関係市町や企業・団体等と

トと位置付け、成功に向け

ットにおける重要なイベン

菓子大博覧会をポストサミ

変うれしく思っています。

勢市で開催されること、大

幸吉氏、最近では、歌手も

将、世界の真珠王の御木本

に九鬼嘉隆という水軍の

羽市の人物では、戦国時代

０万人が泊っています。鳥

て、人口の１００倍の２０

百数十万人のお客さんが来

うな市ですが、１年間に４

ずか２万人の小さな町のよ

羽市は１０８平方キロ、わ

町で成り立っています。鳥

志摩市と南伊勢町の３市１

公園は、伊勢市と鳥羽市と

田市長より「伊勢志摩国立

申 し 上 げ ま す 」、 鳥 羽 市 木

市議会中山議長よりも歓迎

三重県議会中村議長、伊勢

ます」と述べた。その後、

けて一生懸命頑張っていき

待ちしています。成功に向

の方々も非常に楽しみに心

ことで、伊勢市議会、地域

の菓子大博覧会は初めての

伊勢市鈴木市長より「今回

して頂きたいと思います」、

作って、日本人の心を満た

からも素晴らしいお菓子を

せだと思っています。これ

生計を立てている皆様は幸

りのある、お菓子で事業・

とだと思っています。ゆと

お伊勢さん菓子博２０１７へ向け始動

連携してまいります。東海

多く輩出しています。お菓

回全国菓子大博覧会・三重（お
日、いせシティプラザで開

り、バトンをつなげるため、

人旅行者の増加など、国際

の関心の高まり、訪日外国

方、日本食に対する海外で

支援を賜りますようお願い

ため、格別なるご協力・ご

る、本博覧会を成功させる

三重県で初めての開催とな

みんなに楽しんでもらうこ

生活のゆとりのある時に、

子は、花とともに私たちの

については、２面掲載）

会議で承認された実施計画

の 挨 拶 が あ っ た。（ 代 表 者

菓子博の成功を祈願した。関連記事２面

場となる三重県営サンアリーナ内と周辺の視察及び伊勢神宮の正式参拝を行い、

実施計画が承認され、いよいよ本格的な始動となった。また、会議に先立ち、会

の経済団体の関係者、農水省、全国菓子業界の代表、約１４０人が出席。会則と

催された。会議には鈴木健一伊勢市市長、木田久主一鳥羽市市長をはじめ県、市

伊勢さん菓子博２０１７）の全国代表者会議が６月

２０１７年春に三重県伊勢市で開催される第

全国代表者会議を開催

年ぶりであり、

会議では先ず岡幸男三重
頑張っていこうと思いま

化による可能性も広がって

地域では

県菓子工業組合理事長（第
す」と述べた。全菓連大窪

重会長）が「この代表者会

水産省大角大臣官房審議官

後、来賓祝辞に移り、農林

ットにおいて、菓子業界の

伊勢志摩で開催されたサミ

います。農林水産省では、

年余り準備を続けて、実施

として、菓子産業の発展や

歴史と伝統のあるイベント

を発信する取り組みを行い

アに対し、日本の食の魅力

協力を得て、海外のメディ

名が参加し、第

回全国菓

団体、業界関係者約１６０

前日には関係当局、関連

首相は日本の原風景、精神

志摩市大口市長より「安倍

き た い と 思 っ て い ま す 」、

思 い ま す 」、 ま た、 同 市 谷

宣言をしていただきたいと

本の菓子を世界に発信する

演説された場所に立ち、日

た。この会場の隣で総理が

理事長が主催者挨拶をした

議をもって菓子博まであと

より「全国菓子大博覧会は、

計画ができました。目標人

地域経済の振興に多大な貢

だき、全国にアピールした

菓子、食材を楽しんでいた

ちを受け止め、三重県のお

た皆様がおもてなしの気持

会構造の変化などで、消費

境は、少子高齢化による社

た。菓子産業を取り巻く環

献を果たしてまいりまし

食・食文化の魅力発信によ

リンピックを見据え、日本

の東京オリンピック・パラ

ました。今後も２０２０年

「５月

三重県石垣副知事よりは

親会が開催された。来賓の

議と全菓連総会の合同の懇

子大博覧会・三重代表者会

伊勢に来ていただけまし

性、味覚が味わえることで

口市議会議長も挨拶された。

産業が国内にとどまらず、

き、日本の菓子産業、地域

１７の大成功に導いて頂

は、お伊勢さん菓子博２０

してまいります。皆様方に

する食品の輸出拡大に注力

り込みや、菓子をはじめと

情報発信基地として、三重

になりました。国と三重県

報道関係者が５千人お見え

ンアリーナは、国内外から

した。菓子博で使用するサ

の洋菓子を食べてもらいま

コーヒータイムには三重県

れました。サミットでは、

の全国代表者会議が挙行さ

回全国菓子大博覧会・三重

「 本 日 こ こ に、 第 二 十 七

いた。

り次のような祝電もいただ

いた、安倍内閣総理大臣よ

まで全菓連顧問を務めて頂

同会議には、総理就任前

大変評価の高い我が国の菓

これを機に、世界的にも

ものと存じます。

されるのは誠に時宜を得た

菓子大博覧会が盛大に開催

百年余の伝統を有する全国

を世界へ」をテーマとして、

子がつなぐ「おもてなし」

が今後益々発展されるとと

世界にはばたく足がかりと

もに「お伊勢さん菓子博２

子文化が世界に向けてあら

伊勢志摩の地は我が国の

０１７」が成功裏に開催さ

れるにあたり、心からお慶

伝統と文化を代表する地で

れますことを心よりお祈り

県の菓子を出して菓子博覧

あり、先年の古式豊かな式

なる大会となればと思って

は、餅街道と呼ばれる餅の

年遷宮、先月のサミットの

ためて発信され、菓子産業

文化もあります。伝統ある

び申し上げます。

挨拶に移り、鈴木英敬三重

菓子を後世に伝え、菓子業

申し上げます」。

会の前章としました。また、

県知事より（代読廣田雇用

開催と世界の耳目を集めた

お伊勢さんに向かう街道

経 済 部 長 ）「 約 ４ 年 に １ 回

界の発展、地域活性につな

続いて地元開催地の歓迎

開催される、日本最大級の

地でもあります。このよう

28

内閣総理大臣

日

げていくことを、三重県と

年６月
しても精一杯取り組んでい

平成

お菓子の祭典が、おもてな

な地で来年４月には「お菓
しの精神が息づく三重県伊

います」と挨拶があった。

26

安倍総理からの祝電

いと思っています。さらに、

り、インバウンド需要の取

日サミットが行わ

者ニーズが多様化する一

数の

万人、来ていただい

合同懇親会も開催

回全国菓子大博覧会・三

40

27

か月となり、これまで３

27
10
次回の菓子博への基礎を作

27

60
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（１） 平成28年７月15日

