

周年大会

回の総会

の杉のご神木では、鹿島神

月神無月であり、鹿島の

び鹿島神宮を訪問した。

工場見学（次号に掲載）及

では、木内製菓株式会社の

翌日のエクスカーション

力業者５社の紹介のあと、

30

参加した。
大会では、開催県の茨城

ます」と述べ

き込まれました。一生懸命

○正式参拝を行い、木内

周りに糸が垂れ下がってい

忠公より奉納された。建物

宮が一番で、最高、最長、

杉と呼ばれるご神木がある。

長野菓業青年会

た。全菓連青

部長が玉串を奉納した。正

鹿島神宮も訪問

設けている。一番奥にご神

るが、御供え物が常に露出

木があり、杉の大木で樹齢

式参拝をしたところが拝殿

真ん中に石の間と呼ばれ、

島のお祭りから、春のお祭

３つの作りで鹿島神宮本殿

３月９日に、茨城県菓子

○６月に横綱白鳳関が土

しているのでカラス除けを

俵入りしたが、その時に鹿

が１３００年、根回りが

とよばれ、奥に本殿がある。

地区から祭頭祭が奉納され

といわれている。創建が１

りで全国を歩くという。

る。全国の春のお祭りで一

島神宮が初めて相撲の起源

工業組合青年部木内部長の

番最初に行われる祭りで、

ｍある。関東
めてみんなが知った。鹿島

は後ろの屋根が下がり、前

えられ、１６３４年、徳川

ｍ、高さが

うに鹿島から始まり、全国

の神様と諏訪の神様が力比

最大と呼ばれている。ご神

６１９年、徳川２代将軍秀

に春を告げるお祭りであ

木が本殿に倒れないよう

が展示されている。また、

に流れるように作られる流

安政の大地震は起きたのが

造と言われ、江戸時代に盛

くに、境内の中で二番目に

べをしたのが相撲の起源と

大きい樹齢７００年の二郎

言われている。国技館にそ

○あざやかな朱色の楼門

る。寅さんの映画にもある

は日本三大楼門の一つに数

が、柴又の家を出るときに

なっている。漆塗りで装飾

○宝物殿では国宝の直刀

され、日光東照宮の作り、

頼房公より奉納された。近

の神様が祀られている。

○御厨社があり、食べ物

に、ワイヤーを張っている。

あるから出かける」という
セリフがある。寅さんは鹿

る絵もある。

神様より先陣を切って治め

ので、要石を持ち、伊勢の

地震を治める神様で有名な

を応援する風刺絵もある。

が起きると儲かるので、鯰

工や瓦屋などがいて、地震

な人たち、鯰の後ろには大

神様の後ろに役人など裕福

れている。絵には、鹿島の

らしめている鯰絵が展示さ

鯰が悪さしたのだろうと懲

時、江戸で大地震があり、

神様も出雲へ行っている

10

1

60

11
鹿島神宮本殿とご神木

茨城県菓子工業組合青年部・木内部長

年部槌谷部長

1

んになった神殿造りの社に

であると、相撲関係者も含

12

の絵が飾られてある。

鹿島立ちという言葉あるよ

親会を含めて、その中で業

ブロック長より「我々に課

12

長、松下九州ブロック長が

本会議終了後、記念講演

き、茨城県の部員が皆様を

テルで開催され、約

名の

10

月３日、鹿島セントラルホ

10

連からは、面澤副理事長ほ

40

「これから鹿島のお祭りが

43
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えるようになり進路も迷う

は自分も家業を継ぐ」と考

しても洋テイストを取り入

氏は商品開発の上で、どう

もらいたいと考える弘太朗

達にもっと和菓子を食べて

を提供しているが、若い人

誠実な姿勢を崩さずに商品

を丁寧につくり上げてゆく

走らず、本来の味とかたち

からたくさんの外客を集

だことから主に瀬戸内各県

を開き大阪との航路を結ん

当時の別府は明治初期に港

に移り住んだことが創り。

地を求め四国から別府の町

初代・浜野イシさんが新天

讃州堂の歴史を紐解くと

歴史に厚みを増している。

当主が築いてきた讃州堂の

の変化に柔軟に対応するこ

子製法に磨きをかけ、時代

け継がれてきた伝統の和菓

このように当主が代々受

商品になっている。

ューシー」と大人気の看板

り「サクっとした食感でジ

白餡を雪平生地で包んでお

は新鮮な苺と程よい甘さの

品化させた「いちご大福」

いた。

たい」と意欲をかきたてて

できるよう品揃えを充実し

っとお客様のニーズに対応

く一品ずつ我が物とし、も

るので基本を忘れることな

手掛けていない品はまだあ

染みのある和菓子の中にも

先を見るだけではなく、馴

に満たないようで「時代の

先人への感謝を忘れず自分流に

源泉数、湧出量ともに日

ことなく、高校卒業後は東

れることが多くなるため、

め、湯治場から温泉町に発

とで進化を重ねてきた讃州

さんしゅうどう

本一を誇る温泉都市・別府

京製菓学校で菓子製造の基

和菓子の基本である餡や素
材の良さを損なうことなく

州堂

の高速ＩＣから程近い鶴見

礎を学び、神奈川県の和菓

年超の老舗 讃

町で日々菓子づくりに励む

子店で修業した後、別府に

若いが、２年前に１３０年
戻った。それからは父親で
堂だが、弘太朗氏はまだ意

局長・早瀬大雄

大分県菓子工業組合事務

歳とまだ

讃
展する過程で一攫千金を夢

末光弘太朗氏は

以上続く老舗和菓子店
最大限に活かせるよう心掛

し、故郷の讃州（現在の香

日（土）、 日（日）
時、東京製菓学校

回菓子祭が開催される。

（新宿区高田馬場）にて第

時～

２月

東京製菓学校 第

らお年寄りまで幅広い年齢

りん」は今や小さな子供か

ぁっどら」と「和三盆糖ぷ

ら弘太朗氏の代表作「ふわ

氏がいち早く研究を重ね商

が良く、中でも先代の昌弘

肥を使った菓子は特に評判

二重餅」と言うように、求

店の基本は「創業者の羽

和風・洋風喫茶コーナー

和菓子実演喫茶コーナー

作品展示コーナー

学生作品・特選銘菓。教師

回菓子祭を開催

•••••••••••••••••••

あり５代目の末光昌弘氏の

移住したため町は多くの人

州堂を受け継いだ６代目当

自身が考案した、パンケ
で活気に満ち溢れていた。

見た大勢の人達が海を渡り

歳の時に会社を

その中でイシさんは「羽二

川県）から名をとった讃州

重餅」の製造販売を商いと

徴や素材に特化するだけで

使用したプリンも、その特

ーキのようにやわらかい食

けている。

子を学び

表千家御用達の讃州堂は

任された。

華美なものや奇抜なものに

感のどら焼きや和三盆糖を

もとで歴史ある讃州堂の菓

主である。
幼い頃から店舗２階の自
宅で生活をしていた弘太朗
氏は、家族の働く姿を見て
育ったため自然と「いずれ

なく、総合的にバランスの

コーナー等の内容を用意し

本年も体験・展示・実演各

ている。

層から支持を得て、歴代の

○催事内容

別府の発展とともに大きく

年の創業以来、

28

成長したのである。

堂は明治

16 27

材料を厳選し何度も試作を

よい商品に仕上がるよう原

10
53

重ねてつくり上げた。これ

13

27

全 菓 連
関東甲信越

三重菓子博について議論白熱

三副組合長の閉会のことば

致しましたが当組合杉田禮

歓迎の挨拶、関東甲信越ブ

り同組合神戸武士理事長の

長の開会のことばから始ま

子工業組合石川雅雄副理事

会議では開催地埼玉県菓

における褒賞のあり方変更

は二つです。一つは菓子博

他。議論の中心に成ったの

次期開催県について⑥その

「三重菓子博」について⑤

よりの近況と提案事項④

告及び収支決算報告③各県

させて頂きました。

立食カクテルパーティーと

貸し切りでスツール使用の

やすいようにカフェバーを

回二次会場は外交活動がし

外交の席となりました。今

の目前の菓子博を主とした

リラックスして頂いた上で

年ぶりです。日本

すので開催場所

の選定に頭を悩
ませました結
果、ありのまま
の武蔵野の自然
をそのまま見て
もらおうと埼玉
県菓子工業組合
事務所所在地の
熊谷市内での開

年の記録

レストランコーナー
洋菓子・パンの体験・実演
・販売コーナー
キッズ・ゲームコーナー
入学案内相談コーナー
教師によるデモンストレー
ションなど
○住所・東京都新宿区高田
馬場一―十四―一
○問い合わせ先
☎〇一二〇―八〇―七一
七二

を見ますと参加１回につき
金４５０万円から５００万
円強の参加費用がかかって
います。昨今の当組合経済
状況から三重菓子博への参
加がいまだ決定出来ないで
います。費用の問題で埼玉
県と上田清埼玉県知事のご
協力を得ないと参加表明が
出来ない状況です。埼玉県

