変えていってもらいたい︒

は発展しないので若い力で

想を練り進めている状況で

全く新しい手法・見方で構

してシンボル展示菓子を︑

決定されました︒青年部と

リングの吉田沙保里さんに

こ 〟︑ Ｐ Ｒ 大 使 は 女 子 レ ス

キャラクターが〝いせわん

博 ２ ０ １ ７〟︑ マ ス コ ッ ト

﹁愛称が〝お伊勢さん菓子

合青年部早川賢部長より

次に︑三重県菓子工業組

ンとして引き継いでいく﹂

日︑名古屋市中区栄の
名が参加した︒同

へ︑ピカピカに磨いたバト

ほしい︒青年部の若い世代

いくという意味でも繋げて

を日本全体︑世界に広げて

菓子業界が元気であること

を引き継ぐことによって︑

１００年以上続いた菓子博

きたい︒厳しい状況の中︑

めて次にバトンを渡してい

力を得ながら︑成功裏に収

翌日のエクスカーション

した︒国際会議場では青年

会場の外周と内部の視察を

との挨拶があった︒その後︑

全菓連青年部交流会を開催
前回の広島菓子博では︑展

お伊勢さん菓子博 会場を視察
第６回
第６回全国菓子工業組合連合会青年部交流会は︑２月
中日パレス及び三重県営サンアリーナで開催され︑青年部員
会では︑名古屋で式典を挙行し︑翌日は︑伊勢市の菓子博の会場外周と施設内部
を視察︑実行委員会との意見交換会も行われた︒その後︑伊勢神宮を参拝し︑菓

見た目も遜色ない仕上がり

は︑バスで伊勢市を訪問し

部と実行員会とで意見交換

濱田実行委員長の案内で︑

の形式を︑検討しておりま

でした︒何か一つステップ

た︒三重県営サンアリーナ

会を行い︑伊勢神宮では︑

す﹂と︑全菓博の概要・進

ションでは︑全菓博の会場
す︒これまでの慣習にとら

を踏み変えて行かないと変

到着後︑三重県菓子工業組

捗状況の説明があった︒

式典では︑全菓連青年部
視察︑意見交流会︑伊勢神
われることなく︑その若い

わらないので︑青年部の若

菓子博成功を祈願して正式

示スペースの業者をコンペ

槌谷部長より﹁交流会は︑
宮での参拝を行い︑全菓博
力と発想をいかんなく発揮

参拝した︒

したら半額ぐらいになり︑

綱領の親睦と融和を図りと
を成功に導く第一歩として

合岡理事長より﹁この場所

子博成功を祈願した︒２面に関連記事︒

いう言葉にちなんでおり︑

で１年２か月後に菓子博を

メインアリーナの丁度半分

い力をもって変えて行って

の広さになる︒バスケット

もらいたい﹂と挨拶があっ

は︑地元出身の歌手のコン

ボールなら２面とれる︒固

し て 頂 き た い ﹂︑ 久 村 副 理

サートで８千７百人であっ

定席は本来︑飲食禁止だが︑

事長より﹁前回と同じ事を

た︒県も予算をかけていた

菓子博期間中は︑飲食可能

スタートアップと位置付け

ので︑床材はきれいで立派

な休憩所として利用される︒

ています﹂と挨拶があった︒

受け入れられる︒敷地内に

である︒メインアリーナに

○会議室

今回の席は各地域混在と

は︑人工芝のサッカー場が

各県のお菓子が展示され

三重県営サンアリーナ

し︑互いに交流を持ち信頼

４面︑天然芝が１面と５面

る︒広さは３千５百平米あ

は︑平成６年の国際祝祭博

開催する︒全国の皆様の協

三重県営サンアリーナ周

あり︑普段スポーツやレク

り︑菓子博では︑固定席を

覧会のために造成された︒

た︒

重〝お伊勢さん菓子博〟は︑

㌶ある︒

レーションに使用される︒

上から展示を見ながら飲食

国際会議室は︑世界から賓

三重県営サンアリーナ
︵菓子博会場︶の説明

５月に開催される伊勢志摩

菓子博の期間中はこれらの

ができる休息場所として使

客を呼ぶ際に︑通訳が同時

やれば楽であるが︑それで

前回までの褒賞審査を見直

サミットのメディアセンタ

サッカー場も使用する︒周

用をする︒三重県では一番

翻訳をする場所と機能を持
る︒三重県の情報発信スペ

の物産展の施設を設置す

ており︑飲食関係と三重県

ため︑海辺の工場・倉庫な

水する被害想定に対応する

東南海地震の際に低地が浸

かし︑標高

０インチの大型映像装置が

４面とれる︒正面には３０

室をもある︒他にも会議室

で︑お休みいただける貴賓

皇室関係の方が来られるの

っている︒伊勢は︑土地柄

センターの増設棟を建築し

辺には︑敷地が約

○サミットに向けて

ーになる︒今︑伊勢志摩は

辺の土地は工業団地として

広い施設であり︑バスケッ

次に︑大窪理事長より﹁第

感動を提供する仕事を与え

し︑消費者等による審査を

サミット前で大変盛り上が

年位放置されていた︒し

トボールやバレーボールは

関係を築くことを目的とし
回全国菓子大博覧会・三

ら れ た 私 た ち が︑ ま ず は

導入し︑また︑新しい販売

ています︒お菓子屋という

我々が感動を共有しなけれ

っている︒現在︑メディア

ｍあるので︑

ースも設置するので︑１年

あり︑様々な映像を流すこ

が複数あり︑各種会議に対

とができる︒サミット期間

応できる︒築

どが引っ越し︑ここ数年の

中はメディアセンターとし

るが︑建物内外をサミット

間に完売された︒

てのメイン会場になり︑放

後にある菓子の最大イベン

また︑高速道路は伊勢市

送スタジオが設営される︒

トである菓子博を︑世界へ

で終わりとなり︑鳥羽市へ

発信する宣伝に︑と県に依

は有料道路となっている

に向けて改装・修繕中であ

年経ってい
億円で︑サミット終

頼している︒増設棟の総工

○サブアリーナ

費は

が︑菓子博開催を機に知事

の展示スペースになる︒固

サブアリーナは工芸菓子

る︒

子博の会場として使用でき

り︑きれいになった後︑菓

了後に立て壊す︒

定席へも入れるので︑上か
て有名で︑近くの鳥羽と志

の英断で︑無料化される︒

らも展示を見ることができ

○メインアリーナ
メインアリーナは︑公称

る︒広さは１７５０平米で︑

伊勢・志摩は観光地とし

１万１千人の収容人数があ

○周辺の状況

り︑いままで最多の来客数

２面に続く︒
摩にホテルや旅館があり︑

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

大阪営業所 大阪府大阪市淀川区西中島7-7-2

TEL.03-3851-7331

東京都千代田区岩本町1-8-16

東京営業所

FAX.0283-23-5401

TEL.0283-23-7331

栃木県佐野市村上町903

16
菓子博で大勢の人が来ても

21
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（１） 平成28年３月15日

全菓連青年部交流会

第６回

菓子博実行委員会 と意見交換会
伊勢神宮も参拝

ように、旅行会社と相談し
ている。

きるよう検討している。
イオングループも菓子博

圏があるので、皆さんと一

阪、京都という大きな都市

たい。今後、各ブロックの

買い上げいただく設えをし

その際、会場図面やイメー

総会が行われると思うが、

続いて、水口事務局長か

緒にＰＲしたい。

て全国に三重県フェアを展

を機に、春から１年間かけ

買うをキーワードに、お伊

見る、知る、食べるそして

し、お菓子の販売を行う。

の大型パビリオンを設置

全国の方と相談をしてい

にしていこうを合言葉に、

ながら、新たな菓子博覧会

ら、これまでの伝統を守り

に興味を持っている。イオ

に、是非買って持って帰り

開する。その中で、菓子博

ンはもともと岡田屋とし

たいという声が強くなって

覧会の情報発信と全国のお

また、過去の菓子博は品

ザイナーが作成した。ＰＲ

いる。広島と姫路の時は、

評会で、販売に注力してい

ら以下の通り説明があった。 ジパースなどの詳細資料を

大使には、お菓子禁止令が

販売を行い、大きな売り上

て、三重県四日市で誕生し

０日前イベントでは公式キ

出たくらいお菓子好きな三

る。各県菓子工業組合にも、

なかったが、お客様から全

ャラクター＂いせわんこ＂

重県津市出身の、レスリン

勢さん菓子博を成功させた

提供したい。三重の大会か

が発表された。体が悪くて

菓子の販売をして盛り上げ

の敷地に、２千平米

お伊勢参りいけない飼い主
げを出したブロックもあ

メリットがある仕組みを作

たのがルーツで、サミット

意見交換会では濱田実行

グ選手・吉田沙保里氏を起

ていこうと、賛同している。 い。ぜひ皆様方の地域の銘

国のお菓子が集まる機会

委員長より、以下の通り説
の代わりに、犬が行って、
る。お菓子が売れて初めて

意見交換会

明があった。
日、１年前

夕方にお店から商品を集め

ており、ある運送会社では

ある。

いるが、内宮は右側通行で

外宮は左側通行になって

り、政治家なら選挙のとき、

荒祭宮という別宮があ

れている。

が、川の名前の由来と言わ

う音が聞こえるというの

が鳴るようなサラサラとい

ちらで手と口を清める。鈴

川が流れており、本来はこ

菓を伊勢に大集合して、お

ので、当面は他県からの木

る。実現は約

宮に使う計画を立ててい

から木材を切り出して、遷

２百年計画で、周りの山々

る。神宮では大正時代から

岐阜県や長野県からしてい

材を調達していたが、今は、

宮の際、周りの山々から木

が手を入れている。昔は遷

りたい。

商売になるので、そのよう

まねき隊やイメージソング

て、夜間に移動し、翌朝会

江戸時代には、民家や店

企業家では商売を行う方が

材に頼らざるを得ない。も

伊勢は周りに名古屋、大

用した。４月

を発表し、チケットの販売

場に届けることができるス

などが内宮の神域内に多く

参拝される。行在所は、天

イベントを名古屋市金山駅

を開始する。また、これま

ピード感のある物流システ

あったため、火事で延焼し

皇陛下など皇族の方々が泊

「おかげ犬」という話があ

での姫路、広島は大きな都

ムを構築中で、来年の４月

ても広がらないように火除

ともと神領であり、伊勢の

急ピッチで改装をしてお

市での開催であり、近隣の

に完成する予定である。つ

橋が設けられた。現在では

まられるところである。中

人は木を切り、神宮に収め

な仕組みを作りたい。遠方

お客が多かったが、伊勢・

まり、前日の夕方の集荷に

整備され民家等は無いが、

は驚くほど質素である。

前・アスナル金山のイベン

志摩は観光地なので、旅行

間に合えば、翌日は会場に

その名残で火除橋が残って

る。それにちなみ、今回の

会社とタイアップして、全

お菓子を並べることができ

いる。式年遷宮では火除橋

り、一番良いタイミングで

国からお伊勢参りと菓子博

るので、販売に心強い味方

からお菓子を送るのは大変

という形のパッケージで売

ができる。この仕組みを使

だが、物流事情は良くなっ

っていきたい。サミットで

も架け替えられる。

トスペースで行う。今回の

りを行う菓子店

くり、店づくり、コトづく

話題にしたくなる菓子づ

手水舎もあるが、五十鈴

入れたお菓子と接客サービ

◎日本政策金融公庫総裁賞

▽パティスリーイグレック

埴科郡坂城町）

▽紅谷和洋菓子舗（長野県

銀月（佐賀県三養基郡みや

▽株式会社クルール・ド・

める菓子店

（埼玉県加須市）

▽フランス菓子ボージュ

（埼玉県幸手市）

▽洋菓子工房エルドベーレ

（宮城県遠田郡美里町）

▽株式会社ガトーみかわ

県長野市）

▽喜世栄―きよえ―（長野

善促進機構会長奨励賞

◎（公財）食品流通構造改

長崎市）

▽株式会社長正堂（長崎県

府東大阪市）

▽株式会社シュクレ（大阪

商品の開発力・技術力に

き町）

▽株式会社ジェイアンドエ

五十鈴川の上流は伊勢神

ていた。昔は木材も地元の

るのが税金の代わりになっ
宮の所有で、５百

を全て管理し、営林のプロ

人間が曳いて収めていた。

の敷地

70

伊勢神宮につい
ての説明より

海外にも発信されるので、

い、皆様にとっても商売と

菓子博のＰＲ部隊であるお

駆使し、優れた業績を上げ

◎農林省食料産業局長賞

支えられた豊かな品揃えと

ム（東京都武蔵野市）
得る菓子店

年後になる

海外からのお客様も日本の

して成果を上げることがで

キャラクターを千葉県のデ

表彰
事業

▽有限会社但馬屋（茨城県

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

回 優良経営食料品小売店等

水戸市）

オガワ（大阪府八尾市）

スによりブランド力を高め
る菓子店

▽

▽御菓子司壬生（大阪府大

▽株式会社ふなき製菓（福

東市）

Patisserie Shun― パ
ティスリーシュン―（富山

▽株式会社ヤムヤムクリエ

ている全国の中小の食料品

岡県三井郡大刀洗町）

県氷見市）

回優良経営食料品小売店

る。菓子関係の受賞者は次

◎（公財）食品流通構造改

イツ（大阪府東大阪市）

（公財）食品流通構造改

し、「 ま ち の 駅 」 と し て 地

善促進機構会長賞

小売店、また、食品流通の

▽西洋浪漫菓子シェ・アオ

喫茶ルームで地域の支持を

地元の果物・野菜を使用

◎農林水産大臣賞

元客と観光客から支持を集

の通り。

▽株式会社沢田本店（埼玉

善促進機構主催による「第

等表彰事業」の入賞店がこ

県熊谷市）

効率化、環境対策、地域活

洋に和のテイストを取り

タニ（大阪府東大阪市）

ha

県は予算をかけて会場を

お札を持って帰ってきた

10
ha

お菓子を知っていただける

菓子博を開催できる。５０

23

のほど決定した。同コンク

独創的な経営技術を表彰

第

三重県営サンアリーナメインアリーナ
性化などを共同で展開する
組合などを発掘し表彰す

伊勢神宮宇治橋前

25

ールは独創的な経営技術を

25

平成28年３月15日 （２）
（毎月 15 日発行）
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重