実施計画を説明

議事に入った。水口事務局

行委員長が議長に指名され

さん菓子博２０１７濱田実

代表者会議では、お伊勢

菓子文化の奥深い魅力、可

へ発信することで日本のお

心を広く日本、そして世界

菓子を通じておもてなしの

てなしを世界へ』です。お

代の参宮客のにぎわいを浮

のシンボル展示は、江戸時

て、テーマ館のメイン展示

主な施設の概要としまし

が可能な配置としています。

の確保等の柔軟な運営対応

代表者会議

長より、実施計画と会則が
能性、意義を感じさせるテ
世絵に描いた歌川広重作の

お伊勢さん菓子博

次のように説明された。
ーマとしています。入場者
＂伊勢参宮宮川の渡し＂と

予測数は約

会場内の外周に、全国の菓

シンボルテーマ展示を囲む

と考えています。

晴らしさに触れて頂きたい

め展示をし、その作品の素

万人としまし

「愛称は公募で決定した

し、和菓子と洋菓子の工芸

開催会場の県営サンアリ

メートルの巨大な工芸菓子

子工業組合、菓子関連団体

た。

ーナの既存建物の形状を考

を展示いたします。テーマ

す。実施計画では一つの建

８００平米を予定していま

る予定です。

県グルメやお弁当を提供す

を、フードコートでは三重

示館である三重おいない館

です。

を会場内で実施をする予定

・開場式・閉会式の３行事

公式行事として、開会式

屋となっていましたが、別

という独立したパビリオン

棟で県内企業、三重県の展

を設ける事を検討していま

催事行事として、オール

ジに見にきていただくだけ

す。おいないと言う言葉は、

でなく、大道芸や演者が会

三重で三重らしいおもてな

お菓子にぎわい夢横丁で

場に出没する出向く催事、

しを行い、来場者にステー

は、日本を代表するお菓子

伊勢弁で＂お越し下さい＂

メーカーに集っていただ

パフォーマンスを考えてい

という意味です。

き、お菓子の魅力をＰＲす

ます。

利用交通機関別の交通輸

るとともに、各種展示・参
加型イベントとなっている

菓子の匠工芸館を設け、一

定し、サブアリーナにはお

菓子を紹介します。これに

の旅人を癒した名物餅やお

をたどりながら、江戸時代

たる東海道および伊勢街道

ブアリーナにて全国の和・

お菓子の匠工芸館は、サ

ています。

りをアピールしたいと考え

時に行い、菓子業界の広が

と菓子関連企業の展示を同

見て、選んで、買っていた

のお菓子を一堂に集めて、

日本全国のお菓子、三重県

していただきます。

で手軽なお菓子作りを体験

お菓子作り教室は、親子

フェでは各種スイーツ等

茶と和菓子を、スイーツカ

氷菓子等を、お茶席では抹

いせ茶屋では、和菓子・

め、また、各種スイーツ等

三重のグルメを一堂に集

として、会場の中央部分に

本博覧会のシンボルロード

いせおもてなし街道は、

れた。

説明され、原案通り承認さ

いたいと考えています」と

ォン等による情報発信も行

を設定しています。

タクシーの６項目別に計画

駐車場、バイク・自転車、

車、団体バス、おもいやり

として近鉄とＪＲ、自家用

送計画では、公共交通機関

５千万円、経済波及効果を

体感のある明快な展示ブー

より江戸時代から現代まで

だけるお菓子の一大バザー

ゾーンです。

約１３０億円と見込んでい

スを設営します。メインゲ

息づくおもてなしの心を日

洋菓子の匠、菓匠の皆様が

ルパビリオンとして、約１

メートル、奥行き６

計画に＂新たに食に関する

慮して、メインアリーナに

展示は、江戸から伊勢にい

菓子芸術の粋を結集した、

諸法規を遵守し、食品衛生

象徴性の高いお菓子のテー

ます。本博覧会のシンボル

ート付近には十分な待機ス

伝統の技を駆使して、制作

ました。総事業費は約

マークおよびロゴデザイ

ペースを設け、特に混雑が
本だけでなく、世界へも発

された工芸菓子を一堂に集

思っています。

ンターネットやスマートフ

広報・宣伝について、イ

ン、公募により決定した公

予想されるパビリオンある
信します。

を店舗として配置したいと

式キャラクターの＂いせわ

いは店舗等について、待ち

第

回通常総会を開催

日本菓子教育センター

推薦し、交通費などの助成

より、和洋菓子検定委員を

職業能力開発協会の依頼に

約３，５２２万円で昨年対

書籍の販売の総頒布高は

⑻出版物など販売事業

・教育センターのホームペ

スターを統一製作する。５

について、入学案内書とポ

技術専門校が和洋菓子業界

事業に協賛、助成する、②

術振興、資質向上のための

組む、①和洋菓子業界の技

菓子業界への広報事業に取

に対し行う広報活動を支

ージにより、事業活動及び
た。

資格取得者の待遇改善、７

援、助成する、９・本頒布

会員校の紹介を行う。６・
では、製菓衛生師資格制度

①加盟校より推薦された優

・専門学校、技術専門校間

比１２３・３％と報告され

加盟学校要覧を作成し、全

に関する諸問題について、

秀な学生

⑺優秀学生の表彰

日本菓子教育センター
国約五千の高校に配布。会

会員校より要望事項を取り

また、新食料表示法の対

年度の事業

を行った。

（理事長大窪幹夫氏）では

員校の生徒募集に貢献した。

応については菓子産業に関

事業、となっている。
１・製菓衛生師並びに技

その他、製菓衛生師法に

の交流を図り、事業に反映
育センター理事長および関

能検定制度の普及、２・製

関する状況報告としては平

平成
計画
書提出する方向で作業を進

係菓子業界４団体の代表者

菓衛生師制度等資格制度に

解を深めてもらうための広

に対し、訓練校に対する理

⑷技術専門校が菓子業界

ついて、情報交換や資料提

菓衛生師に関わる諸問題に

全部企画情報課に対し、製

①厚生労働省医薬局食品安

文の応募作品の中から優秀

いて」をテーマとした小論

「働きながら学ぶことにつ

②技術専門校生を対象に

与した。

いて、ポスター、チラシお

員校のＰＲ。専門学校につ

した研修会の開催、４・会

３・会員校教職員を対象と

つ陳情することとしている。

厚生労働省に指導を受けつ

き、改善をもとめるべく、

における検討結果」に基づ

めた「製菓衛生師法検討会

成

年に同センターでまと

る。

会員校に約５部ずつ配布す

て作成したので、７月中に

ものを菓子業界５団体とし

係する部分のみを収録した

するよう努める、８・和洋
めている。

関する諸問題の取り組み、

報事業を実施した場合、１

供等に協力。

よび会員校の学校要覧を制

万円の助成を行

作、配布する。技術専門校

校につき

作品に対し賞状と記念