事長兼専務理事・中島祥夫

埼玉県菓子工業組合副理

す。

認し、本文章の結びとしま

合最大の課題である事を確

するかが将来に向けた当組

立金システムをいかに構築

子博参加に向けた費用の積

催となりました。 の協力をいかに得るかと菓
最後になりま
したが当組合の
菓子大博覧会へ
の取り組みを紹
介します。当組
合は戦後再開以

きました。ここ

来全部の菓子博に参加して

全菓連関東甲信越ブロック会議

開催は

一観光地が少ない埼玉県で

10

の混乱に伴い各県参加費用

捻出に難航しているという
事です。議論は予定時間を

会大窪幹夫理事長の挨拶の

で無事終了しました。間に

大幅に超過するまでに白熱

後に議事に入りました。各

理事長会議を挟んで時間が

日、熊谷

市四季の湯温泉ホテル・ヘ
県組合功労者表彰に続いて

押せ押せとなりましたが懇

月

リテイジに於いて全菓連関

の審議議案は以下です。①

親会・二次会と埼玉の夜は

年

東ブロック会議が開催され

年度ブロック会事業報

全菓連の近況について②平

ロック幹事長茨城県菓子工

に伴う各県組合内での各組

埼玉県でのブロック会議

合員の混乱、もう一つはそ

26

業組合面澤義昌理事長の挨

した。

成

21

三重菓子博の議案を主とし

10

白熱した議論が展開されま

平成
27

拶、全国菓子工業組合連合

20

ブロック会議埼玉大会

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

６代目の末光弘太朗氏
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組合創立

周年記念式典開催

「戦わない経営哲学～景気
念祝賀会では、和気あいあ

引き続き行われました記
にした上生菓子５点盛を完

職人が〝お正月〟をテーマ
っ越しを

新装移転を行いました。引
月８日に行い、

・不景気は経営者次第！」

開催しました。

という演題で記念講演会を
ームなども楽しみながら、

いとした雰囲気の中で、ゲ

ことができました。観客か

高さと菓子業界をＰＲする

成させ、菓子職人の技能の

なりました。

階に変わり大変使いやすく

今までのビルの４階から１

尚、本年度行われました

え、大変励みになりました。

らは多くの感嘆の声が聞こ

ち寄りを頂きたいと思いま

皆様、是非とも１度お立

りました。

創立

周年を祝い散会とな

は、平山伸治理事長の式辞、

記念式典におきまして

田中義乃副理事長の
す。

事長・田中義乃

福井県菓子工業組合副理

・懸案でありました菓子組

に

周年を機

徳島独自の文化を発信

•••••••••••••••••••

に、福井市問屋町１―

合事務所ですが

周年の記念事業とし

ましては、

創立

・
西武福井店で行われました

月３日～８日まで

に亘り組合事業に功績を残

氏、前理事長の村中正洋氏
〝福井とっておきフェア〟

年

された元理事長の江川正典

記念事業報告のあと、永年

周年

メディアでも活躍されてい

代表の杉山清氏お招きして

る「杉山フルーツショップ」

式典に先立ち午後２時から

組合事務所も新装移転

福井県菓子工業組合創立
年

日、ホテルフジタ福

周年記念式典を平成

１月
井にて開催いたしました。

年 傘寿どこ吹く風

大窪理事長、山本専務理事、

井県副知事はじめ、全菓連

ご来賓には、石塚博英福

子のプレゼントをさせてい

毎に、紅白饅頭の配布、菓

ディスプレイし、ブロック

の入り口には〝饅頭箱〟を

日、東京・新宿高島屋にお

くための取り組みです。

の魅力を広く知っていただ

阿波徳島に伝わる伝統菓子

も数えられ、江戸時代より

伝統素材で作る素朴ながら

に阿波三盆糖という日本の

まれてきました。小豆と米

て、広く徳島の家庭で親し

まだまだ認知度の低い阿波

を思い浮かべる方が多く、

いえば「名古屋ういろう」

関東圏で「ういろう」と

り、なかでも「世界にも通

知っていただくことにな

舗の取り組みについて広く

徳島の和菓子界、新旧の店

こだわりの商品を出品し、

し、全国のお客様のもとへ

阿波ういろのＰＲを通

ました。

学びを得ることにつながり

後の活動に生かせる大きな

用する日本のお土産」に選

徳島独自の文化を発信して

日～

ういろですが、イベントで

２０１５年９月

「 阿 波 う い ろ 」ブ ラ ン ド 化 ！

久村中部ブロック長にご臨

きまして、徳島県菓子工業

奥深い味は、現在も徳島県

日には県の産業会

米粉のもっちりとした食

月

ベント出展を行いました。

・
館におきまして、職人の技

ていただきました。
最後に宮村秀美専務理事

いくことは徳島の和菓子業

きな目標であり、これから

界を担う私達にとっての大

も組合員一同、力を合せ邁

ばれた「鳴門っ娘」（鳳月坊）

目を集めイベントを活性化

進していきたいと思います。

の出品は多くのお客様の注

し、短い開催期間ながら、

は、トークショーやお客様

ョン、試食等を通して好評

こうした大舞台でふるさと

との活発なコミュニケーシ

を博し、阿波ういろの魅力

内ほとんどの和菓子屋が手

自の風味を磨きつつ、徳島

を新しいお客様へと届ける

ブランド戦略委員会委員

掛ける郷土菓子として、独

県を上げてのＰＲの後押し

徳島の魅力を発信する機会

感が魅力の「阿波ういろ」

日本三大ういろの一つに

や、和の文化が見直される

ことが出来ました。また、

をいただけたことは、主催

は、ハレの日のお菓子とし

茶にも合うそうです。商品

流れを受けて、今ふたたび

者である私達にとっても今

長・西川弘祐

県内の和菓子店が阿波うい

テーマは「阿波ういろ」

未満の新進気鋭の若手菓子

名は、仙台の新興住宅地の

のブランド化！

クッキーのような風味が広

中山に店を構えたことから

歳

した。

がる。食感はしっとり柔ら

中山をもじって「奈か山」

ろ以外にもそれぞれ自社の

能向上を目指した〝技の祭

子作りに向き合うことが出

か。隠し味に練乳を練りこ

「阿波ういろ」として注目

典〟に参加し、県内の

来ると思うよ」 菓子は人

み。餡は北海道産大納言小

を集めています。

が組合活動の今後の抱負と

なりの心をモットーに技術
の向上に精進した結果が

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

和菓子一筋

和楽

コレート開発室のスタッフ

行われました。その後チョ

と命名、一つ一つを丁寧に

この日参加した一行は、

よりチョコレート製品の分

工場内でのラインの見学も

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

不二製油阪南事業所に到着

類や規格、健康チョコレー

豆と生りんごを蒸して裏ご

れました。

した後、まずはフジサニー

ト、チョコレートの取り扱

す。
また菓子組合主催の和菓
子講習会の講師を務めるな

２０１５年

製油株式会社阪南事業所で

研究会（中島孝夫委員長：

的には大阪の菓子全体の発

で生かすことにより、将来

それぞれが菓子の製造現場

を改めて学ぶ機会を設けら

ートについての特徴や製法

事業所を見学し、チョコレ

るまでの流れなどを学び、

らチョコレートの製品にな

一連の処理工程や、そこか

られています。

開催されました。

子を全国に発信して行きた

プラザで事業所説明を受け

いについてなどの詳しい説

歳の現在に繋がっているの

展を目指し、また大阪の菓

菓子研究会で勉強会を開催

いという考えの元、今回の

ました。その後見学者はマ

明会が行われ、また大阪府

手造りする。お客様に評判

勉強会が実施されることと

ーガリン工場とチョコレー

菓子工業組合向けの試作品

が良く遠方からも和菓子を

この度実施された第１回

ト工場の２つに分かれてそ

も用意されました。

しし、白餡と混ぜて使った

す。立ち上げに際し菓子研

勉強会では、高カカオチョ

れぞれ見学が行われまし

研究会では次回、砂糖に

２種類である。甘さ控えめ。

究会では、昨今の原材料費

コレートや乳酸菌入りのチ

た。マーガリン工場では、

ついての勉強会を予定して

でしょうか。そして本人が

高騰や消費税の増税などに

ョコレートなど健康志向の

その製造工程について説明

おり、今後継続して実施し

開発した「奈か山」は和菓

より菓子業界に非常に厳し

商品が流行っていることを

を受けた後製造ラインを見

ていくことで新たな商品開

四季それぞれの自然を取

この度、大阪府菓子工業

い状態が続いていることを

受けて、このような体に良

学。チョコレート工場では

発などに役立てたいと考え

り入れた和菓子や洗練され

を営んでおります。

和菓子司
歳の人生

年５月から宮城

畠山保雄さん
は、昭和

組合の菓子研究会が主催と

受けて、このままでは業界

い商品の商品開発を大阪府

カカオ豆の産地で行われて

求め「和楽」さんに買いに

念をもって和菓子造りに専

なり、新たに菓子に関する

全体が衰退していくのでは

菓子工業組合全体で取り組

いる収穫から袋詰めまでの

お茶に限らずコーヒー、紅

念している姿を見るにつけ

勉強会が立ち上げられまし

という危機感から新しく勉

んでいくことが重要だと考

大阪府菓子工業組合

往年の人情も兼ね備えた心

た。その第１回の勉強会が

強会を立ち上げたといいま

えられた為、不二製油阪南

来るそうです。確固たる信

が和菓子に乗り品格のある

日に不二

す。菓子研究会では、この

株式会社中島大祥堂）が組

事長・佐々木三郎

大阪府菓子工業組合副理
合員向けに行ったもので

なりました。

