平成

年

月

月

来春に開催される第

回全国菓子大博覧会・三重を広く知っていただくため、現

在、株式会社イオンが全国で実施している「みえ伊勢志摩フェア」において同博が

クタウンの会場の特設ステ

子レスリング世界王者・吉
田沙保里さんも駆けつけ
「三重には赤福など、おい
しいお菓子がたくさんあり

後はぜひ、三重に来て下さ

国で行われますので、終了

「みえ伊勢志摩フェアは全

木英敬三重県知事よりは

レモニーが挙行された。鈴

などを説明。来場者との記

皆さんが菓子博の見どころ

重大会のファイナリストの

ミスユニバースジャパン三

クターの「いせわんこ」と

レモニーでは、公式キャラ

お伊勢さん菓子博ＰＲセ

ます」と話された。

い 」、 イ オ ン の 岡 田 社 長 よ

念撮影会も行われた。

ア」のオープニング記念セ

ージで「みえ伊勢志摩フェ

ＰＲされている。全菓連青年部もこのほど、同フェアに協力し「さきどり全国菓子

日には、越谷レイ

りは「来年には全国菓子大

きどり全国菓子博覧会＂を

す。本日は別の会場で＂さ

部の方々より募集したお菓

ブースを設け、全国の青年

り全国菓子博覧会」として

ん菓子博２０１７

三重県の特産品を使ったお

茶でもてなされた。また、

を９種販売、あわせて伊勢

道で旅人をもてなす名物餅

餅街道では、伊勢の参宮街

菓子が販売された。

勢茶や伊勢えびを使ったお

設けられ、赤福をはじめ伊

菓子・スイーツのブースも
さきど

実施していますので、帰り

点販売した。伊勢

別の会場では「お伊勢さ

にお寄り下さい」と挨拶さ

子を約

博覧会が伊勢で開催されま

れた。また、観光大使の女

さきどり全国菓子博覧会のブース

日（月）です。保険料が引落されますので不足の無いよう預金残高をご確認ください。

ＰＲ

でお 伊 勢 さ ん 菓 子 博 を

日からの全菓連ＰＬ保険の口座振替日は、
み え 伊 勢
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全菓連青年部がお菓子を販売協力

志摩 フェア

6

「お菓子の思い出」作文

コンテ
スト

年度菓子需要喚起対策

最優秀賞２作品決まる
全日本菓子協会では平成

からだそうです。でも私は、

っているのは、いそがしい

お母さんがてきとうに作

もっとみんなと笑顔で

んじるきがします。私は、

し、いつもよりおいしくか

なと食べる時はうれしい

を食べるのが多いのでみん

「 こ の 子 は、 ず っ と 保 育

け船を出してくれた。

っと見上げている。母が助

にクッキーを隠して私をじ

がわからない。ただ、背後

私には妹のその行動の意味

く左右不対称な笑みを浮か

め、一つ頷くと、ぎこちな

の間私を探るように見つ

と呟いた。そして妹は少し

ツリ、「立派になったのね」

だ。母は目を丸くして、ポ

私だけではなかったよう
ています。

てきとうに作っていてもお

所育ちだから、他の子に自

べ る と、「 あ り が と う 」 と

「おいしいね」

分の物を横取りされない

云ってくれた。こんにちは

と、てきとうケーキを食べ
たいです。

か、無意識に考えちゃうの

でも、久しぶり、でもない、

所に通っていた。それ故の、

自分の皿からクッキーを一

納得した。そこで私は、

言葉だった。差し出したク

その日初めての妹の私への

だが、つい昨年までは保育

じだ。妹は現在小学一年生

よ。」

いしいからてきとうとはい
わないと思います。
私はいつも一人でケーキ

中学生の部

思い出である。

は妹は私を忘れているだろ

中学校三年女子

うか。別にそれでも構わな

大阪府

「妹のクッキー」

額に汗の粒をのせて訪ね

「 お 姉 ち ゃ ん は、 あ な た

い。私は何度だって、妹に
まだ幼く記憶も浅はかな為

や、妹は私からクッキーを

られたそれを目にするや否

いた。しかし、驚いたのは

い声が出せるのかと正直驚

自分でも、こんなに優し

クッキーを渡してあげるだ

夏が明けて、次会う時に

今年の夏、私はバスに乗

て来た私に、母は妹と食べ

の物を取らないよ。なんな

ッキーは返してくれた。

り、離れて暮らす母の元を

て、とクッキーを出してく

ら、私のもあげるから。」と。

つ手に取ると妹に差し出し
量も量らないで、てきとう

訪ねた。母の家には私の妹

れた。お皿に数個ずつ並べ

か、姉である私と会う時は

隠すような仕草を取った。

て云った。
に作るのですぐに作っちゃ

も暮らしていた。妹は６才、
でもそのケーキの中にて

いつも初対面、といった感

にいつも同じ味です。

きとうに切った、バナナや

小学校五年女子

さつまいもがゴロゴロ入っ

ろうから。
一 度、「 て き と う ケ ー キ 」

私のお母さんは一週間に

います。でも不思議なこと

作品が優秀賞に選ばれた。

つ最優秀賞が選ばれた。併せて小学校９作品、中学

厳選な審査の結果、小中学校それぞれから１作品ず

同コンテストには３５，４４４作品が応募され、

い出」作文コンテストを行った。

として、全国の小中学生を対象とした「お菓子の思

27

を作ってくれます。粉の分

兵庫県

「てきとうケーキ」

小学校の部

最優秀賞は次の通り。

校

20

博覧会」として全国の青年部のお菓子を販売した。
４月

「いせわんこ」
とミスユニバースジャパン
三重大会のファイナリストの皆さん

1
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発行人
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
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第三種郵便物認可）
新
業
工
子
菓
（毎月 15 日発行）

（１） 平成28年４月15日

平成 年 菓子生産数量・
金額推定結果コメント
出

｣があることが再確認で

む価格改定に取りくんだ。

騰を背景に各社が減量を含

豆等の原料・資材価格の高

商品群が好調に推移してい

では機能価値を提供できる

を維持している。「粒ガム」

人増加したことなどを受け

が減少したこと、訪日外国

たこと、ビスケットの輸入

夏の気温が比較的低かっ

ジャンル別の動向でみる

アーモンド等のナッツ類

％とほぼ前年水準

と「飴菓子」
「せんべい」
「ビ

の価格高騰を受けて価格改

ム」は

スケット」「米菓」「和生菓

定したナッツチョコなど

推移するとともに、カカオ

子」「油菓子」「その他」に

きた。

バウンド需要の増加につな

おいては、生産数量、生産

る国内産うるち米の価格が

ほぼ横ばいながらわずかに

市場はほぼ横ばいと見られ

（

）その他菓子

・清涼菓子等は堅調に推移

玩具菓子は前年の「妖怪

したことから、全体として

るが、生産数量は前年を若

ファブリケートポテトを

は、生産数量、生産金額、

前年を上回り、生産金額、

業界の特徴としては、小

はじめとするポテト系スナ

小売金額ともに前年を上回

比較的安く推移したが、円

米菓全体の生産数量とし

規模事業者において、後継

ックは好調だったものの、

ウ ォ ッ チ 」「 ア ナ と 雪 の 女

ては、対前年比１・７％の

者難に廃業店が増加する一

コーン系、小麦粉系スナッ

王」といった強力な新キャ

て、各社の主力商品の需要

増であるが、もち米を使用

方で、売上金額の伸長を果

干上回り、生産金額、小売

が堅調に推移するととも

する「あられ」が１・９％

たす事業者が存在する等、

金額はほぼ横ばいながら、

に、高品質、高価格帯商品

増となり、うるち米を使用

小売金額は原料、包装資材

の投入も行われ、さらに一

する「せんべい」も１・５

等の価格上昇が販売価格に

部にハロウィンやクリ、イ

安の影響で、その他の原料

ム喫食が減少しており、依

モといった催事・季節商品

価格はやや上昇した。

然苦戦が続いている。

ラクターが無く、ほぼ横ば

は、市場に浸透せず販売が

（４）せんべい（小麦粉）

前年をわずかに下回った。

金額、小売金額ともに前年
伸び悩んだ。

反映され、若干増加した。

を 上 回 っ た。「 チ ョ コ レ ー

いと見られるものの、錠菓

菓子業界においては、小

ト」は、生産数量はほぼ横

（９）スナック菓子

売段階において依然として

としてはアベノミクス効果

透明感が強まったが、全体

州経済の不安定要因から不

以降、中国経済の減速や欧

我が国の経済は、年後半

で、チョコレートを中心に

に置かれた。このような中

年に引続き難しい経営環境

高止まりが続いており、前

資材等の材料価格の上昇や

糖、乳製品等の原料価格、

た。「チューインガム」は、

ら、わずかに前年を下回っ

小売金額はほぼ横ばいなが

を上回ったが、生産金額、

菓子」は、生産数量は前年

た。「洋生菓子」「スナック

小売金額は前年を上回っ

ばいであったが、生産金額、

（３）チューインガム

った。

によって前年を大きく上回

コの好調と価格改定の効果

ついては、ハイカカオチョ

の、生産金額、小売金額に

数量は横ばいとなったもの

ョコ等の不振もあって生産

全体としては、ナッツチ

にこだわった商品や地域ブ

産原材料や地域特産原材料

商品傾向としては、国内

ラス要因が見られた。

域に限定的ではあるが、プ

域振興券の影響など一部地

加、北陸新幹線の開通や地

訪日外国人の急激な増

スケットが再び大きな伸び

向に陰りが見えたソフトビ

種類別では、昨年増加傾

金額、小売金額の伸びに貢

げ（減量）が行われ、生産

昇等による一部商品の値上

を上回った。

金額、小売金額ともに前年

などから、生産数量、生産

が比較的好調であったこと

っている。

優位性を生かして微増を保

ているものの、営業形態の

おける販売は伸びが鈍化し

傾向にあり、コンビニ等に

家庭内消費は堅調で微増

（７）和生菓子

小売金額は前年を上回った。

となどにより、生産金額、

が販売価格に反映されたこ

人件費や資材価格の上昇

％増となった。

られた。

は、店舗によって格差が見

どの催事における売上げ

インデー、ホワイトデーな

の状況となった。バレンタ

門店の販売はほぼ前年並み

ものの、町の洋菓子店、専

販等の洋菓子販売は好調な

スーパー、コンビニ、通

（８）洋生菓子

いる。

事業者間の格差は拡大して

小売金額ともに前年を上回

られ、生産数量、生産金額、

の増加に結びついたと考え

景気回復感の浸透が需要

（

）油菓子

わずかに下回った。

ほぼ横ばいながら、前年を

り、生産金額、小売金額は

生産数量は前年をやや上回

は、ほぼ横ばいといえるが、

ナック菓子市場全体として

クが低調であったため、ス

調査が、家計消費支出以外

推計値との差異は、家計

クリームを除く菓子では、

年比１０３・６％（アイス

ャンルが前年を上回り、前

りの菓子支出金額は、全ジ

平成

結果】

【平成

った。

％と、幼児期のガ

の浸透によって国内景気の

減量を含む価格改定の取組

生産数量、生産金額、小売

人件費や原材料費の高

前年比

回復が進み、消費に好影響

みが行われ、企業、商品に

小し改善傾向は見られるも

騰、得意先の廃業など相変

業界全体の取組みとして、

デフレ傾向から脱けきれて

象、原料価格の高止まり、

集中豪雨などの異常気

年の全国１世帯当

前年比１０３％）となって

クラッカー、乾パンはほぼ

を見せ、ハードビスケット、

えたものの、定着するには

おいて若干回復の兆しが見

他方、贈答需要は前年に

界の厳しい状況は続くと考

品不足等、今後も洋菓子業

輸入原材料の高騰、乳製

騰、高止まりに対して、価

しかし、原材料価格の高

など、調査方法の違いが要

の需要を含んでいないこと

献した。

いる。

わらず厳しい状況が続いて

前年並みであった。

の贈答用・土産用商品など
いるものの、生産数量、生

った。

額、小売金額ともに前年を

産金額、小売金額ともに前

ガムの形状別に見ると、

因と考えられるが、明確な

要因分析は難しい。

格への反映が出来ず、企業

▽職業訓練法人東京都菓子

えられる。

経営を圧迫している。

学園・門井優子

至っていない。

▽広島製菓専門学校・齋藤

▽愛知県菓子技術専門校・

（６）米菓

全体として、洋生菓子の

奏、大賀かな

栗田木綿子、山中勇

年を上回った。

▽京都製菓技術専門学校・

▽山口調理製菓専門学校・

▽京都府菓子技術専門校・

％と

全体として、生産数量は

西倉諒並、粟飯原萌笑

古屋美紅

齊藤通世、今井雅文

「板ガム」は前年比

▽金沢製菓調理専門学校・

▽辻学園調理・製菓専門学

▽愛媛調理製菓専門学校・

▽大阪府洋菓子技術専門校

もに前年を上回る結果とな

量、生産金額、小売金額と

としては２年連続で生産数

４４作品もの応募があり、

には、過去最高の３５，４

の思い出」作文コンテスト

（２）チョコレート

った。

金額ともに前年をやや上回

った。

を中心に売れ行きが堅調に

年は、原料米であ

川瀬晴具、島野稚子

校・北村瞳、岩井健悟

村上綾、松尾香奈

平成

▽日本菓子専門学校・鈴木

▽中央調理製菓専門学校静

▽大手前製菓学院専門学校

▽中村調理製菓専門学校・

菓子に関する多くの

思｢い
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前年比
構成比
チョコレート
前年比
構成比
チューインガム
前年比
構成比
せんべい
前年比
構成比
ビスケット
前年比
構成比
米 菓
前年比
構成比
和生菓子
前年比
構成比
洋生菓子
前年比
構成比
スナック菓子
前年比
構成比
油菓子
前年比
構成比
その他
前年比
構成比
合 計
前年比
構成比