の委任を受けている、中央

な

⑹関係官庁への協力

による表彰状と記念品を授

年度卒業時に日本菓子教

名に対し、平成

日に、浜松町東京會

まとめ、関係省庁への陳情
年

91
②技能検定試験の問題作成

作した。

月に、同センターで統一制

よびポスターを平成

⑶技術専門校入学案内お

年度

回通常総会

舘において第
を開催した。
同センターの平成
事業報告についての主な内

10

⑸製菓衛生師検討委員会

った。

品を授与した。

24

容は次のとおり。
⑴会員校教職員を対象と

⑵ポスターおよびチラシ

した研修会を開催。

27

27

12

（無料アプリで動画配信に
つながり、かつホームペー
ジ に リ ン ク で き る も の ）、

10

６月

全国お菓子夢の市では、

んこ＂をかわいがって頂き

列スペース、滞留スペース

全国お菓子であい館は、

たいと思います。開催テー

10

マは『お菓子がつなぐおも

横幅

の向上を図る博覧会とす

マ館とお菓子であい館を設

開催会場のサンアリーナ

億

７』です。開催方針は基本

『お伊勢さん菓子博２０１

２０１７

る＂を追加して８項目とし

60
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第928号

任されていた佐藤恒雄氏並

関東甲信越ブロックから選

締役・監査役選任の件」は、

・監事の選任の件」と「取

業計画は別項参照）。「理事

原案通り承認可決した（事

後任に、当該ブロックより

・監査役であった野村氏の

合理事長野村泰弘氏、監事

耕次氏と大阪府菓子工業組

都菓子工業組合理事長黒川

た理事・取締役には、東京

当該ブロックより推薦され

いものとなっている。一方

内外ともに不確定要素の多

る。今後の経済の先行きは

年を下回る水準となってい

今春闘における賃上げは昨

き見通しも厳しさを増し、

な状況を背景に企業の先行

拡大が期待される。

インバウンド消費の更なる

策を講じていることから、

上げ、その実現のための施

千万人から４千万人に引き

訪日者数の目標を従前の２

が期待される。

格、輸入原材料価格の低下

の上昇等からエネルギー価

今年に入ってからの円相場

半からの原油価格の低迷、

におかれているが、昨年後

依然として難しい経営環境

れぞれが果たすべき役割に

者全体で情報を共有し、そ

フードチェーンに関係する

消費者、マスコミを含めた

ら、食品事業者だけでなく、

ロスの削減を図る観点か

の安全・安心の確保、食品

務の促進に加え、一般衛生

進

従来の高度化計画認定業

④ＨＡＣＣＰ手法の普及促

応を推奨する。

への切り替え等、前広な対

しないベイキングパウダー

するとともに、震災復興の

小企業、地域経済にも波及

策

⑷中小企業、地域活性化対

の対応を政府に求める。

なることの無いよう、所要

通常総会・定時株主総会を開催

説明された。松倉監査役よ

びに近畿ブロックから選任

全菓連・ビル会社
りと監査報告がされた後、

会員数を報告し、通常総会

通常総会が開催され、出席

京都府菓子工業組合理事長

で、海外からの訪日者数が

ては依然としてデフレ傾向

以上の状況を踏まえ、中

取り組んでいく事が重要と

管理の向上のために、改正

加速化が実現するよう、イ

認定事業に取り組む。また、 充実等の施策の拡充を国に

されていた下村俊子氏より

要請する。

ンフラ整備、人材の育成確

⑸消費税引き上げの対応

保、中小企業税制の一層の

農林水産省の助成を受けＨ

ＨＡＣＣＰ手法支援法に基

部が改訂された。消費者の

ＡＣＣＰ普及促進のための

ては軽減税率制度の導入が

づく高度化基盤整備計画の

菓子に対する信頼確保のた

活動を行う。

決まり、菓子もその対象と

のメッセージが発せられ

めに、組合員への浸透に努

⑵原材料の安定確保に関す

た。ともに、基本原則の一

める。

る問題

小菓子業界の発展に資する

り組む。

③アルミニュウムの使用基

観点から、以下の事業に取

価格、資材等の価格の上昇、

なって要請等を行う。

準の作成への対応

が続く中で、中小菓子業界

高止まり、人手不足など、

②食品事業者の５つの基本

は、小麦、乳製品等の原料

いった効果も出てきてい

ールの作成を進める。また、

原則の改訂への対応

約２千万人近くに増加し、

る。政府は、２０２０年の

菓子の表示に関する法令・

インバウンド消費の増加と

１、事業環境を巡る諸問題

通知・Ｑ＆Ａ等をまとめた

横山長尚氏が選任された。

された。後任人事について、

への対応

年度事業計画

⑴食の安全安心に関する問

•••••••••••••••••••

全菓連 平成
していること等から、デフ

消費税の引き上げに際し

レ脱却のために日銀は、本

本原則について、最近の意

ために残留基準の策定作業

による健康被害を防止する

小豆、砂糖、乳製品等原材

存方式（インボイス）が導

を確保するために小麦、米、 ４月からは適格請求書等保

我が国の経済は、消費税

図的な毒物混入事案等を踏

引き上げに伴う消費の落ち

年
合 員 の 利 用 に 供 す る。「 わ

なった。一方で、平成

かりやすいお菓子の表示」

入されることになってい

適正価格での菓子原材料

①適正な食品表示の推進等

料の安定供給対策の充実を

食品中のアルミニュウム

１）引き続き表示の適正化

が進められている。その動

年に制定された基

冊子についても作成し、組

いては初めてとなるマイナ

まえ、業界、消費者、マス

日には我が国にお

ス金利の導入に踏み切っ

の改定を進め、組合員の利

年１月

遅く、足踏み状態で推移し

に取り組む。

込みからの回復が予想外に

ている。また、原油相場の
た。その直後は、円相場が

る。これらの導入に向けて、

低迷、中国をはじめとする

情報の収集・提供に努める。

の支援

国に要請する。

平成

⑶貿易交渉への対応

③全組合員を対象としたＰ

県で開催される第

最近の訪日外国人の増

向を注視し、組合員に適切

Ｌ共済保険制度のほか、引

大菓子博の開催計画等に対

加、アジア諸国の経済発展

に情報を提供するととも

⑴需要喚起対策

き続き任意ＰＬ保険の加入

し、必要に応じて助言など

コミ、有識者からなる意見

て、実行可能性が確保され

①菓子需要喚起キャンペー

促進に努める。

支援を行う。

交換会が農林水産省主催に

反転し効果が期待された

係る栄養成分データの収集

るように菓子業界が一体と

ン

⑶全国役員研修会、ブロッ

用に供する。

が、世界的な金融不安を背