和菓子になっているようで

この勉強会は、大阪府菓

勉強会で得た知識を組合員

月

ど、卓越した技術を組合員

子工業組合（野村泰弘理事

子なのに一口目に洋菓子の

81

た茶道用の菓子等伝統を継

ロゴ
長：株式会社播彦）の菓子
行中です。

22

県内の老舗和菓子店などで

26

感謝の言葉で締めくくりま

21

16

宮城県菓子工業組合・佐
藤あや子

10

厳しい修行を積まれ昭和
承「人は心穏やかにして菓

新宿高島屋でＰＲ

12

組合が同地では初となるイ

に協賛しました。デパート

40

50

ただきました。

行われました。

に対しまして功労者表彰が

11

席を賜り、式典に花を添え

島

27
11

徳

に伝承する行動は現在も進

阪

40

和菓子司和楽

54

阿波ういろ

50
50

50

50
28

65

25

81

城
年独立開業「和菓子司和楽」

奈か山

大

創立 50 周年記念式典
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西沢勝治氏を講師に

「現代の名工」
㈲とも栄菓舗

でき、県下の組合員を対象

の助成金をいただくことが

力で「（公財）日本豆類協会」

年度の講習会は全菓連のお

お迎えいたしました。㈱丸

菓舗の西沢勝治氏を講師に

代の名工」である㈲とも栄

ようにと、滋賀県より「現

はさんだ後に午後の部の講

習は終了し、休憩・昼食を

った３点ほどで午前中の講

道明寺風生地と外郎、とい

後には、受講者

名と西沢

いただきました。講習の最

明しながら丁寧に実演して

いったお菓子を一つ一つ説

を立てるよう努力したいと

役買うべくさまざまな企画

し、組合員の技術向上に一

ースで菓子講習会を開催

に、更なる技術向上を目指
時まで

三の講習会場をお借りし、

て説明があった後、午後の

「今朝の霜」の仕上げをし

習へ…。午前中に制作した

海小豆餡等）を使ったそれ

了となりましたが、豆類（北

氏との質疑応答ですべて終

開催の講習会予算に大きな

この度の助成金は、組合

お菓子技術講習会の開催
組合主催の和菓子技術講習
朝９時

思う次第です。

高知県菓子工業組合で
してレベルアップに繋がる
30

松本あめ市

と全国あめ博覧会 の開催

術の勉強をさ

けて和菓子技

ほぼ１日をか

重」（白生餡をメインに）、

し餡等を使用）、「黄味羽二

部 に 入 り「 豊 穣 」（ 小 豆 漉

強出来たことは大変有意義

トルの上生菓子に触れ、勉

ぞれに工夫を凝らしたタイ

上げます。

の場をお借りしてお礼申し

手助けになりました事をこ

局長・森下広和

高知県菓子工業組合事務

せていただき

今後も年に１～２回のペ

京菓子協同組合の教養講座

要について

※フロン排出抑制法の概

ホシザキ京阪株式会社

•••••••••••••••••••••••••••••

倉 羊 羹 等 を 使 っ て …）、 と

であったと思われます。

は、和菓子（上
生菓子）を６
点ほど制作。
「秋色山幸」

※菓子店における「引き

※食品温度管理と衛生管

算」発想のブランド構築に

表示基準・衛生管理・ブランド構築 等学ぶ

京菓子協同組合（京菓子

講師としてイシダアイテ

ついて

理について
部会）研究開発部では組合

ス株式会社様、ホシザキ京

株式会社第一紙行

浮島生地、「山

員の他、ご家族・従業員を

阪株式会社様、株式会社第

最後に保木研究開発部担

事長の挨拶の後

※食品表示法とは概要に

イシダアイテス株式会社

ついて
食品表示基準～現行制度
からの主な変更点～

菓子部会・山名清司

京都府菓子工業組合・京

ておられました。

参加者は熱心にペンを取っ

ろ参加者全員約２時間半、

仕事帰りのお疲れのとこ

た。

当理事の挨拶で閉会しまし

堀九来堂様に於いて教養講

づと」は蒸し

対象に年に４回の持ち寄り

されており、こちらも大変

本の正月の風物詩でもあり
ます。
長野県菓子工業組合事務
局長・牛越繁

京菓子協同組合・高家理

日（ 火 ） 様にご協力を頂きました。
27

と、松本あめ市は商都・松

12

座を行いました。

羊羹・カルカ

会の他、研究講座、教養講

月

ン・餡羹を使

年

ったお菓子、

平成

一紙行様の三社の協賛会社

春の町は華やかな賑わいで

地元松本からは老舗各社

な人気であった。

の新ばしあめや福あめ等々

松本あめ市は、戦国の故

一杯であった。

事、越後の武将上杉謙信の

の出展があり花を添えてい

万人の人出

た。

正月の風物詩に

塩市がいつしかあめ市とな

「敵に塩を送る」に由来し、

にした時代行列、塩俵に結

子約１００点の展示即売が

実行委によると２日間で

板あめ、豆板をはじめ各種

日には、七福神を先頭

って今日に至っている。

あめ類や福だるまを売る露

供らの元気な声が響き、初

はいかがですか」という子

店が多数出店し「福だるま

日の２日間に

12

新春恒例の松本あめ市が
１月９日、
わたって中心市街地で開催

各町通りには、福あめ、

された。

んだ綱を引く塩取り合戦、
和太鼓演奏等ステージ公演
更には新春抽選会等々多彩
なイベントが城下町一帯で
繰り広げられ、沢山の人出

一方「全国あめ博覧会」

で盛り上がった。

は蔵の街で知られる「中町

社が参加

・蔵シック館」で同時開催

県から

された。
１都

38

全国あめ博覧会

野

万人が訪れたとのこ

10

座を行っております。
は蒸し羊羹に

約

27

「今朝の霜」

は蒸し羊羹と

都
京

今回の講習

「 紅 葉 」（ 村 雨 や 白 小 豆 小

16

ました。

分～夕方

会を開催いたしました。本

は、去る

お菓子技術講習会

月１日（日）に

30

知
高
長

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

講習で作った上生菓子６点
松本あめ市

10

し、いろとりどりなあめ菓

18

教養講座

11
10

平成28年２月15日 （６）
（毎月 15 日発行）
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フードセーフティジャパンでは五木田和夫氏

（損保ジャパン日本興亜リスクマネジメント株式

会社）を講師に迎え、「食品リコールリスクとク

月２日に行われました。

ライシスマネジメント」をテーマに講演を行いま

した。講演は昨年

ＳＮＳ・ＷＥＢリスクの概観と異物
混入クレームの対応のあり方
先月号より続く。
トに適切な結果、的確で抑
制の効いた公式見解を上
げ、逆に賞賛された。内容

対応の好事例
ＷＥＢ上の対応を含めた
は〝商品にイモムシが入っ
ていた。その商品を出荷し

対応のあり方を考えるにあ
たり、好事例がある。チョ

その②

合は、家庭内で入ることが
れに合わせた適切な対応が

しているのかを見極め、そ
の広がりがあるかを考え、

れないと想定するため、そ

稿で、意図ある期待や要望

る。ところが写真付きの投

ことがあるので、十分チェ

その際に揚げ足をとられる

ろな対応をしていく。

織的な動きとして、いろい

として、写真つきの投稿と

かけがある。先ず低い段階

ネットニュースに取り上げ

多いです〟と書いてある。

られる。さらに、影響力の

いうニッチメディアの展

がある。ＳＮＳ投稿やＷＥ

あるヤフーニュースに取り

開。そして、信頼性がある

Ｂリスクに対する視点を付

これだけで対応できるか

保健所に届けて透明性を担

加しなければいけない。Ｓ

というと、抜けている部分

保する。こうした動きが基

ックをする。４．自社起因

常の苦情申し出の対応をし

本である。間違ってもして

かもしれないのであれば、

ている時点で、特に強めで

上げられる。そして、マス

が感じられる場合、金銭取

別の対応をする。

する留意点がある。１．腰

ＮＳで何らかの申し出を、

得目的やネット告発は、通

また、消費者がＳＮＳや

はいけないことは「異物が

コミに取り上げられる可能

拡散性があれば、食品事故

ＷＥＢに投稿という手段

の低いお詫び。２．根拠と

性がある。こうした段階を

対応とて、そうでなければ

を、持っている。これによ

してくることもあるし、苦

必要である。

異物混入への消
費者行動の変化
からみる対応の
着眼点

情対応していく時、企業の

間接話法である。さらに謝
っ て い る。「 お 騒 が せ し て
申しわけございません」と、
適切なメッセージとして発
信している。この内容が非
常によくて、賞賛トークが

入るはずはない」と言うこ

り、企業に直接言わないで

と。企業側の理屈を強調す

ＷＥＢ上に投稿する。そし

なる事実に基づいて丁寧な

これまでは、異物が入っ

説明をする。３．返信する

ていると消費者は「これは

１万で、影響はほとんどな
い。

ような文面がある場合は、

見ることができる。記事の

て個別対応の中で、企業側

対応が不十分だと投稿され

何だ」と不快感を覚える。

ＷＥＢ上で拡散炎上するこ

万である。先

る対応はよくない。

これから我々が学ぶべき

の対応が悪ければＳＮＳに

数をどれくらいとればいい
投稿され、場合によっては

かというと

そして家庭内や友達に文句

てしまう。場合によっては

を言って終える方と、企業

拡散炎上し、自社にとって

ことは、ＳＮＳ投稿の対応

にクレームを言う２パター

ところでもマニュアルの中

について、３つある。１番
目は迅速、スピード。ＷＥ

ＷＥＢリスク影響による

Ｗ Ｅ Ｂ リ ス ク 影 響 に よ る、 ト レ ン
ドアップ時代の食品事故の回収や
公表判断について考える
とが起こり、マスコミも取
り上げて報道するという流