﹁
食品表示法﹂の講習会
法
開
催

た物であります︒表示の内
容に関しては無駄なものは

改訂もございました︒しか

がたちその間に幾度と無く

が課せられてから長い時間

存じのように︑表示の義務

に関しては皆様もすでにご

施行されました︒食品表示

律として﹁食品表示法﹂が

品に関する新しい日本の法

本年度四月一日より︑食

りして組合独自の講習会を

て県の庁舎会議室等をお借

南勢地区も二月に伊勢市に

地区は二月に再度津市で︑

は一月に四日市市で︑中勢

を配慮した上で︑北勢地区

合員のより便利な受講方法

地理的な事情を考慮し︑組

した︒又︑三重県に於ける

山の方々にご参加を頂きま

場にて開催しました所︑沢
と︑これからもより一層求

得る手段である事を思う

新

何も無く︑消費者の方々に

しながらこの度は︑新しく

開催した所︑全講習会での

とっては唯一食品の情報を

法律として施行されました

適切な表示の大切さ

為︑従来の﹁食品表示﹂が
参加者は合わせて三百九名

に張れるよう︑大納言小豆

シールとは別に個々の製品

すが︑私共の組合では表示

はアレルギー表示が有りま

て健康に一番留意する物に

最後に︑表示の中に有っ

です︒

行かねば成らんと思う次第

に遅れないように対処して

理解し︑我々も心して時代

められる物が多くなる事を

持つ意味と役割よりも更に

大のアレルギー表示シール
を製作・販売して食品事故

理事・上野幸廣

切によるものであった事で

いが和菓子の命であり︑あ

自身︑講義の中で大変驚い

んこを大事にして﹁佐賀の

今回の全講習会において

し︑きめ細やかな作業と素

あんこは何でうまいんだろ

防止にと努めております︒

材作り技術を話されながら

う﹂と言われる位︑佐賀県

す︒此の事からも︑適切な

義継氏をお招きして和菓子

指導をされた︒参加者から

のお菓子のレベルを上げて

た内容としては平成二十六

講習会を開催しました︒会

は小豆を炊くやり方に関す

頂きたいと言われ︑今後︑

は︑三重県健康福祉部食品

場は設備が充実し︑毎回お

る質問が多くありました︒

この和菓子講習会を何回か

菓子工業組合と津市食品衛

借りしている安部商事㈱テ

またその素材の餡を商品化

続けて行き︑組合として組

三重県菓子工業組合専務

クニカルキッチンを使わせ

するために︑春夏秋冬と色

表示が如何に大切かと言う

て頂きました︒今回は小豆

を変えるとか︑和菓子はい

事に今更ながら気付かされ

製造︶︑また国︵厚生労働省︶

鹿の子︑練切りあんに種類

合員を含む菓子製造技術全

年度に於ける食品自主回収

よりものづくりマイスター

をしぼり込んで︑和菓子の

般の向上を目指して行く所

の原因の約半数が表示不適

佐賀県菓子工業組合では

︵菓子製造職種︶に認定さ

かに季節感をだすかなど︑

です︒これからも佐賀県出

安全課表示班の方々にご指

２月３日に組合員︑製菓技

れて県内外で高い評価を受

参加者は古河先生から手本

導をお願い致しました︒私

術者︑後継者を中心に﹁若

基盤であり︑命である餡を

を受けながらお菓子作りを

生協会との共同開催による

年技能者人材育成支援等事
けておられる㈱北島で技術

作る製餡技術の習得を目指

第一回の講習会を津市の会

業﹂を活用して︑佐賀県よ
顧問をされておられる古河

製餡の素 材 作 り を 学 ぶ
菓子技術講習会を開催

和菓子講習会会場風景

和菓子講習会製品

つながる事や︑ちょっとし

お客様に喜んで頂く商品に

心で工夫して行くと斬新で

の備品等を活用して︑遊び

具に作り変えていく事や他

夫して︑自分なりの作業道

自身が使用している物を工

そして製菓作業道具など

の向上を目指していきたい

けるようにお菓子技術全般

化を地域社会に理解して頂

県の持つお菓子の歴史︑文

歩でも近づけるように佐賀

高製菓創業者︶のように一

創 業 者 ︶︑ 森 平 太 郎 氏︵ 新

や江崎利一氏︵江崎グリコ

一郎氏︵森永製菓創業者︶

身で菓子業界の偉人森永太

たアイデアで商品自体が活

長・中原正博

佐賀県菓子工業組合理事

と思います︒

た︒あんこ作りはむずかし

取り混ぜながら話されまし

きていくなど長年の経験を

学んでいました︒



り佐賀マイスター︵和菓子

いります︒そこで︑三重県

となりました︒

食品表示法の講習会

重要で責任がともなってま

三
賀
佐
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東 京 都 菓 子 工 業 組 合・協 力 会
「新年合同懇親会・新春講演会」
ただし、偉大なる凡才に
なるのは大変だと、当然の