整備をすすめ、中小菓子製

スでのＰＲ活動や販売を行

全日本菓子協会が窓口と

ク会議の開催

３）原料原産地表示の対応

新興国経済の減速、欧州経

景に再度円高に転じ、直近

造事業者の対応に役立つツ

いました。

なり菓子業界と砂糖業界が

２）新たに義務化される栄

済の不安定要因等から比較

では、１００円台後半の水

の帯紙とシールも制作をし

今後は「いばらきさん。」

一体となって取り組む菓子

養成分表示は、菓子原料に

的安全資産とされる円の相

準となっている。このよう

ました。

に入れる新たな菓子を各組

回全国菓子大博覧会

合員の事業の再建に向けて

の支援を行う。

①全中の助成を受け、全国

⑺熊本地震への対応

術に対する関心が高まって

等から、日本の菓子製造技

⑻その他

需要喚起対策事業に引き続

回全国

年４・５月に三重

き、組合の登録菓子として

と思います。

子を販路拡大していきたい

「 い ば ら き さ ん。」 の お 菓

等の経済事業（全菓連ビル

⑵原材料等の安定確保対策

を助成する。

子祭り等の需要拡大の取組

②各県組合等が実施する菓

き参画する。

組織活動対策補助、菓子

⑷各県組合活動の支援

実施する。

ためのブロック会議を継続

並びに全菓連の事業推進の

②各県組合相互の情報交換

実施する。

役員研修会を

各県組合情報提供制度を

多くの組合員が多大な被害

及び大分県の一部において

記録した地震は、熊本県内

県益城町において震度７を

一般消費者への情報提供の

菓子何でも情報館」による

全菓連ホームページ「お

を検討する。

業界としての国際貢献方法

等関係団体と連携して菓子

来ており、全日本菓子協会

覧になっても分かりますよ

への委託事業）

祭り等の助成、全菓連ブロ

拡充するほか、原材料情報、

日、熊本

うに、県外向けのお土産品

①菓子の原材料の安定確保

ック会議開催補助、パソコ

需要喚起方策、材料メーカ

日及び

でもありますので、どこか

のため、関係団体、企業と

ン導入促進融資を行う。

４月

でお土産として皆様のお手

の連携の下に、国産加工用

⑸青年部活動の支援

もちろんネーミングをご

元に届けられる日が来るよ

米、もち米、北海道小豆、

②包装資材、出版物、プリ

援を行う。

ブロック大会の開催等の支

ブロック長会議、各地区

紙面の充実を図る。

に関する情報の提供により

ーの情報、品質管理・表示

充を図る。

への組合員店舗の登録の拡

充実、県組合ホームページ

の促進

ンター、アルコール洗剤等

ルへの委託事業）

⑵「お菓子何でも情報館」

う、努力してまいりますの

天津小豆等の共同購入、斡

３、情報提供

で「 い ば ら き さ ん。」 を ど

の充実及び組合員店舗登録

うぞよろしくお願い致しま

旋事業を実施する。
茨城県菓子工業組合事務
局・川井理砂

⑴菓子工業新聞（全菓連ビ

す。

月に東京で

制作発表を兼ねた特別ブー

動したポスター、チラシ、

末までに、パッケージと連

補助金の活用期限の年度

きました。

ある、という嬉しい声も届

き、新聞記事で見たことが

連載企画などもしていただ

載や当組合菓子店舗紹介の

げてくれ、事業の経過の掲

毎日新聞社が記事に取り上

秋頃、この事業を知った

けがたいものばかりでした。

い、どれをとっても甲乙つ

生さんごとにそれぞれ違

ほかにしおりと中の商品用

⑹第

国内菓子製造業が不利に

場が円高に転換したこと、

物として制作を終え、四月

今年、五月二十日から三

合店舗ごとに開発して頂

に、アルミニュウムを含有

国内消費が依然として低迷

に入ってからは、箱パッケ

日間行われたイベント、い

より開催され、一層の食品

に、組合員の意見を細かく

ージのサンプル品での試行

ばらきスイートフェアで、

①原料原産地表示につい

取り入れてもらい最終プレ

錯誤を経て納得のいくもの

に遭っている。全菓連も組

ゼンテーションで、投票の

が出来上がりました。この

の資材の斡旋を実施する。

パッケージもさながら、

形をとり決定をしました。

２、組合活動

平成

題

辞任の申し出があり、承認

アベノミクスの効果が中

全菓連、同共済ビルヂン

同期の株主配当金は１株に

年度第
つき、普通配当百円（年

議案を原案通り承認した。

が定数を満たし成立したこ

期

％）とする原案が承認され

会議は先ずビル会社から

とを宣言したあと、議長に

た。続いて全菓連の第

始められ、出席株主数と持

齊藤副理事長が指名され議

また、小売り段階におい

期

グ㈱（理事長、社長大窪幹
夫氏）は平成
期定時株主
日、三重県志

通常総会、第
総会を６月

株数を報告総会が定数を満

事に入った。先ず「平成

摩市賢島宝生苑で開催。全

たし成立したと宣言したあ

年度事業報告他、剰余金処
分案並びに積立金取り崩し
案承認の件」が説明され、
小出監事よりと監査報告が

年度事業計画及び

あり、原案通り可決した。
「平成
予算案承認の件」、「平成
年度賦課金ならびに手数料
決定の件」は同時上程され

33

と大窪理事長・社長を議長
にして議事に入った。
期（平

日まで）貸借対照

年４月１日から平成

議案審議では「第
成
年３月
表および損益計算書、株主
資本等変動計算書および個
別注記表ならびに剰余金処
分計算書案の件」について

茨城県菓子工業組合の菓子づくり

え子の生徒、また、いばら

「いばらきさん。」制作を終えて

昨年度、約一年をかけて、
き食のアドバイザーの藤原
浩氏にも一部参加をして頂
き、茨城県菓子工業組合か
らは十数名に代表参加して
もらい進められました。
筑波大学でのワークショ
ップは五回以上行われ、茨
城県やいばらきのお菓子の
イメージを外側からの視点
で導き出し、学生さん達に
よるパッケージのプレゼン
テーションが行われまし
た。最初、十数点近くあっ
た学生さんそれぞれのパケ

20

それに合うネーミングも学

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

営業概況並びに決算状況が

29

28

のぼりとミニのぼりを販促

「いばらきさん。
」特別ブース

茨城県菓子工業組合の統一
菓 子「 い ば ら き さ ん。」 を
制作いたしました。特徴と
して、組合員参加店舗が統
一パッケージを使用し、茨
城県素材使用の各店舗それ
ぞれの菓子を入れるという
ものです。それにより、参
加しやすく、購入もしやす
い、いばらきのお土産を目
指していくものです。
この事業は、県の補助を
受け筑波大学との共同研究
の契約により、アドバイザ