ンがある。７～８割が何も
言わないで収まり、２～３

Ｂ上での情報拡散は非常に
早いので、それに対応する

不利な評判が上がってしま

ほどの大手ハンバーガーシ

万を超えてい

ョップは

た。

う。従って、事故の対応の

中でもＷＥＢ状況の評価を

万を超えるとマスコ

は、必要に応じてホームペ

に取り上げられた状況で

ミに対しても検討する必要

収や公表の判断基準とひも

ージ等、ＷＥＢ上で何か情

する仕様が必要である。そ

付けをする。ＷＥＢ上の状

報を発信することが必要か

にフロー図等を用意してい

があるかどうか見る。これ

況がこうだから、公表はこ

もしれない。当然、ＷＥＢ

トレンドアップの時代であ

はまずいとなれば、品質管

うする、というひも付けが

上のモニタリングはしなけ

れができてしまった。こう

ばいいか。１件でも即日中

理委員会など横の連携で集

必要になる。また、現状の

割の方がお客様相談室に電

に公表回収を決めた企業も

まって情報収集し、食品事

状況の評価をどうしたらい

スピードが必要である。２

ような対応をすればいいの

あるし、他の場合では、販

故かどうか判断をする。そ

月で発生が６

こうした申し出があると

か基本的なことを考える。

売直後の場合は４件、５件

して、リコールが必要か要

たのは昨年

企業は、基本原則として３

これは真実を見きわめて、

で記者会見までした。状況

がある。そして、１万～

Ｓで、迅速・正確・誠実な

顧客目線で丁寧な対応をす

の変化がある中、この辺の

万くらいでヤフーニュース

弾をしようとしているので

対応、そして３現主義の現

ることに尽きる。ＷＥＢ上

して、皆さんのところでも

はなく、どちらかというと

場、現物、現実という対応

の状況があるので、例えば

作られていると思うが、回

月なので６か月たってい

企業に誠実な対応をしてほ

をする。消費者は基本対応

ると思う。何かあると、ま

る。そして、イモムシの写

しい、あるいはこんなこと

が悪ければ「けしからん」

ればいけない。

ず異常性をとらえ、拡散性

事案である。今年の６月、

真の状態を見ると、

があったので分かって欲し

いのか、目安を整理した。

る。こうした中で食品回収

商品にイモムシがついてい

日以内の状態の幼虫ではな

はこちらのサイトでごらん

いという共感を求めている

否を判断し、公表を判断す

や公表の判断をどう考えれ

たという画像が投稿され

いですか〟とここまでしか

下さい」と、日本チョコレ

整理をしなければいけない。

した影響の変化があるの

た。非常にインパクトのあ

書いていない。ただ、流れ

ート・ココア協会が発信し

口コミやつぶやき程度なら

で、クレームにおいてどの

る画像だったので、拡散、

からいくと、出荷後に家庭

と保健所にまで行ってしま

話、メールをしてくる。

連鎖の刺激をして、瞬く間

内で入ったことを示唆して

と思う。３番目は、洞察力

番目は、誠実・共感である。

に１万を超える投稿がなさ

ている客観情報がある。こ

故状況における対応措置の

撤去する。概括的だが、事

は黄信号なので、店頭から

兆で供給を停止する。黄色

ので回収する。山吹色は予

や初動において社会的に逸

いといけない。例えば原因

響を与える他の要素を見な

これにプラス、評判に影

の基本判断の基準である。

故状況における公表の１つ

な整理ができる。これは事

康影響は小さい。通常で考

でいうと１件の発生で、健

た。先ほどのマトリックス

リが１件混入してしまっ

しまった。あるいはゴキブ

ビニール片が１件混入して

を採る必要がある。例えば

少しあるので対応としては

が考えられるが、拡散性が

物混入では軽微な健康影響

イメージする。こうした異

ンバーガーショップの例を

続発生で指摘された大手ハ

とっている。異物混入が連

感になっている。状況とし

の意識は、今まで以上に敏

消費者の異物混入問題へ

況の評価も結びつけて、全

目安、さらにＷＥＢ上の状

る。食品事故の対応も、公

出をして透明性を担保す

られた場合、保健所に届け

る。

体を考える整理が必要であ

分けてマップを作る。左上

や表示といったカテゴリに

のあるものの評価と、品質

るのは、まず安全性に影響

う。我々がおすすめしてい

だが、やはりレベルの高い

くのか。ざっくりした整理

くか、マスコミ対応してい

によって、どう公表してい

を考えた時、まず事故状況

けなければいけない。公表

この整理と公表を結びつ

した状況に、ＷＥＢ上の状

を落としているなど。こう

去に何かあって非常に信頼

なっている背景、自社が過

炎上する問題が社会問題に

脱している行為があった、

内容があった。威圧的な行

は、初動で規範に逸脱する

ジすると、この会社の場合

混入があった会社をイメー

もしない。ただ、ゴキブリ

えると個別対応して、公表

万を超える投稿があると

な事案があり、ＷＥＢ上で

社会的な信頼を落とすよう

る。ところが、この場合、

表していくことが通常であ

販売停止をする。そして公

これまで以上に留意して、

基本は変わらない。ただ、

の申立クレームの対応は、

も増えている中、異物混入

なく、直接のメール申し出

ては、ＳＮＳ投稿だけでは

る。公表を検討する際は評

目安を持ち、ひも付けをす

きれば、商品措置や公表の

予兆段階から評価する。で

ＥＢ上の状況を少なくとも

表のあり方で考えると、Ｗ

まとめ
あり方が整理できる。

10

の図は、安全性に影響があ

の整理をされていると思

て、皆さんのところも一定

回収の判断基準につい

回収等の措置判
断と公表目安の
考え方

ＷＥＢ上投稿者は悪意や糾

れた。これに対し、この会
いることがわかるだろう。

影響商品の供給停止

～

社は冷静に、しかも３時間

五木田 和夫 氏（損保ジャパン日本興亜リスクマネジメント株式会社）
該当品の店頭撤去

⇒店頭での告知・公表を検討

拡散炎上には段階的なきっ

⇒
商品回収

30

（４－
C）
（４－Ｂ）
（４－Ａ）
事故レベル０ 事故レベル０ 事故レベル１ 事故レベル２

40
Ｂ
Ａ
Ｃ
多数発生
２～３件発生 散発的に複数発生
（１店舗で複数）（複数店舗に拡散）（多店舗に拡散）
Ｄ
１件の発生

⇒ HP による公表を検討

る。リコールとなったら組

ニュースリリース・記者会見による
マスコミへの公表を検討

食品事故対応は、皆様の

食品リコールリスク と
クライシスマネジメント
拡散性の程度（横軸）

通常は静観する対応をと

コレートの会社で起こった

10

10

る場合の影響度評価で、縦

赤だとマスコミへの情報発

況を加え、最終的にはいろ

動をしてしまった要素と、

いう状況では、通常よりも

お客様の求めていることを

合的に判断する。状況が悪

状況の視点も踏まえて、総

判や他の要素、ＷＥＢ上の

る状況があったので、ここ

ネガティブ情報が投稿され

ければ１段も２段も高い公

見きわめ、丁寧な対応をす
判断する、というステップ

では２段高い公表手段、マ

根拠になる説明の揚げ足を

ることと、お詫びや事実・
で考えていく。こうした状

スコミに出すという手段を

ことが考えられる。

２段高い対応、つまりマス
い。もう少し薄い色のもの

況があれば、公表の手段と

表手段をとる。

コミ対応、記者会見をする
であればホームページの公

して１段も２段も高い方法

とられないようにする。も

万もネットに
もの、健康への影響度で、

表もある。黄色くらいなら

し自社起因の可能性を感じ

ＷＥＢ上は

横は拡散性である。段階に

店頭での公表と、このよう

皆様のところでも回収等

いろな要素があるので総合

よってレベル分けをする。

の商品措置の判断、公表の

信を考えなければいけな

10
軸は、安全性に影響がある

赤いところは非常に危ない

20

問
が 題
あ 等
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軽微な健康影響
（一時的）

性

う。企業は食品事故かもし
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（３－ C）
（３－Ｂ）
（３－Ａ）
医療措置が必要な程度
「
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食
の健康被害になり得る
能 品

が必要である。何を真意に

2
（２－ D）
（２－ C）
（２－Ｂ）
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重篤な健康被害の
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年