依 然 厳 し い も の の、「 粒 ガ

真由、志村奈美

岡校・青木菜摘

・池田璃奈、塔野岡愛

るものの、グミなどが好調

▽武蔵野調理師専門学校・

▽東海調理製菓専門学校・

▽大阪キャリナリー製菓調

で、飴菓子全体としては、

辺見里紗

中島あさみ

ーンへの応募総数は３３

▽赤堀製菓専門学校・佐藤

▽浜松調理菓子専門学校・

２，９９２通となり、小中

学校・長峯大路

僚太、及川香琳

の菓子需要は、ジャンルに

▽北日本ハイテクニカルク

▽国際製菓専門学校・横坂

よって差が見られるものの

は、加盟校より推薦を受け

ッキングカレッジ・韮澤友

菓子も人気商品としてイン

飴菓子

ー理事長賞を贈った。受賞

▽東日本製菓技術専門学校

千葉加津子、佐藤奈々美

▽宮城調理製菓専門学校・

渡邉拓未、福田千晶

▽専門学校二葉製菓学校・

彩香

藤彩、古橋楓

▽名古屋製菓専門学校・後

古杉奈菜、中野瞳

▽神戸製菓専門学校・喜多

浦侑乃

理専門学校・井上眞穂、深

・中村優花、澁谷菜美

▽平岡調理・製菓専門学校

安斎克哉、佐藤遥

・今井芳紀、林秀美

▽兵庫県洋菓子技術専門校

・寺坂真、北側明

▽北九州調理製菓専門学校

▽花咲徳栄高等学校・青山

▽飯塚高等学校・稲葉美沙

村七海、松井洸

紀

▽国際製菓技術専門学校・

専門学校・園田千尋

▽日章学園高等学校・山本

▽国際フード製菓専門学校

▽今村学園ライセンスアカ

柚南、川野睦

・山崎友莉恵、山口歩美

▽兵庫栄養調理製菓専門学

デミー・坪水優花

▽鹿児島城西高等学校・胡

（敬称略、順不同）

校・ト田航輔

▽千葉県菓子共同高等職業

广ケ野ひかる、大保舞花

彩美

菓専門学校・青山未季、安

▽日本調理製菓専門学校・

訓練校・平松しのぶ、梅原

▽綾羽高等学校・氏原葵

藤弘菜

須崎優、井戸菜絵

智沙都

・江藤早紀

校・上條美佳

▽伊勢調理製菓専門学校・

▽西日本調理製菓専門学校

▽西九州大学佐賀調理製菓

▽にいがた製菓・調理師専

沼田あい

・重冨朋子、中島悠

▽神戸国際調理製菓専門学

真紀

門学校えぷろん・梶原明里、

▽ユマニテク調理製菓専門

校・桜井優江、清原凪

校・兎洞明日香

▽東京ベルエポック製菓調

中村梨奈

学校・須﨑渓太

石川麻理奈、原香穂里

▽経専調理製菓専門学校・

理専門学校・諏訪実乃梨、

▽北陸食育フードカレッジ

▽名古屋ユマニテク歯科製

辻󠄀さくら

中田旭

・大西歩

・芝崎涼菜

▽札幌ベルエポック製菓調

▽東京製菓学校・金智愛、

▽松本調理師製菓師専門学

理専門学校・立川啓祐、小

森田久未

▽埼玉ベルエポック製菓調

柳あさひ

理専門学校・笠原渉、大谷

▽宮島学園北海道製菓専門

▽光塩学園調理製菓専門学

り。

者の学校名、氏名は次の通

日本菓子教育センターで

日本菓子教育センター

模範学生に理事長賞

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

チョコレートの健康効果

た卒業生の模範となる優秀

香里、梅津香穂

生産数量、生産金額、小売

菓子が生活の中でなくては

の浸透によって、ハイカカ

な学生に対して、同センタ

学生を対象とした「お菓子

ならないものであること、

％以上）

総じて堅調に推移し、全体

訪日した外国人観光客が

オチョコ（カカオ

（５）ビスケット

下回った。

品が好調であった。

年家計調査報告の

をもたらし始めた。

よって差は見られるものの

のの、依然縮小傾向が続い

砂糖産業とともに取り組ん

さらに、原材料価格の上

また、菓子の需要に大き

金額ともに前年を下回った。

ており、生産数量、生産金

たものの、夏の気温が比較

だ菓子需要喚起キャンペー

ランド商品、健康志向の商

な影響を及ぼす気象条件に
新しい価格体系は徐々に浸
【ジャンル別動向】

的低温で推移したことなど

いないなどの停滞要因はあ

ガム市場は、減少幅は縮

ついては、５月の記録的な

（１）飴菓子

から、総じて良好であった。
ンにおいて、店頭キャンペ

そのような中で、菓子産

透した。

年

27

27

人と人との触れ合いの中で

これらの結果、平成

10

１，９７３万人と急増し、

27

小売金額
億円
2,510
102.0
7.5
5,040
103.7
15.2
1,113
96.8
3.3
726
102.0
2.2
3,710
107.5
11.2
3,642
103.8
11.0
4,750
101.1
14.3
4,167
99.8
12.5
4,205
99.7
12.6
516
103.6
1.6
2,875
103.0
8.6
33,254
102.3
100.0
生産金額
億円
1,790
101.7
7.3
3,640
103.7
14.9
751
96.5
3.1
512
102.4
2.1
2,580
107.5
10.5
2,730
103.8
11.2
3,850
100.8
15.7
3,278
99.8
13.4
2,952
99.7
12.1
356
104.7
1.5
2,026
103.0
8.2
24,465
102.2
100.0
生産数量
トン
169,000
100.6
8.6
231,350
100.0
11.8
27,780
95.7
1.4
57,505
102.0
2.9
258,900
105.9
13.2
220,350
101.7
11.2
305,000
100.2
15.6
189,482
100.2
9.7
231,213
100.2
11.8
58,510
103.0
3.0
211,738
103.0
10.8
1,960,828
101.5
100.0

27

94

雨などの異常気象は見られ

暑さや特定地域での集中豪

生産金額および小売金額を

ま た、 風
｢ 船ガム

策定した。

デフレ傾向が続く中で、砂

る。

全日本菓子協会は、平成
がり、菓子需要全体の増加

11

【全体概要】

｣は、

に貢献したと見られる。

27

年の菓子推定生産数量、

99
90

27
平成27年 菓子生産数量・生産金額
及び小売金額 推定

平成28年４月15日 （２）
（毎月 15 日発行）
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第925号