ージ案を最終的には二つに
絞りました。そこからさら

27

16

28

51

ーとして筑波大学芸術学系

27

29

14

52

20
51
27
28

52 28

16

准教授の原忠信氏とその教

11

28

31

27

城
茨

第928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）

（３） 平成28年７月15日

は遭難者や認知症徘徊によ

しかし、富山県では消防
に退団いたしました。そし

に支えられていた事を改め

続く雨の中カーナビを頼り

ケースがあり色々な和洋菓

女の若いお父さんでもあり

趣味とのことですが一男二

で頑張れたかなと、少し恥

時の感激を宝として今日ま

ずかしそうに小声になり不

子が並んでいます。右横の

思議なことに窮地に立った

に新組合員のお店を訪ねま

ます。三十八歳でお店を開

て知らされました。

くまでの道のりはなかなか

て今年春の叙勲で瑞宝双光

奥には喫茶ルームがあり小

団の活動にもより、火災出

中学生から主婦の方そして

る行方不明者の捜索救助で

菓子店と消防団員
事長・羽柴進一

した。長年にわたり毎年減

章を受章致しました。家族

少続きの組合員数ですが、

はじめ、本当に多くの方々

富山県菓子工業組合副理

火率が全国最小になってお

時必ず手をさしのべてくれ

ります。しかも最小を連続

厳しかったと、少しだけ話

も出動します。また、その

社会人と幅広い層のお客様

る人が現れて、今日がある

為に日頃から消火栓の点

われわれの町は、
自分たちで守る

本年度は加入が脱会を少し

のはその人達のおかげだと

二五年間続けております。

生まれ故郷である小林の

をしていただきました。

検、消防ポンプ車の操法訓

が来店されくつろぎの場と

店の信用もなくなります。

なっているとのことでし

納品時間に合わせて一生

•••••••••••••••••••

本年度一番目の組合加入

だけ上回り本年度一番目の

それだけ火災による出動が

加入となった「お菓子工房

少なく、それ以外の出動は

しみじみ語っていただきま

練、水防技術の習得などに

高校卒業後、地元の和洋菓

かなりの時間を取られます。

お菓子工房スフレ

た。レストランでの経験を

代わって間に合わせてくれ

下萌

々
10日

椿餅

々
裏千家

春日大社

2月 8日

えくぼ

菊屋
（大和郡山市）
々

大安寺

10日

下萌え

萬々堂
（奈良市）
11日

御簾の内

梅ぞの
（広陵町）

良で「わび茶」を創始した

11日

元興寺

2月13日

唐招提寺

2月14日

虎屋吉末
（神戸市）

薬師寺

紅白梅

梅東風

吉はし
（金沢市）
芽生え
々
々 （薄）
々

靑丹よし 菊屋
（大和郡山市）
2月 9日

々
雪月花
々

石州流

藪内流

薬師寺
（濃）
宗徧流

織部薯蕷 菊屋
（大和郡山市）

2月 9、
13日

富士笠
（宇治市）
元興寺

千壽庵吉宗
（奈良市）

私は消防団員を四〇年余

日

まで世界遺産に指定された
社寺を含めた多くの会場で
開催された。（８社寺）
茶道の流派も７派におよ

期間中、銘菓、名店が茶

奈良県菓子工業組合専務

会を盛り上げました。

理事・野崎充亮

珠光茶会

そのどのお店も

のことですが、

て修行されたと

やレストランに

ます。

頭は老舗デパートにもあり

とで、スフレ様のチーズ饅

で安全な商品つくりとのこ

わりは季節感を大切に安心

修行時代だった

りと波乱万丈な

産してしまった

り、勤務先が倒

係に悩まされた

す。もちろん来年の菓子博

ことを期待されるそうで

お客様に喜んでいただける

てさらにイベントが増え、

があり、今回組合に加入し

できたらいいなという思い

常日頃お客様に何か還元

超有名店で驚き

そうですが、初

の審査にも応募したいと前

でした。人間関

めて作らせても

向きな姿勢でした。

局・大西みつ子

宮崎県菓子工業組合事務

らえたケーキを

お客様に直接ほ

めていただいた

ちゃんはここに生まれてく

んぼで遊んでいた時に「姉

った勝五郎は姉のふさと田

た。文政５年、当時８歳だ

五郎という少年がいまし

の八王子市のあたりに、勝

野の国と言いますから、今

江戸時代の末期に、武蔵

になって可愛がってくれた

人が来て、新しいおっとう

んが死んで、半四郎という

も俺が小さい頃に久兵衛さ

づさんと言ったんだよ、で

よ、おっかあの名前はおし

藤蔵という名前だったんだ

衛さんの子供で、その時は

るよ、俺は程久保村の久兵

の？」と言うと「覚えてい

亡くなった藤蔵が６歳の頃

後は涙にくれ「よく見ると

は信じられなかったが、最

すと、半四郎としづは最初

勝五郎の祖母が理由を話

づだと言った。

いった。妻の名を聞くとし

の名を聞くと、半四郎だと

て行った。祖母が家の主人

家だよ」と言って先に入っ

に、すたすた歩いて「この

と、初めて来たところなの

を連れて程久保村を訪ねる

ので、ある時祖母が勝五郎

その話があまりに詳しい

れ変わりを繰り返してき

なくて、今まで何度も生ま

があるんだという意味では

であっても多少なりとも縁

いて袖が触れるくらいの人