20

抱くも大学受験に失敗し、

ジシャンになるんだと夢を

ある。

でいつも賑わう大型店舗で

ースもあり、地元のお客様

名 も「 半 田 み や げ 」。 こ れ

並んだばかりのお菓子その

そして、今まさに店頭に

お酢とレンガの町で有名な

今回お伺いしたお店は、

のように見ていて「将来こ

ている姿をいつも当たり前

がオーブンで焼き物を焼い

に紹介された豊橋の「株式

しても失敗。そこで、最初

ら受験勉強をするが、また

キ屋さんでバイトをしなが

を使い、改良を幾度となく

ル」です。厳選された素材

商品でもある「二ッ坂ロー

を一躍有名にしたのが看板

という願いを込めて、パッ

つまでも愛されますように

し、地元半田のお菓子がい

菓子を自分流にアレンジ

この「リヴェール二ッ坂」 は６年間修業した先でのお

お店に出入りしている業者

半田市に拠点を持ち、知多
んな職業につけたらいい

さんの紹介で、東京のケー

郡武豊町に２店舗を構える

一杯詰まったお菓子に出来

ケージも半田の「赤レンガ」

上がっています。また、と

をモチーフにして地元愛が

り、ふわふわの生地と濃厚

っても楽しみな商材で太い

重ねて生まれたのが究極の

でいて口溶けの良い卵風味

ロールケーキです。しっと

合秀矩氏）での修業生活が

のクリームが特徴の贅沢な

会 社 マ ッ タ ー ホ ル ン 」（ 現

そんな久村氏も小さい頃

今ではあの６年間の修行

６年続くことになりました。

愛知県洋菓子協会理事長河

から「エレクトーン」を習

柱になることでしょう。

な」といつも思っていたそ

っていて、高校生の時バン
スフレタイプのロールケー

うです。

和洋菓子屋の三代目とし

時代があったからこそお菓

若きパティシエ久村俊弥様

て生まれた久村氏は、小さ
ドを組んで「キーボード」

様をご紹介いたします。

い頃学校から帰ってくると

最後に忘れてならないの

範囲が広い久村氏を支えて

は、これだけ対外的に行動

いるのは、ケーキ作りが大

キです。世の中が「ロール

したが、当時最高で１日に

好きな奥様「真由美」さん

ケーキ」ブームでもありま

７７０本を売ったという自

子作りの技術は言うに及ば

下関係の大切さを知り社会

信作でもあり、今でも日に

ず根性も付き、社会での上

へ出ていく自信というもの

の存在にあると思いまし

を弾くという音楽に明け暮

を手にすることが出来まし
１００本は売れるという看

れて、大学へ行ってミュー

た。

た。奥様は今でも白衣を着

他にお父様が開発された

から次へとケーキを作り、

てパティシエールとして次

年間ヨーロッパで勉強しよ

お酒のケーキ「酒蔵景気」

さかぐら け ー き

うと思いフランスへ旅立つ

コンテストへの挑戦も前向
回中

は３００年余の歴史を誇る

の方が優れている」と思い、 地元半田で生まれ育った銘
酒「 国 盛 」。 そ の 中 で も 幻

（愛知・岐阜・三重）で連

部洋菓子技術コンテスト」

か月で日本へ帰

合会長賞を受賞するなど、

たった

の酒と言われた国盛「吟醸

お土産で、上位の賞を頂い

頭武司

愛知県菓子工業組合・鬼

せん。

技術向上にも余念がありま

酒」をたっぷり含ませた和

に「リヴェール二ッ坂」を

年余りたった今でも半田の

風ケーキです。発売以来

国。修業先「マッターホル

33

ン」で知り合った後輩「真
由美」さんと１９９５年

月１日

30
ています。

12

開店。お店にはカフェスペ

月に結婚し、同年

10

1

きで、昨年度は「第

が「やっぱり日本のケーキ

６年間の年期を終え、１

板商品になっています。

家では初代の祖父が薪で餡

く むら

子を炊き、二代目のお父様

のお店「リヴェール二ッ坂」

半田市リヴェール二ッ坂

地元で愛され

知
愛
言う間に春の足音が聞こえ

節分を過ぎると、あっと
リードする和菓子もやっぱ

くら餅です。夏、秋、冬を

ひと際、新茶の文字があふ

を感じる季節には、街中に

■もてなしを考える

れます。

り際立たせたい。
グリーンティでなく今や

てきます。年々、さくら餅
の文字が店先に貼られる時
期が早まってきているよう
にも。

「旬をいただく」、これこ

■菓子は季語！

いご主人とともに、何かコ

舗があるもの。お茶に詳し

必ずといってもいいほど茶

を上げコストを下げる大量

分と増えました。生産効率

ビニはじめ他の業態にも随

和菓子を置く棚が、コン

に、本格を求める層も増え

べ方を広げました。と同時

販売は、お菓子の気軽な食
菓舗で新茶をお菓子に添

てきています。季節の香り

うでしょうか。

え、お客様に味わっていた

年は伝統菓子再生のチ

だき、茶舗にも同じように

全国にお茶の産地はたく

や風土が感じられる菓子が

さんあります。そして、全

■伝統菓子にチャンス有

お菓子を置いていただく。
世界の国々で「マッチャ」

国ブランドとしての銘茶舗

り！

そが和菓子を楽しむ第一

がスタンダードとなってき

から、地元に愛される郷土

求められているなかで、平

歩。雪降るなかで、餅から

ました。夏も近づく八十八

の茶処まで、菓舗があれば、

成

ほんのり桜の香りを味わい

夜と唄われてきたように、

こんなお客様へのもてなし

ながら、やがてやってくる

花のあとには翠の香り、夏

や提案が、和菓子ファンを

開花を待つ、そんなシーン

広げていきます。

をもたらしてくれるのがさ

城戸翔寉（きどしょうかく）

ャンスの年かもしれません。

28

その 249
2月

ラボ企画を考えてみてはど

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

三代目の久村俊弥さんと奥様の真由美さん

平成28年２月15日 （８）
（毎月 15 日発行）

聞
新
業
工
子
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第923号

Let's

常務取締役執行役員）を講師に迎

全国中小企業団体中央会では、河本宏子氏（全日
本空輸株式会社
え「 経 営 戦 略 と し て の 女 性 の 活 躍 推 進 ～
」をテーマに講演会を行いました。
make history!
先月号より続く。