た。

は階を移動して行われまし
た。

ご挨拶の中に込められまし

を楽しみにしています。

時代がやってきた」という

で す。「 １ ０ ０ 歳 ま で 働 く

を心掛け、礼を正す。常に

且つ時間を守り、整理整頓

ことの大切さを説かれ、尚

ち、前向きに明るく生きる

の人に感謝の気持ちを持

れて気付かされます。周り

祐之氏というご来賓４名を

東京菓子協会事務局長柳原

センター理事岡部裕子氏、

氏、菓子・食品新素材技術

氏、同事務局長渡辺嘉一郎

組合連合会専務理事山本領

社１０５名、全国菓子工業

頂きました。早速懇親会で

れたラペルピンを送らせて

の、スワロフスキーで作ら

ンディーな氏にはお似合い

氏に記念品の贈呈です。ダ

た前協力会会長の外海大六

り協力会の会長を務められ

続きまして、永年にわた

です。

菓㈱代表取締役山口哲正氏

これまたダンディー名月製

ご発声は東菓工きっての

ってしまいました。

れた頃、早くも中締めとな

舌鼓を打ち、旨酒に酔いし

精養軒のおいしい料理に

テーマでご講演頂きまし

遥かな高みに目標を持ち続

東菓工・協力会併せて

今年の新春講演会にお招

た。司会は、協力会㈱飯田

ことながら時間が進むにつ

きした講師は４年ぶりの登

製作所代表取締役の飯田勉

毎春恒例の東京都菓子工
業組合・協力会「新年合同

れました。

お迎えして盛大に行われま

華やかに胸元を彩っていま

クラブではなくマイクを握

ける。私の中で自問自答す

られたせいか、三々七拍子

氏です。

した。

と変わらぬ声と立ち姿で迫

難しいことを仰られている

遠くに聞こえます。決して

てきました。先生の言葉が

二葉晃司氏です。一言発し

染み二葉製菓㈱代表取締役

いて他には居ません。お馴

声で懇親会のスタートです。

啓詞氏です。高らかなご発

作所代表取締役社長の牛窪

乾杯の音頭は㈱愛工舎製

た。

事に三本で締めて頂きまし

が、明るい笑い声の中、無

で締めようとされました

司会と言えばこの方を置

した。

力ある講演会となりました。

訳ではないのですが、徹底

盛会であったことをお慶

才を凌駕出来ないが、１０

び申し上げ、今年一年が皆

合同での催しが増えてき

様にとって明るい年となり

ただけで、場の空気が明る

たので、顔見知りが増え確

ますよう祈念申し上げます。

して行うことの難しさを今

実に会話している輪も広が

東京都菓子工業組合副理

０年あれば天才を超えられ

東菓工理事長黒川耕次

って来ています。新規での

事長・中谷光基（中谷製菓

くなります。

氏、協力会会長寺本眞一氏

取引も増えているのは間違

懇親会では飲み過ぎず、
明日から実行して１００歳

いない所だと思います。

更ながら気付かされました。

除く、凡才を自負している

厳しい時代を反映して、

㈱）

の順にご挨拶頂きました。

今後も積極的な会の運営

まで働きながら生きて行こ

なお一層の協力を両氏とも

うと固く心に誓いました。
さてお待ちかねの懇親会

方々の身が前のめりになり

思われましたが…

ました。殆ど全員だったと

る」という第一声で始まり

「人生

年では凡才は天

歳にも拘らず、４年前
る時間がだんだん長くなっ

歳まで働く時代がやってきた」

場となる㈲ヒューマンスキ

氏
講師：田中真澄 「

懇親会・新春講演会」が平

ル研究所所長の田中真澄氏

年２月

100

お年寄りに笑顔を

京都府菓子工業組合
青年部 お菓子教室

教室で

名の地域の方々と

共にお菓子作りを実施致し

新たな試みとなりました。

に関部長の思いに合った、

部員が一人ずつつき制作を

その後各テーブルに青年

た。

武中製菓㈱の武中俊樹氏、

平和製菓㈱の野田英彦氏、

結し連携して事業を行って

乾杯の発声は京都府菓子

㈱方寿堂の小尻善人氏、都

なるよう、皆様のご支援ご

関連業者様のご紹介のあ

工業組合の今西政博理事。

製餡㈱の山梨晃司氏、㈲藤

と、新入部員の紹介に移り、

京都府生菓子協同組合青

アイドル、Ｐｕｒｐｕｒｅ

も来ていただいた、京都発

続いて、京都府菓子工業

組合の横山長尚代表理事よ

年部の狩野琢也部長は「昨

澤永正堂の藤澤聡氏、パテ

ます。今後もさらに幅を広

す。

り「 青 年 部 に は 外 に 出 て

ィスリーミムラの三村彰

もも同じだと強く感じまし

染みの深いお年寄りの方々

京都府菓子工業組合青年

様々な事業をしていただき

年は研修旅行を一緒に行う

氏、以上六名を紹介し、ご

いきたい」とご挨拶をいた

に改めて、その魅力や知ら

部広報・西井一樹

ことができた。今後お菓子

鞭撻をお願いする」と強い

皆さんは苦戦しつつもさ

なかった事などを伝えられ

感謝する。次回の菓子博で

教室なども協力していきた

周年に

周年式典では、歴代

年の

部長や部員の努力により築

しくして行くことが私たち

の使命だ。お菓子教室で生

徒達にお菓子には文化があ

ると語っている。我々もそ

れを受け継ぎ、発展し、周

りから尊敬される集まりと

部広報・西井一樹

京都府菓子工業組合青年

た。

の祝い締めにて閉会しまし

最後に会計の島田嘉寛氏

りました。

き、会場は大いに盛り上が

☆の皆さんにご登場いただ

年間部長をやってきた。昨

途中、一年前の

は青年部に組織に入っても

げ、各地域に密着した活動

くさくと順調に製作されて

る良い機会であったと思い

拶で「右も左も分からない

らい、アイデアを出して欲

た。

竹鳴海餅）による菓子の文

おり、個性豊かな作品を見

んがお抹茶を点てられ、皆

えに、より丁寧な指導が必

ところから、北川善英前部

挨拶をいただきました。

だきました。

化や原材料についてのお話

せ合いながら、和気あいあ

さんで美味しく召し上がら

京都府菓子工業組合青年

要ではと感じました。しか

長など皆様のお力添えで一

い」とご挨拶いただきまし

思いを話しました。

こちらの民生委員の方々

をして頂き、意外と知らな

続いて体をほぐす運動。

れました。

部（関雄介部長）は、１月
日（ 木 ）、 東 山 区 の ハ イ

関連業者様を合わせて約

青年部員が実演・説明を

し、お菓子に触れ、食べて、

しいと考えている。一致団

を行っていきたいと思いま

は月に一度取り組まれてい

かった事や馴染みのある話

今回の事業は和菓子に馴

る「健康すこやか学級」の

指導しました。

致しました。今回は紫竹民

「ほっとホットサロン」と

まず初めに藤井博氏（紫

生 児 童 委 員 協 議 会（ 以 後

ました。

京都府菓子工業組合青年

民生委員）の方々と紫竹鳴

京都市立紫竹小学校にて
日（土）に京都

いとされておりました。

部は１月
市立紫竹小学校にて、新年

に皆さん熱心に聴いておら

腕をブラブラと振ったり、

普段は子ども達に教える

いてきた会なのだと感じ

新年会
鼻と耳を摘んで左右を入れ

事の多い我々ですが、今回

た。先代のものを守り、新

京都府菓子工
業組合青年部
をされております。その活

替える等、座ったままで簡

アットリージェンシー京都

その後は民生委員の皆さ

いう活動で、地域のお年寄

お菓子教室

海餅の藤井博氏が主体での

れました。

動の一環として、今回お菓

単にでき、少し頭も使うよ

は子ども達とはまた違った

にて、新年会を行いました。

その後製作体験に移り、

を大きくしたり、経験を積

名での開催。

行ない、間近で技を披露。

笑顔になるのは大人も子ど

15

16

初めてのお菓子教室を実施

りに集まって頂き、脳トレ

子教室を実施させて頂きま

難しさがあったように思い

や筋トレなど、様々な活動

した。当日は北区福祉協議

うな運動を皆さんと一緒に

ます。耳の遠い方のため声

菓子文化の伝承、発展へ

会の方も視察に来られてお

行いました。

今回はねりきりの【菊】と

まれた大人の方であるがゆ

以前より関部長の意向と
して「今までは子ども達を

【鞠】を製作体験。

出来上がっていく工程に歓

まずは、関雄介部長の挨

対象としたお菓子教室が主

方々や、福祉の関係にも力

声が上がりました。

だ っ た が、 今 後 は 地 域 の

を入れていきたい」といっ

50

成
上野精養軒において開催さ

10
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新春講演会

今日は握りなれたゴルフ

日（水）に、

78

ました。そこにいる天才を

80
33

りました。

都
京
21

15

80
た思いがあり、今回はまさ

関雄介部長

京

東
28

都
京
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お菓子の起源を訪ねて
─橘街道プロジェクト

橘がつなぐ菓子文化
と繋がる魅力が、菓子作り

紀の時代の壮大なロマンへ

に繋がる、古事記や日本書

な形をお話しいただきます。

地元兵庫に於ける橘の様々

に、「歴史の中の橘」として、

子大学教授の田辺眞人氏

マンをお楽しみいただける

を通して「菓子」というロ

し、お客様方と共に「橘」

する勉強会を今後も継続

て、このような「橘」に関
えています。

機会を作っていきたいと考

を受け、兵庫県菓子工業組
長で大分大学客員教授の吉

研究家で、香りの研究所所

初午大祭で福を呼ぶお菓子を販売

開始され、商売繁盛や家内

たと同時に初午一番詣でが

•••••••••••••••••••••••••••••

崎隆広

兵庫県菓子工業組合・日

に反映してきます。
兵庫県菓子工業組合とし

合として単独での継続事業

この講演会では「橘」の

今回の事業は、近畿の中

武利文氏に「歴史」「民俗学」

「橘」を知る

で経済産業省の地域資源活
となる事に取り組もうとす

安全を祈願するたくさんの

を祀る中嶋神社があ

菓祖神「田道間守」

兵庫県北部の豊岡市には

子工業組合員はもとより、

行っていただきました。菓

講演を、映像を交えながら

の発展的な事象を含めての

分野での「橘」の存在とそ

して地元商店街はもとより

す。また、商売繁盛の神と

人々から親しまれていま

栄の守護神として、多くの

築城の神として、城下町繁

熊本城稲荷神社は熊本城

た日に「初午祭」が催され、

いわれています。降臨され

伊奈利山へ降臨された日と

宇迦之御魂が、初午の日に

五穀をつかさどる農業神の

稲荷大社に祀られている、

商品を売りました。

でも威勢のいい声を出して

熊本県菓業青年会のブース

掛け声や拍子木の鳴る中、

開運福拍子のおめでたい

人達が福がきなどの縁起物

り ま す。「 橘 街 道 」

一般からのご応募いただい

熊本菓業青年会

を通じて、菓子作り

たお客様方も共にご参加い

伏見稲荷大社に「初午詣」

「香りの文化」等、幅広い

における「歴史」
「神

全国からもご参拝にみえら

る第一回目のものです。

用ネットワーク構築事業と
して活動していました「橘
街道プロジェクト」に刺激

話 」「 物 語 」 に 裏 付
ただきました。

社同様に田道間守を

仁天皇御陵や中嶋神

兵庫だけでなく、垂

を行うことで、地元

体的に交差し合うことを体

と文化、そして菓子とが立

がっていただく事で、歴史

った菓子も来場者に召し上

また会場では「橘」を使

まるといわれる２月の最初

年でのうちで一番運気が高

この熊本城稲荷神社で一

されています。

れるなど多くに方々に崇敬

行う日になったそうです。

が商売繁盛を願うお祭りを

祭りになり、街中では商家

農村では五穀豊穣を願うお

をするようになり、その後、

には完売しました。

品は売れていき午前２時半

なしに人が訪れ、次々と商

もいらっしゃり、ひっきり

を楽しみに買って下さる方

毎年菓業青年会のお菓子

を買い求めます。

けされた「菓子作り」

祀る橘寺のある奈

夜が明けて、寝る間もな

熊本菓業青年会では、十

お昼間は湯気を上げて蒸

く午前８時半に再び開店。

の午の日に「初午大祭」が

数年前から熊本城稲荷神社

し饅頭も販売しました。寒

験していただけたと思いま

の初午大祭に出店していま

い時期なので熱々の饅頭に

良、同じく橘本神社

初午大祭は全国の稲荷神

す。今年は大福や紅白まん

たくさんの人が並んでいま

斉行されています。

じゅうなどのお菓子の他に

尚、第二回の講演会は、

社で盛大に行われています

稲荷ずしや巻きずし、赤飯

す。

三月二十三日に、神戸にお

が、７１１年に京都の伏見

のある和歌山、そし

巡り、皇室との縁の
いて、歴史家で園田学園女

て都であった京都を

深い伊勢神宮の三重

もそぞろとなります。季節

春一番がやって来ると、気

らの開花も間もなくです。

桃の蕾もふくらみ、さく

■お菓子はふるさとそのも

とかもしれません。

子に一番求められているこ

っとしたことですが、和菓

いいでしょう。ほんのちょ

どで丁寧にお伝えになると

お客様。何を用意し、お迎

なりました。選択が日常の

ていくことができるように

りの小さな店も簡単に訪ね

ましたし、カーナビで裏通

ネット購入も普通になり

界中見渡しても、ここまで

れればそれまでですが、世

たらす和菓子。当然と言わ

とけ込み、情緒・物語をも

節時計のように、暮らしに

らしいです。１年を刻む季

ら販売開始です。

なで箱詰めし、午前０時か

店から仕入れた商品をみん

バーで集まって、会員のお

前日夕方から青年会メン

でたい行事が執り行われて

初午をどりなど１日中おめ

や開運太鼓、獅子舞奉納、

られ、１時間毎の福餅まき

会場にはステージも設け

した。

のお菓子を待つ気持ちも同

を販売しました。

じです。

多様性とこだわりをもつ文

「 和 菓 子 」 は、 信 頼 や 心

化はないように思います。

大勢の人で終

授かりに来た

一年の福を

います。
え す る の が よ い の か、
＂ふ

意気、故郷も季節も取り込

日賑わってい

２月６日に日付が変わっ

のです

みながら、タテ・ヨコに人

ました。

どうしてカタチが異なる

合わせだってあります。

めなし、二種の桜餅の詰め

れたり、調べようと思えば

です。時折テレビで紹介さ

のカタチに合わせて違う趣

柏の葉で包む柏餅も、葉

カタチあるものに作り続け

素材を吟味し、調達し、

■お菓子は笑顔の素です

る時代かもしれません。

さまざまな役割が求められ

るさと＂の担い手としても、

せと思っております。

ることができて、本当に幸

ながら、長年、関わってく

す。この縦横無尽を楽しみ

売りました。

２０００箱を

には完売し約

午後４時半

と人とをつないでいきま

のか、その違いにも思いを

ネット検索でも、ご当地ご

る和菓子の製造過程は素晴

局・野田尚美

工業組合事務

熊本県菓子

はせていただけるような

との違いを知ることができ

初午大祭

ます。

城戸翔寉（きどしょうかく）

「桜餅ヒストリー」は、店

す。いいとこ取りもおとが

東西でカタチも色も多彩で

桜餅ひとつとりましても、

小さな日本列島、でも、

けてください