れは、そこらへんを歩いて

生の縁」といいますが、こ

昔から「袖振り合うも多

きしています。

郎再生記聞」として聞き書

国学者の平田篤胤が「勝五

この話は、すべて実話で、

んなそのとおりだった。

はなかった」といった。み

かった。あの木もあそこに

指さして「前はあの家はな

勝五郎は、向かいの家を

方の人生の大事な時間の多

い御縁のあった方で、その

きた多くの人生の中で、深

生まれ変わりを繰り返して

さんこそが、今まで何度も

当は家族や従業員、パート

あるかもしれませんが、本

したりしがちになることも

員やパートさんを叱り飛ば

奥さんを怒鳴ったり、従業

かりに汲々とするあまり、

上を増やしたりすることば

も、店を大きくしたり、売

う意味です。

世でも縁のあった人だとい

た、多くの人生、つまり前

思っています。

そんな商売を心掛けたいと

と言ってもらえるような、

くことが出来て良かった」

の人生、ここの菓子屋で働

業員やパートさんに「自分

使って商売をやる以上、従

大小はあれ、せっかく人を

葉をよく聞きますが、店の

ラックバイトなどという言

最近、ブラック企業、ブ

だということを忘れてはな

ってくれているあり難い人

くを、自分の店のために使
だよ」

る前は、どこの誰の子供だ

んだけど、俺は６歳の時に

によく似ている」と言った。

袖振り合うも多生の縁

ったの？」とふさに聞くの

病気で死んだんだよ。そし

事長・白石恵一

愛媛県菓子工業組合副理

らないと思います。

で「そんなことわかるわけ

て、ここに生まれてきたん

われわれ菓子屋の商売で

ないでしょ、お前はそれを

従業員やパートさんを大切に

覚えているとでもいう

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

店主 種子田様

数ある商品の中であえて

スフレ」様です。

る者がいれば別ですが、家
内工業では難しいですね。
ある程度計画が立てられる

懸命に菓子作りしていると

あなただったらどう
ひたすら情熱を傾けてい

ころへ突然の非常招集命
令！

は梅雨の真最中。青葉もす

した。

太陽の光を一番長く浴び

子店に勤めたことが種子田

消防団活動は、自分自身

様のお菓子職人としての人

るのに、消防団に対する評

もっといかしたいとの思い

価はあまり良くありませ

がありまだまだ変化しそう

「 わ れ わ れ の 町 は、 自 分

のが第一印象でした。まず

静かな住宅街の道路沿い

たちで守る」と、強い使命

っかり色を濃くし、うっそ

にあり「かわいい」という

します？

ることのできる夏至。暦で

と言うわけです。

有り得ることです。仕事を
の為にもなりますし、地域

9日
東大寺

店主種子田様はお仕事が

おすすめはと聞いてみまし

ん。時間が自由な自営業者

店内に入ると正面にショー

生の始まりだそうです。そ

感と郷土愛で溢れる消防

うとした街並みです。降り

な店内です。

注文
は夏に当たりますが、実際

中断し火災現場へ…
の安全・安心を守る事にも

たらチーズ饅頭、生ラスク

なります。どうしても続け

とお答え頂きました。こだ

が昼間っから酒を飲んでい

宮崎のお菓子店

るとか、旅行に行けば羽目

の後、東京、都城、そして

団。火災、水害時の初期消

り務め、三年前に六十四歳

て行くことが困難になった

噂や現実が邪魔をし、なか

で黒部市消防団団長を最後

を外してばっかりとか。操

なか入団してもらえず、団

び、茶道に関心のある方は

時は、退団すればいいので

員数は減少傾向にあります。

もとより初心者も体験でき

す。一度身に付いた防災に

のは村田珠光である。室町

るようになっていました。

法大会に備えての訓練を早

時代の茶人で奈良市の称名

お茶といえば添えられる

朝や夜間に数カ月毎日行い

寺の僧侶であった。茶道は

お菓子がある。今回（第三

対する心構えは、一生あな

その後千利休によって大成

回「 珠 光 茶 会 」） の 流 派、

ますので、家庭をも犠牲に

されるが、原点を作り出し

社寺、開催日、菓子、菓子

たを守ってくれる事でしょ

た珠光に因んで奈良では

処は上表の通りでした。

う。

「珠光茶会」が毎年開催さ

する事も有ります。入団を

れます。

お願いしても、こう言った

火、避難誘導の他、近年で

お客様に

東大寺
々

遠州流

店内風景

はどうするの？

々

2月13、
14日 咲きわけ

お菓子工房スフレ

ご迷惑がかかりますし、お

樫舎
（奈良市）

西大寺

今年も２月８日から

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

菓子処
（場所）

法華寺

媛

「珠光茶会」とお菓子

菓子

山根草

々

14

銘菓、名店が茶会を盛り上げる

開催日

2月 8日

茶道の源流ともいえる奈

社寺

西大寺

武者小路
千家

愛

宇奈月の町

消防団活動には

崎
宮

山
富
良

奈
流派

表千家

平成28年７月15日 （４）
（毎月 15 日発行）
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は和洋菓子を作っていた