ぎわいを創出する〉という

と界隈の魅力をＰＲし、に

玄関広島港を中心に、みな

下と振るいま

の三分の一以

んざいは昨年

ず、温かいぜ

温にも関わら

℃と肌寒い気

みを維持しました。

て、売上はなんとか前年な

０円で販売したのが奏功し

お菓子をよりどり５個５０

す。それでも、組合各社の

れも昨年の三分の二程度で

広島みなとフェスタ

趣旨で、行政、地域のＮＰ

せん。寒くて

いると、ぜん

も陽が照って

００人増えました。ブース

来場者は前回より１５，０

で６５，０００人を動員。

お 祭 り で す。〈 広 島 の 海 の

Ｏや経済団体などで組織さ

Ｐ Ｒ
今年も

クト」から一歩進んで、製

れた実行委員会が主催・実

廣島クリームぜんざい

法の見直しや改善、地域ブ

広島みなとフェスタ

広島県菓子工業組合青年

ランド商標の登録や管理、
施しています。今年で第４

ざいの動きが

みなとフェスタは２日間

日の

回を数え、今ではフラワー

日～

両日「第４回広島みなとフ
菓子屋以外の飲食業全般へ

フェスティバル、フードフ

部では、３月

ェスタ」にブース出店し、
の売り込みなど、廣島クリ

来、継続して取り組んでい

の中四国ブロックブース以

ひろしま菓子博２０１３

イベントにはＰＲ活動とい

討・協議しています。この

せるための施策について検

トに成長しました。

フェスタと称されるイベン

ェスタとともに、広島三大

は曇りでした

でした。翌日

悪いのが意外

時期のせいなのか。ブース

に、売れ行きが鈍いのは、

の数は変わっていないの

は「海と港」のメインテー

「広島みなとフェスタ」

ら参加してきました。

かい餅入りのぜんざいを準

リームぜんざいに加え、温

気温。そこで今年も廣島ク

がら、やはり心配は天候と

回と比べて数日遅い会期な

いがほぼ２０

リームぜんざ

た。結果はク

上がりまし

℃くらいまで

なりました。

に課題を残したイベントと

広める機会としては、今後

のか。クリームぜんざいを

や看板が目立たないせいな

の場所のせいなのか、装飾

マのもと、体験広場、グル

が、気温は

かつて戦後広島の名物で

メエリア、ステージに海上

３月初旬に開催された前

う位置づけで、第１回目か

あったクリームぜんざいを

す。今回はそんな名水の郷

常設歌舞伎舞台が六つ健在

小鹿野歌舞伎が有名で今も

残す民家や商店が点在し、

山郷です。今も昔の面影を

（現国道２９９号）沿いの

科方面に抜ける武州街道

険しい峠を越えて長野県蓼

とする製餡作業で使用する

の餡です。大量の水を必要

通で最大の特徴は自家製餡

形にしています。両製品共

メージで喉を潤す清涼感を

松露は岩雫が一滴落ちるイ

そうで旅人をもてなす心。

もてなしの心の意味も有る

＝松露です。ぼうずにはお

で外見は歌舞伎舞台風の凝

無垢材一枚板の茶室風造り

と言う事で、店舗の天井は

を忘れず奉仕を心掛けたい

出発が茶屋なので茶の心

人気があります。

定で酒饅頭も製造しこれも

なったそうです。今も夏限

す。段々と半生菓子主体に

１００杯。残念ながらいず

い。

いたら是非お立ち寄り下さ

秩父や蓼科への旅を思いつ

荒れていない場所です。奥

バイクツーリングではメッ

小鹿野町は鉄道が無い故に

品とも１個１４０円です。

部会長・三河正範

です。

旧くて新しいスイーツとし
備しました。

小鹿野町で営業されてる

です。信濃屋さんはそんな

広島県菓子工業組合青年

イベントと、子供から大人

古くから茶道や酒造で珍

（有）信濃屋さんの銘菓「茶

街道沿いにあります。信濃

０食、温かいぜんざいが約

て復活させる取組み「廣島

重される名水と呼ばれる水

ぼうず」と「秩父嶺しずく」

０食とまずまず。反面、

まで全世代が終日楽しめる

があります。江戸期には遠

を紹介します。

名水の郷の茶ぼうず

環境省選定の名水は昭和

年頃信州から武州街

の往還が伺えます。創業は

石という字の場所で昔から

レートに現れた餡に仕上げ

す。雑味の無い旨味がスト

水は全部が名水の郷の水で

った造りです。値段は両製

小鹿野町お菓子司㈲信濃屋

け」の逸話も残されていま
平成併せて全国

明治

ます。そのなか

れるものもあり

煮沸が必要とさ

ますが飲用には

号は信州から来たので「信

ころ人気を博しました。屋

し酒饅頭を製造販売したと

を構えた初代が茶屋を開業

道を旅してこの小鹿野に居

主軸を移した経緯を聞きま

酒饅頭屋から半生菓子に

を持ってます。

題で大きなアドバンテージ

もし難い菓子製造と水の問

てます。都市部では如何と

埼玉県菓子工業組合副理
事長兼専務理事・中島祥夫

農林水産省は、売り渡す

０円／トン、７・１％の引

（税込価格）で５２，６１
輸入小麦の平成

平成

年４月期（平成

の政府売渡価格を決定した。

ソフト系小麦のアメリカ産

下げとなる。主に菓子用は

年４月期

輸入小麦の政府売渡価格改定

７・１％の引下げ

•••••••••••••••••••

２００ケ所在り

で小鹿野町毘沙

した。小鹿野の人たちは今

年４月～平成

る政府売渡価格（加重平均）

濃屋」としたそうです。現

輸入小麦の政府売渡価格

は、税込みで５４，６２０

在は五代目中山泰夫さんが

は、政府売渡価格の改定ル

円／トン（対前期比▲７・

門水はそのまま

とお茶を入れて貰って世間

ールに基づき、直近６か月

１％）になった。

飲める軟水の湧

話をしながら纏め買いをし

間の平均買付価格を基に算

年４月期におけ

Ｗ
(
昔の山岳越え旅は容易で

ていくのが普通です。その

定すると、５銘柄加重平均

ウェスタン・ホワイト

なかったです。そんな旅の

ため無添加で賞味期限が長

年９月）の
存在です。小鹿

心を菓子の型に現したのが

い菓子のほうが喜ばれま

も昔も和菓子を買いに来る

野町は奥秩父地

看板商品「茶ぼうず」＝餡

で
)、
方最深部に位置

入り落雁と「秩父嶺しずく」

Ｗ

し昔から中仙道

経営しています。

28

「茶ぼうず」（左）と「秩父嶺しずく」（右） の裏街道として

水で今や貴重な

28
28

28

12

カですが無理な観光地化で

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

方の名水を使用した高級料

初日は快晴に恵まれ、ク

クリームぜんざいプロジェ

14

亭の「一両二分の高級茶漬

10

普及支援検討事業」の一環

る「廣島クリームぜんざい

売しました。

ームぜんざいを広く普及さ

リームぜんざいは合計１８

廣島クリームぜんざいを販

13

島

12

広
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（３） 平成28年４月15日

００余年と続き、沼田の地

私のお店は遡ると創業１

と接する仕事の方が好きで

り、物を作ることよりも人

は当初いろいろと葛藤があ

私自身が後を継ぐことに

ど寝ることも

らないまま殆

右も左もわか

行が始まり、

での必死の修

にをかけた中

る中、生き死

院・手術が迫

すぐに父の入

んでしたが、

り、自分はひたすらバウム

雑誌の取材が瞬く間と重な

な必死な時に限って新聞や

全く不思議なもので、そん

そんな逆境の最中とは、

販売する形となりました。

の作ったバウムクーヘンを

代理として店に立ち、自分

形で一週間後にはオーナー

もので、ひたすら突き進む

して何十万本も焼き続けて

と、バウムクーヘン職人と

分自身のみで作り続けるこ

ず我武者羅に真っ向から自

ませんが、他に職人を雇わ

てのセンスはないかもしれ

自分にはパティシエとし

ります。

げさまで今現在に至ってお

く機会もありまして、おか

も何度か出演させていただ

口コミが伝わり、テレビに

として沼田市内、沼田菓子

河ドラマ「真田丸」の舞台

最後に、今年はＮＨＫ大

げます。

うぞよろしくお願い申し上

おりますので、今後ともど

ただいております。

ンを精魂込めて焼かせてい

命だと思い、バウムクーヘ

にハピネスを送ることが使

樫の木のバウムクーヘン

で初代、二代と和菓子屋を

したので、大学を出た後は
クーヘンを製造する毎日と

きましたので、これだけは

宿命に生まれ 運命に挑み
使命に燃える

営み、三代目の私の父がこ

なく、言われ
なりました。

待ち申し上げます。

すので、皆様のお越しをお

張って盛り上がっておりま

組合としても各加盟店舗頑

この言葉を胸に邁進して

み、使命に燃える

宿命に生まれ、運命に挑

れからは洋菓子だと決意
そのまま東京で働いており
た通りのこと

年間毎日手焼きで製造させ

をそのまま作

ていただいております。

２００１年の５月に父の

洋菓子工房 樫の木

し、沼田で最初の洋菓子店
ました。

年ほど

に好評をいただいたことが

当店のバウムクーヘンは

として創めさせていただき
ました。そして、

きっかけで口コミをいただ

誰にも譲らない気持ちで

日連夜修行し

父も奇跡的に現在も元気

作家のよしもとばなな先生

続けました。

いておりますが、この頃か

れるように連

あったため、店と家族を守

流のお店となっております。 リスクが高い進行性胃癌で

火事場の馬鹿

癌が発覚し、当時は再発の

父が開いた洋菓子店とし
るのは俺しかいないと決意

前からバウムクーヘンが主

年が経過し、私

ても現在

事沼田支部長・鈴木博之

群馬県菓子商工業組合理

構造が少し異なる）が５％

に復帰できており、私も真

程度含まれる、稀少糖含有

摯に自らの手作りでお客様

めに血糖値の上昇が抑制さ

ら更に話題を呼んでいただ

れ、インスリンの過剰分泌

シロップが紹介された。

きまして、以来、全国的に

今回のお菓子教室を自信

たのではと感じます。

プシコースは微量ではあ

力というか、崖っぷちに追

したが、部員一丸となり無

も防止される。また脂肪蓄

るが様々な食品に含まれる

い込まれた集中力みたいな

事に喜んでいただける結果

積を抑制する効果や満腹感

までまったくバウムクーヘ

でくれました。それぞれの

にし、今後の活動に活かし

持続効果があり、長時間運

ンに触ったこともありませ

出来上がった作品を見比

となりました。より多くの

ていければと思います。

して後を継ぐことを決めた

べ、満足げな表情をみせて

方々に菓子の文化や魅力を

のがきっかけでした。それ

が継いで
ます。

15 50

お菓子教室を開催
洛北中学校にて
のため三月に後日開催とな

ションに移り、職人が間近

その後、デモンストレー

ぞれにとっていい経験だっ

伝えていく上で、部員それ

京都府菓子工業組合青年部

京都府菓子工業組合青年

京都府菓子工業組合青年
部広報・西井一樹

動時の低血糖予防効果と運

ありカロリーはゼロで、非

度は砂糖の７割で清涼感が

天然糖質素材であり、甘味

う蝕性や抗う蝕性もあり、

動後の脂肪燃焼維持効果も

果やリラックス効果もあ

食後の血糖値上昇抑制や内

臓脂肪の蓄積抑制も期待で

る。味質はショ糖と似てい
るものの甘味度は四割程

きるなどの機能特性があ

催

開

度、粘度は同程度、溶解性

健康菓子商品開発研究会

糖類を取り巻く状況について

•••••••••••••••••••

で様々な技を披露。
出来上がるたびに各所で

り、今回は３日間に分けて

歓声が上がりました。そう
して出来た作品をじゃんけ

康菓子商品開発研究会を開

ん大会で争奪戦。またまた
一部の例外はあるが、砂

の相性の良さが特徴で、加

各所で大賑わいとなり、手

熱により変化しやすいので

今回は練り切りの「桜」

熱で着色しやすいなどの加

保存温度や高温調理にはテ

る。味質は甘味の切れや苦

工特性がある。これらの特

クニックが必要となる。詳

みの引き立て効果、酸味と
菓連会員の製品開発の一助

性を活用して、砂糖の一部

は半分程度で、加水分解し

となれば幸いです。

と置き換えるなどしてスロ

難いが、高温での長時間加
る。しかし、近年の飽食傾

三井製糖からは、ブドウ

催した。以下にその概要を

向と運動不足に糖類への嫌

糖と果糖が結合した砂糖と

しくは両社にお問い合わせ

紹介致します。これらが全
ていました。

悪感が加わり、即効性エネ

ーカロリーな食習慣を提案

糖をボディーや調味素材と

終わりに生徒たちは「難

ルギー素材であり甘味の優

化学式（構成元素の数）は

している。

して使わない菓子は稀であ

し か っ た 」「 い い 経 験 に な

同じだが、結合箇所の違う

に入れた生徒は大事そうに

り方の手順を説明

った」と感想をくれました。

等生でもある砂糖の地位は

二糖類（二種類の単糖類が

持ち帰りのタッパにしまっ

しつつ技を披露

大きく揺らいでいる。そこ

まずは部員が前

し、完成すると生

今回の生徒たちは、後日

で大阪府菓子工業組合では
し方や、細かな線の入れ方

オニアである三井製糖と、

ぶべく、砂糖代替品のパイ

糖類を取り巻く新傾向を学

いて解説があった。パラチ

ラチノースの機能特性につ

結合した糖類）である、パ

素異性化やアルカリ異性化

化した糖液中の果糖を、酵

粉をブドウ糖と果糖に異性

える企業姿勢が必要なのは

も怠らずに時代の要求に応

を認めつつも新素材の研究

何れにせよ、砂糖の良さ

など、少しでも参考になれ

に立ち、材料や作

徒たちからは拍手

の美術の授業で和菓子のデ

下されば幸甚です。
ザインをされます。色の出
ちと一緒に製作へ。

ばと思います。

が早く、また真剣

もあり、飲み込み

い、準備や進行に戸惑いま

でお菓子教室を同時に行な

今回はたくさんのクラス

工業の二社の協力を得て健

キスパートである松谷化学

機能性多糖類や稀少糖のエ

っくりと消化吸収されるた

入口では無く小腸全体でゆ

ノースは砂糖と違い小腸の

学式は果糖と同じだが立体

少糖であるプシコース（化

する事によって得られる稀

大阪府飴菓子掛物組合副

間違いの無いところだろう。

理事長・豊下正良
な表情で取り組ん

二年生ということ

生徒たちは中学

松谷化学工業からは、澱
続いて、生徒た

が起こりました。

と「紅葉」を製作。

行いました。

れ、それぞれお菓子教室を

両日ともに三教室に分か

の開催となりました。

日と２月８日に

部は１月

ス、内一クラスは学級閉鎖

年で生徒２８０名の七クラ

た。対象は中学二年生の学

菓子教室を実施いたしまし

京都市立洛北中学校にてお

28
お菓子教室

阪

大

ある。さらに脳機能向上効

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

くれました。

年となっており
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和菓子
講習会
名が参加

た。当日、雨にもかかわら

ん だ 餡 の ひ ん や り 団 子 」。

大福」。青大豆を使った「ず

羽二重餅で包餡した「栗

の心強い応援の言葉があり

催したい」と北谷栄市社長

回とこれからも講習会を開

中餡をサンドした和洋折衷

子のダックワーズ生地で最

ず組合員中心に

ココア、練乳、バターをふ

備が整った講習会場スター

の「和風ダックワーズ」が

「紀州梅饅頭」を予定外で

っ た「 艶 饅 頭 」。 和 歌 山 県