その③

人がいたという喜びを感じ

言われて、見てくれている

見てくれないんですか」と

るんです、それをどうして

は「私も一生懸命やってい

いけない。そういう小さな

・機長に報告をしなければ

ず、必ず決めてキャプテン

決められないことは許され

場で判断を任されている。

気ではなかった」は後でわ

たんだ、そんなに大した病

と。「 何 で そ ん な 判 断 を し

の判断を会社が尊重するこ

けない。大事なことは、こ

入社して何年目の部下のス

った。管理職になった時、

をすることはなかなかなか

同じ立場や対等に意見交換

てもらうことはあっても、

に答えを見つけようとし

受け止める。どうしても先

理職に話してくる人たちを

とは、言いにくいけれど管

自分の環境やいろいろなこ

だと思った。家族のことや

１名だった。マイノリティ

が、私が役員になった時は

に女性役員は４名になった

今、ＡＮＡグループの中

とだけではないと感じた。

ジメントは人を管理するこ

管理職の役割である。マネ

も、「 女 性 の 私 に で き る で

と答える人が多い。けれど

たら「はい喜んで行きます」

行ってみないか」と言われ

か「海外異動があるけれど

クト参加してみないか」と

男性なら「このプロジェ

で す か 」、 海 外 の 任 命 を す

て、何か言わなきゃとなる

る時も「君は行って本当に

タッフに教えてもらわなけ

ても男性の中にいつも女性

大丈夫？」というところか

ればいけないことがあっ

１人だった。女性だからと

ら入られると「本当は行っ

かるかもしれないが、その

言われることを嫌う人もい

てほしくないと思われてい

時にした判断を尊重するこ

管理職の役割としてリー

け入れる大切さを感じた。

るが、私は気にしない。仕

るのかな」と受け止めるこ

判断の積み重ねが修羅場経

議や、仕事をしている場面

マンショックの時、かなり

方ないじゃないみたいな感

とがある。私は女性の方に

験になった。急病人が出て、

で「それはどういうこと？

のコスト削減と生産性向上

じで、あえて気にしないよ

「何かやってみないか」と

た私が、逆にしてはいけな

ただ、その判断が唯一だ

をやった。管理職として会

うにし、むしろプラスにし

言われたら「やれるかやれ

いことをしていることに気

ったかは別で、後で考えた

その言葉は何？」というこ

社の施策を伝えなければな

ようと思う。例えば「今日

ないかは、指名した人が決

しょうかとか、私でいいん

ればいけないとか、機内で

時「こういう判断もあった

最初、私は「管理職なん

とあった。

らない場面があったが「何

女性は１人だから河本さん

めるんだからやってみれば

を楽しむ感じで、会議に出

お客様同士が喧嘩を始めて

よね。こういうところをポ

だから何でそんなことを知

のために、これをしたらど

これやってみませんか」と

いい、自分で最初からでき

が、そうではなく、まず受

この経験で、Ｂ子さんは

暴力行為が始まった。どう

イントに決めることもでき

らないの、言ってくれない

うなる」を話さなければい

か「河本さん何か言ってく

ないと決める必要はない」

た。管理職になって出る会

Ｂ子さんなりに努力して、

収めるかなど、その時に判

たよね」という振り返りを

からよ」という気持ちにな

けない時、次の言葉に出会

ださい」と言われ、発言の

と言っている。女性メンバ

と。

成長している。人の成長は

断し、指示しなければいけ

情報として共有していく。

ってしまった。けれども、

い「なるほど」と思った。

機会を与えてもらえる。「研

お医者さんを呼び出さなけ

１人ずつの伸び幅で見なけ

ない。そういう貴重な機会

「それは必要な振り返りか。

知らないことは知らない。

〝凡庸な教師はただしゃべ

修に誰か送らなければいけ

がついた。

ればいけない。というのは

を与えてもらった。また、

その判断をなぜしたのか」

わかったふりをしないで

る、よい教師は説明する、

私が一皮むけた経験

人との比較ではない。成長

会社で強く意識し、大切に

という聞き方は違う。何が

「素直に教えてください」

優れた教師はやってみせ

ャーは現場の長、管理職み

で、アシスタントマネージ

た。管理職は乗務しないの

をする班長、という役割を

の成長を支え合い話し合い

くらいのグループでお互い

れいるが、その全体をまと

クラスのパーサーがそれぞ

ジネスクラス、エコノミー

る。ファーストクラス、ビ

して、いいサービスをして

がファーストクラスを担当

プアップになる。Ａ子さん

るようになるとか、ステッ

ァーストクラスが担当でき

か、比べてものを言うのは

しいとか、できていないと

こうだから私にこうしてほ

言いますよね。Ａ子さんが

のことをＡ子さんと比べて

とは「河本さんはいつも私

いこと。飛行機は地上から

と思うが、判断から逃げな

もう１つ、仕事の特性だ

ーサー、班長として学んだ。

う。そんなこともチーフパ

と上辺な言葉になってしま

けない。判断するためには、

もその判断をしなければい

様もいる。けれども、機長

ヨークに着けなかったお客

で、その日のうちにニュー

ンカレッジを飛んだこと

た。私は客室乗務員として

た愕然とすることがあっ

になったこと。その時にま

４枚目の経験は、管理職

に、一皮むける経験だった。

という業務がそれを培うの

えることができたのか反省

まで自分が親身になって考

てくる後輩がいた時、どこ

になり、そういう相談をし

ももいないのだが、管理職

自分は結婚してなく子ど

人ずつが持っていなければ

か。問いの答えは、社員１

ために自分が何をできるの

とこの仕事が好きで、その

に 火 を つ け る 〟。 こ の 会 社

る、そして偉大な教師は心

こでいちいち、女性だから

ったんです」と答える。そ

いんですか、それ行きたか

言われて、私は「行ってい

本さん行ってくれる？」と

ない。女性は少ないから河

くて、女性のほうがしなや

か、海外赴任は無理ではな

には「女性に転勤は無理と

けなさい」と言うし、男性

時は「オファーがあれば受

ーの研修や後輩と話をする

この時に私がした失敗

持っていた。

めるチーフパーサーの役割

いたので「Ａ子さんサービ

あり、そのメンバーともフ

スがよかったわね」と言っ

残念です」と言われた。私

離れて仕事をしているの

客室乗務員がお客様の状況

ずっと機内の業務で育って

もある。けれども、経験は

いけない。その気持ちをど

えている。

と言うよりもプラスにとら

せんよ」と話している。

かに乗り越えるかもしれま

会、藤枝・魚時、藤枝市

う奮い起こさせていくかが

ないほうがいいんじゃない

ないけれど聴くことが役割

普段の仕事の中で使ってい

きたので、スタッフに助け

感謝すること。例えば引き

を正確に報告しなければい

離陸をする時に危ないの

で、何かが起こったらその

るのだが、スイッチを間違

は、はっとした。Ｂ子さん

るのか、ご家族への対応は

日、山梨

る。急減圧時の対応。緊急

日～

県菓子まつり、地場産

２月

か」と誰でも思うが、そこ

業センターかいてらす、甲

でちょっと勇気を持って発

けば、飛行機を安全な状態

信する、伝える。伝えても

で飛ばし、品質を上げてい

返して何もなかった時、機

くことができると考えてい

府市

長や地上係員が「あの時に

で、気になることがあった

あんなこと言ってくれなけ

らった時、相手は感謝する。

ら 言 っ て 」、 と 最 初 に お 願

えているとか、計器の誤作

いをする。客室乗務員は「キ

る。

動に気がつかなかったら指
摘する。副操縦士は修正す

ればよかったのに、これく

みんながばたばたと忙し

している。起こった時にど

どうするのかという練習も
日６９２便が高松空港

着水した時。２０１３年１
月

うするかの対応もしっかり

ャプテン、今こういう状況

そうにしている時「今言わ

た。じゃ今から確認する。

と か も し れ な い。「 わ か っ

ら な く て よ か っ た 」。 そ の

けれど大きなことにつなが

う、大したことはなかった

で緊急脱出した時は、ボー

るためにいるので、私たち

らい大したことはなかった

の人が上だと思うと言えな

大丈夫だからこのまま離陸

つだと思うが、ＡＮＡは並

とるという仕組みを持つ。

よ」と言うのか「ありがと

くなることがある。その前

イング７８７からスライダ

です」と報告しやすくなる。

にアクションを１つ、お願

列して安全理念を持ってい

その報告が、何でもないこ

風土として隠さない、お

日、松和

会、講師・本間紀之氏

（ 県 食 品 研 究 セ ン タ ー）、

県食品研究センター、加茂

３月８日、洋菓子講習

市

日、菓子講習会、

氏（菓匠庵白穂）、（株）カ

２月

リョー３階、福井市

•••••••••••••••••••

日～

行事予定

２月

がオーバーランして死傷者

イロットは左席が機長で、

権威勾配と呼ぶのだが、パ

ならば、機長が「今日は出

をする。雪が降っている日

ーミナルに戻って点検作業

ほうがいいから、今からタ

私たちが、お願いする、

わってくる。

いでおこう」と思うかは変

センター１階、松江市

しまね食まつり、生涯学習

サニーフーズ、宮崎市

城 製 粉（ 株 ））、（ 株 ） フ ジ

盛岡手づくり村研修室、盛

（菓子工房オークウッド）、

会、講師・横田秀夫氏

最初はＡＮＡの経営理

万全の体制で備える訓練を

報告する、感謝することを

講師・深野嘉郎氏（小

念、経営ビジョンと安全理

をする」になるかもしれな

福井

23

習会、講師・新澤貴之

静岡

25

めのマイナンバー講習

岡市
い。その後、大事なことは

日、事業者のた

発するけれどもかなり雪が

２月
降っていて、翼に積もると

日、菓子技術講

右席は副操縦士が通常であ

２月
る。指示は必ず機長が決め

会持ち寄り会・青年部

３ 月 ７ 日、 菓 子 研 修

の中に仕事の役割がある。

る。訓練は１年に１回、客

どちらの言葉で「また次も

次号に続く。
けれども、ややもするとこ

室乗務員だけでなくパイロ

するね」なのかもしれない

ーが出て、客室乗務員が誘

安全を守っていくには、

いすることをやる。例えば

導し、お客様が機内を脱出

風土が大切である。その風

願いする、報告する、感謝

る。安全は経営の根幹で、

ダイバーシティをどう定

ットもする。地上のメンバ

あえて経営理念と並べてい

28
が出たことを想定した訓練

された。この訓練もしてい

26
している。どこに連絡をす

る。

義するかだが、１人ずつの

土は客室乗務員の緊急想定

隠さない、お願
いする、報告す
る、感謝する

社員の個性を生かすことだ

グループ経営理
念、グループ経
営ビジョン、グ
ループ安全理念

山梨

新潟

岩手
繰り返した。火災が起こる

言おう」と思うか「言わな
ーもハイジャックの情報が

24
と消火器で消火作業をす

し「ちょっとチェックした
入った時や、空港で飛行機

宮崎

念を出した。皆さんの会社

朝にみんなでミーティング
訓練の場で、絶対に起こっ

22

は経営理念やビジョンは１

することが大事だ。理由は、
てほしくないことのため、

21

16

と思う。

島根

ダイバーシティ推進をはぐくむ風土へ

て、隣にいたＢ子さんに「も

は

人くらいのグループが

務員が

い役割である。当時は飛行

たいだけれど管理職ではな

人

という役割で育成指導や病

の幅を見るためには、同じ

していることは、その場で

起こったか、同じことが起

という姿勢が大事だと思っ

３皮目は、アシスタント

ような範疇で見ていると見

した判断は必ず尊重するこ

こった時には「こんな判断

た。

気になった時に声をかける

えない。１人ずつをしっか

と。病人が出た、どこか目

もある」を情報として共有

マネージャーとして部下を

りと観察することが大事だ

的地外着陸で下ろすことを

しておく。チーフパーサー

などマネジメントする。フ

と思った。また「この頃で

決定した。本当にする必要

ライトの中ではチーフパー

きるようになったわね」と

があったのか。飛行機がア

持った時で、当時、客室乗

言っても、何を見てできる

務員の中に管理職のマネー

ようになったか伝わらない

サー、地上に降りれば

は、同時期に入社した部下
っと頑張らないとね」と伝