る。当初（初代・清一氏）

なる老舗として知られてい

和元年創業で現在三代目と

る「御菓子司清光堂」は昭

静岡県沼津市新宿町にあ

る。

を楽しみと喜びに変えてい

すると苦にならないと仕事

る。お客様の喜ぶ顔を想像

週一日の休日を続けてい

日が当たり前の時代だが、

と。休日も世間では週休二

収められ、全国和菓子協会

品評会などで優秀な成績を

る。この間、各種の審査会、

日菓専の助教師をされてい

世話になり、現在、同じく

木」や「成城凮月堂」で御

道を進まれ下赤塚の「鉢の

を常に心掛けている。お客

ものをと精度を高める努力

季節のお菓子もさらに良い

頂けるお菓子」を目指し、

ると共に「お客様に喜んで

る。食の安心と安全に努め

らしさを一層醸し出してい

在、沼津菓子工業組合の副

ムリーダーとして活躍、現

能五輪では、和菓子のチー

る。沼津市で開催された技

ができたと父に感謝してい

お陰でスムーズに継ぐこと

ってもらった。光眞氏は、

「継ぐ ！ 」
増加している。さらに自分

が、時代と共に和菓子主体

い。最近は和菓子を好む若

さまもお馴染みさんが多

た、お母様も多忙の中、長

も大きく貢献している。ま

組合長を務めるなど業界に

）

の代で終わりと思っている

推奨の「優秀和菓子職」も

い方も増えてきたので、和

静岡県
沼津市

お菓子作りは魅力のある

予備軍の方も多い。そんな

取得されるなどして、家業

清光堂（

有り難い職業であり、お菓

継承の機会を待っている。

御菓子司

子屋さんは絶対無くならな
の商品が陳列に並ぶように
は東京の「成城凮月堂」で

歳）

中、前向きに家族一丸とな

修業された後、母校の日本

三代目（光眞氏・

いと信じている。しかし、
なっていった。現在は和菓

ご 尽 力 さ れ た。 取 材 し て

子専門店となり営業されて

代々継承のヒントが「御菓

って頑張っておられるお店

三代目が家業に入った時

子司清光堂」に沢山あると

があるので御紹介したい。

は、地域に合ったお菓子作

強く感じた。

近年、そのお菓子屋さんが

をされている。店には名物

りに苦労したが、まずは引

年「 民 生 委 員 」（ 瑞 宝 単 光

助教師を務め、技術の向上

の「やきだんご」から、季

き継がれてきた味や塩梅

洋折衷の商品開発にも努め

いる。主力商品は、創業当

を目指した。奥様の信子さ

節の朝生や上生菓子、焼き

現在、二代目（恒雄氏・

初より人気の「やきだんご」

んとは同じ日菓専で助手を

物類まで、季節感と食感を

菓子専門学校（日菓専）の

で三代変わらぬ味として好

務められていたのが縁で御

を、寡黙な父の仕事ぶりを

章受章）として地域のため

評を博している。

結婚された。四代目となる

注ぐようにセンス良く陳列

ている。

朝五時半全員が起床、工

歳）も父と同じ

歳）も健在で一緒に仕事

場は閉店後まで続く、これ
真悟氏（

得がいかない時は相談にの

見て勉強し、どうしても納

事長・森田紀

静岡県菓子工業組合副理

は代々続けられてきたこ

され、壁面には数々の賞状

を奏上、参列者が玉串をさ

さげた。神事の後には餅ま

きも催され奉納された菓子

は社会福祉団体に寄付され

ンの菓子をベースにしなが

力商品「愛香菓」はスペイ

菓子が多いことに気づかさ

にもフィットする新しい和

店内をよく見まわすと現代

なったものだそうですが、

「田道間守（たじまもり）」

ンと菓子の神様とされる

界の発展を祈願した。ミカ

カーの関係者が参列し、業

同神社で行われ、菓子メー

津町橘本、前山宮司のもと

奉献祭が和歌山県海南市下

に並べられた。

れた和菓子や洋菓子が神前

カー約１５０社から奉納さ

州まで全国各地の菓子メー

教授が「日本文化・旅を研

ヴィ・ギシャル＝アンギス

ンヌ大学文化地理学者シル

フランス・パリ、ソルボ

る。

らも不思議と金沢のシンボ

れます。そして何よりも菓

祭る同神社、北海道から九

ル菓子である落雁を感じさ

子をオリジナル開発にこだ

回菓祖橘本神社銘菓

せる革新的な銘菓に育って

わる姿勢が通のファンを唸

た主な都市である金沢と富

している銘店が金沢うら田

に新しいことにチャレンジ

統的な老舗でありつつも常

ばうら田様が筆頭なのでは

的に異彩を放つ老舗といえ

かりですが、通好みで圧倒

沢の他の店も美味しい店ば

ということなのです。在金

を持つ銘店のあり方として

菓子＆デイリーユース菓子

かしたバランス良いギフト

の一つですが、地域色を生

でしか買えないことも魅力

たものという点です。金沢

かなり前から完成されてい

者約

シルヴィ・ギシャル＝アンギス教授と前山宮司

司が業界の発展を祈る祝詞

80
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いるということ。なにより

山に共通している要素が、

様です。特徴的なのが、か

な い か と 思 い ま す。「 愛 香

参考になると思います。

務局長・高橋義明

和歌山県菓子工業組合事

ました。

に広めると話をしておられ

文化の行事と和菓子を学生

の体験を本にして、日本の

ソルボンヌ大学に戻り自ら

らも楽しく餅を拾われた。

景を熱心に写真にとり、自

初めての体験で餅まきの風

を熱心に取材され、最後に

き、全国銘菓奉献祭の神事

ある橘本神社にたどり着

りを徒歩で熊野古道沿いに

加茂郷駅から４キロの道の

究」日本各地を巡っている。

いうことがあるようです。

もこの二つの菓子は、他の

らせているのではないでし

菓子の銘店が多いというこ

なり昔に一度ブレイクした

菓」は現社長である浦田東

情報を聞きつけＪＲ紀勢線

北陸の地に新幹線が開通
その中で、日本三代銘菓「長

菓子店様が真似ることので

れらの菓子は最近流行で作

と、中でも金沢の駅に降り

主力菓子「起上もなか」が

一氏が数十年前にお作りに

人が参列し、前山宮

して早１年が経過しました

生殿」の森八様をはじめ珠

ょうか。驚くべきことにそ

行者が訪れているようで

立つと土産売り場でそのボ

最近再ブレイクしていると

られたものではなく、既に

リュームに圧倒されること

いうこと。それに準じる主

様

でしょう。その理由は昔か

石川県 金沢うら田

尾関 勇

ら茶道との関わりが深いと

境内にはメーカーの代表

が、これを契機に国内のみ

きない独創的な製品である

第

橘本神社で春の大祭