ました。
和歌山県菓子工業組合事
務局長・高橋義明

『売れ筋の和菓子』

ルアップ事業を展開してき

を教えてもらいとても有意

づく力を持つこと。

機会を捉えて更なるレベル

フェアを開催します。この

らお菓子を集めてのお菓子

北海道東北をはじめ全国か

階、エスタ地下街を会場に

階、さっぽろ東急百貨店９

丸井今井百貨店１条館９

丸鯛

技術者である高山石雄氏の

①様々な要望に応えられる

義で実りある講習会になり

和菓子講習会

ました。この度札幌商工会

日

議所創立１１０周年記念事

業 と し て、 今 年 ６ 月

日間にわたり、札

（金）より７月３日（日）

までの

幌市内中心部の大通り公園

をメイン会場にして北海道

一番弟子の認定を受けるな

ようあらゆることに精通し

アップを図って行きたいと

テー
マ

菓子職人の技術力向上を

ど実力派の第一人者として

を育てることは急務であ

ていくこと。

ました。

庁前赤れんがプラザ、札幌

日

も有名。テレビ東京系の人

る』と神奈川県から来道さ

②人まねをしないという創

王国北海道』を旗印に、昨

㈱億万両本舗和作 山田 強 氏

学校法人北海道安達学園札

気番組「テレビチャンピオ

れました。作り方をやさし

造力と工夫を身につけるこ

講師

幌観光ブライダル・製菓専

ン」第４００回記念大会。

と。

年より札幌商工会議所の後

お世話になっている立場と

会社経営の考え方などを中

や、販売のこと、ひいては

店の菓子作りにおける哲学

年半もいかない少年は家族

００年近く前のことです。

年頃、今から１

得ませんでした。時に大正

の事なので、第２回、第３

が「和菓子講習会は初めて

月のように開催しています

今まで洋菓子の講習会は各

場であり㈱キタタニさんは

果も良く素晴らしい講習会

の席の方も良く見え音響効

い手元の作業を映し出し後

ビモニターをふんだんに使

また、スタージュはテレ

が喜んでおられました。

勉強になったと参加者全員

ではないかと思い始める事

哲学が最も重要な資産なの

子作りにおいて、その店の

歴史から私は、美味しい菓

して存在しています。その

講師の山田強氏は、著名な

げの『丸鯛』を学びました。

餅菓子と練切製の手型仕上

な粉草餅』といった朝生の

雨』『羽二重抹茶大福』『き

講習会では『求肥入り村

子講習会を開催しました。

夫理事長）主催による和菓

人北海道菓子協会（長沼昭

子』をテーマに一般財団法

部構成で挙行された。

で会員

屋町の「クーポール会館」

念会員大会が静岡市葵区紺

子工業組合の創立

周年記

２月２日（火）静岡県菓

り、今は若手の和菓子職人

まれた日本人のふる里であ

す。『 和 菓 子 と は、 愛 に 包

ンになられた経歴を持ちま

体中央会、真野匡雄様のご

ご来賓の静岡県中小企業団

理事長の挨拶から始まり、

第一部の式典は若月正章

話をして頂いたので、楽し

どユーモアを交えながらお

念、経営者としての姿勢な

歴史を始め、会社の経営理

濱田様からは『赤福』の

いた。

訣』と題して講演をして頂

学ぶ・永続する菓子屋の秘

でなかったので良い勉強会

た。このような機会は今ま

らお菓子談義に花を咲かせ

した後、試食会を行いなが

子の説明やそれぞれを鑑賞

もので、最初は自店のお菓

思い思いに展示しておいた

場特設のテーブルに各自が

なるよう若月理事長の強い

菓子組合を目指した大会に

役立ち、学び合えるそんな

加でき、会員同志が交流し

目的である誰もが気軽に参

や接待はやめて組合本来の

今回は華美なレセプション

囲気の中で行われてきたが

ました。今日、私が代表を

死ぬまで根強く存在してい

りというフィロソフィーが

である彼の根底には菓子作

とになるのですが、創業者

路を見出し独立起業するこ

に進化するパッケージに活

になりその後、時代ととも

ーリーをお伝えしていきた

ごとく存在する銘店のスト

リーズで国内外にキラ星の

と思われます。次回からシ

魅力を放つ元となっている

にいきわたりそれが独特の

造から販売に至るまで隅々

企業体です。店の哲学は製

一貫している自己完結型の

の販売に至るまで全て製販

では、その美しく美味しい

はそのルーツはどのような

出されているのか、さらに

てやまない銘店オーナーの

たします。日頃から尊敬し

ンスを記事にしてお届けい

思います。

ーツを少しお伝えしたいと

日本の菓子がどの様に生み

所にあるのでしょうか。

とは…

周年記念大会

個以上）を持参し、会

北海道菓子工業組合専務

理事・久木利弘

場を移して情報交歓会の立

第三部は、大ホールに会

い」と呼びかけた。

勇気をだして参加して下さ

らいと思わずチョットした

信念のもと企画された。理

また、濱田様は来年開催

食パーティを開催、そこに

は残念ながら満たなかった

となったようだ。尚、お菓

される『お伊勢さん菓子博

は来賓の真野様や講師の濱

が参加した皆様からは称賛

く拝聴することが出来た。

た。約４分の３の

２０１７』の実行委員長を

田様にも同席して頂いたの

の声を聞くことができた。

年前県下には６００有余の

数の組合が姿を消

務められることから、同菓

で直接お話を伺うことがで

事長は「日頃、疎遠になっ

した、ここまで続

子博についても詳しいお話

きた。参加者は胸にネーム

ている会員の方、今更出づ

けられたことは素

をされた。お陰さまで組合

今大会を良く学習して今後

子を持ち寄ることで本大会

晴らしい」と称え

は勿論、会員の菓子博に対

の活動に活かされれば大い

の会費は無料とした。

られた。本大会の

プレートを付けて和やかな

に期待が持てる第一歩とな

そして誰もが深い感銘を受

目玉である記念講

する認識や意気込みを大変

中にも有意義な交歓会とな

今回は予定の参加者数に

演会では、講師に

った。以上ですべての記念

合展』を開いた。これは参

於いて『静岡のお菓子大集

勢のご来賓をお招きして、

従来の創立記念大会は大

第二部は、別室の会場に

高めることができた。

を続けられておら

加者が自店の自慢の一品

事長・森田紀

静岡県菓子工業組合副理

った。

れる株式会社赤福

会員大会を終了した。

会長の濱田典保様

３００年以上商い

伊勢神宮の門前で

けた。

周年記念大会

組合があったのが

20

現在１７０となっ

功労者表彰など華々しい雰

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

組合創立

祝辞と続き、真野様は「

記念講演と「静岡のお菓子大集合」

組合創立
岡

静

50

名の出席のもと３

50

のひんやり団子・和風ダックワーズ

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
年から

料の仕入れから、加工製造

創業者でのある祖父尾関

務める会社の考え方には菓

いと思います。

ころです。

して、お恥ずかしながら小

心にお伝えする事によって

となりました。菓子業とい

なり厳しかったものと推察

そして包装をして自社店舗

勇吉は、父親の早逝により

子作りという誇りある製造

北 海 道 で は、『 お 菓 子 の

見た目も美しく食べても

文を連載させて頂く事にな

を支えるため、和菓子の餡

うのは特殊で一次産品の原

その前に小生の会社のル

年以上お世話

小学校卒業後東京人形町に

業への尊敬の念がベースと

されます。

皆様方のことをどのように

ある三原堂本店様へ菓子職

和菓子づくりに大切なこ

美味しい日本の菓子は、世

りました。毎月このコーナ

煉りから仕上げそして清掃

つよむ

年３月

５時間の講習が誰一人退屈

門学校にて講師に株式会社

歴代チャンピオン大会で優

く手ほどきして頂くと共に

③固定観念や思い込みに縛

押しを頂ながら業界のレベ

界のお菓子の中でも相当に

業界の皆様に少しでも参考

などに至る毎日となり、か

目的に、平成

せず失敗談から「ちょっと」

億万両本舗和作山田 強 先

卓越した技能を目の当たり

られることの無いよう、気

（

高い品質と文化的な高さを
ーでは、小生が全国を歩い

になれば幸いです。

子が、お土産またはカフェ
などで多く消費され、その

お伝えできるか、大変難し

人として丁稚奉公せざるを

人気の高さが証明されるこ

菓子売り場の店頭やパン

い事ではありますが、普段

とになったとも思います。

フレットだけでは決して垣

なかなか伺い知れないその

50

11

10

間見ることができない、そ

50

10

の奥深さを長年菓子業界に

尾関 勇

69

コ ラ 饅 頭 ／ 前 列 左 か ら 艶 饅 頭・ ず ん だ 餡

誇っています。昨今訪日客
て訪問した菓子銘店の素晴

池田講師の絶妙な話術で

したテクニック等、非常に

生を招いて『売れ筋の和菓

勝し、グランドチャンピオ

にしました。

をお招きして『長寿企業に

の特産品である梅を使った

•••••••••••••••••••

した。日常の作業に於いて

ジュキタタニに於いて千葉

特別作って頂きました。

和菓子講習会を開催

卵白が大量に余るので洋菓
和歌山県菓子工業組合の

県菓子工業組合副理事長で

茨城県産の自家製で作っ

製菓原材料総合商社 ㈱キタタニ にて

賛助会員である製菓原材料

もある「有限会社

た生むき栗を冷凍しておき

んだんに使った「焼きショ

総合商社㈱キタタニ主催・

取締役社長の池田尚史氏を

24

らしい考え方などのエッセ

の蜜に

コ ラ 饅 頭 」。 人 玉 黒 糖 を 使

和歌山県菓子工業組合共催

お迎えし同社の良く売れる

浸ける。

分蒸しＢｒｉｘ

福一の売れ筋商品。

による「売れる商品の公開」

福一」

のテーマで同社の最新の設
商品を講習し
て頂きまし

10

のインバウンド商品が活発

最新設備の整った講習会場

24

となり、その中で日本の菓

28

和歌山
後 列 左 か ら 栗 大 福・ 紀 州 梅 饅 頭・ 焼 シ ョ

40

北海道
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歓迎全国煎餅協会全国大会

る。学校の入学式や卒業式

だ屋の社長。砂丘の撮影の

会の藤縄副会長は城北たま

き続けている。全国煎餅協

鬼太郎煎餅や激辛煎餅が人

の境港市にある赤石商店は

鬼太郎ロードでおなじみ

平日でも一般客の来場が多

事業に使用される建物で、

はっち）」。はっちは色々な

せんべいを亡くなる日の朝

田正治は、城北たまだ屋の

祭のポスターになった。

社長が鳥取県総合芸術文化

気。羽織袴姿で尺八を吹く

今回の菓子まつりでは、

的な場所となっております。

く、八戸市民にとって活動

ータルミュージアム（通称：

では校章の入った煎餅が配

たびに来店した写真家の植

県を代表するお菓子の一つ

も食べていた。

煎餅の筆頭。

「生姜せんべい」は鳥取

られる。

三社と境港市の一社。数は
である。緩やかな波状は、

せんべい所 鳥取で５月開催

鳥取県米子市の皆生温泉

砂丘の風紋を、そして、刷

八戸苺の流通の活性化も事

少ないがいずれも一騎当千

５月の皆生温泉から新た

の強者ぞろい。それには理
城北たまだ屋の本家であ

日に全国煎餅協会

毛で塗られた生姜砂糖は、

で５月
の全国大会が開催される。
由がある。鳥取には独特の

コーナー、菓子コンクール

会場の１階では復興支援

生を召し上がっていただけ

は琴の演奏を聴きながら上

ュ、スイーツ販売、３階で

階では苺チョコフォンデ

り、どのお菓子に投票した

嘆の声で会場内はもちき

の出来栄えに、お客様の感

ついても、それぞれの菓子

た。コンクール出品菓子に

くださりとても賑わいまし

企業の皆様のおかげで今回

だけた協賛店、賛助会員の

多くの方々、協力していた

地域の役員はじめ組合員の

員の方々、また、地元八戸

協力くださった組合員や役

から数日間泊まり込みでご

為、遠方より開催日の前日

業に盛り込み、主に苺の商
品を会場で製造販売等致し

展示コーナー、チャリティ

るコーナー、５階では親子

ら良いか随分と悩まれた方

の菓子まつりを終えること

な煎餅文化が発信されるこ

ま し た。（ 苺 の チ ョ コ レ ー

コーナー、八戸苺販売、入

参加型のデコレーション作

が多いようでした。

が出来たと実感しておりま

装で実家から
取市気高町で栽培を奨励し

ら生姜を移入し、現在の鳥

いお菓子であ

開 催
される

時より、生姜せんべいを焼

す。

長・小谷寛

•••••••••••••••••••

月

日、

日の２

ロールケーキ

等 体験型企画で盛況に

ト

アー

八戸市で菓子まつり開催

昨年

る事業を今後も実施してい

「ほとめき」の街

久留米
の菓子

ー「おちぼ栗」を新しく開

で ほ し い 」「 も う 一 度 訪 れ

ており「久留米に足を運ん

西部に位置する人口約

る久留米市は、福岡県の南

久留米菓子協同組合のあ

ます。

さまの栗」をふんだんに使

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

日本一の栗の生産地で

「栗まつり」

心になって立ち上げたイベ

発しました。栗パウダーを

てほしい」という願いが込

組合の取り組みと菓子の歩み

ントです。まさに官民一体

められています。このこと

万

局・木村文子

の菓子文化の発展につなが

の豊かな穀倉地帯にあり、

また、久留米は筑後平野

りました。

水で、現在の当主

米や麦といった菓子の原料

い菓子店は翠屋主

代目です。松木

の松木貞次さんで

当主は１６２０年

人さんです。初代

置かれる厳しい職

子店の中でも一目

さんは久留米の菓

環境でもありました。

の技術や材料が入りやすい

街道からも近く新しい菓子

ガーロードと呼ばれた長崎

が身近にあったことやシュ

このような、豊かな自然
ベースに、二層のチョコ生

や恵まれた環境に感謝し先

地を作り、ほろほろとした

（元和６）に丹波
となり、それぞれの分野か

人の中核市です。春には椿、

福知山より初代藩
ら真剣になって意見を出し

は、お菓子屋さんの「うち

人から受け継いだ技術を継
口どけの良い栗形の愛らし

主の有馬豊氏とと
合ったことで、小さな場所

承し次の世代へ伝えていく

菜の花、つつじが順に満開

ことも大きな役目といえま

をむかえ身近に自然が味わ

もに久留米に入っ
の お 店 に 来 て ほ し い 」「 う

たそうです。豊氏は利休十
ちのお菓子を味わってほし

ことから菓子の需要も高く

是非「かさま新栗まつり」

す。今後も地域の発展や菓

いお菓子に仕上げました。

子業界の発展に少しでも役

に三万五千人近いお客様が

哲の一人とも伝えられ、茶

立つ活動ができるよう取り

訪れる一大イベントに育ち

現在でも多くの菓子店があ

道に秀でた人物とされてい

えるのが魅力です。

ます。９代目藩主の頼徳は

い」という思いに通じる言

ります。久留米発のお菓子

にご来場いただき、笠間の

では、丸永製菓の「あいす

ました。焼き栗や栗おこわ

万石の城下町として

もともと久留米市は久留

組んでいきます。

米藩

自ら茶陶器を作るなど茶の

葉です。同じ思いから久留

湯や能楽を好み、芸術・文