ジャーはあまりいなかっ

機も大きかったので客室乗

えた。その時に言われたこ

河本 宏子 氏（全日本空輸株式会社 常務取締役執行役員）

が、班の中に２人いた。客

～ L e t ' s m a ke h i st o r y ! ～

室乗務員の育成は、次にフ

経営戦略としての女性の活躍推進

名くらい乗ってい

10

を持っていた。組織の中で

18

ライトを時々するが、班長

10
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（９） 平成28年２月15日

東京都菓子工業組合では、二木英一氏（株式会
社二木専務取締役）を講師に迎え「お菓子の取り
なぜ今の売り場が出

」について講演会を開催されま

扱いアイテム数１００００
来上がったのか
した。

先月号より続く。

その③
化要因になる。それを何度

た瞬間に２９４個売れた。

販売促進をした。

店舗の

売る大手のやり方だよ。１

も売れない日もあったの

合わせるようになったので

うとするが、商品を企画に

販売促進の企画書がある。

うちでは必ず単品ごとに

ゃない」と言われた。料理

ゃない、味に深みが出るじ

るじゃない、こくが出るじ

うとあんなに香りがよくな

ま た、＂ 今 と な っ て は 素

だけ認識をどう作るかだ。

個しか売れなかった。それ

ップを２日間外したら、２

言われ、悔しかったのでポ

ら何でも売れるんだよ」と

プンした後で、人が多いか

っては素朴でも、昔はこれ

この商品の特徴は「今とな

い、ポップが違っていた。

自分で書きますから」と言

まい子が「情報をくれれば

その１店舗だけポップのう

を作って各店に流した時、

ないので協議した。ポップ

て、残りの１店舗だけ売れ

ればならないのは子どもで

考えたら、一番理解しなけ

か、私自身の立場で復興を

かった。どうやって売ろう

復興支援商品は正直売れな

された方がいた。その頃の

いに、復興支援商品を提案

東北大震災の１年後くら

ようになった。

ったら、その店舗も売れる

たやり方をしてみな」と言

関係性を作ろうと思い、一

係性が何も付いていない。

ルシウムがあります」は関

タミンＣ、牛乳何杯分のカ

の だ。「 レ モ ン 何 個 分 の ビ

ポップになってしまったも

いろいろ書き、商品説明の

りないものはこれこれ＂と

売れなかったものは＂足

いる同世代の方だった。

た。買っていく方は子供が

いですね」と言われた。彼

瞬間にあんなに書けてすご

れを見た方が「商品を見た

いたシーンがあったが、そ

員が商品のポップを書いて

り上げられた時、うちの社

例えばＴＶ放送で弊社が取

すこともほぼなくなった。

ので、賞味期限切れを起こ

ありきで商品を持ってくる

失敗がなくなった。売り方

もする。

個売れ

前に「にんべんのつゆのお

が分からないから、それす

朴でも、昔はこれがぜいた

がぜいたくだった」が特徴

に、付けた瞬間に

かきを作ったけれどなかな

らも抽象的で分からなかっ

くだったんだ！＂というポ

なのに、その子は情報を聞

人に売れる絞っ

か売れない、高級商品なの

た。パートは「あらこれ、

ップを作った。これは、あ

００人中

でいい案はないか」と相談

にんべんのだしなの、おい

る商品を食べた時、定年を

店舗でばか売れし

を 受 け た。「 実 際 に 現 場 で

しそうね」と言った。なの

うち

どう売っていますか」と聞

で、にんべんのだしのこと

「いやスカイツリーはオー

いたら＂にんべんのだし使

販売促進の企画書

用、高級商品＂として２９

日、帰り際に見るのだが、

女は１時間以上かけて企画

開発のスピードが物すごく

生懸命いろいろ書いている

差別化をどのようにすれ

はないかと思った。それで

ばいいかは、社員に話を聞

代の

れなかったと分析している。 れぞれの役割、立場、気持

いただけで認識し、

ちにどう応えるか、その情

迎えた社員に言われたのは

報をどう工夫するか、とい

が分かる人に売ればいい。

早い。あれにはかなわない。

私は商品一つ一つに対し

８ 円 す る。「 高 い で す ね 」

いて、現場で起こっている

受けたところが回復してい

て企画書を作る。今までは

書を書いているので、これ

くんだよ＂というポップを

だけのポップが書ける。そ

たく」と書いた。うちの売

書いた。プラス大きく、お

が、みんなをターゲットに

り場は、懐かしい商品がた

してしまった。広すぎて売
た。病気をした時とか、誕

くさんあるから、その瞬間、

＂この商品が売れると、こ

生日とか、そういう時しか

のようにして地震で被害を

ある大手スーパーは＂に

食べられなかったんだけ

男性の立場もわからないの

んべんのだし使用、こだわ

で「今も昔も変わらぬぜい

だったら単品をいかに育

た。自分は、にんべんの立

りのぬれ餅＂で売っていた。

「専務、聞いてくれよ、昔

て、自分たちの売れ筋にし

場が分かる人間ではなかっ

は甘いものを食べれなかっ

仕事の棚卸しをした。自分

た。料理が分からないから、

売促進や商品の選択の基

を落とし込んでいった。販

できると思ったので、これ

のか、非効率なのか。競合

をポイントする。効率的な

しをして、現状どうなのか

一番はじめに商品の棚卸

ちは陳列は非効率だけれど

なると予測した。では、う

はますます効率化が重要に

的にしている。今後、大手

ートに醤油とだしの違いを

品のことが分かる立場のパ

なかった。それで、この商

醤油とだしの違いもわから

て、スカイツリーの店で売

パートが言った言葉を書い

認識されなかった。これを

よく見るので、差別化して

朴すぎるというかぼそぼそ

言った。私が食べたら、素

がするよ、懐かしいな」と

ど、この商品はその時の味

何でこんなに売れないんだ

り口で山積みしているのに

品に埋もれてしまった。「入

昔懐かしいその他大勢の商

るのか、子どもに説明して

の商品をおつまみにしてい

いがあります。どうしてこ

つまみに＂お父さんにお願

方は商品に企画を合わせよ

を目に留められる。多くの

ので、気づかなかった商品

違う目線で見られなかった

がうちの財産である。

まねされないだろう。これ

う自社のノウハウなので、

ばいい。

の中で大手は効率化を求
ていくかを重視したので、
はアイテム数が多いので非

準、仕入れた商品をいかに

同じ条件でしてくれたんで

あげてください＂というア

す、こういうふうに売った

イキャッチを作った。ポッ

た＂と書いたら完売した。

んです」と説明した。その

ろうね、きっと売る人を間

しばらくして合同商談会に

経験ができてから、小売店

違っているんだよ。これは

見ています。その中でこれ

いたバイヤーから電話がか

だと思ったが「懐かしいな」

だけお得な商品はなかなか

かってきて「何であの商品

と食べていたので、この人

と思うのでやらせてくださ

出ないと思ったので、ここ

が話を聞いてくれるように

った。大手スーパーでは、

い」と言いに行った。店長

で売らせてもらっているん

があの店だけ売れている

なった。

４日間で８個しか売れなか

ムでこの規格でこの商品

はいいよ、という話になり、

ですよね」と話した。輸入

の、条件出したの？」「いや、

聞いたら「専務はそんなこ

は、今後なかなか出ないん

現場に入って売らせてもら

ものだったのだけれど、オ

とも知らないの」という感

いる。ブランドに関しては、

じゃないかというものだっ

った。その時、お客さんに

レオと同じ味がしますから

今の苦しい現状を乗り越

も、品ぞろえの定義で考え

卸も特定の場所で始めた。

た。説明しに行った時、バ

商品説明はしていない。商

と。商品説明は一切せず、

えるためにメーカーもベン

ると非効率でもいい。そう

卸しているということは、

イヤーみんなにお約束のよ

品説明をしたら聞いたこと

自分の立場から見たものの

ダーも、まずは小売店の現

は同じ仕事をどの辺でして

その商品が小売店に並ぶの

うに「高い」と言われた。

があるもので「ココアクッ

見方で「これいい商品です

いるか、総合的に判断する。

す事象、その時の自分に具

で、うちもメーカーという

「そんなことないと思いま

キーでバニラクリームを挟

よ ね 」 と 言 う。「 あ ら、 そ

魅力的に演出するか。商品

合がよいか悪いかを必ず考

立場になる。私は小売店に

す、絶対に売れると思うか

みました」と言うと「オレ

の開発よりも育成を重視す

立場というのは、その人

慮する観点。心理というの

いって「こうやって陳列さ

らやってください」と話を

オじゃないですか」と言わ

プを付ける前は１日に１個

の置かれている地位や境

は、心の働きや精神の状態、

せ て く だ さ い 」「 こ の ポ ッ

し た の だ が「 高 い よ、 幾

１００人いたら１００人に

遇、またはその状況から生

現実や出来事についてどの

プをこうやって立たしてく

ら？」「 じ ゃ 要 ら な い 」 と

に企画書を書いてもらい、

じている考え方の観点。役

ように感じたか。結局、立

だ さ い 」「 ポ ッ プ は 完 全 に

ったものが、ポップを付け

割というのは、割り当てら

場・役割・都合・責任・心

僕に任せてください」とそ

じ だ っ た。「 い い だ し を 使

れた役で、社会生活におい

理ごとによって、売り方は

統一性。責任には、立場上

考え方、それにある程度の

人の実行動における行動や

年後の売り上げを

る。うちは小売店だが、５

か。そのための企画書があ

いた商品情報で、工夫する

えて、メーカーからいただ

いかにこれらの状況を考

スでドンキホーテを担当し

前にさかのぼるが、サンエ

うになったのか。

年以上

なぜ私がそこまでやるよ

売り上げを作っている。

こまで現場に入り、やっと

ことをひいきにしてくれる

入れもしていたので、私の

だった。そこは、各店で仕

して、門前払いという結果

上負けられませんよ」と話

な っ て し ま っ た。「 こ れ 以

てした商品説明は「私はサ

分の見方に共感を、と思っ

のでお客さんに話した。自

これはすごい得だと思った

ボリューム、価格を見ると

れる。そうだけれど、規格、

いう会社で年間これだけの

と思いポップに＂私はこう

と言われ、もったいないな

「そろそろ帰っていいよ」

となり、どんどん売れた。

こうやって売れます」とい

い「今だったらこの商品は

持ってやりますから」とい

「この商品は私が責任を

けない。

うなの、じゃ買っていくわ」 場に足を踏み入れないとい

の一致、そこに関しての情

めにどうにかする、将来性

かする、現状を良くするた

売店の困ったことをどうに

と一緒に考えるべきだ。小

また、商品の売り方や情

思う。

当然負わなければいけない

年後、

立場・役割・都合・責任・心理とは

てその人の地位や職務に応

変わる。

もの、立場、役割、及ぼす

合とは、何かをするにあた

適切な対応をとること。都

う自社のブランドを持って

る の で、
＂ふたつ木＂とい

作っていこうと仕事してい

会に行った。このボリュー

ある商品があり、合同商談

ている時、物すごい自信の

ったけれど、絶対に売れる

同商談会ではじかれてしま

店長もいた。その方に「合

００～３０００点の商品を

いるんです。年間平均２０

ンエスという問屋で働いて

ふうにおもしろいと思っ

の私がこの商品をこういう

商品を見ているけれど、そ

で脚を踏み入れてほしい。

売れると思う。１回現場ま

う状況を作れば間違いなく

で、商品提案は出来る。

報収集をすべきだ。その上

10

報の提供の仕方を、小売店

行動、考えに対する影響に

終わりに

じた期待を遂行すべき役

難しい状況は打破できると

目。性格というのは、その

いう考え方をすれば、差別

60

陳列に関していうと、うち

10

る。私はコンビニ大手を毎

て売ろうかと企画書を出し

め、非効率は嫌うという認

効率だ。でも、大手は効率

人に売れ

26

１００人いたら

10

13

と言って、うちでどうやっ

12

情報収集に関しても時間を

二木 英一 氏（株式会社二木専務取締役）

かけた。

なぜ今の売り場が
出来上がったのか!?

識があった。このため、非

取り扱い
お菓子の アイテム数
10000

効率を極めたら、差別化が

ノウハウ化すべき仕事の見つけ方

!?