■若い方々にもっと話しか

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

橘街道講演会
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いった︒屋島は四国八十八

四国の起点として発展して

し︑後に国鉄宇高連絡船の

思われるとチョットつらい

社長は何をしていたの？と

主力商品が同じなの？時の

オイオイ︑１００年以上も
ている︒

る商品もいいものだと思っ
心とゆとりを持って菓子の

を守り︑新しい商品は遊び

有限会社吉岡源平餅本舗
か所の内八十四番目の札所
ものがある︒だけど決して

主人から屋島にふさわしい

治中頃に屋島山上の茶店の

ウイ︑柿︑柚子等を丸ごと

実を一個使った和菓子︒キ

いる︒そのうちの一つが果

る︒

香川県菓子工業組合理事
・吉岡啓志

上での周辺環境︵素材︑景

観︑地域の歴史・物語︶が
鍵となる︒

ために﹂

■﹁安全なお菓子をつくる

理を行う施設︶に対し︑鳥

取扱施設︵製造︑販売︑調

理を行っている県内の食品

ろえを絞り込み︑強気の値

知拡大をはかること︒品ぞ

Ｓを活用して口コミでの認

ｏｏｋやＬＩＮＥなどＳＮ

密着が必要で︑Ｆａｃｅｂ

お客さまと時代に合った

全国菓子工業組合連合会

取県から認定証が交付され

月

る︒また︑県ではＨＡＣＣ

は

日に鳥取市で講演

様々な活動で活性化！

鳥取県この一年



製造に励みたいと思ってい

として︑また源平屋島合戦

下糖を使った

お茶菓子を造っていただけ

昔からある源平餅は伝統

和三盆糖を商う問屋を生業
遊んでばかりいたわけでは

伝統と遊び心の菓子作り

弊鋪は江戸後期に四国高
の古戦場として︑参詣客︑

生姜糖やかり

一個使った創作菓子だ︒名

製造に転じ白

んとうを製造
ないかとの依頼があり︑二
前はまんで○○︒この名前

ない︒色々な商品が育って

としていた︒その後︑菓子

販売してい
代目が紅白の小餅を創製し
を見て変わっているなあと

会を開催した︒鳥取県生活

上げで利益を確保して従業

た︒当時徒歩で登って来た

た︒当地は四

Ｐによる衛生管理に取り組

国八十八か所

環境部くらしの安心局・岩

旅人に大変喜ばれたと聞い
人︒⁝⁝安心してください︒

た︒

合︑米子おかしや会と島根

鳥取県の境港菓子工業組
鳥取県菓子工業組合中部

県の安来菓子工業組合が１
会︵岡本栄伸会長︶は

類需要拡大事業としては︑

〜八日開催されました︒豆

高航路が開通

治になると宇

っていた︒明

ます︒

作から上位三作品が選ばれ

五作品の合計二十八の出品

都城支部十作品︑児湯支部

した︒宮崎支部十五作品︑

インに行われる事になりま

平餅本舗と名乗っている︒

あり社名も有限会社吉岡源

今も源平餅は主力商品で

一次審査の審査基準に従っ

にての審査です︒菓子博の

菓専門学校の副校長の五名

交シティの担当者︑調理製

所︑市役所︑会場である宮

を審査員長として県保健

り﹂の会場内にて︑理事長

が︑こういった遊び心のあ

あり大量生産は出来ない

子なのだ︒すべて手造りで

間と手間がかかるとの事

はしっとりの食感ですが時

だんに使い外はカリカリ中

言小豆︑うぐいす豆をふん

かかるとの事でした︒大納

お菓子で︑完成まで三日は

伝統を守り作り続けている

ＡＣＣＰ方式により衛生管

ている︒この制度では︑Ｈ

合施設認定制度︶を推進し

しかなく︑コンビニの半分

ト類市場では

路面店は和洋菓子・デザー

が減少している︒専門店・

七千事業所︵

パーセント︶

業︵製造小売︶は７年間で

推移しているが︑菓子小売

菓子市場全体は横ばいで

た︒

パーセント

ントを招き講習会を開催し

雅楽などで和をイメージし

さんある広場なども設置︒

ョーや木のおもちゃがたく

お子様は無料︒マジックシ

は７００円︒小学生未満の

放題一人６００円︒当日券

前売り券は︑和菓子食べ

日に和菓子祭りを開催

平成二十七年度︵公財︶

二回目の宮崎県ですが︑今

豆類菓子審査会

伝統ある
各 店 の

みやざきお菓子まつり

みやざきお菓子まつり

部の﹁みやざきお菓子まつ

お菓子祭り初日︑宮崎支

て真剣に公平に行なわれた

で︑宮崎ではあまりお目に

以下となっている︒

査品すべてを試食して︑ど

に宮崎市長も見学にみえ審

みたいです︒審査会終了時

甲乙つけがたく苦労された

審査員の方々は︑どれも

翌日︑表彰式がありました︒

地三昧﹂がみごとに選ばれ

た﹂︑銀賞クマモト屋作﹁盆

金賞おかし花月作﹁おめで

た機会があれば︑新商品で

類菓子審査会でしたが︑ま

今回は伝統ある各店の豆

で頂けたかなと思います︒

いのふるまいで少しは喜ん

じを受けましたが︑ぜんざ

試食や販売も望まれてる感

来場者は見るだけでなく︑

同会場内に展示しました︒

多くあり︑審査品とは別に

豆類を使ったお菓子は数

よりも︑ブランドをつくる

商圏人口やアクセスの良さ

なくなった︒店舗立地は︑

過去の成功事例は通用し
かかれないお菓子です︒

れも美味しいと評価されて

鳥取県菓子工業組合理事

イベントとなった︒

子様から大人まで楽しめる

た空間を演出するなど︑お

が がく

者で賑わった︒

し︑約１︐３００人の来場

17

長・小谷寛

和菓子祭

の審査会も楽しみです︒

局・大西みつ子

宮崎県菓子工業組合事務

ました︒

口説﹂は三十七〜三十八年

特賞のツヤ干し﹁イロハ

ツ ヤ 干 し﹁ イ ロ ハ 口 説 ﹂︑

結果︑特賞お菓子処光仙作

ツヤ干し﹁イロハ口説﹂

て

に

25

10



日本豆類協会助成金に係る

日に県外からコンサルタ

11

需要拡大事業としての﹁お

18

回も豆類菓子の審査会をメ

月

月

■﹁生き残れる菓子店﹂

か︑意味がわからんという

の結願の地と

まんでとは香川の方言で全

鳥取県はＨＡＣＣＰの普

員の待遇改善をはかること

ている︒誰が言うともなく

部とかまるごとという意

及を図るために独自の認定

などを学んだ︒

源平合戦にちなみ︑源平の

味︒まさにまるごと一個使

む事業者を支援するため︑

して︑また屋

餅と呼ばれるようになっ

ったまんでキウイであり︑

施設改修のための補助や専

島︑栗林公園︑

た︒明治の後期に三代目が

永千歳衛生技師が鳥取県版

玉藻城︑金毘

源平餅として商標登録し現

制度︵鳥取県ＨＡＣＣＰ適

ＨＡＣＣＰについて講演し

羅宮等は昔か

まんで柿であり︑まんで柚

■和菓子祭り

ら有名な観光
在に至っている︒

門家派遣等が行われている︒

地として賑わ

28

菓子まつり﹂が十一月七日

有限会社吉岡源平餅本舗

取
鳥
10

観光客が増えていった︒明

松で︑讃岐の特産品である

川
香
崎
宮

平成28年３月15日 （６）
（毎月 15 日発行）

聞
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りとある梅園菓子舗、私は

岐阜県多治見市にひっそ

まうのでは…と思い、教わ

期が長くお客様も飽きてし

節感はあるものの、販売時

生菓子の変化の少なさ。季

店ではなかったかもしれま

で、気軽に買えるというお

子のラインナップがメイン

焼き菓子の進物用、上生菓

確かに当店は、棹物、羊羹、

っと…」という声でした。

価格が高く、家用にはちょ

買わない」とか「進物用で

高いから、いざって時しか

ました。でもそのおかげで、

が難しく、意外とてこずり

が、温度や焼き時間の調節

したので問題ないのです

にみっちり鍛えられていま

焼く事に関しては、修行中

手焼きとなります。生地を

さな一文字しかなく、当然

当店には古い電気式の小

言 わ れ て い ま し た。「 い い

知り合いの社長様によく

ました。

来て下さるお客様が急増し

があり、どら焼きを求めて

とに。これが思いの外反響

というものを出してみるこ

そこの四代目です。大学を

ってきた生菓子を何種類も

めました。

卒業後、岐阜市にあります

投入し、お客様に喜んでも

「梅園さんは老舗で敷居が

香梅」様で五年

どのように焼くとふわっと

お客様に喜んで頂ける商品を

「御菓司

せん。私の和菓子作りの理

いたのですが、売り上げに

を…少しでも多くのお客様

念は「和菓子で心に安らぎ

んとわかってきました。そ

っとり焼けるのかがだんだ

焼けるのか、何をするとし

梅園菓子舗

間修業させて頂き、餡づく
らおうと頑張りました。と

修業を終え実家の菓子屋

礎を教えていただきました。 ころが、喜んではもらえて

に喜んでもらいたい…」で

ゃ芽は出ない。当然花も咲

かない。大事なのは種まき

からだよ」と。お客様に喜

んでもらうには、まず食べ

てもらわなくてはいけな

い。そのためには店に来て

にようやく気付きました。

は影響してきません。何故

それからは、広告を積極的

に戻った際、まずは店の状

もらわなくてはいけない。

フリーマガジンを作ってい

に出して認知度を上げるこ

そのためには店を知っても

る編集者さんでした。まだ

とに力を入れ、今では一日

して半年ぐらいかけてやっ

す。さらに、中高年のお客

立ち上げたばかりで掲載し

と、自分の一番良いと思う
状態を作り上げ、店に出せ

様が多く若い世代のお客様

てもらえるお店を探してい

あり、このままではどちら

思いついたのが、どら焼き

店に並べるようになって

る商品に仕上がりました。

個作っ

が非常に少ないことにも気

も達成されません。そこで

の製造です。大衆的で親し

お客様の反応を楽しみにし

付きました。一日

かなぁと店に出て接客して

みやすく、今までの当店の

ていましたが、お薦めして

みると、聞こえてきたのが、

イメージを変えるにはもっ

も「どら焼きなんて…」と

態を知ろうと観察を始めま

てこいであり、修業先の香

の時だと、すぐに試作を始

ていましたので、今こそそ

非作ろうと修業中から思っ

味しく、実家に戻ったら是

語っていました。

なか払拭できないようで

の当店へのイメージはなか

今来て下さっているお客様

いうお客様がとても多く、

は、来る三月八日には、林

飛び込んできたのが地元の

思っていたところに、偶然

続き、何とかしなければと

ても売れ残るという日々が

招きし「洋菓子技術講習会」

チャンスだと、初めて広告

かを実技を交え、詳しく説

今回は、群馬県高崎市の

明しました。

群栄化学工業（株）の御協

の「ピュアトース」を使用

世代の方に知ってもらえる

雑誌でしたが、これは若い

るとの事で、私も知らない

商品となりました。

に８００個以上売れる看板

お菓子を製造されたい」と

岩手県菓子工業組合で

原仙台営業所の御協賛によ

す。

を開催する予定としていま

沢仁

岩手県菓子工業組合・小

り、埼玉県の『菓子工房オ
ークウッド』のオーナーシ
ェフである横田秀夫氏をお

•••••••••••••••••••

中嶋神社四国分社の敷
地に橘の苗木を植える

もに～と歌われていたほ

ら積んできた花橘の香とと

で、土を掘り苗床を作りま

子工業組合の松山の役員

ています。

昔、文部省唱歌にもあっ

した。

で、橘の苗木を立てて皆で

写真は、苗床が出来るま

ど、田道間守命は有名です。

社四国分社の敷地に植えよ

記念撮影をしたところです。

その橘の苗木を、中嶋神

たと言われている田道間守

♪香りも高い橘を積んだ

うとの話が出て、愛媛県菓

の歌に、

その命の墓が垂仁天皇の

お船がいま帰る、遠い国か

化が進んでおり、所々直し

四国分社の本殿も、老朽

御陵のお池の中に作られ中

ところから中嶋神社と名付

菓子組合も少子高齢化の

ながら維持しております。

ノ島のように浮かんでいる

非時香菓は「ときじくの

木として、紫宸殿の御苑に

持ち帰った非時香菓をお菓

部長・白石恵一

愛媛県菓子工業組合広報

させていただきました）

狩前理事長の投稿文を引用

（中嶋神社の云われは伊

いと思っています。

を後世に伝えていってほし

せ、歴史ある日本の和菓子

お菓子の歴史に思いを馳

が、若い方にもこういった

少の一途を辿っています

波が押し寄せ、組合員も減

けられたと言われています。

かぐのみ」と読みますが、

ときじくは時を選ばずの意

で、かぐのみは香り高い果

実の意味で柑橘類の一種で
日、四国

くのかぐのみ）を持ち帰り

年３月

す。今は橘を密柑の原木と

り、天皇はすでに崩御され
ていました。

桜と共に植えられておりま
す。

子の始まりとして崇められ

命は、天皇の御陵に非時

その後、景行天皇が田道

香菓を献じて、悲しみのあ

間守命を哀れみ、先帝の陵

日本書紀によると、垂仁

世の国に行き、永命の実と

その後も、田道間守命が

いわれる非時香菓（ときじ

天皇の御代に、田道間守命

花も香り高く、常磐なす銘

ましたが、すでに出発して

日に

の菓子業者によって、中嶋

月

されています。その果実は
日と

年の歳月が経ってお

昭和

側に葬られました。

阜県多治見市）

梅園菓子舗・加藤義久（岐

業所で創意工夫され新しい

くてはいけない。そのこと

らえるよう情報発信をしな

梅様のどら焼きがとても美

した。最初に気付いたが、

の（株）マイスター日の本

二月九日に盛岡市大沢河原

藤俊明理事長）では、去る

岩手県菓子工業組合（齊

新素材「ピュアトース」の活用から

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

加藤義久さん

種を持っていてもまかなき

りを始め沢山の和菓子の基

梅園菓子舗
から
毎年５月

10

まり亡くなられました。

19

は海を越え、神饌秘境の常

大祭を行っています。

11

賛を頂き、保水性糖質素材

した、新作菓子のレシピも

和菓子技術講習会

即戦力の和菓子

30

11

媛

愛

神社四国分社が建立され、

32

19

を会場に「和菓子技術講習
会」を開催しました。今回

講習会を企画した、岩手

の講師は、千葉県菓子工業

県菓子工業組合の阿部大司

紹介され、受講者は、関心

を中心に八品講習しました。

技 術 部 長 は、「 保 湿 性 が 高

組合副理事長の池田尚史先

講習会では、池田講師が、

いピュアトースは、今後の

を持って聞き入っていまし

製造スタッフが少人数でも

菓子製造で注目される素材

た。

品揃えと品質が良くなるよ

となりえる。参加者は各事

生をお迎えし「即戦力の和

うにと、製造作業の省力化

菓子」と題して季節の商品

が図られるには、何が必要

橘の苗木を植え記念撮影

阜
岐
手
岩
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Let

常務取締役執行役員︶を講師

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

に迎え﹁経営戦略としての女性の活躍推進〜

ただ︑片方では１つずつ

﹂をテーマに講演会を行いま
's make history!