米 菓 子 協 同 組 合 で は、「 ほ

まんじゅう」やクロボー製

化を奨励したことが久留米

秋を満喫するとともに、栗

菓の「黒棒」は全国でも愛

クッキー「おちぼ栗」をご

栄え、明治以降は軍都、そ

される菓子となっています。

などの栗を使った食べ物の

の後タイヤや履き物といっ

販売はもちろん、いが栗ダ

たゴム加工産業が発展した

とめき」を使った菓子の新
製品を各店で取り組めるよ

局・野口登喜子

久留米菓子協同組合事務
う商標登録を目指していま

賞味ください。

支部支部長・根本高行

茨城県菓子工業組合笠間

ーツや栗ゴルフなどの遊び
や、栗拾い体験や栗剥き体

青森県菓子工業組合事務

ても寒く、お客様の入りも

現在では、鳥取市のいず

た。今では、収穫した生姜

でる時、手で
配っていた。

とを切望する。

トフォンデュ、苺ドーナッ

り口付近では組合員で作成

成体験を実施。ロールケー

県南に位置する八戸市は

り全国煎餅協会の藤縄顧問

ツ、苺の焼き餅ｅｔｃ）ま

したロールケーキ（カット

キアートの企画には、苺の

底冷えする地域で（冬季期

す。菓子まつりに限らず、

が経営する玉田やは、祝や

た、岩手県菓子工業組合、

したものを個別包装したも

ロールケーキ（赤い色）は

間の雪は、青森としては少

組合員が参加したいと思え

砂丘にうっすらと降り積も

宮城県菓子工業組合、福島

の）を、来場客の方々に指

全部でいくつ使用されてい

月下旬はと

った雪と日本海の白波をあ

県菓子工業組合の方々にも

定した場所に（台の上にカ

るかのクイズも実施。上か

な い 地 域。）

煎餅文化があるからだ。鳥

ご協力をいただき、東日本

ット割りしたベニヤ板を乗

ら見て数えてもＯＫとし、

取県東部地方では婚礼の

大震災復興支援コーナーを

せた上）置いていただき、

上階にお客様が流れていく

じめ煎餅協会の皆様のご来

設け、ワンコイン販売も企

吹き抜けになっている２

鳥取県菓子工業組合理事

八戸市で開催するのは初め

画実行致しました。お客様

階、３階から見ると、田ん

寿や校章を焼きこんだ煎餅

ての試みだと思われます。

も最初は物珍しそうに見て

など、歴史と味覚でお祝い

は「しょうが穴」で半年以

日間にわたり、八戸市で菓

八戸市は県内でも特に各

いくだけの方も多かったの

鹿野城主の亀井公が朱印

上も貯蔵し、土のなかで熟

種イベント事業に力を入れ

船貿易により東南アジアか

さすがに最近

成させている。この工程が
子まつりを開催致しまし

ており、今回の菓子まつり

んが、花嫁衣

は袋に入って

た。八戸支部の活動として

る習慣がある。昔はお嫁さ

いるが。婚礼
生姜の美味しさをさらに引

は毎年のように菓子まつり

らわしている。

鳥取県の会員は鳥取市の

以外にも鳥取
き出している。

は購入される方が増えてと

は煎餅はお祝

にも多大なご協力をいただ

ても賑やかでした。

けたらと思います。
きました。会場は「八戸ポ

心配しましたが、来場者は

を開催しておりますが「青

きるイベントだと思いま

ようにも考慮しました。沢

森県菓子工業組合」として

す。茨城県菓子工業組合の

ぼアートのように見ていた

迎えます。この「かさま新

メンバー達も、それぞれ「か

す。地域の人々や久留米を

ですが、徐々に手にとって

年の創業

栗まつり」は、他県へ供給

「ほとめき」とは筑後の

み屋製菓が昭和

されるばかりだった「かさ

い、工夫を凝らした菓子を

いに欠かせな

さらに、豊かな土地から

まの栗」の知名度や品質を

並べ、行列が出来るほど好

絶えずあり、盛況に終える

はたくさんの自然の恵みが

向上させ、ブランド化する

ことが出来ました。支度の

収穫され、栗の生産量はな

ことを目的に、笠間市、地

訪れる方々に、愛される菓

山のお客様が２階、３階か

んと日本一です。毎年十月

子が各組合員のお店から誕

ら一生懸命数えて応募して

の第一土曜、日曜には「か

方言で「おもてなし」のこ

生するのではと期待してい

だけるという企画も今回初

である「笠間稲荷神社」や

評をいただいております。

とです。この言葉は久留米

めて行いました。また、２

伝統的工芸品の「笠間焼」

元の栗生産者、笠間焼窯元、

市が観光ＰＲとして活用し

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

弊社「洋風笠間菓子グリ

さま新栗まつり」が開催さ

弊社では、今年のこのイ

久留米で最も古

ュイエール」が存在する茨
を目的に、観光シーズンに

ベントに向けて、栗クッキ

生姜せんべいと寿を焼きこんだ煎餅

ロールケーキアート

久留米のお菓子

城県笠間市は歴史と文化の

そして、茨城県菓子工業組

29

合笠間支部のメンバーが中

28

れ、今年で十回目の節目を

11

森
青
験など、家族連れで満喫で

30

城

2015 はっちお菓子まつり

県東部地方で

鳥を心から歓迎申し上げる。 時、近所の人々に煎餅を配

工業組合の田村副理事長は

野村泰弘会長や、全国菓子

22

は多くの観光客で賑わいま

おちぼ栗

21

茨

11

取
鳥
街。日本三大稲荷のひとつ

かさま新栗まつり

12

岡

福

23

平成28年４月15日 （６）
（毎月 15 日発行）
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仕事も社会貢献も全力投球

に創業、先代の政雄さんが

木内製菓 株式会社
私たちの仕事は、神社仏

を消費期限＋１日位保管し

変化を見るためのサンプル

最後になりますが、冒頭

本殿裏にある御神木を間近

本来なら入る事の出来ない

に書きました鹿島神宮の

で拝見させて頂きました。

『祭頭祭』とは、奈良時代

てクレームに備えることな

を回りながら、一つ一つ丁

に九州へ旅立つ東国の防人

ど、生産ラインの並ぶ部屋

その中には震災の爪痕が

たちが、鹿島神宮に集まり

寧に説明して頂きました。

残っている部屋もあり、今

武運長久と旅の安全を祈っ

ている事や、液状化現象の

来ないのでそのままになっ

願って鹿島地方に春を告げ

です、現代では五穀豊穣を

す祭りが始まりだったそう

た「鹿島立ち」の故事を表

も柱が斜めになっている

が「おいしいとお客様から

影響で床が凸凹になった事

が、ラインを止める事が出

喜んでもらう」をモットー

る祭になったそうです。

大手スーパーへの卸業を始

門前で商売をされている

に事業展開をして、現在で

など、当時大変だったお話

められ、四代目の政和さん

方や、寺社に関わる菓子を

ミスをなくしていること。

も伺いました。

閣とは縁の切れないものだ

作られている方、長くお付
は関東一円、西は静岡県ま

また翌日作業担当者が試食

と思います。

き合いをしていると、寺社

して硬さを確認しているこ

の中でも最も規模が大きな

今回は、鹿島神宮の行事

れるエクスカーションで、

ック茨城大会の翌日に行わ

今回は、関東甲信越ブロ

させて頂きます。

ましたので、幾つかご紹介

苦労もお聞きする事が出来

は違う、卸業ならではの御

なこと。

めの夏場の温度管理の大変

を一定の温度にしておくた

次に一年を通して工場内

ーによっては管理票が何枚

を印刷しているが、スーパ

シール管理は別棟で日付

のガソリンも工面するなど

震災後すぐに従業員のため

が、とてもパワフルな方で、

あり体格の良い方なのです

木内さんご自身、身長も

とにチャレンジする時に

も社会貢献も何か新たなこ

の神様でもあります。仕事

の神様で有名ですが、決断

し た。「 鹿 島 の 神 様 は 勝 利

と。

お 祭 り『 祭 頭 祭 』、 そ の 祭
木内製菓さんの工場を見学

評価を頂けるようになりま

経ち、現在色々なところで

をしていること。

ワーでの徹底した衛生管理

屋に入る前には、エアシャ

まずは、生産ラインの部

い北陸の石動。雪が消えか

を得て参りました。雪の深

茶道界などから過分の推賞

以降宮内省の御用を始め、

でチェックする事で配合の

担軽減を図ると共に、二人

常に２人で作業を行い、負

蒸煉場での材料の投入は

まれました。味覚の基本で

そんな想いから、Ｔ五は生

るお菓子になってほしい。

代に、そして末長く愛され

い感性を取り入れ、次の世

技法をもとに、現代の新し

査を行うほか、商品の経時

品質管理室では、菌の検

Ｔ五のネーミングには表

ます。

い色合いのＴ五があらわれ

一枚ずつ綺麗に並んだ優し

ていくと、真綿に包まれた

ッケージの五色の紙を開い

の中で溶けていきます。パ

ると、薄氷のように儚く口

行き、正式参拝させて頂き、

その後我々は鹿島神宮に

色々な事、何故か頭に引っ

自分の趣味、経験してきた

時代に教わってきたこと、

過去を大切にします。修業

るとき、自分が歩んできた

私は新しい商品を開発す

付けました。

組み合わせて「Ｔ五」と名

「Ｔ」と漢数字の「五」を

か ら、 ア ル フ ァ ベ ッ ト の

越ブロック長・内ケ嶋修

年の伝統技法を

定。２０１５年経済産業省

次世代につなぐ～
観光庁主催

Ｔ五 ～

２０１３年
「世界にも通用する究極の
お土産」の９品ひとつに選

「 The Wonder 500
」、 ２ ０
１６年「 OMOTENASHI Selec
tion金賞」に

薄氷

２６０年余り代々受け継

れています。

和三盆の上品な甘さで愛さ

に入れるとふわりと溶ける

したその抽象美と、口の中

す。美の巨人・柳宗悦も愛

法で刷毛塗りしておりま

特産の和三盆糖を独特の製

使用した薄い煎餅に、阿波

は、富山特産の新大正米を

げています。口の中に入れ

きた薄氷と同じ製法で仕上

だわり、代々受け継がれて

黒色。国産の天然素材にこ

用を表す「玄」と呼ばれる

胡麻は季節の合間である土

雪をイメージする白で冬、

やかな黄色で秋、和三盆は

茶は深い緑で夏、柚子は鮮

ます。桜は薄紅色で春、抹

は、日本の四季を表してい

和菓子になればという想い

され続けています。そんな

して今でも世代を超えて愛

代表的なジャズナンバーと

ました。しかし、この曲は

拍子の曲で変拍子と言われ

ズの中、初めて作られた５

され、４拍子が基本のジャ

の曲は１９５０年代に発表

の 代 表 ナ ン バ ー「 Take
」から来ています。こ
Five

・渡邉克明

・㈱五郎丸屋・代表取締役

富山県菓子工業組合理事

ます。

創れるよう精進してまいり

残せる和菓子をひとつでも

ています。今後も次世代に

憶や思い出の集大成と思っ

いくか。Ｔ五も今までの記

それをどうつなぎ合わせて

がれてきた「薄氷」の伝統

にヒントが隠されていて、

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

全菓連青年部関東・甲信

は、パワーをいただき強い

した。

かる如月、弥生の寒い朝は、

ある塩味・苦味・酸味・甘

の意味と裏の意味があり、

意志で望みます」

させて頂けるという事で、

Ｔ五のもとになった銘菓

水溜まりや水田に薄氷が一

味・滋味を、日本らしい味

ここでは本当の裏の意味

して、数日後には製造を再

参加者全員で御邪魔いたし

「薄氷」は、宝暦２年（１

面に張ります。その美しい

わいの桜・抹茶・柚子・和

開したそうです。

選ばれた地区の、祭事委員

７５２年）に幣家五代目・

姿をお菓子に映しました。

三盆・胡麻の五つの風味に

もあるので表示には苦労し

長として御多忙中の木内製

五郎丸屋八左衛門によって

熟練された職人の手によっ

かかっている言葉、その中

ていること。

菓さんを訪問いたしました。 まして、その様子を取材さ

創り出されました。以来、

て一枚一枚丁寧に手仕事に

を。デイヴ・ブルーベック

せて頂きました。店売りと

その秘法を伝え、藩政時代

重ねました。またそれぞれ

年

選定。弊店の「Ｔ

には禁裏や加賀藩主前田公

よって作り出される薄氷

木内製菓さんは明治

五（ティーゴ）」

より幕府に献上。また明治

の奉仕役として、

年ぶり

木内社長より一言頂きま

で、朝生菓子をスーパーへ

〒 314-0133
茨城県神栖市息栖 751-1

の行事に関わる機会も自然

木内製菓 株式会社

と多くなってくるものです。 卸す様になったそうです。

０１２０－７０７－６０８
電話

15-T11939 平成 28 年 3 月作成

※このご案内は全国菓子工業組合連合会 PL 保険制度の概要を紹介したものです。
保険の内容はパンフレットをご覧ください。
詳細は契約者である団体の代表者に渡してあります保険約款によりますが、
ご不明な点がございましたら代理店にお尋ねください。

店舗データ

が発売され３年

Ｔ五

－365 日 24 時間のサポート体制－
東京海上日動のサービス体制なら安心です。
事故のご連絡・ご相談をフリーダイヤルで承ります。 ○事故の受付・ご相談
いざというとき、全国どこからでも、ご利用いただけます。 ・受付時間：365 日 24 時間
・受付：フリーダイヤル 0120-119-110 “事故は 119 番 -110 番”

※本制度にご加入できる方は、全国菓子工業組合連合会の組合員に限られます。

事故受付
サービス

※この保険は全国菓子工業組合連合会が保険契約者となる団体契約です。

製造・販売を行った食品に起因して健康被
害等の発生またそのおそれがある場合に、
その被害の発生または拡大の防止を目的
として回収等の措置を実施することによ
り生じた費用を補償します。

食中毒の発生により営業を阻害され、また
は休止を余儀なくされた場合、休業期間中
の喪失利益（営業利益＋経常費）等を補償
します。

☎03-5781-6577

東京都港区南青山 5-12-4

引受保険会社：東京海上日動火災保険株式会社／〒108-6111

（オプション）

看板・給排水設備など店舗施設の管理不備
や店舗における仕事の遂行により、他人の
身体・生命を害しまたは財物を破壊したこ
とについて法律上の損害賠償責任を負っ
たことによって被る損害を補償します。

（オプション）

（オプション）

☎03-3400-8901

東京都港区港南 2-15-2 品川インターシティー B 棟 11 階

取扱代理店：全菓連共済ビルヂング株式会社／〒107-0062

資料請求・お問合せ先

（リコール費用担保特約）

5.リコール（回収）費用保険

対人事故の被害者への見舞金等の社会通
念上妥当な初期対応費用の支出を補償し
ます。

34

260

4. 施設賠償責任保険

（食中毒利益担保特約）

3. 食中毒休業補償保険

（オプション）

山

＋

2. 初期対応費用担保特約

富

組合員の皆様が販売提供した飲食物により、お客様に身体の障害（食中毒や病気・ケガ）を
与え法律上の損害賠償責任を負ったことで被る損害を補償します。

1. 生産物賠償責任〈PL〉保険（基本加入）

制度の概要

● 更新申込締切日：平成28年3月31日
（木）

● 毎月1日からの途中加入も可能です。

● 保険期間：平成28年7月1日
（金）
午後4時～平成29年7月1日
（土）午後4時

● 新規申込締切日：平成28年5月27日
（金）
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第925号
聞 （平成元年２月９日
第三種郵便物認可）
新
業
子