り、他のことに影響を及ぼ

10
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を講師に迎え、「地域と共に歩むお菓子屋〜世界進

ごみコンサルティング

然だったので聞いたので

って行くのはちょっと不自

１人ですからね、５個も買

ーでもあるのですか」って。

くその人に「今日パーティ

出編」をテーマに講演を行いました。聞き手は本紙

す。そしたらその方が「い

全菓連では、全国組合幹部研修会で栁邦明氏（な

でもおなじみの尾関勇氏（株式会社アンゼン・パッ

や、僕はこれからニムラナ

代表取締役社長）

クス代表取締役社長）にお願いしました。

インド

先月号より続く。
に帰るのです」と。「

Iroha

ただきたいのですけど。こ

うお話をちょっとさせてい

のような所に造ったかとい

れていましたよね。なぜそ

ナ店ですが、これは１つ離

栁社長：次にこれがニムラ

をして、またそこに向かう

とかデリーに行って買い物

は週末になるとグルガオン

こで働いている方というの

のです。非常に過酷で、そ

当に困るような場所だった

舎なので、食べる物にも本

のときにふと、そうやって

いらっしゃるんだなと。そ

にまでしてくれるお客様が

く感動したのです。そんな

のです。私はそのときに凄

です」というふうに言った

食べるのが僕の楽しみなの

ひとつひとつ解凍して毎日

離れた場所にお店を出した理由

のニムラナというのは、日
というようなかたちだった

さんのケーキを冷凍して、

本企業が進出している工業
冷凍しているものじゃなく

その④

さんが来るんだか
Iroha

人 の 方 が い て、 そ の 人 が

中で応援してくださる日本

続けたのです。そしたら途

行こうと思いまして、行き

も、行くと言ったからには

で、これは困ったなと。で

って行ったら５千円ぐらい

げがあるんじゃないかと思

から、もうちょっと売り上

ました。日本人の人がいる

ょっとです。私は愕然とし

万ルピーになって。

って、やっていくうちに３

字でしたけど、でもそうや

らなかったです。完全に赤

正直ガス代ぐらいにしかな

すね。３千ルピーのときは、

とまると、行く価値が出ま

す、１回に。それぐらいま

栁社長：３万ルピーなので

した？

尾関社長：いくらになりま

たと思います？

デリバリー、いくらになっ

月にプレオープンして、９

お声掛けがあって、店を８

れたのですけど。そういう

ともあって、うちが安く入

利用があるだろうというこ

入ることによって日本人の

ートメントなので、うちが

こうも、上がサービスアパ

く安かったのです。当然向

た話なので、家賃がもの凄

そして、向こうから請われ

てもいい。これは凄く良い。

けです。月に２回じゃなく

の醍醐味なんじゃないか

というのが、私はビジネス

そういうなかでやれている

すし、その人間関係ですし、

こで立ち上げもやっていま

１人の日本人が本当に今こ

も、向こうで頑張っている

のです。これに気づけたの

ていただいている方も多い

れて、今も毎日にように来

で、お客様達に凄く信用さ

しい、その想いで出たこと

に美味しいものを食べてほ

「

してくれたり、そこに「ニ

で下の１階・２階が小売り

はサービスアパートメント

そしてその頃にここ、上

万ルピーに近づいて

１ヶ月経って、売り上げ

月にオープンしたのです。

す。なっていないですけど、

は黒字にはなっていないで

と。正直、まだニムラナ店

ら、皆で買おう」と宣伝を

ムラナ会」という工場長達

です。そこへ私を呼んでも

になっているのですけど、

の店が入る、そういう造り

く

万ルピーいくんじゃな

います。今年中にはおそら

とがビジネスの次のステッ

こうやって、やっていくこ

が今

が集まっている会があるの

らって、そこで紹介をさせ

日に１人で。で、クレープ

お客さんが来まして。日曜

結構遠いですから、まとま

リバリーを始めたのです。

届けしたいなと思って、デ

たのです。そしたら、初回

去年の１月からそれを始め

く行ってみようと思って、

たのです、デリバリーに。

月に２回行けるようになっ

の６月、７月ぐらいには、

うふうにするうちに、去年

てもらったりとか。そうい

た。なぜかというと、拠点

く「ＯＫです」と言いまし

そのとき私は、一も二もな

か」という依頼が来ました。

その１階に「出店しません

めにお店を出したわけじゃ

が言いたいのは、お金のた

そこまで伸びたのです。私

初３千ルピーだったのが、

いかなと思いますけど。最

に来ているか語ってもらい

フが、どういう思いでここ

います。ここでうちのシェ

いかなと私は信じてやって

プへ繋がっていくんじゃな

かけて私は、口説いたとい

かかっているのです。１年

た の で す。「 だ っ た ら、 日

いんだ」というのが聞こえ

後継者、若い人達に伝えた

語です。

栁社長：殆んど厨房で日本

けど。

たいになっていったら、本

どん育って、このシェフみ

ました。この弟子達がどん

で、今３人の弟子ができ

職人に移ったと言っていま

職人をやられてから洋菓子

栁社長：そうですね。パン

ね。もうずっと、最近は。

尾関社長：結構、浪花節で

に凄いと思います。

なのです。私もこれは本当

にあったという、凄いこと

て、生のものをお客様にお

とかシュークリームとかケ

３千ルピーの売り上げだっ

月に、ある

てくると思うのですけど。

った数字じゃないとなかな

ました。（ビデオ上映）

うか、お話をさせていただ

尾関社長：よく通じますね。

社ぐらい出

その人達が、私がこの店を
ーキとかを５、６個買って

ないのです。ただその人達

したときに、私は凄く行っ

本じゃなくてインドでやり

インドでのシェフの思い
栁社長：彼と最初に出会っ

いて、そのなかで彼が言っ

思わないのですけど、お陰

てほしいなと思ったのです

様でなぜかうちにいるスタ

たのは、尾関さんに紹介し

いらっしゃって、そこで管

ッフ達は、そういう人達が

で す よ ね。「 本 当 に

すね、インドって。

理部門をやっていたのです

あと、これが大きいです

さん、ありがとうございま

栁社長：全員がそうだとは
ツの技術が広まっていくか

けど、やっぱりもう一度自

多いです。だから辞めない

がなるべく店にいるように

す」とかって言われるので

した。最終的には、日本の

もしれないなと、私もそれ

分で作りたいと言って、今

のです、皆。これはなかな

しているのです。お客様と

す。その声って、非常に自

あるところの工場で働いて
人達はヒンディー語なの

にワクワクしている次第で

インドでやられて、生き生

か不思議だと、ある駐在の

接して、お客さんは何と言

当にもしかしたら、日本の

で。だから日本語とヒンデ

す。彼が言っていましたけ

きしています。

人は言っていましたね。

っているかという声を聞く

パンの技術あるいはスイー
して今、インドに行っても

ィー語でやっているのです

ど「自分の後継者を育てた

あと、インドはなかなか

日

今では自分がいなくてもパ

栁社長：相手も英語が通じ

らっています。正直、年収

よ。だけどちゃんと通じて

い、あるいは自分が死んだ

お金中心、つまり年収が高

ンが作れるという。今

ないのです。労働者階級の

も下がって、家族も日本に

いるのです。

後、インドで日本のパンが

いほうに映りがちなので

ませんか」ということをお

置いて単身で行ってもらっ

栁社長：これはやっぱり想

作られていたらなんて素晴

す。だから想いとかではな

話しさせていただいて。そ

ています。しかも、初めて

いというか、それを作って

らしいんだ」と。この想い

われるのですけど、そうじ

いんだというふうによく言

したけど、何のトラブルも

けど。私も先週行っていま

ほど休んで、今週戻ります

い限りお客様が来ると必ず

のですけど、製造していな

のです。彼も、厨房にいる

いろいろあるけど頑張って

のです。このためだったら

分のモチベーションになる

Iroha

客様から色々な声を聞くの

るのです。そうすると、お
の海外がインドだったので

見 せ る。「 こ う や る ん だ、

だけです。私も全く同感で
す。

ゃなかった。やっぱり付き

とです。

す。

馬鹿」「何やっているんだ、

年経って、
尾関社長：パスポートを取

お前」とかって言いながら
「こうやってやるんだ」っ

尾関社長：洋菓子も作られ

あと、これは

年経
ってこっちに戻って来てい

るのですよね、何の問題も

1

尾関社長：「何も喋れない」

っているのですよ。

ている。

けです。必死になって覚え

熱いまなざしで見ているわ

んど洋菓子職人ですもん

やプリン、洋菓子類も。殆

無く。あのシュークリーム

じゃないかといって、本当

情の世界というのがあるん

合っていくなかで、義理人

れているというのは凄いこ

問題も無く作られて、売ら

なく、パンもケーキも何の

うですか」って話をしてい

んにちは」って言って「ど

外に出てくるのです。で「こ

なのです。

やろうと思えるということ

次号に続く。

っておっしゃっていました

然不自由なく楽しそうにや

るのですけど、

ていいながら、作って教え

10

1
ている。彼らも、もの凄く

1

年間、全

栁社長：今ちょうど

って行ったって凄いですね。

ていたのは「自分の技術を

ニムラナ店

けど、実は行くまでに１年

的にはたぶん

オープンしたとき、操業が

があれば毎日食べられるわ

で、去年の

のです。

団地があるのです。大体

30
30

今年１月、１年経ってその

栁 邦明 氏（なごみコンサルティング〝インド〟代表取締役社長）

たのです。つまり５千円ち

世界進出編

か難しいですけど、とにか

地域と共に歩むお菓子屋

行ったのです。私、何気な

12

少し始まっていまして。田

社ぐらい、今います。最終

40

ていただきまして。お会い

60
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的の寸法に包丁する。

⑷羊羹舟に流し、固化後目

で練る。

ら、塩を加え目的の固さま

⑶粒餡を加え餡が溶けた

篩に通す。

⑵沸騰したら、目の細かい

・１面ずつきんとん餡に生

【焼成】

⑶生地を休ませ按配を取る。

で手早く混ぜる。

ぜたものを加えホイッパー

⑵上白糖と薄力粉を良く混

しっかりと粒子を溶かす。

教師

水…………………２００ｇ

森山 智宏

グラニュー糖……２３０ｇ
地を付け、平鍋で焼き色が

％）

【生地工程】

粒並餡（

日本菓子専門学校

角きんつば （ 個）
（生地配合）
付かないよう焼成する。

用
【きんとん餡工程】
⑴水漬けした糸寒天を溶解
しグラニュー糖を加える。

餅もお菓子も餅惣で！

•••••••••••••••••••

⑴白玉粉に水を徐々に加え

塩………………………３ｇ

………１３５０ｇ

水…………………１８０ｇ
上白糖…………………

㎖

薄力粉……………１４４ｇ
按配水………………約
（きんとん餡）羊羹舟１枚

ｇ

餅 惣

６代目店主・鳥居清さん

話‥0584-78-3226

営業時間‥８:00 〜 19:00

リーズは大ヒット商品で、

香ばしい最中種にサクサク

のサブレ生地を流し込み、

１枚１枚丁寧に焼き上げた

このお菓子は、味、食感、

風味が見事に調和されてい

る。

新しいお菓子作りにも余

念がない６代目店主の鳥居

さんだが、それもそのはず

全国和菓子協会が認定する

選・和菓子職の「優秀和菓

子職」の持ち主。実力は折

にとって餅が切っても切れ

り紙つきです。日本の文化

ない関係にあるように、地

続き、日常に目を向ければ、

菱餅・柏餅…と毎月お餅は

にはじまり、花餅・草餅・

通して見ればお正月の鏡餅

る。諺だけではない。一年

餅に関する諺はよく出てく

少し思い出すだけでも、

持ち」「餅は餅屋」…

い た 餅 」「 食 う た 餅 よ り 心

「棚からぼた餅」「絵に描

の生活に深く深く根付いて

と信じられ、私たち日本人

命を再生させる霊力がある

餅を食べると力がつき、生

てこられたからだろう。お

る神聖な存在として敬われ

古来より白い餅は神様が宿

い食品だっただけでなく、

日本人にとって馴染みの深

ど多く餅が使われるのは、

餅に囲まれている。これほ

ら浸水、蒸しに至る餅つき

に米所ならぬ餅所。洗米か

下水を有した大垣は、まさ

ほど質・量ともに豊富な地

所であり、水都と称される

当時、美濃国一の米の集積

２年（１８６２年）の事。

から遡る事１５４年前文久

子店「餅惣」の創業は、今

下町大垣を代表する餅・菓

岐阜県の西に位置する城

氷問屋であることからも広

けでなく、大垣を代表する

さは、お餅屋さんとしてだ

た。餅惣の井戸水の美味し

い餅作りに努めてこられ

った深井戸を掘り、美味し

当時の大垣ではまだ珍しか

代には百間堀といわれる、

より良い水を求めて大正時

は並々ならぬ情熱を注ぎ、

を担う水に対して、餅惣で

に様々なお菓子を展開され

取り入れたお菓子など、実

朝生菓子や洋菓子の技術を

及ばずだが、餅菓子以外の

菓子が美味しいのは言うに

ん。自慢のお餅を使った餅

０俵ものお餅を搗く餅惣さ

する年末には５日間で１０

お餅の需要がピークに達

ならではの絶品です。

作りを続けてこられた餅惣

水を活かした菓子作り・餅

主として菓子作りを一手に

ったのは、餅惣の６代目店

おります」とお話して下さ

のブラッシュアップはして

ますが、折にふれ、お菓子

どは引き続き製造しており

で、代々の餅菓子・外郎な

中でも「最中とサブレ」シ

子を生み出し続けている。

も、他では見られないお菓

で奇をてらわないながら

をテーマに掲げ、シンプル

・素直・簡素などなど「素」

った事を機に、素材・素朴

お菓子も餅惣で！

餅屋」と言うなかれ。餅も

負 を 語 る 鳥 居 さ ん。「 餅 は

築いて行きたいと将来の抱

元のお客様と密接な関係を

話 ０３－３４００－８９０１
電

ＦＡＸ ０３－３４０７－５４８６

祐哉

全菓連青年部部長・槌谷

尻もちヤキモチ、お金モチ

ん。

年前に店舗改装を行

年中無休（元日・２日を除く）

担っておられる鳥居清さ

店舗データ

電

て い る。「 昔 な が ら の お 客

様も沢山いらっしゃるの

所‥岐阜県大垣市郭町 1-61

く知られており、特に夏季

限定商品の「水まん氷」は

住

の工程で非常に重要な役割

餅・菓子店

餅 惣

きた。

最中とサブレ

（？）などなど３６５日お

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。

分
糸寒天…………………

仕上げ…練切・小豆羊羹使

４・５㎝×３㎝×２・８㎝

ｇ

60

ｇ

白玉粉…………………

48
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角きんつば

11
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