した︒

先月号より続く︒

の職場が︑プロフェッショ
ナルというか︑意識の強い

その④

チーム戦と個人戦のコンテ

事にして欲しい︒客室は︑

Ａを感じる場面なので︑大

のサービスでお客様がＡＮ

えなく︑予約時点の声だけ

コールセンターは顔が見

組みをしている︒

欲しいと︑幅を広げる取り

になっていることを感じて

服は違ってもＡＮＡと一緒

ら︑お客様が接する時︑制

る︒こういう壁を越えなが

込んでコンテストをしてい

出ない人はダメではなく︑

できない人やコンテストに

いうプラスの効果を狙う︒

の人のようになりたい﹂と

教えてもらおう﹂とか﹁こ

ったら﹁いろいろなことを

はこういう人なんだ﹂と思

り﹁バッチを付けている人

はない︒よりいい見本を作

や優劣を競うことが目的で

ストは優秀な人を選ぶこと

ッチをつけている︒コンテ

インストラクターというバ

いる︒今年の

歳になられ

で輝いている方も応援して

ＡＮＡではエキスパート

ってきてくれた︒

るといいという見本まで作

い︑こういうＰＯＰを付け

いうキーワードを使うとい

え︑中国のお客様にはこう

らった︒日本語で説明を考

の１人にセミナーをしても

いる︒この間は客室乗務員

セールスで役割を発揮して

客室乗務員は︑機内販売の

をする記事を読むことで︑

い︑そういう人たちが発信

うコミュニケーションを使

い︒従って︑グーグルとい

話をする機会はなかなかな

ロットなどは︑社内の人と

いる︒内には整備士やパイ

意見交換をする場も持って

といろいろな制度について

同研修を受けている︒他社

のため︑外部に派遣し︑合

一緒に学ぶ場が必要だ︒こ

んなことをしているのかを

いからやってみたい﹂と夢

係のないことで﹁何でもい

案するのではなく︑全く関

自分の業務や職場改善を提

いる︒社員の提案制度で︑

ログラムもＡＮＡは持って

バーチャルハリウッドプ

り︑子どもたちと交流した︒

る学園にライフベストを送

けられます﹂と︒今回はあ

ジョブカードが赤十字に届

なたが出してくれたグッド

て︑赤十字に寄付する︒﹁あ

う︒できない理由を考える

んな困難なことをばかり言

段設定どうする﹂など︑み

﹁ 揺 れ た ら ど う す る ﹂﹁ 値

初に提案で持って来た時

いろなハードルがある︒最

どう商品化するのか︑いろ

どこの路線を飛ばすのか︑

っているが︑使う飛行機︑

まだやりたいと言って頑張

された︒その後はなくて︑

あった︒３年前に一度実施

商品にできないかと提案が

にいる結婚していない人︑

ながるかもしれない︒職場

お母さんを助けよう﹂につ

言うのではなく﹁お父さん︑

行く時は﹁行かないで﹂と

いているとわかり︑会社に

母さんはこんなところで働

る︒子どもがお父さん︑お

で制服を着せたりもしてい

をしている︒１日航空教室

で︑伊東ＣＥＯと名刺交換

名刺を持たせてもらえるの

参観日だ︒子どもは自分の

人の客室乗務員に入っても

語学ができないから︑中国

は胸に手を当てた︒例えば

して飛び続けたいと︑チー

が初めてだ︒客室乗務員と

る記録で︑日本人では彼女

まり３年半ずっと飛んでい

とを選ばれた︒３万時間つ

事いいね︑助かったな﹂と

のカードを持ち﹁彼女の仕

用している︒小さな名刺大

グッドジョブカードを運

交流している︒

たい﹂という思いを形にす

で﹁こんなことをやってみ

仕事や業務ではないところ

に向けて行う︒ポイントは︑

ら︑オーナーになって実現

役員が﹁いいね﹂と言った

プレゼンテーションする︒

を組んでシナリオを書き︑

という人がいたら︑チーム

﹁私もそれをやってみたい﹂

案者に﹁この指止まれ﹂で

のあることを提案する︒提

援ブックの配布し︑会社の

れてくる︒また仕事復帰応

緒に出たり︑お子さんも連

ミナーなどには︑男性も一

児休職者対象の復職支援セ

ン推進室が中心になり︑育

ーシティ＆インクルージョ

社で応援している︒ダイバ

仕事と育児の両立支援を会

女性は大きな要因なので︑

ダイバーシティの中で︑

きるか︑発想を変えていく︒

のではなく︑どうしたらで

していくのか︑しっかりサ

メンバーの成長をどう支援

盟した︒ボスとして自分の

盟に初期メンバーとして加

作っているイクボス企業同

１４年

ければいけないので︑２０

ために︑働き方改革をしな

また︑女性が働き続ける

できる︒

リアルな経験が職場で共有

に行っているんだ﹂など︑

っているのはこの子を迎え

がいつも早くしなきゃと言

子どもがいない人も﹁彼女

縦割りの仕事だ︒パイロッ

らう︒今はそれが進化し︑

フパーサーになり︑管理職

いった時︑コメントを書い

制度や給付金を受けられる

あらゆるお客様
との接点で！

ヨーロッパの客室乗務員

にならなかった︒

てプレゼントをしている︒

ることと﹁仲間を自由に募

ところを教えている︒

ＡＮＡという商品に出会う

葉を使っている︒お客様が

ではなくて掛け算という言

全体を大事に仕事もしよう

である︒だからこそ︑より

の縦の組織が強い業務業態

もっと応援していく︒活躍

の１つの要因である女性を

趣旨はまずダイバーシティ

クルージョン宣言をした︒

月はダイバーシティ＆イン

入っていくことを意味して

れた︒将来の事業に女性も

の環境を作ることを宣言さ

成否の鍵を女性が握る︒そ

動力︑将来︑事業の発展の

価値観や変革をもたらす原

てもらっていた︒入った時

いうキャリアプランを描い

テップアップをしていくと

に展開してから︑職務のス

務しかやらない︒長期社員

た︒３年間はここまでの職

ろな役割に制限を持たせ

たが︑この３年間はいろい

ビスアテンダント制度だっ

た︒世の中から見ればポジ

ことが可能になると訴え

業務に客室乗務員も関わる

いろな働き方︑いろいろな

を変えることにより︑いろ

つ伸ばしていくこと︒制度

の幅があるように︑１人ず

り口だけでではなくて︑先

たが︑大切にしたいのは入

く︒導入時に私が担当だっ

いるのであれば︑変えて行

に価値があるのではなく︑

ーションは︑長く働くこと

員のワークスタイルイノベ

ていくことが必要だ︒全社

い︒身近な上司が引き上げ

土層になっては意味がな

も中間管理職が岩盤層︑粘

事で︑特にトップが言って

識改革︑イクボス同盟が大

イノベーション︑上司の意

は︑全員のワークスタイル

進︑加速していく︒

かの多様性も同じように推

ができれば︑社内にあるほ

な視点や感性を生かすこと

進につながる︒女性の多様

とが結果として女性活躍推

ルを変え︑強化していくこ

進めている︒ワークスタイ

在宅など働き方の多様化を

Ｔ︑在宅でできるところは

ＩＴができるところはＩ

上で結婚式をあげることを

たく航空会社になりたい

空︑日本の空︑宇宙へ羽ば

会社だけれどもっと世界の

ヘリコプターから始まった

画を使用している︒２機の

行機も出て︑いろいろな企

スターウォーズの塗装の飛

になったかもしれないが︑

ラネットという宣伝をご覧

るのではないか︒ＡＮＡプ

キッズデーは子ども職場

ことがあれば幸いである︒

中で皆さんのヒントになる

頑張っていきたいし︑話の

事だ︒個性が輝く企業へ︑

推進が経営戦略としても大

ージョンであり︑女性活躍

ダイバーシティ＆インクル

いきたい︒夢があるから︑

と︑夢を持ちながら進んで

歳まで飛び続けるこ

まずは仕事と家庭の両立支

できるものを加速していく

いる︒

から能力に応じた育成で︑

ティブ・アクション宣言︑

長で

援でスタートした︒

ことが必要ということが含

いろいろなところに関わっ

ＡＮＡが女性活躍推進に取

と言っている︒例えばプロ

２０１２年︑人材戦略の

まれている︒

てもらいたい︒社員として

り組んでいるというメッセ

場面はいろいろあるが︑ど

中にダイバーシティ＆イン

２０１２年２月には事業

活躍してほしいという思い

としてのスキルを磨いてほ

２００７年に初めていき

クルージョンで︑人材を生

会社ＡＮＡの篠辺社長が︑

を込めた︒ＡＮＡの中で採

ージにもなり︑そこには会

の場面でもがっかりさせな

た結婚してお子さんもいる

ＡＮＡの客室の中の取り

が︑日本人の新人に︑日本

ダイバーシティを推進し

これをすることで︑お互い

っていく﹂ことである︒

上を目指してほしい︒

組みでは︑多様な人材を生

語や英語でサービスの訓練

ていく時︑社内は大きな組

に褒めて認め合うことを増

ストがあり︑優勝した人は

かすため︑海外ベースのク

をしている︒タイの客室乗

織なのでお互い知らない人

やす︒発展させていこうと︑

トにはパイロットの言葉︑

ルーにも頑張ってもらって

務員はお正月︑色水をかけ

をもっと知ることも大事

私たちが大事にしている

いる︒これから国際線を成

てあげるとその人が幸せに

だ︒外に出て︑いろいろな

ママさんＣＡだが︑雇用延

ではないが︑飛行機に乗ら

長の柱にしていく中︑彼ら

なるというソンクラーンを

いき推進室が発足した︒仕

かしていくことが必要だと

ポジティブ・アクション宣

ＡＮＡでは客室乗務員で

用競争力が低下してきたこ

社としての戦略がある︒

があった︒そういうところ

しいため︑接遇コンテスト

れる時は必ずＸ線の検査が

の力は必要だ︒最初のころ

して︑みんなで祝おうとい

整備には整備の言葉︑客室

をしている︒連携をよくす

ある︒その方は他の航空会

は︑海外ベースの客室乗務

には客室があり︑それぞれ

い︒１つでも０があると︑

るためには１人ずつがプロ

社の仕事もしているが︑Ａ

員をクルーの中に混ぜてお

のは︑あらゆるお客様との

掛け算なら０になってしま

として輝いていることが前

ＮＡのお客様を一緒にお迎

接点で︑ブランドは足し算

う︒足し算なら０にはなら

提で︑横とのつながりも大

えする時︑こういう気持ち

事と家庭の両立支援で︑女

掲げ︑２０１４年２月にポ

言をした︒数値目標を掲げ︑

契約社員制度を改定し︑全

ともあり︑契約制度から入

褒め︑認め合う
グッドジョブカ
ードの活用

ない︒要はそれくらい自分

事にする︒空港の係員の中

性が長く働き続ける環境整

ジティブ・アクション宣言

女性の活躍を経営戦略の１

員を長期社員化にした︒Ａ

ることがマイナスに働いて

ポートする︒

備や制度構築を中心にスタ

した︒経営戦略として法制

つとして位置づける︒これ

ＮＡで持っていた契約社員

多様な人材を活
かす

がＡＮＡグループのサービ

には︑警備の方がいる︒私

１点につき会社が１円出し

月に男性が中心に

スの１つの流れの中で代表

人と交わり︑他の会社はど

ートした︒当初は女性に活

化する前に︑女性の管理職

からのＡＮＡの商品やブラ

は︑ＳＳというスカイサー

ＡＮＡの中での女性活躍
推進を紹介したい︒

日︑健康菓子商

行事予定

３月

塚 裕 美 子 氏︵ 三 井 製 糖

︵株︶︶︑②次世代素材﹃希

少糖﹄について︑講師・林

いただける航空会社になれ

だけたり︑お客様に選んで

新素材について︑講師・手

関 す る 講 習 会 ︶︑ ① 糖 質 の

市

大阪府病院年金会館︑大阪

範子氏︵松谷化学︵株︶︶︑

スからファイブスターとい

品開発研究会︵糖類に

う格付けをもらっている

私たちはスカイトラック

24

女性活躍推進に向けて

躍してほしいというより︑

比率の数値目標を持った︒

ンドに新たな価値を創造す

大阪

契約社員採用か
ら長期社員採用
に変更

働いてもらうにはどうしな

数値目標は社内で自分たち

る源泉︑また組織に新しい



ければいけないのかが強か

が目標を持ってすることに

終わりに

った︒設立した趣旨はダイ

意味がある︒２０１５年４

が︑結果として評価をいた

バーシティを推進し︑生か

その中で強化したいこと

していく思いがあったが︑

客室乗務員からは︑空の

していることを１人ずつ意

う交流をしている︒中国の

河本 宏子 氏（全日本空輸株式会社 常務取締役執行役員）
けばいいとかという気持ち

〜 L e t' s m a ke h i st o r y ! 〜

でして欲しいと︑今は巻き

経営戦略としての女性の活躍推進

たちのグループ会社の社員

60













































識して欲しい︒
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代表取締役︶を講師に迎え﹁地域内で活