工
菓
（毎月 15 日発行）

（７） 平成28年４月15日

「全国菓子工業組合連合会PL保険制度」のご案内

◇大切な商品にPL保険をご契約頂くことで『大切なお客様』と
『皆様のくらし』を守ります◇

全菓連では全国組合研修会で馬場甚史朗氏（馬

場製菓会長）を講師に迎え「地方と一体となった

年に生まれたが、ぽん

いている。私はその後、昭

お菓子の開発～農菓発想への挑戦」をテーマに講

演会を行いました。

私はもともと最中屋のせ
和

その①
ぽんかんもなか

生の時はボイ

ていた。中学

込んで暮らし

工場に泊まり

人、鹿児島の

た。親父と２

の仕事だっ

を作るのも私

だったし、飯

んだん伸びていった。

代となり、ほかの商品がだ

ると言われ、甘さ離れの時

が、その後は甘い商品は太

しくないと言われていた

うまい、甘くなければおい

ったりした。昔は甘ければ

売り上げは上がったり下が

の場所では売れなかった。

もらえれば売れて、隅っこ

私はぽんかん最中の時代

たいな感じになってきた。

いなかったが、ライバルみ

る。親を超えるとは思って

の対決がだんだん多くな

まに育っているので、親子

は、ある程度自由にわがま

だと思うが、菓子屋の子供

３人になった。どこもそう

う。それから父と私と弟の

命的、大転換につながった。

る。これが、私の文化大革

部流通園芸課から声がかか

と悩んでいた。

ら、このままではいけない

なはずはない」と思いなが

いからだ」と言われ「そん

まえの気合いが入っていな

展に行き「売れないのはお

営学部に行き、卒業後、す

もりで東京の亜細亜大学経

私は卒業後に跡を継ぐつ

と言われて１００回以上行

店の物産展に「売ってこい」

店、北海道の札幌東急百貨

大丸百貨店や、小田急百貨

ない」ということで東京の

親父はそれでも「これしか

は、終わったと思っていた。

長がおり、その方が私を指

は上水流さんという名物局

展した。県の特産品協会に

ールという国際見本市に出

はフランスのパリのシーア

売りに行くという話で、私

スを借りて鹿児島の商品を

児島県が初めて海外でブー

農政部流通園芸課から、鹿

その頃、鹿児島県の農政

ラーを焚けた
し、工場の掃

ぐに東京池袋のロンシャン

かされた。お客さんと接し

名してくれた。私を指名す

かん最中のおかげで大学を

がれで、父が屋久島の名産

除もさせられ

洋菓子店に入った。家が和

たら、自分の商品がなぜ売

るとぽんかん最中しかない

ポンカンを使ったぽんかん

ていたので、

菓子屋だったので、洋菓子

れないかがわかってきた。

から断るだろうと思われた

出たと言っても過言ではな

菓子を作る手

に興味があり、勉強して帰

ケーキみたいな洋風思考の

みたいだが、特別に推薦し

最中を作っていた。祖父の

前の作業は、

いた。私はしばらく東京に

私の名前は〝馬場甚史朗〟 れば、何とかなると思って

苦にはならな

いたが、母が白血病にかか

新しいものに若い人は走っ

ていただいたと勘違いして

い。また、屋久島は今でこ

で、じいさんは甚市という

歳の時に帰っ

り「帰ってこい」と言われ、

ており、時代の流れがあっ

喜んで行った。

そ、世界自然遺産の島にな

名前で、屋号は 甚 なので、

昭和

たと思う。親父とケンカば

代からお菓子屋を家業とし

鹿児島の甲南中学に出るき

当然自分はこの家を継ぐも

かりしながら売れない物産

リモゾキゾウムシが入るの

ている３代目で、今年還暦

歳

のだと思ってきた。ぽんか

母は３年後亡くなり、親

で、サツマイモを作っては

っているが、昔は鉄砲伝来

お菓子で、屋久島を売り出

から父と２人で暮らし、父

ん最中を親父と２人で鉄道

孝行の真似が出来たと思

ツマイモとなるので、もう

年に私の父が開発したと聞

ぽんかん最中は、昭和

うになった。

の売り上げを上げられるよ

を迎え、１億の会社が

すことができないかと考え

は和菓子の仕事、私は風呂

弘済会（今のキヨスク）に

一度サツマイモルネッサン

た。父はぽんかんを使った

の種子島のほうが有名だっ

はじめは、屋久島の田舎

た。父は、屋久島の初代観

焚きと家事をしていた。昔

納めていたが、よい場所を

モと言われる種子島紫イモ

かった。

の馬場製菓 甚 という小さ

光協会長で、その地位を生

私は小学校６年生まで屋

は風呂は木で焚いていたの

が あ る。「 ア リ モ ゾ キ ゾ ウ

ばいけないと考え、鹿児島

なお菓子屋だった。生まれ

かして物産展を大事にし、

久島の小学校に通ってい

で、風呂焚きも子供の仕事

ので「主婦からプロのパテ

た。フランス人の通訳に「な

特のサツマイモのでん粉工

部の人たちが、鹿児島県独

その頃、鹿児島県の農政

の将来は明るいと思ってい

かっていたのでサツマイモ

つで作れば売れることが分

くて、値段が安い。この３

私は、体に良くて、おいし

ールを３回開催した。また、

り、サツマイモ食品コンク

ドプラザ実行委員会を作

このためサツマイモフー

を上げたいと要望した。

芋について、農家の手取額

円の

た、それまで焼酎やでん粉

ください」と提案した。ま

モ食品コンクールをさせて

と名付けた。この時南種子

ツマイモ

種子島紫イモ〟

と 言 う 事 に な り、〝 幻 の サ

ので「名前をつけていい」

と「ついていない」という

いているんですか」と聞く

れ た。「 そ の 芋 に 名 前 は つ

を救って欲しいとお願いさ

部から種子島のサツマイモ

瀕しているので、県の農政

がはびこって絶滅の危機に

ムシ」や「イモゾウムシ」

こそ安納芋は有名だが、ア

町で形成されている。今で

之表市、中種子町、南種子

子島には１市２町あり、西

ればいけないと訴えた。種

で、種子島の芋を救わなけ

業協同組合の筆頭株主なの

なった。私はサツマイモ事

まいもの館」を作ることに

情報発信基地として「さつ

スを目指し、サツマイモの

なってきた。

は、今では１００トン近く

キロからスタートした芋

ださい」と言われ、５００

くれ、うちの町で作ってく

て「種子島のイモを救って

田町長も馬場製菓本社に来

ならいいことになった。柳

ダメだが一番端の南種子町

っかけとなった。私は

に工場を造った。それが、

た時からお菓子屋で、職人

指宿観光ホテルと駅のキヨ

た。父は屋久島を売り込む

ィシエまで入れたサツマイ

ぜ大手のクッキーやサブレ

場を潰し、それを青果用の

た。ここで分かったことは、

私が考えたことは、父が作

町の広浜森信農政課長には

年、

さんがおり、夕食は９時と

スク売店で屋久島のぽんか

ため、大量生産をしなけれ

なくて、体によくて、おい

フ
･ ランス国際見本市

ではなく、私のミスターブ

イモに転作をするべきだと

行政を知らないと損すると

っていたぽんかん最中の餡

２００万でブースを貸し切

ラウンに並ぶのか」と聞い

もめていた。でん粉の自由

を練る技術で、特製芋餡を

大変お世話になった。その

千万円だったと思う。

いうのが我が家の習わし

ん最中を売らせてもらって

しくて、安価であれば売れ

ドイツ
国際見本市に出たこと

たら「大手はヨーロッパの

化に伴いコーンスターチが

いうこと。行政の反対のこ

作る。設備投資することな

まぼろしの種子島紫イモと

ちで売り場に立って販売し

種子島のサツマイモを救う

亜流で、機械で作っている。

入ってくるので、サツマイ

行政はサツマイモに興味

とをしても長続きはしない。

く、商品開発に持って来い

ってくれて、それを自分た

だけど、あなたの商品はあ

モの値段がつかなくなる。

があることを知り、どうや

だった。

42

が、私にとって大きなきっ

なたしか作れないし、食べ

このため、サツマイモが大

って鹿児島県民に広げてい

種子島はサツマイモが日

～

るとビタミンやカルシウム

暴落をするのでサツマイモ

けばいいのかと話し合っ

本で初めて伝わった場所

の原材料をキロ

がたくさん入っていて、体

をどう育てていくかだが、

た。当時、私は鹿児島県菓

で、在来種の幻のサツマイ

方と一体となる」のきっか

また、薩摩の芋だからサ

けになった。

日の３日間、マリン

メッセ福岡で開催される。

〜

本食品産業創造展」が５月

日・マリンメッセ福岡

•••••••••••••••••••

〜

工業組合が後援する「西日

九州全県と山口県の各菓子

日刊工業新聞が主催し、

５月

西日本食品産業創造展

次号に続く。

に良くて、おいしい。そう

サツマイモに対する危機感

子工業組合の青年部の九州

38

かけと強みになった。ぽん
かん最中をポンカンライス
ケーキという名前にして、
もう１つはピーナッツに黒
砂糖をまぶした鹿児島独特
のお菓子を持って行った。
種子島ではりんかけ、奄美
大島ではがじゃ豆、鹿児島
では黒糖豆と言う。それを
持って行き、ミスターブラ
ウンという外国人が親しみ

いう商品がヨーロッパには

が県との最初の出会いだっ

ブロックの会長をしていた

の出会いが、私にとって「地

合っている」と言われた。

た。地方と一体となったお

20

やすい名前にした。日本の
有名な大企業のお菓子とど
ちらが売れるのか見ていた

特にチェルノブイリの原発

菓子の開発につながった。

27

事故があってから、ヨーロ

た。

で、そういう世界に育った。

いた。売り上げ高は大体８

われているかを見るように

馬場 甚史朗 氏（馬場製菓会長）

なった。その時、私が学ん

～農菓発想への挑戦～
るということだ。

地方と一体となったお菓子の開発
だことは、自分にしか出来

億

30

ッパの人は原材料に何が使

20

ら、何とミスターブラウン
にお客様が並んだ。大企業

57

12

13

と同じ場所に、鹿児島県が

18

18

○焼菓子の菓子の実演・

◎イベント

販売、○お菓子コンテスト、

詳細は次の通り。

▽会場・マリンメッセ福

子製造技能国家検定制度合

○和菓子体験講習会、和菓

格技能士による講習会、○

インフェスタ２０１６

岡大会、○サマーバレンタ

州洋菓子実技コンテスト福

和菓子コンテスト、○全九

コンテスト、○四季の創作

和菓子職人による工芸菓子

時〜午後５時（最終日は午

のイベントは次の通り。

また、菓子関係について

７１５

・電話０９２（２７１）５

聞社西部支社展示会事務局

▽問合せ先＝日刊工業新

後４時）。入場料・二千円。

― １）。 開 場 時 間・ 午 前

岡（福岡市博多区沖浜町７

10
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平成28年４月15日 （８）
（毎月 15 日発行）

聞
新
業
工
子
菓
（第三種郵便物認可）

第925号

会社ミリオネット代表取締役）を講師に迎え「地

全菓連では全国組合研修会で大井啓伊氏（株式

たセレクトショップ的なも

か」となり、それに合わせ

牛はおもしろいのではない

億

いただいている。社長と話
いたら、売り上げがなかな

オープンの７時閉店でして

億

でもやってみようと思い、

か上がらない。最初は、何

億円、今は

円にしたいと言う。知り合
った時は

その①
をしたらお客様が、少しず

ポスティングや朝売りなど
配にも力を入れている。ス

速していく。ドラッグは宅

ドラッグチェーンか、薄利

からは調剤薬局系の小さな

た。菓子屋もこれからどう

多売のドラッグチェーン

変わっていくのか、見えに

か、二極化になる」といっ

いうと薬品を置いて、薬剤

くい。

ーパーの宅配と変わらなく

また、私が若いころパソ

師がいることだ。山口のあ

なっており、何が違うかと

コンは、ウィンドウズでは

るドラッグの社長は「これ

つ来られた。

なかった。ワープロの時代

インバウンドからアウトバウンドへ

があり、パソコンに代わり、
今はタブレットになってい
る。このように肉屋も魚屋

産直所が「もう野菜を売る

ドだ。インバウンドは待ち

バウンドからアウトバウン

これからの時代は、イン

うスーパーがある。今、年

北九州にハローデイとい

も変わってきている。ある

だけではなくて、肉も魚も

商６００億円で、チェーン

行く。

売る総合になってきた」と

受け。店を掃除し、時間に

ーパーは変わりアミューズ

言った。どの業界も総合に

メントフードセンターにな

ポスティングやチラシ、い

それでよいが、今は数が増

る。アミューズメントは遊

億円にするために

えているし、競合も増えて

び心で、価格は普通のスー

円で、
ろいろなことをした。知ら

福岡に百七十何店舗ある、

いる。同じ業界ではないと

始めた業界だが、三重の

ポスティング

歳のお

部下や従業員には頼みやす

自分の手足でしてほしい。

ティングも業者に任せず、

のほうが効果はある。ポス

り込みよりもポスティング

ある。だから、チラシの折

に１人だ。そういう時代で

からまっすぐ店に向かうと

きがわかる。大きな交差点

ポスティングすると人の動

辺鄙なところだ。そこで、

た。歩いてみたらわかるが

い今は知名度が上がってき

と教えてくれる。それくら

といったら「あそこですよ」

んができたけど、どこ？」

なか売り上げがついてこな

店をオープンして、なか

てくる。

だけども、売り上げは違っ

れます。ちょっとしたこと

ね。」 と 悪 そ う に 言 っ て く

いで帰ってしまいごめん

れるが、帰りたいという思

で曲がらなければここに来

のお客様も言う「曲がり角

「なんか人のよさそうな人

で通った人も夕方に来て

近づいてくる人もいた。車

り１００円です」と言うと、

ようございます。サンドイ

がよく分かった。朝「おは

円の積み重ねが大事なこと

事をしていたので、１００

では１００、２００万の仕

たみが分かってきた。今ま

２千円、５００円のありが

るのだが、購買動機とは違

る。それには来店動機があ

お客様は突然やってく

と売り上げが上がり、少し

された。その後、またグン

放送が取材に来られ、放映

何件か続いたので、地域の

稿があったらしい。それが

くれるから来てくれるな

もしろいから、よく話して

ない。店長の大井さんがお

い、うちの店に来る人はい

も松阪牛が食べたいと思

性があるのかだ。どうして

に来なければいけない必然

攻めないといけない。

客様を獲得していくには、

ている。自分のところでお

グすることがルール化され

てくれた。従って、来店動

ったりして、広告塔になっ

ったら、整骨院に持って行

きを作って」と言われ、作

かった」と言って「生姜焼

ましたよ」と伝えると「よ

が来た時に「娘婿さんが来

だった。それでおばあさん

ません」と、その娘婿さん

の母がたまに来ていてすみ

男性のお客様が来て「うち

ことを話す。そうしたら、

いるのよ」と、ずっと同じ

い感じだから私が外に出て

なしいのよ、家にいても暗

く。その時に「娘婿がおと

様が、今年はいない可能性

ある。前年上位だったお客

と、３か月に１回が平均で

屋の来店サイクルを見る

ルはどれくらいか。ケーキ

リューがある。来店サイク

もらう戦術だ。

は、コミュニティで買って

専門店や我々みたいな店

要なものを買うところで、

いただける。スーパーは必

る。そして、ものを買って

ほとんどのお客様は話に来

ある。年配者は特にだが、

で、コミュニティが大事で

機をどう付けるかがみそ

来店動機

「スローカロリープロジェクト」
を検索！

を上げるには、テレビの影

ろくなってくる。来店頻度

んだん顧客の管理がおもし

サイクルを見てみると、だ

ている。自分の店のライフ

で、岩手の豚を九州で売っ

持っていく。そういう戦略

来てもらい購買動機を豚に

動機をさせる商材で、中に

ている。ハンバーグは来店

たお客様がリピータになっ

とが分かった。豚肉を買っ

んがリピーターではないこ

だが、それを買ったお客さ

ハンバーグが一番売れるの

なる。うちも分析したら、

はある。大体半分はいなく

スローカロリープロジェクトに
興味を持った方

糖質が持つ健康機能

次号に続く。

わる。

何となく食べたい心理に変

来させることができれば、

ットされる。１か月に３回

来させると頭の中にインプ

た、お客様は短い間に３回

カードに入ってくれる。ま

です」と言うと、ポイント

い と 買 え な い。「 会 員 だ け

に入っているお客様じゃな

ているが、ポイントカード

うちは今、蔵王牛を入れ

するのかなどが考えられる。

て売るのか、会員を大切に

響で賄うのか、値段を下げ

お問い合わせください
フードサイエンス営業部
TEL 03-3639-9315

で出しましょう。ブランド

方における顧客の集め方」をテーマに講演会を行
のと総菜関係を始めた。

どうしたらいいかわからな

売り上げを上げるために

いました。

津に朝日屋という松阪牛を
かったので、見よう見まね

年して

販売する店がある。そこは
でしてきた。当初、朝

私はセミナーを

いるが、勉強会等に行って、
私どもがコンサルをさせて

うのは大体３日間だろう。
をしたら、売り上げを

時

やらなければならないと思

その後は日々の忙しさに終

年

われてもとに戻る、その繰
り返しであろう。私も
もしてきて、自分でも店し

ない店のチラシは見ないこ

ナチュラルという会社の社

ころも競合になっている。

パーよりも高めだが、お客

展開している。ベースがで

どうするか。今の建物の売

とが鉄則で、

長に「これからドラッグは

するとアウトバウンドで、

さんは来る。楽しいらしい。

きていれば、チェーンがど

り上げで考えると、既に行

出したけれど、１人も来な

どうなるんでしょう」と話

攻めなければいけない。と

来ていただいた後は、単

なると札をオープンに変

列のできるお店である。こ

い。チラシをやめてポステ

た。駅から徒歩

をしたら「薬があるスーパ

にかく、お客様のところに

価を上げないといけない。

え、レジやショーケースの

のキャパシティを超えるに

ィングにし、歩いている人

い幹線道路から少し入った

ー」という言い方をした。

ずつ地域の密着度が出てき

私は話しまくる。

今はドラッグも変わって

はネット販売か、ほかの店

にも手渡しを始めたら、少

ところで、誰も通らない。

こういう動きはどんどん加

た。要はアウトバウンドで、

ばあさんが毎日来て、何か

なってくる。

舗を出すしかない。それで

しずつ効果が現れてきた。

そんなところで始めたの

り上げは上がっていった。

攻めたからだ。ピザ屋も、

チョロッと食べて帰ってい

日にオ

東京の白金台にあるプラチ

私どもはマーケティング

で、売り上げは上がらない。

オープンして３か月でテレ

配達すると配達先のマンシ

てみようと、５月
ープンし、取引先の商品や

ナドン・キホーテに店舗を

をしているので、できるだ

め通勤時に知ってもらおう

ビの取材が来た。松阪牛を

ョンのポストにポスティン

んどんできてくる。売り上

ケーキ屋の焼き菓子も含め

出した。私は「九州に松阪

け不利な条件で店を造っ

と、朝おにぎりやサンドイ

売っている店があり、ハン

裏に行ってお客様が来るの

て販売を始めた。すると、

牛は入ってこなく、百貨店

ご近所の方でもうちの店は

ッチを作って１００円で売

バーグがおいしいという投

きている。昔は薬屋だった

地方における顧客の集め方

くらいしかないので、福岡

知らなかった。それでポス

ってみた。朝７時から９時

いが「どこかまいてこい」

小さな道があり、そこに人

かったが、浜松町でサンド

が立って挨拶していたの

う。食べたいと思ってから

ど、来店動機は全然違う。

万円かけて

は凄く難しい。コンサルテ

ら電話があって「あんたの

ティングしたら、うちの店

前まで売り、それで１千円、

げも絶好調で、これからス

ィングの先生なら全然問題

店を探しているけれどわか

のほうに回ってきて、買っ

を待つ。店数が少なければ

はなかったのだが、実際に

らん」と言われているのだ

てくれるようになった。そ

が、今は野菜も売る。先日、

自分ですると意外と違うと

が、近くのセブンイレブン

と言ったら、どこかで捨て

イッチを１００円で売り、

来る人は、そんなにはいな

代以上は

て、たばこを吸ってから帰

が流れている。皆さんも自

便利だったことを思い出し

で、どんな店か入ってみた」

い。来店動機は、自分の店

お客様は突然やってくる

ってくる。自分でして地域

分の店の近辺を歩いてみた

た。昼間は人が歩いてなか

など、いろいろな方が来ら

ッチ１００円です。おにぎ

ういう導線なのかもわかる。 ほうがいい。ビルや家、マ

を分かることが大事だ。ど

ンションができると、いろ

れた。それから少しずつ売

商品にはライフタイムバ

私の店は、福岡の大橋駅

ったが、７～９時までは通

もっと知りたい方

パラチノースの
良いところ

スローカロリーって何？
と思った方

勤のお客様がいる。このた

三井製糖は「次世代型のお砂糖」を提案しています

いろなことが起こる。導線

分。大き

今はチラシを見る率は、

に「何かおもしろい肉屋さ

ころが分かってきた。

％なので３人

大井 啓伊 氏（株式会社ミリオネット代表取締役）

が変わる。この導線次第で、

10

「スローカロリーの情報ファイル」
を検索！

次世代型のお砂糖

11

・ 代では２割もいない。

地方における
顧客の集め方
10

http://www.slowcalorie.com/

50
34

東京都中央区日本橋箱崎町 36 番 2 号
TEL 03-3639-9306 FAX 03-3664-1121

スローカロリープロジェクト事務局

http://www.mitsui-sugar.co.jp

32

50

15

で、副都心といわれている

86

今までの美味しさで、
これからの健康に。

お砂糖の
良いところ

17

場所だ。いつもお客さんか

34

食品を形作る美味しさ
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第925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）

（９） 平成28年４月15日

（一社）菓子・食品新素材技術センターでは第

ました。
先月号より続く

ビジネスシーンで

Ｋだと思う。しかしなぜＡ
ＣＢの順かというと、ＪＲ
のチケットはＡから発券す
る。次にＣを発券し、満席に
近い状態になってきて、始
めてＢの発券がある。自由
席でＡがいっぱい、Ｃもい