全菓連では全国組合研修会で目黒督朗氏︵株式会
社太郎庵
性化をするお菓子屋さん〜会津の応援菓﹂をテーマ

万人といわれた

ある︒２０１０年︑会津の
人口は

万人という

が︑震災以降は減り続け︑
２０１５年は
データもあったが︑もっと
減っている気がしており

お話をしたい︒

への応援菓というテーマで

る︑会津を応援する︑会津

本日は︑お菓子を応援す

仙台と同じ距離にある︒そ

ら大体１００キロ圏のほぼ

は浜通りで︑会津はそこか

原発で話題になっているの

ろに町があるのか﹂と言わ

と山に向かい﹁こんなとこ

だが︑郡山から会津に行く

の会社によく友人が来るの

で商いをしている︒

その①

の方も来る︒

る︒最近は生涯学習の大人

ているかという話をしてい

をしたり︑どんな夢を持っ

たちが来ると︑お菓子の話

自動で流している︒子ども

クリーム充填︑包装まで全

ネルが２本ある︒絞りから

がブッセライン︑次にトン

見ることができ︑一番手前

る︒２階の研修室から一部

学できるようになってい

場があり︑子どもたちが見

戦争に勝つことはできなか

ば英国の援助なしに︑日露

た︒もし柴五郎がいなけれ

盟締結のきっかけになっ

をもらった︒それが日英同

派だと︑英国女王から勲章

て義和団を撃退し︑大変立

に北清事変では指揮官とし

陸軍大将になるが︑その前

が自害している︒柴五郎は

会津戦争では祖母︑母︑妹

れず︑と言っている︒また︑

煮を飲み込みたることを忘

おう吐を催しつつ犬肉の塩

るぞ﹂と︑厳しく叱られ︑

子を通して会津の良さを伝

でありたい︒そして︑お菓

歓声が上がるようなお菓子

菓子だよ﹂と言われた時︑

とは﹁きょうは太郎庵のお

使っている︒心ときめくこ

は１俵３万円の無農薬米を

にやさしいことでは︑団子

化 を 創 造 し ま す ﹂︒ い の ち

くもりのある︑しあわせ文

客様と共に︑やすらぎとぬ

て︑会津の風土を描き︑お

心ときめくお菓子を通し

たちは︑いのちにやさしい︑

太郎庵宣言とは﹁わたし

社員に話している︒

庵宣言﹂という言葉にして︑

の実現ために生きるんだ︑

含めたみんなが太郎庵宣言

から︑お客様︑社員︑私も

たちは〜﹂という言い出し

る言葉にしようと﹁わたし

った時︑社員も含めて言え

か違うんじゃないか﹂と思

げが止まってしまった︒﹁何

日︑伸び続けていた売り上

てやってきたのだが︑ある

った︒この私の使命を持っ

私の使命という形にまとま

だった︒そして︑数年後に

た手作り菓子﹂が経営理念

料︑本物の技︑心のこもっ

を出したときは﹁最高の材

の卸をしていた︒初めて店

ボルマークを書いてお菓子

６０㏄の車の脇にこのシン

クリームが糸を引くことが

で︑社長通信に﹁マロンの

る﹂と書いてあった︒そこ

のお菓子が糸を引いてい

たかもしれない︑今は何で

て伺ったが﹁気のせいだっ

す﹂と︑車を２時間運転し

話 が 入 っ た︒﹁ 私 が 行 き ま

べておなかが痛い﹂と︑電

れた浪江から﹁お菓子を食

積もった雪を段ボール箱に

その時に春日八郎の歌碑に

八郎の十三回忌があった︒

品川プリンスホテルで春日

がある︒今から何年か前︑

下では等身大のブロンズ像

輩として尊敬しており︑坂

んだなと感じた︒

きないけれど買い物くらい

に 真 剣 に 祈 っ た︒﹁ 何 も で

せんか︒除幕式はＳＬの汽

ことをブロンズ像で造りま

春日八郎さんがいたという

開け﹁今年は十三回忌です︒

た︒皆さんの前で雪の酒を

ーティ会場へ持っていっ

入れ︑酒２升を入れて︑パ

そんなことをいつも気持ち

る︒そして会社は潰れる︑

か︑いつも自問自答してい

現在も見えない自分なの

てしまう︒

歩先くらいが

しゃっていた︒その年の

後ろ姿がそっくりだとおっ

るのですか﹂と聞いたら︑

な る︒﹁ ど う し て 泣 い て い

何回も顔を上げてお泣きに

が像の側に座っていたが︑

ができて︑除幕式には奥様

まった︒そして︑立派な像

あっという間に１千万円集

と一席ぶった︒そうしたら

車の音とともにしますよ﹂

と販売を両方している︒メ

ている︒私たちはメーカー

ているのかを自問自答され

商品も果たして時流に合っ

できた︒

てもらい︑うまく除幕式が

月前にＳＬの運航日を教え

下の駅長だったので︑３か

ま私の中学校の同級生が坂

せて除幕式をした︒たまた

亡くなり︑１万７千人が国

辰戦争の時︑３千人の方が

五郎という方だ︒明治の戊

私の尊敬する会津人は柴

停める決まりになっている

会社は︑来た順番に車を

が先だ︑仕事なんかするな﹂

していると﹁ごみを拾うの

ちているのに社員が仕事を

は何か︒自分の目で確かめ

いった店︑繁盛し続ける店

いるのか︑その中で消えて

２００６年９月

日は大

からないので﹁春日八郎の
生まれた町です﹂と言って
いた︒春日八郎は郷土の先

月末にＳＬの運航日にあわ

ッセの商品も出している︒

せ︑栗どらも作られた︒ブ

栗のきんつばをヒットさ

工場で︑ばらの花の奧に工

設した︒社会学習型の見学

私どもは３月に工場を増

の姿勢によって決まる︒そ

衰はお客様第一という社長

いと思っている︒会社の盛

様第一︑お客様は常に正し

全部腐る︒そんな中︑お客

生きよ︒ここはまだ戦場な

﹁会津の国辱そそぐまでは

なさい﹂と父親に言われる︒

い中︑死んだ犬の肉を食べ

く︒そこで食べるものが無

た︒お客様は大変恐縮され︑

いたのが夜の９時過ぎだっ

ノンストップで︑うちに着

時間で帰ってきた︒９時間

ロで飛ばしてきたので︑４

道５時間︑帰りは１２０キ

で︑太郎庵の使命を﹁太郎

は︑文字どおり命の使い道

言っている︒ミッションと

郎庵の使命・ミッションと

太郎庵の経営理念は︑太

の毛１本落ちていることも

が階段を上って来た時︑髪

る︒会社に入って来る社員

ける︒上がる時もまたかけ

本も落ちていないようにか

段の上から下まで髪の毛１

クローバーでした︒軽の３

だけ赤く染まった四つ葉の

で︑シンボルマークは１つ

私に示す言葉が聞きたい﹂

ばかりの頃は﹁ふるさとが

入したが︑業績は上がらな

ビニの優秀なメンバーを投

苦戦している︒系列のコン

今︑大手スーパーが大変

ると思う︒

太郎庵宣言の中に書いてあ

の世の中で何をするかは︑

っている︒私が生まれてこ

て生まれてきている﹂と言

ればならない手紙を預かっ

はやってしまうので失敗し

あの年齢になられても︑い

して大変なことは社長自ら

歳で帰ってきた

ちょうどいい︒しかし︑現

ろいろな商品を出し続けて

る︒私が

はできる﹂と来ていただい

在の見えない人は落伍者

いる︒そして︑今の自分の

商品を見たら︑何日たった

度に置いてもらい︑消

と言っている︒傘の柄は斜

傘立てにも置き傘をするな

許されないということだ︒

ることが重要で︑私は全国

しまった︒市場の流れを知

ルは︑過去のものになって

い︒もうＧＭＳというモデ

時代の流れを知る

たお客様に支えられている

歩なのか︑はたまた

らこんなになるのかという

め

３年前︑小布施の竹風堂

ていないかを擬議する必要

社の商品が時代遅れになっ

ーカー的な発想の中で︑自

カビていると電話があっ

千葉のお客様からブッセが

まれてお祝いする日の朝︑

もらえたと思う︒

動いていることを分かって

を歩いている時︑ごみが落

すようにしている︒会社内

雪のゴムホースは円形に戻

見える︒どのように動いて

る︒それによりトレンドが

の繁盛店を定点観測してい

か︑

が率先して行う事が大事だ︒

ものだった︒しかし︑社内

お客様第一

には︑お客様第一で社長が

の竹村さんに﹁どうして繁

日前︑二女に長男が生

歩先を見る者は犠牲者と

先を見る者が狂人とされ︑

社長の姿勢

に見せている︒

次号に続く︒

ている︒

がある︒

れない︒

社長の姿勢は︑このよう

盛し続けたんですか﹂と伺

会社は倒産する
もの

だ︒私は今１００歩先なの

の陸奥市である斗南藩に行

50

歩先を見る人は成

10

﹁会津坂下﹂と答えてもわ

発生しました︒今まで経験

もない﹂ということで安堵

会社は倒産するものだと

が︑私は一番奥にする︒以

の中で太郎庵は現在

私は東京で４年くらい修

った︒白駒妃登美さんは著

え︑お客様と一緒に幸せに

したことのない大変な危機

した︒帰る途中に総本店に

常に思っている︒二十歳の

た︒お聞きすると︑どなた

前は事務所の一番近くに停

私の尊敬する
会津人

書の中で︑知られざる日本

なりましょうという気持ち

変な日であった︒ＮＨＫの

に遭っています︒心ひとつ

電話したら︑主任から﹁き

の中に持っている︒

かがいただいたものを︑ま

行をしていて﹁あなたどこ

の英雄の１人として柴五郎

とまとめた︒森信三先生は

夜のニュースで本店の写真

に誠意を持って対応し︑乗

ょうはあんなに新聞に出て

時に読んだ本に﹁１００歩

たさらにいただいて︑日付

が出て︑クリームが糸を引

45

10

の出身ですか﹂と聞かれ︑

を紹介している︒

の内容である︒

とともに﹁太郎庵のお菓子

り越えなければと思いま

いたのに︑お客様がたくさ

った︒竹風堂さんは﹁我社

いた︒夜テレビに出ても︑

歳までに開かなけ

が糸を引いている︒お手元

す︒神様に大きな問題を与

ん来ているんですよ︒中に

なる︑

の商品は時代のお客様の要

という︒
する︒事務所には取り切れ

﹁人は

にあるお菓子を回収しま

えていただきありがとうご

は﹃何もできないけど買い

功者となり︑現在が見えな

めていたので︑反省してい

夢であってほしいと思い︑

経営理念も︑変化してい

す﹂と報道された︒お客様

ざいますと感謝し︑きょう

物くらいはできるよ﹄と来

いものは落伍者となる﹂と

る︒また︑朝会社に来ると

ないくらい感謝した︒

太郎庵の使命
︵経営理念︶

から甘くないほうがいいと

１日を行動します﹂と書い

店されるお客様がいらっし

がいつかも分からないとい

粘着ローラーを持って︑階

ない電話が鳴りっぱなし︒

24

を追われた︒柴五郎は︑今

いうことで︑ブッセのマロ

た︒その日はこれまで経験

ゃいました﹂と聞いた︒そ

求に合っているか︒一番留

う︒私は﹁すぐにお邪魔し
その中で本社より２時間離

社会学習型の
見学工場

ンクリームの糖度を下げ

したことのない︑人生で一

いう言葉があった︒あまり

ます﹂と言って伺った︒片

朝４︑５時から新聞が来る

私はこの日︑太郎庵宣言

のを待って見たら﹁太郎庵

10

50

人生で一番大変
だった日

た︒そのためにバチルス菌

番大変だった日という気が

の時は涙で車の運転ができ

社長の姿勢は一番重要

社会学習型の見学工場
だ︒魚も会社も頭が腐ると

目黒 督朗 氏（株式会社太郎庵 代表取締役）
意する点だと思っていま

春日八郎記念公園
おもいで館

会津はどこにあるのか︒

れる︒そんな狭い地域の中

万人くらいだろう︒私ども

25

に講演会を行いました︒

27

店舗

会津の紹介

29

す﹂と言った︒何年か前に

春日八郎のブロンズ像

歩先くらいの人

12

先を読みすぎると相手にさ

地域内で活性化をする
さ
お菓子屋 ん 〜会津の応援菓
10

50

50
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別物ですもんね︒

すね︑パンも︒元々ナンは

ンドというのはまずいんで

本のこの美味しいパン︑イ

栁社長

ます︒

たらいいなと私も思ってい

ける︑こういうふうにでき

ドに日本の文化を広めてい

とつです︒こうやってイン

大きいモチベーションのひ

日本の文化をインドに広めたい

今２人日本人を雇っていま

本人のパティシエがいる︒

です︒でも︑残念ながら日

ら︑うちもの凄く黒字なん

人スタッフを使っていた

なっているか︒もしインド

ごみコンサルティング

インド

代表取締役社長︶

を講師に迎え︑﹁地域と共に歩むお菓子屋〜世界進
出編﹂をテーマに講演を行いました︒聞き手は本紙
でもおなじみの尾関勇氏︵株式会社アンゼン・パッ
クス代表取締役社長︶にお願いしました︒
先月号より続く︒

あと︑やっぱり日

やれる限度があります︒で
すから︑何とかこういうふ
うに展開するには︑じゃあ
どうしたらいいか︒問題が
あるのです︒これはパティ
シエのことです︒日本人の
パティシエ︑うちは今黒字
か赤字かギリギリの部分に

その⑤
︑８歳ぐらいなの

ィシエがいるんですけど︑

で︑うちのインド人のパテ

にして入ってきているの

いかないと︑インドではそ

ム︑教育を徹底的にやって

て学んでいくようなシステ

を創って︑その学校を通し

す︒ですから私は︑いつも

いても何も始まらないので

ｘｃｕｓｅ〟ばかり聞いて

ｅ 〟 な の で す︒ で も︑
〝Ｅ

日本人だったらいろいろや

のです︑１日︒他のことを︑

はドアマンだけやっている

いるのですけど︑ドアマン

ないんです︒インドのクセ

人達では日本のものはでき

ティシエです︒でも︑その

です︒でも︑もう立派なパ

していって︑一番重要なの

っていますけど︑ＦＣ展開

には︑スイーツ販売を今や

います︒ですので︑将来的

いんじゃないかなと思って

ういう人達は育っていかな

そこの次に︑じゃあそこか

いてもしようがないので︒

はいい﹂と言うのです︒聞

聞 い て﹁
〝Ｅｘｃｕｓｅ〟

たときには︑起きたことを

何か失敗・トラブルが起き

そういうことはしないので

ですか︑手が空いていたら︒

洗い物だってするじゃない

る︒作っているシェフ達は

チンにいてものを作ってい

りますよね︒例えば︑キッ

彼らも

みたいなものがついている

パティシエを派遣する︑そ

はパティシエなので︑その

やっていくんだということ

から我々はどういうふうに

ら何ができるんだと︒そこ

うになっているかという

は洗う︒なんでそういうふ

す︒作る人は作る︒洗う人

ので︒

ういうビジネスに変わって

と︑もし複数の仕事をこな

に思っている︑じゃあそこ

す︒﹁ ボ ス は こ う い う ふ う

い訳しなくなってくるので

小さいところですし︑実際

も︑我々の仕事というのは

に分業しているのです︒で

多くの人を雇うために完全

んです︒だから︑なるべく

いるんですけど︑なぜそう

栁社長

を︑いつもインド人のスタ

してしまうと︑その人の仕

でしょうね︒

やるにはやっぱり徒弟制度

いくんじゃないかなという

事を奪うことになっちゃう

尾関社長

からやっていたら間に合わ

するとだんだん︑あまり言

ふうに︑私は思っています︒ ッフに言っています︒そう

だから︑サラから

ないです︒ですから︑学校

ンド人は辞めてしまいま

から何をやろうか﹂という

空いているところにはいろ

ナンって︑カレ

す︒インド人というのはも

発想になるので︑非常に今

いというふうに思っていま

尾関社長

栁社長

の凄くプライドが高いの

は早いです︒会話が早くな

いろな仕事をやってもらい

した︒あと︑どうせやるの

インド人はプライドが高い
るんですけど︑インド人の

で︑部下にそういう姿を見

たいのです︒なので︑最初

インド人のパティシエを育

全従業員って︑

住んでいらっしゃる方は︑

です︒先ほどデリー界隈に

ンといっても過言ではない

です︒だから︑オンリーワ

なったんです︒これも奇跡

の人が会ってくれることに

ら︑たまたまその大使館員

人がいると思って︒そした

のです︒大使館に日本人の

の人に会ったんじゃないで

て︑たぶん１００人ぐらい

紹介してください﹂といっ

んどん﹁紹介してください︑

その２人の人から︑私はど

人紹介してくれたのです︒

ズがあるというのが分かっ

ましたので︑潜在的なニー

とかして︒そのなかでやり

て︑アンケートも取ったり

に無いですから﹂と言われ

る︒そういうもの︑インド

ったらいいよ︒絶対に当た

出したいなと思っていまし

のです︒だからどうしても

というのは非常に人が多い

これ︑ショッピングモール

して︑ショッピングモール︒

で︑セカンドステップと

れています︒

にうちのデザートが提供さ

んというのですけど︒そこ

非カフェショップをやりた

なコーヒーがあるので︑是

ているのです︒だから上質

っていまして︑それも今︑

りたいなというふうにおも

でいくようなシステムでや

ヶ所で作って︑それを運ん

やっているのです︒そうい

習得しようとして一生懸命

始めました︒で︑日本語を

の２人が日本語学校に通い

す︒で︑今うちのスタッフ

てもあまり伝わらないので

らわないと︑ただ売ってい

フが日本に興味を持っても

人です︒ですか

栁社長

おそらく

みたいな話ですけど︒で︑会

ていたので︑それで始めた

で︑今はサードステップ︒

うね︒バターの質だと思い

を知らない
Iroha

すかね︒そうやって会って

というのが大きいです︒

米粉なので︑小麦

すけど︒その人達の人件費

特徴ということをちょっと

せたくないのです︒ですの

ってきています︒

は分業でやるのです︒でも︑

成する︒あと︑インド人の

で︑このビジネスの未来

お話ししたいのですが︒イ

あと︑完全分業制なので

だったら先ほど日本人の方

スタッフ︒やっぱりスタッ

栁社長

ますけど︒ですから︑生ク

人はいないんじゃないかな

いるうちに︑ある駐在して

ちょっと話が変わ

エの学校を作りたいと思っ

ンド人というのはプライド

で︑褒めるときはみんなの

す︑インドは︒つまりどう

は給料が高いので︑できれ

で︑人件費の半分なんです︒

ているんです︒インドとい

前で褒めますけど︑怒ると

徐々に皆でやるような体制

ばセントラルキッチン︑１

尾関社長

うのは︑徒弟制度なんです

が高いんです︒ですから︑

きは隠れて怒るということ

いうことかというと︑庭に

になっています︒

ということで︑まず私が持

︑５歳

人前で怒ったりできないの

水を撒く人は庭に水を撒い

っている理念ですけど︑こ

よね︒基本的には

です︒よく日本は︑わざと

をします︒あと︑インドの

ているのです︒ドアマンが

栁社長

にそこの製菓店に入って︑

人って謝らないのです︑基

粉を使って美味しいパンを

ら︑これは本当に大きいで

たたき上げの小僧のときか

人前で怒りますよね︒責任

本的に︒必ず〝Ｅｘｃｕｓ

バイトまで入れて何人？

す︒ですから︑日本人をそ

︑６歳ぐ

を共有してもらうために︒

れは﹁お客様が和み癒され

んだ﹂という理念からやっ

の度に雇っていたら︑とて

らやって︑大体

ところが︑それをやるとイ

作るなんていう発想があま

ンは本当に美味しくないで
ています︒なので︑うちは

もじゃないですけどビジネ

らいで一人前になってくる

栁社長

す︒ですから︑うちのパン

という名前がついているの

﹁なごみコンサルティング﹂

スにはなりません︒なので︑

らしいです︒そういうふう

る︑そういう場を提供する

を食べて﹁パンってこんな

どうやってこれを育てるの

りないんです︒なので︑パ

に美味しかったのか﹂と言
ですけど︒これを全土に拡

だろうか︒私は︑パティシ

これも全部できました︒

って︑インドの方がうちの
げたい︒でも︑それにはＦ

後のほうになりますけど︑

というふうに思っています︒ った人に﹁私はまだ何のビ

いらっしゃる奥様にお会い

ーキを食べましたけど︑バ

す︒私︑５つ星ホテルのケ

いスイーツが無かったので

ど︑まずインドには美味し

をお話ししたいのですけ

エを入れて︒日立さんがや

のです︑日本人のパティシ

る大手ホテルがやっている

だ け︒ 今 現 在 は︑ あ
Iroha

ツを販売しているのは

した︒あと︑日本のスイー

もいなかったのです︒どう

はインドに知り合いが１人

サーチしたのです︒私︑実

やるにあたって徹底的にリ

やったかというと︑それを

というスイーツショップを

た︒だから２人紹介します﹂

というのは充分伝わりまし

そのインドで何かやりたい

リ分かりません︒だけど︑

さんは何をしたいかサッパ

向こうの人が﹁栁さん︒栁

ゼンしたのです︒そしたら

したいのです﹂と

ントの販売ですね︑他の場

デリバリーを始める︒イベ

ストステップ︑工房を作る︒

ップを考えました︒ファー

分のビジネスで４つのステ

栁社長

さんがあるのです︒一膳さ

ダさんがやっている和食屋

携というところでは︑ホン

全てやっています︒特に提

他業種との提携︒これは今

所で売ってみる︒あるいは

って凄くコーヒーを生産し

もしれませんけど︑インド

ジルとかイメージされるか

さん︑コロンビアとかブラ

ヒーの生産地なのです︒皆

ンドというのは隠れたコー

油が悪いのでしょ

なぜスイーツショップをオ
リームをやったら︑これは

ジネスするか分からない︒

タークリームのケーキでし

っているホテルがありまし

やって日本人の人と知り合

といって︑日本人の人を２

業をやっている者が

Iroha

あと︑それでなぜ不動産

た︒衝撃的でした︒

て︑そこではやっています︒

おうかなと思ったときに︑

あと︑これは今自

ヒー好きなのです︒で︑イ

フェをやる︒私︑凄くコー

た︒そこに出す︒あと︑カ

尾関社長

でもそれは後発で︑うちが

最初に日本大使館に行った

そして︑これは最

ープンしたのかということ

ブランドになるなと思いま

でも︑インドでビジネスを

して﹁栁さん︑スイーツや

は︑日本だったら美味しい

最初であったので︑ブラン

４つのステップ

ですけど︑衝撃的な味なの

ドとしてはうちが一番強い

バタークリーム

ですよね︒ラクダ油みたい

40

ました︒

そうですか！夢

本日はありがとうござい

はどんどん広がりますね︒

尾関社長

ています︒

をやっていきたいなと思っ

興味を持つ︒こういうこと

を持つ︒日本の何か文化に

う人達が日本のものに興味

人︑作っている人︑そうい

うふうにして︑売っている

分プレ

18

な︒驚異的な味︒

インド人のスタッフ

スィーツショップをオープンした理由

14
25

ーのときに食べる︒

27

Ｃ展開が必要ですよね︒私

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）

四角い食パンを買って行か

世界進出編

れるんです︒これも非常に

地域と共に歩むお菓子屋

一人のちからでやっても︑

平成28年３月15日 （10）
全菓連では︑全国組合幹部研修会で栁邦明氏︵な

（毎月 15 日発行）

聞
新
業
工
子
菓
（第三種郵便物認可）

第924号

（一社）菓子・食品新素材技術センターでは第
回お菓子ビジネスフォーラムで塚本晃子氏（ビ

ビジネス

年前、高松（香川県）の展

る。お菓子も随分ある。２

で作り、加工して売ってい

っていろいろな商品を自分

の時代で、第６次産業とい

ことが多い。女性が大活躍

お母さん方のところに行く

最近、農協関係の農家の

ビジネスマナーはこういう

刺を持って営業している。

という方がスーツを着て名

たちで、農家のお母ちゃん

で一生懸命に働いていた方

が増えている。今まで農家

売している方たちの研修会

うに工夫しながら加工、販

たら美味しかった。このよ

その①
っ た と す る。「 ど う ぞ こ ち

立場の上の方と居酒屋に行

れる。

安倍首相は左に席が用意さ

本にお見えになれば右で、

遣う。

か、状況を見るくらい気を

様をご案内しても大丈夫

選ばない。下見して、お客

か。どこの席を上司に空け

はどこに座って待つだろう

よ」と言われたら、あなた

り「先に入って飲んでいろ

で守らなくてはならない。

か。ルールは罰則があるの

える不愉快さはどうだろう

ない。ただ、周りの人に与

えば、タバコのポイ捨ては、

ルール化されてしまう。例

となれば守る。守らないと

ても守らなくてはいけない

通過してしまう。

ないとできない。そのまま

国際マナーでは、右側が

ない。

なのかまでは、聞いてくれ

上司なのか、どちらが部下

案内するけれど、どちらが

考えないでよい。店の方は

だろうか。出入り口は一切

らが上座で、どちらが下座

とが分かる。それが基本だ

右のほうが上位席というこ

がある。そうして覚えると

をすると左遷」という言葉

動けない。また「何か失敗

で覚えていないとその場で

う言葉で覚えている。自分

右に出る者はいない」とい

できない。私は「あいつの

で、メモ書きを出すことは

知らなければできない。知

なる。席順ひとつにしても

があったら、左右は反対に

る。ただ、右側に出入り口

台は高さを変えて置かれ

銀メダル、銅メダルで表彰

と同じである。金メダル、

れはオリンピックの表彰台

番、その逆側が３番で、こ

中、真ん中の方の右側が２

だろうか。１番の方は真ん

では、３人の場合はどう

則、罰金がない。ルールに

マナーは決まりでの罰

いい。

そういう時に知識があると

らいいかと戸惑うと思う。

ておくか、どっちに座った

はならない。どちらを空け

店に迷惑だから座らなくて

いるわけにはいかないし、

ておくのか。ずっと立って

く評価されるから、自分の

マナーのよい人は社会で高

ためにあると教えられた。

勉強会で、マナーは自分の

かし、インストラクターの

相手のためだと思った。し

のかと聞かれた時、最初は

マナーは誰のためにある

ているほうが楽で、どうし

逆にマナーもルール化され

なければいけない、こうす

識 的 に し て い る。「 こ う し

思って動いているうちは意

教えられた。相手のためと

自分のためと思っていいと

くれる。最終的にマナーは

など、社会が高く評価して

て い る ね 」「 ど こ の 方？」

ー が い い ね 」「 ち ゃ ん と し

と周りから「あの人はマナ