海は７００系ではＢの席が

だけ最後まで空く。ＪＲ東

っぱいという時も、真ん中
番はどの順だろうか。正解

からだ。これが秘書検定の
てみたらやはり広かった。

たま乗る機会があり、測っ

㎜広い。導入直後にたま

正解で、ＡＣＢの順番だが、

ん中は両脇挟まれて窮屈だ

新幹線の３人掛けの席で

だから、真ん中が一番広い。

新 幹 線・ 飛 行 機
の席順

は、進行方向に向かい窓際
実際、同じ職場の仲間だっ

向

独立した応接室と事務机

にＢとＣの前に対して「前

のＡの方から出す。その時

がお客様になる。お茶も奧

とＥが対応者、Ａ、Ｂ、Ｃ

ださい」とは言えない。Ｄ

うから向こうへ移動してく

見えても「あなたそこは違

誤って座ってしまい先方が

来客は座ってはいけない。

ち主という意味だ。そこに

にいばるのではなくて、持

している。別に王様のよう

席のことを王様いすと別名

ネス界では、このＤとＥの

場してＤ、Ｅに座る。ビジ

である。そこへ対応者が登

人ならＢとＣにいれば無難

座ることをお勧めする。２

と言われたら、初めて奧に

方の方が出てきて「どうぞ」

座らずＣに謙虚に座り、先

たのであれば、最初は奧に

いのだろうか。１人で伺っ

まうと、どこへ座ったらい

口で「どうぞ」と行ってし

ところ申しわけありませ

きました、今日はお忙しい

「こちらで待たせていただ

立っていたのか」と言われ

ら「何だ、君ずっとそこで

カバンを持って立っていた

接室に見えた。ずっと重い

この社長が１時間遅れて応

お願いしていたけれど、そ

待っていたそうだ。アポは

バンを持ってずっと立って

かわからなかったので、カ

たまま、どこに座ればいい

り口で「どうぞ」と言われ

営業マンをしていた人が入

難だ。大手の不動産会社の

われたほうに座ることが無

者が見えて「どうぞ」と言

い場合は立って待ち、対応

ば親切である。そうではな

と座る場所を示してあげれ

あれば「どうぞこちらへ」

ない場合、お迎えした側で

としての目安になる。何も

絵がかけてあれば、来客側

つぶやいているのを録音さ

女性はきれいでしたね」と

った先輩が「ここの受付の

で、油断しない。一緒に行

カメラがあったりするの

録音が作動されたり、防犯

犯上の危機管理の観点から

注意することは、最近、防

独立した応接室について

を頂戴することが無難だ。

ら立って待ち、先方の指示

たそうだ。分からなかった

が、すぐに契約をしてくれ

から耳にしていたと思う

うことで、その社長も日頃

ごい、大したもんだ」とい

コ ミ で 伝 わ っ て い る。「 す

いるので、受付の方から口

ていく。それをずっとして

て、またカバンを持ち上げ

とうございました」と言っ

を書いたら「どうもありが

ございます」と言う。名前

可をいただき「ありがとう

でしょうか」とわざわざ許

かせていただいてよろしい

防犯目的か分からないが、

ようにしたい。研修所でも

っていただき、油断しない

その②

が横にある応接コーナーが

ん」と言ったところ「気に

カメラがついており、モニ

が起きたから、Ｉを外した
初からその席はない。

の？」と思わなくても、最

時「 こ こ に 違 う 人 が 入 る

ある。

応接室の席順は？

そうだ。チケットをとった

ングのように機内でもめ事

まぎらわしくダブルブッキ

いる。これは、以前１番と

ＪではなくＨＪＫとなって

のＡが１番と決まっている

方

を失礼いたします」と一言

ターしているところは多

い。誰が何をしゃべってい

れていたり、ワイシャツが

のベルトを緩めて直してい

出てしまったからとズボン
応接室に１人がけのいす

物は受付で名簿に記入する

入った」とマンションを即
独立した応接室（図５）
だが、どちらの席が来客だ

が６個あったり、８個あっ

たとか、居眠りしていたと

ろうか。長いすのほうであ

かが、みんな見えてしまう。

たりする場合、何を目安に

たりなどをチェックされて
座ればいいだろうか。壁に

しまう。応接室では気を張

る。３人がけのソファが来

面談中です」とお断りして

時も、持っているカバンを
客用だ。ご案内の方が入り

入った場合「一度ただいま

「すみません、こちらに置

様が出入りするので、近く

Ｄ

Ｃ

Ｂ

Ａ

○

○

８列

のデスクの方は机の上に無

覚えてほしい。飛行機に乗

すぐに帰って欲しい場所で

ると２時間くらいは電話連

ある。私も研修前のわずか

もよいが、相手の方が「ど

出入り口の様子が見えなけ

うしても」というご依頼が

れ ば な ら な い。「 今、 仕 事

造作に大事なものを置いて

絡できない。その時「今ち

な時間、よくそういうとこ

はいけない。メモリーステ

あった場合は、取り次ぎし

中ですけれど、簡易的にあ

ィックなどを持っていかれ

ょっと連絡しておかないと

ろに通されるが、パソコン

てしまったら大変だ。ニュ

ても可能だ。そういう時は

なたと対応する時間をつく

の画面は見えてしまうし、

上席者
○

上席者
○

事務所内の応接
コーナーの場合
の席順は？

皆さんの電話対応の声は聞

いけない」という時間は大

りますよ」という簡単な打

体４時半とか、５時近くの

ち合わせテーブルであり、

ースに「内部の人しか知り

「お話中失礼いたします」

事務机があり、その横に

得ないことだ」と出るが、

と言い、誰々から電話とメ

応 接 コ ー ナ ー が あ る（ 図

こえてしまう。スタッフ同

外部の方がちょっと来た

時だ。先方の方も帰ってし

大切なお客様は、独立した

士の話も聞こえてしまうの

モに書いて渡す。すると対

６）。 Ａ、 Ｂ、 Ｃ、 Ｄ ど ち

で、長くいられたら邪魔で

まうので、今日中に連絡し

応接コーナーにお通しをす

たい時は「すみません、ち

る。ここは事務机の横なの

時、ポケットに入れてしま

応者が「後でかけ直すと言

ら側が来客で、どちら側が

うこともある。離席する時

って」や「ちょっとすみま

対応者か。出入り口は下に

ある。用事が済んだら速や

も机の引き出しに必ずしま

ょっとだけ電話口にお願い

で、仕事の途中、仕事をし

かにおいとまする場所だ。

せん、失礼します」とお客

あり、事務机がある。よく

対応する人もここにお通し

できますか」とお願いする

ながらということだ。もし、

ことがある。そういう場合

こういう場所に案内された

様に言って出ることもあ

見かけるパターンである。

う。

る。こういうところで打ち

これはＡ、Ｂ側がお客様で

した時は、上手にお帰りい

は打ち合わせ中でも、出る

ら、いくら先方の担当者と

合わせをしている上司に、

決で買ったそうだ。その人

塚本 晃子 氏（ビジネスマナーコンサルティング代表）

ある。出入り口のほうで失

次号に続く。

こともある。
出入口

失礼しても許される場所と

緊急の場合はお取り次ぎを

声をかけながら出す。

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
この席でお客様を対応し

図５

ている上司に急用の電話が

Q 来
 客2人と対応者2人の
席順を記入

ただくように話を持ってい

出入口

く。こういうところにお客

○ Ｂ

気があっても長くいてはい

図４

けない。用件を済ませたら

Q 3人の席順を記入

礼と思うかもしれないが、

行

『Ｉ』の席は無い

飛行機の場合、席はＨＩ

進

○○○

たら奧から１、２、３でＯ

←

○○○○
○○○

対応者は職場の仕事風景、

７列

Ｅ ○
○ Ｃ

ＨＪＫ

（ 図 ４）。 で は、 ２ 番、 ３

20

はＣが２番、Ｂは３番。真

の常識、貴方は大丈夫？」をテーマに講演会を行い

ジネスマナーを見直しませんか

スマナーコンサルティング代表）を講師に迎え「ビ

回お菓子ビジネスフォーラムで塚本晃子氏（ビジネ

88

Ｄ ○
○ Ａ

ＤＥＦＧ
ＤＥ
ＡＢＣ

飛行機の雑学
新幹線

Q 来客側はどちら？ 対応者側はどちら？ を記入

図６
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私どもの店はお菓子の蔵と

まず、店舗による差別化。

戦略をしてきた。

何かと考え、５つの差別化

よそと違い選ばれる条件は

に焼き印を押せないので、

ため、焼き印を押した。店

る家畜を、よそと見分ける

が自分のところで飼ってい

とブランドはゲルマン民族

ブランド戦略だが、もとも

き込む必要がある。これが

ていただけるのか条件を磨

このため何でうちの店にき

ためには、差別化をする。

たちの店を選んでいただく

店があるが、その中から私

ン店、個人店、いろいろな

コンビニや大手のチェー

０人だったが、１日の来店

店の日、近隣世帯は５００

た時もあった。その店の開

は田んぼで稲刈りをしてい

出店は郊外店の走りで、隣

スタートした。会津若松の

なる何かの隣ということで

化は当初、私どもは目標と

できない。立地による差別

をしたのでは、作ることは

員がぞんざいなおもてなし

ンドです」と言っても、社

は人が作る。いかに「ブラ

による差別化は、ブランド

ような商品にしている。人

よる差別化は、会津を語る

せることができる。商品に

ので土着性や歴史を感じさ

代の呉服屋の跡地で、蔵な

ートした。１号店は大正時

いる。おはぎはお彼岸しか

おはぎと塩豆大福も作って

会津のこがね米を使った

が後でわかった。今は店に

の奥さんの実家だったこと

店は板谷波山という彫刻家

店舗ということで、創業の

私どもは会津に限定した

せている。

い。これらを進化、変化さ

ければ伝えることはできな

化は、知らしめる努力がな

てている。広告による差別

るのではないかと仮説を立

で、お客様に来ていただけ

が立地を造るということ

った。これからは広い面積

地を見ることは大切だと思

村ですよ」と言われたが立

先は、会津若松じゃなくて

ラ ン だ っ た。「 あ の 橋 か ら

に勤めて中途採用したベテ

の時の店長は、大手菓子店

の方に来ていただいた。そ

なんで作った。

市楽座を開いた。それにち

・蒲生氏郷公が、会津に楽

娘を妻にした会津のお殿様

ると思い、限定している。

だけなら、そんな形ができ

いと思っていた。会津の中

たら、そんなお店を作りた

った。将来自分が店を持っ

た店の向かいの本屋に相馬

う。二十歳の時、勤めてい

さんとの出会いからだと思

中村屋の創始者の相馬愛蔵

店を出しているのは、新宿

私どもは会津に限定して

ランスから取り寄せた。

って中に入る。屋根は南フ

外のにいでら店は、庭を通

を合体させた店である。郊

会津の総本店は土蔵と民家

を置いている。会津若松の

は奥さんのまるさんの資料

超安全主義で、なるべくお

いうように、土蔵からスタ

円で安い。震災の頃に金

ドーナッツを作った。１個

作らないが、無農薬米であ

％

金を使わないで、売り上げ

菓子を通してそうした伝統

子みすゞの詩がテレビから

る。毎朝、臼で搗いて作っ

が２５００人で、ほぼ

と「無理じゃないですか」

を上げる。経費の予算は無

を残していきたい。

盛んに流れていた。私も好

義、お金のかからないこと

と言われる。だから、やる

公のように、頭のいい子に

「会津盆地」は会津の米

きなので、もし金子みすゞ

ている塩豆大福も米１俵３

いということで、財務は超

価値がある。ただ、財務は

育つよう会津の天神さまと

粉を使ったさくさくせんべ

万円の価格である。農家の

全菓連では全国組合研修会で目黒督朗氏（株式会

葉を手紙に繰り返し書いた

いう人形を買い与える。蒲

いで、もとはクッキーであ

が文章を書いたらこんな感

方が再生産できる価格でい

に講演会を行いました。
先月号に続く。

社長の姿勢
％になると消費が停滞す

ている。これから消費税が

立ててみる。その仮説の検

績を上げるためには仮説を

る。今以上に逆流の中、業

今は私どもの会社も相当

お客様の要求は
組織に優先する

な人数になっている。社員
証を早く回すことが大切。

「これをやりたい」と言う

なことを実行する。社員に

で、菓子屋にとっては無理

お客様が要求されるもの

財務は超安全主
義、営業は超積
極主義

は会社の都合とよく言う
が、私は「違うよ、お客様
の要求を満たすのが会社だ
よ。お客様の要求に合わせ
て、社内を混乱させなさい。
混乱しない会社なんかおか
しい」と言っている。

時流に合わせる、
原理原則に合わ
せる
常に仮説を時代にぶつけ

会津の風土を描
くお菓子

は何でもやれと思っている。

のだが、それをテーマにし、

生氏郷公の時代から伝わっ

じになるのではと詩を書い

安全主義、営業は超積極主

会津の濃縮した牛乳に茹で

てきた玩具である。私の長

る。個装には、地元の画家

てみた。この詩に地元の音

その②

た小豆と生クリームを入れ

男が生まれた時は、実家か

のイラストを使った。

代表取締役）を講師に迎え「地域内で活

たミルク金時だ。少し白め

ら会津の天神さまの張子を

社太郎庵

野口英世のお母さんのシ

の皮で包んでいる。

いただいた。今は贈る風習

10

（進化させる）

５つの差別化戦略を磨き込み

カさんをテーマに「きてく

「会津の天神さま」とい

性化をするお菓子屋さん～会津の応援菓」をテーマ

たされ」というお菓子を作

うお菓子だが、会津では男

はなくなりつつあるが、お

かき、金を出して、リスク

育てるには、私たちも汗を

万円持っていった。作物を

も自社で加工している。

うちの栗は香りがする。栗

るので栗の香りがしない。

のはみょうばんを使ってい

缶詰にしている。市販のも

子は自分のそばにおいて、

を使う。新しく作ったお菓

ジは、なるべく地元の材料

を作りたいというチャレン

る。しかし、こんなお菓子

たりして、試行錯誤してい

凍り餅を掛けたら泣いてき

原料の栗 自家
栽培スタート

も負う。２０１２年は栗が

また、市田柿を白餡で包

経時劣化もチェックしてい
そんな中でも

撃を受けた。

は壊滅的な打

太平洋側の町

り、原発・津波で福島県の

今から４年前に震災があ

にこにこだまって耐えてき

やがて来る春、心に浮かべ。

がる。会津の冬の厳しさも、

でも

ちっちゃな体のまん中

何度も何度も起き上

「ころころころりんころん

てくれた。

楽の先生がメロディを付け

棄する。このために工場で

る１日もので、残ったら廃

コメを使っている。毎日作

手でしている。団子も同じ

要らない。最終的な除草は

る。そのため最初の除草が

きながら田植えをしてい

こうと、紙マルチで紙を敷

ったが、冷害で枝折れなど

っており、畑は４年目で実

ている。市価の２割高で買

３軒の農家の方が栗を作っ

の４月に苗を植えた。今は

に堆肥を畑に入れ、次の年

を運ぶのを手伝った。

軽トラックに乗って、堆肥

苗木を植えていただいた。

もで鬼皮をむき、栗を煮て

蒸し羊羹などがあり、私ど

津栗のバームクーヘン、会

会津栗のモンブラン、会

年前、栗を自社

実ったが、農家のご主人が

んだお菓子はどこでもして

「起き上がり

た

「 会 津 十 楽 」 は、 会 津 の

は、朝５時から作る。

があって、実らない年もあ

今から

で育て始めた。この時、１

亡くなり、栗拾いができな

いると思うが、みしらず柿

奥行きは深くという考えだ

一店舗主義、間口は狭く、

という本があった。一店主、

愛蔵さんの「一商人として」

相馬愛蔵氏との
出会い

った。ニューヨークにいる

の子が生まれると菅原道真

いと言われたので、社員が

小法師」は何

に会津（あっつい）魂あげ

米を使ったダックワーズ

った。その時は見舞金を３

会津に限定した
店舗

野口英世に向かって「帰っ

人の農家の方に１１０本の

交代で手伝いに行った。

回転がしても

あげ小法師」という歌であ

で、ラムレーズンのクリー

津栗きんとん、会津栗の栗

らず柿は乾燥が浅いので、

行事予定

日～

日、第５

石菓子百工展２０１

５月３日～５日、百万

階県民ホール、水戸市

ェア２０１６、茨城県庁２

回いばらきスイートフ

５月

６、金沢城公園、金沢市

•••••••••••••••••••

次号に続く。

る。

起き上がる縁

る。こんなお菓子を通して、

ムサンドだ。織田信長公の

で、餡で包んでみた。みし

という特産の柿ができたの

起物。これを

地域の皆さんが元気になれ

月

なぞり「あげ

ばいい。

会津の栗でお届
けする秋の限定
スイーツ

あげ小法師」

22

50

という白餡の

20

11

地域内で活性化をする
さ
お菓子屋 ん ～会津の応援菓
あげあげ小法師

茨城

目黒 督朗 氏（株式会社太郎庵 代表取締役）

てきてください」という言

会津の天神さま

石川

10
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花

筏

日本菓子専門学校

岩佐 洋一
教師

桜の花びらが散り、連なっ
白生餡……………４００ｇ

（中餡配合）

⑤生地

ｇで中餡

ｇを包

み、俵形に成形して
蒸す。

分間

⑥焼き印を押し、塩抜きし
た桜花を１つ乗せ仕上げる。
（注意点）

なくなります。

ったり、蓬が均一に分散し

不足すると、浮きが悪くな

・生地工程③の擦り混ぜが

水分量を加減して下さい。

ってあります。絞り具合で

・生地工程②の蓬は軽く絞

色が変色します。

・中餡工程③の桜花は早く

ｇ

て川を筏の様に流れるさま
グラニュー糖……２４０ｇ

薄力粉……………１２５ｇ

や、筏に桜の枝を添える事、
水…………………２４０ｇ
ｇ

ハローデックス………
ｇ

ｇ

（生地配合）

てた蓬を加えました。

加え、生地には新緑に見立

ハローデックスを加える。

②餡が飛ばなくなったら、

作り白生餡を加える。

①水とグラニュー糖で蜜を

（中餡工程）

にして、良く混ぜておく。

①ＦＤ山芋と上白糖を一緒

（生地工程）

補色して練り上げる。

した桜花を加え、赤色素で

混ぜてフルイに通し、生地

④薄力粉とイスパタを良く

に加え擦り混ぜる。

にした中に、蓬と水を徐々

③ＦＤ山芋と上白糖を一緒

出ます。

すると、もう少し色が濃く

べーキングパウダーを使用

パタを使用しました。

を出したかったので、イス

・生地工程④今回は淡い色

ＦＤ山芋…………３・２ｇ

に加えサックリこねる。

ｇ

上白糖……………１００ｇ
②蓬に水を加え良くほぐす。

水………………………

③練り上がり際に、塩抜き

中餡……………………

生地……………………

塩漬け桜花……………

また筏に桜の花びらが舞い

加えると香りが抜けたり、

蓬………………………

27
12

13

イスパタ………………３ｇ
花筏

ｇ

中餡に塩抜きした桜花を

しました。

るさまを、蒸し饅頭で表現

今回は桜の花びらが流れ

落ちる事を言います。

花筏（はないかだ）とは、

26
20 40
27 13

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

電

話 ０３－３４００－８９０１

ＦＡＸ ０３－３４０７－５４８６
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