自然にさりげなくしている

じになる。わざとではなく、

収するとした。

千代田区が最初に過料を徴

けないよう空気を読むこと

とお待たせする。迷惑をか

くて、食べ終わるのも遅い

のを頼み、出てくるのが遅

いるのに、自分だけ違うも

は早くできるものを頼んで

ンチに行った時、ほかの人

分の上司など４、５人でラ

チタイムの気配りだが、自

ことはどうだろうか。ラン

のんびりと席を埋めている

食事が終わっているのに、

マナーをメモしても現場

らのお席へ」と店の方が案

上位席と決まりごとがあ

が、マナーに絶対はなく、

らないで先に行き、座って

はある。だから、別にマナ

内してくれた。では、どち

る。自分の右手に立場が上

日本全国の飲食店が同じ造

しまっても、後から来た上

ランチタイムの
気配り

の方。日本は男性上位の流

りではないので、行った先

席者は「おまえ失礼じゃな

る時、席順はどうなるだろ

タクシーで上司と移動す

うことで、試食をいただい

たい糖尿病の方によいとい

が、実際はどうだろうか。

これは秘書検定での正解だ

するので、一番下になる。

金を精算したり、道案内を

ある。Ａの運転手の隣は料

乗りづらいことから２番で

さめなのでＣは３番。Ｂは

について一度は新人研修等

皆さん、ビジネスマナー

れていた。ただ、秘書検定

でもいいじゃないかと書か

から日本の場合はＢが１番

位置がハンドルになる。だ

ど、アメリカ車は左のＡの

ている。日本は右側だけれ

る。ハンドルの位置は違っ

きたので、アメリカ車であ

カから飛行機で車を運んで

は、実行はどうだろうか。

で学んでいるでしょう。で

上司と２人タクシーで移動

る。ある金融機関の方が、

という目安でお迎えをす

に乗った方が一番上の方だ

いる。お出迎えの方は、Ｄ

込んでください」と言って

Ｄに乗ってくださいと押し

場所に到着する時は「必ず

い。ただ、お出迎えのある

きだというトップの方は多

る。やはりＢに乗るのが好

領が左。オバマ大統領が日

客様なので右、オバマ大統

き共同記者会見すると、お

安倍首相がアメリカに行

り方にする場合がある。マ

に４人で応接室のような座

いく場合と、向かい合わせ

特急列車に２人で並んで

が無難である。

マナーに則って行ったほう

時は、日本のビジネス界の

お見送り、お出迎えがある

のようなドアの位置の店は

下座になる。接待では、そ

右に出入り口があったら、

番上の方に７列のＣの切符

つけなければいけない。一

という時は、渡し方も気を

事前に渡して、当日車内で

Ｃが４番目となる。切符を

８列のＣが３番目、７列の

が、７列のＤが２番目で、

失礼かと思うかもしれない

る。後ろ向きで行くようで

合は向かい側が２番にな

下はどうだろうか。この場

った時、入り口で携帯が鳴

言わない。上司と一緒に行

いか、チェンジしろ」とは

りと自分に近い先輩と並ん

人席で前を向いて、のんび

せにして行きたくない。２

たちの本音はいすを向い合

申し上げにくいが、若い方

また、トップクラスには

一番いい席を渡すとよい。

トップの方には、事前から

うが、気分的なものがある。

ら交換すれば構わないだろ

を渡してしまい、乗ってか

ていても、どうってことは

しなくても、敬語が間違っ

ーはしなくてもいい。挨拶

がない限り、席を離して切

があるので、上からの指示

呑気に行きたいという希望

をいじったり、眠りながら

本音である。できれば携帯

で話して行くのは苦痛、が

の人と向かい合わせの４人

で行くのがありがたい。上

間は、無理矢理している感

のためと思って動いている

ためだと思ってする。相手

先輩と行く方法をお伝えし

切符を渡し、自分は身近な

人で行っていただきたいと

とか。それで上司は上司２

か、斜めに２、３個空ける

いように、横並びで取ると

えている。ひっくり返せな

符を取ることもコツだと教

と教えられた。ただ、知ら

についているとは言えない

べきだ」などはマナーが身

次号に続く。

りが嫌いらしい。

ワゴン販売を止めて買った

うに缶ビールを買ったり、

った帰りは、飲んで帰るよ

が本音だ。特に仕事が終わ

方たちは、できれば気楽に、

たりしている。最近の若い

したほうがいい。

だ。足並みを揃えることを

混雑している店で自分は

れがあり、結婚式の写真も

で状況を見て判断しなけれ

うか。秘書検定での回答は、

佐々淳行さんが書かれた本

ではバツになってしまう。

マナーは誰のた
め？

花婿が右で、左に花嫁がい

ばならない。カウンターの

Ｄが１番、Ｂ２番、Ｃ３番、

で「平時の指揮官有事の指

ということで、私はＢに上

ナー的な決まりでは、進行

マナーとルール
の違いは何？

る。

Ａ ４ 番 に な る（ 図 １）。 こ

揮官」という本がある。そ

した際、上司はＢに乗るの

タクシーの席順

転手が降りてドアを開け

Ｄに乗り、現地に着くと運

ありません、部長からお願

来 て し ま っ た。「 申 し わ け

と、先に部下の方に挨拶に

いすを回転させて後ろ向き

に向かい、７列のＣとＤは

（図３）は８のＣとＤが前

ろう。向かい合わせの場合

番の人というのはご存じだ

いる。

れは運転手が自分を守りた

の本のビジネスマナーとい

の方が乗ってもおかしくな

お菓子があり、甘さを求め

いという心から、その後ろ

う部分に、なぜこの席が一

昔、マッカーサーが日本

る。田中角栄首相がお迎え

いします」と、とっさの判

になる。この状況では、進

←

７列

進

７列

行

８列

方

８列

向

川区民会館で挙行された。

学科卒業式は３月８日、玉

回製菓技

日本菓子専門学校（校長

ン科・川畑希佳、羅在範、

冷川美樹、吉長まどか、パ

理恵、高橋菜々、田口智惠、

齋藤瑛華、酒井厚希、島田

美緒、加藤弥生、菊地由紀、

洋菓子科・安藤友香、笠間

美来、村上史、森山裕紀、

和菓子科・河合文太、栗原

◎精励賞

藤紅音、坂上海香、徐瑞銘、

奈、北原佑香、金善兒、後

野百絵、大場純暉、上村梨

飯塚雅恵、石川由紀乃、大

ン科・朝倉はる菜、東優里、

丸山晴也、柳田真美、製パ

中澤優、畑良彰、古山春花、

哉、高木理紗、田中梨菜、

場杏子、岸愛由香、神通直

回製パン技術

直洋、洋菓子科・志村奈美、

和菓子科・青木美緒、朝山

◎優等賞

み、洋菓子科・阿部灯里、

蓉、栩野真気、古屋めぐ

和菓子科・金澤優里亜、胡

◎努力賞

古川磨耶

真由

洋菓子科・志村奈美、鈴木

◎日本菓子教育センター理

朱莉、峯田佳奈

末本瑞恵、谷田美砂、増田

事長賞

鈴木真由、福田美咲、前田

大木夏実、大久保玲花、大

り

智子、製パン科・服部ひか

不同、敬称略）

術学科・第

秋田勝氏）の第

日本菓子専門学校卒業式

褒章関係者は次の通り。（順

55

列車内での席順

も安全ということらしい。

に来た時、アメリカから自

の方々に手をあげている間

断で部長の方から挨拶した

行方向に向かって窓際の８

（7列のＣＤを反転）

•••••••••••••••••••••••••••••

昔のタクシーは、真ん中が

動車も一緒に持ってきて、

に、早坂氏が後ろから降り

のだが、ムッとされている

のＤが１番になる。２番以

18

向
方向に向かって窓際が一番

図１

方
が好きだからＢに、部下が

Ｃ○

上の人という決まり事があ
る。２人の場合（図２）は

視察したが、Ｄの位置に乗

て、ドアを開けている運転

し、それよりも先方に恥を

行
いのではないかと感じてい

お出迎えがあり、建物に入

っていたそうだ。日本の将

手の手のひらに「ありがと

かかせてしまった。だから、

図２

図３

進

番上の方と決まったか、と

る。田中角栄元首相は必ず

校たちが「あそこが一番上

う」と心付けを押し込んだ

←

膨らんでいるし、今も乗用

Ｂに乗り、早坂茂三秘書が

座だ」と決めたのが始まり

のは有名なエピソードであ

○○
○○

Q 2人の席順を記入
Q 4人の席順を記入

ＡＢ
ＣＤ
ＡＢ

①2人の場合
②向かい合わせの場合
（4人）

８列Ａが１番の人、Ｂは２

ではないか、というエピソ

○○

Ｂ○
Ａ○

って名刺交換の場面になる

ードがある。ただ、アメリ

ＣＤ
ＡＢ

Ｄ○
◎運転手

Ｄに乗り、先方に着いた。

いうエピソードが載ってい

塚本 晃子 氏（ビジネスマナーコンサルティング代表）

る。

方たちにまで必要となって

ビジネスシーンでの常識、貴方は大丈夫？

ビジネスマナーを見直しませんか

車は頭の当たるところも小

レーヌやクッキーのような

示で、希少糖を使ったマド

演会を行いました。

シーンでの常識、貴方は大丈夫？」をテーマに講

え「ビジネスマナーを見直しませんか

ジネスマナーコンサルティング代表）を講師に迎

88
Q A～D席の○へ1～4の席順をつける
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パン講習
【基礎編】

・８個分

℃（

速５分→バター

分

２速６分

発酵…

強力粉……………１００％

％

１速３分

℃

形しやすいよう冷蔵庫で休
ませる。

レザーブ

ｇ、レーズン

ｇをのせ、巻き成形する。

に並べる。
℃

％）

７等分にカットしアルミ皿

のばし、キャラメルカスタ
ホイロ…

分（

ーを生地に広げアップルプ

％） 成形…生地を長方形に薄く

分割…２３０ｇ分割後、成

焼成…上火１９０℃

ホイ

下火
約

～分

２１０℃

を適量のせる。

ロ後、塗り卵し、白ザラ糖

20

20

斬新さを評価！

デザイン展は京都で日本

各部門４作品が入賞した。

理店で約３年修行。その後、

大学卒業後都内イタリア料

迎える和菓子店の３代目。

公益財団法人「有斐斎

２年半料理修行を行ない２

イタリアペルージャに渡り

道館」が京菓子の芸術性を

００９年に家業を継ぐこと

弘

１５実作部門で大賞に輝い

を決め、２０１１年からナ

京菓子と琳派展で大賞

栃木県菓子工業組合足利
ふくしまゆきはる

ＰＲしようと主催。２回目

ポリで洋菓子やパン、デザ

の開催となった今年のテー

昨年、秋に行われた同展

マは「琳派が描く自然」

ート作りを学んだ異色の経

た。

には、実作部門とデザイン

歴の持ち主。和の伝統に新

）

ほど京都市で開かれた京菓

「角彩」は尾形乾山の

かくさい

支部の福島幸治さん（

生クリーム………１００ｇ

「色絵石垣文角皿」の配色
などを参考に白、黒、青、

たな息吹を吹き込む若き職

福島さんは「和菓子だけ

人に期待がかかる。

地元足利で大正から昭和

より一層和菓子作りへのヒ

物など日本文化に触れつつ

ではなく、お花、お茶、着

初期にかけて一世を風靡し

ントが隠されていることが

ンとして今までにない新し

作られている中に、デザイ

「京菓子としてしっかり

和菓子の魅力を伝えていき

中学生など、若い人たちに

触れていきたい。今後は小

ながら伝統の日本文化にも

わかった。和菓子作りをし

さ、 斬 新 さ を 感 じ た。『 温

事長・小泉信秀

栃木県菓子工業組合副理

たい」と抱負を語った。

福島氏は創業１００年を

を得た。

たりくる作品」と高い評価

故知新』という言葉がぴっ

にした作品。

た「足利銘仙」をモチーフ

作品。

練り切りを市松模様にした

黄、緑、あずき色の６色の

いろ え いしがきもんかくざら

お がた けん ざん

部門合わせて国内やオラン

ＦＡＸ ０３－３４０７－５４８６

かく さい

ダから計３７６点が集まり

福島幸治さん

子デザイン展「手のひらの

ｇ

ｇ

２

が手掛けた「角彩」がこの

の伝統文化継承に取り組む

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

82

生地温度…

・

脱脂粉乳………………５％

％

％

30

パン酵母（生）………４％
食塩………………

全卵……………………

％

り、アップルプレザーブと

バター…………………

砂糖……………………

レーズンを巻いた、テイタ

水………………………

教師

イムにあうスイートブレッ

（キャラメルカスタード）

佐久間 剛

ドです。

％

【配合】スイート生地１㎏

日本菓子専門学校
アップルレーズン
キャラメルブレッド
スイートロール生地にキ
ャラメルカスタードを塗

78
37

８個分

27

自然―京菓子と琳派」２０

ｇ

グラニュー糖……１００ｇ

26

40
50

60

牛乳………………２００ｇ

砂糖……………………
薄力粉…………………
（仕上げ材料）

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。

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

ミキシング…１速３分

【工程】

白ザラ糖………………適量

レーズン…………１６０ｇ

…………３２０ｇ

アップルプレザーブ

16 30

卵黄……………………２個

水………………………

木

18 5
40 20 18
15

栃

1

話 ０３－３４００－８９０１
電

角彩

アップルレーズンキャラメルブレッド
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