菓子業界の発展を祈る

•••••••••••••••••••••••••••••

が掲示されて御菓子の素晴

84

和歌山

52

清光堂
御菓子司
玉の銘店が立ち並ぶ中、伝

28

ならず海外からも多くの旅

ニ代目・恒雄氏、三代目・光眞氏、奥様の信子さん

後継者難で廃業される方が

56

岡

静
す。新幹線が新たに開通し

【4】
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顔の見えないお客様

都市部の地下鉄の車内。

きます。

す。ひとつの意見として書

インターネットが生んだ難問

青森県下北半島むつ市で
１９２９年（昭和４年）に、
祖父が海軍の町、大湊で創

女から中高生。年嵩の方々

ビジネスマンと思わしき男

まで皆スマートフォンを手

年を迎えま

す。時代の移り変わりで有

業し、今年で

限会社を設立し、金谷二丁

ゲームやメールをする人。

にしている。音楽を聴く人、

移動時間の有効活用といっ

とウエヴカメラで話すのも
我々はお菓子を商ってい

高い。本が売れなくなって

客様は店舗への要求水準が

レームもある。職業的に食

の少しの悪意で為されたク

先方の言い分に配慮しつ

無い難問である。なるべく

か。その場合はもう正解の

仙台駄菓子魅力知って
地元学生が催し 来店客と交流
学生たちはイラストや商

～

平成

年度秋田県菓子工
業組合定時総会を終えて

る機会の少ない方々との懇

談の場といたしました。参

加された皆様からは、新鮮

承認され、さらに理事の補

もこの形でとか、いつもと

違う情報が聞けたか、来年

で良かったとか、いつもと

充を行い、斉藤製菓の斉藤

違う形での開催を喜んでい

日ホテルメト
ロポリタン秋田において、

稔氏を理事・事務局長とし

去る５月

年度秋田県菓子工業

依然として厳しい社会情

ただけたと感じております。

平成

て選任いたしました。事務
組合定時総会を開催いたし

いぐする隊は２０１４年

しんでもらえた」と話した。

「若い女性にも駄菓子に親

得ることができた。また参

い」と今回の企画は好評を

しずつ味見ができてうれし

ことのないお客様にも「少

合員の減少に歯止めがかか

後継者不足などにより、組

本年度は、景気の低迷・

合員数の維持に力を注ぐも

ともに、減少傾向にある組

事務局体制の強化を図ると

性化に向けて取り組んでま

社員さんの為にも組合の活

となく、組合員とその家族、

勢ではありますが負けるこ

ました。

５月に発足。３期にわたっ

のであります。

いりますので、本年度も秋

らず、１０２名の組合員で

田県菓子工業組合を宜しく

加した学生らも物を売るこ

その後、県組合と秋田支

人が中小企業に

て大学生

部の合同懇親会を開催し、

お願いいたします。

スタートすることになりま

組合員の連日の酒席の負担

した。総会では前年度の事

を減らしつつ、賛助会員さ

との大変さと楽しさ、そし

業報告、決算報告がなされ、

んにとっては、日ごろ関わ

て仙台駄菓子の魅力を深く

その後、本年度事業計画並

理事・川口雅丈

秋田県菓子工業組合専務
びに予算が満場一致で可決

対し、経営課題の解決に向

理事・熊谷典博

宮城県菓子工業組合常務

けたアイディアを提案して

さんら４人は提案後にイベ
ントの開催を熊谷屋社長に

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

FAX.0283-23-5401

TEL.0283-23-7331

目に支店を開店したのが

年。創業当時から作り

年前。緑町に本店を移転し
て

インターネットの普及は
良い。一人息子が頑張って

品を詐取しようと目論見む

たところか。

父が『フライボール』と名
加速度を増している。以前

久しいが、お客様個人個人

続けているあんドーナツに

年。ばら売りのおや
る。全国から注文の入る店

付け
走った運動会の勇姿を動画

いしか出来ることは無いか

なら出来なかった事が造作

もしれない。これから先も

つから箱菓子まで色々な形

た）を除けば、クレームを

顔の見えないお客様との取

つ、当方の考えを解っても

入れるお客様も善良な一市

らう努力をする。そのくら
気に入らない味付けやサー

民なのだと思う。対応はと

引は増すだろう。正解に近

ごく一部の詐欺集団（数年

ビスには厳しい書き込みを

ても難しい。当方に明白な

青森県菓子工業組合むつ

づけるよう考えるのみだ。

前に全国的に被害が広がっ

する。面と向かっては中々

落ち度が認められる場合な

では文章を発信する事にた

みのお客様まで。自分の身

云えない様な云い廻しも匿

ら誠心誠意謝る事をする

めらいが薄くなっている。

に置き換えても、昨今のお

名の鎧を着て云ってしま

舗も多いだろう。口コミを

味という美味を取り寄せる

打診し、熊谷屋も同じく若

う。意見を云う事は自由と

下北支部・㈲お菓子工房や

頼りの一見さんからお馴染

訪しても良い。お盆にお小
のは、今後ブームを超えて

い世代に仙台駄菓子の魅力

が、先方と当方の考え方が

なぎや・柳谷淳一

で残しておく事も出来る。

遣いをくれるおばあちゃん

ぐする＝良くするの仙台

を広めたいという意向から

食い違う事もある。いわば

買い物も出来る。全国の美

となりました。
毎日洋菓子を製造してい
ます私はそこの三代目で

弁）に参加する東北大と東

あるし、正鵠を射た指摘に

グレーゾーンとでも言える
は費用をかけず、また

イベントの告知や広告に

めてきた。

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

北学院大の男女４人。

共に昨年９月から準備を進

より各店舗や会社が成長す

ードを売り場に設置。普段

品の特徴を記した手作りボ

企画したのは若者と地域

（土）にあった。

は袋や箱に詰められて売ら

３００年以上の歴史を誇

社会を結びつけるための人

る仙台駄菓子の魅力を知っ
てもらおうと、仙台市青葉

代がターゲットというこ
とでＳＮＳであるＴｗｉｔ

れている駄菓子を１個から
買えるようにした。来店客

材育成を行なう一般社団法
人の中小企業課題解決プロ

ｔｅｒやＦａｃｅｂｏｏｋ

区の「仙台駄菓子本舗熊谷
屋」で、地元大学生が企画

と交流し、１６９５年創業

を利用し集客に努めた。当

グ ラ ム「 い ぐ す る 隊 」（ い

日も学生らが店頭に立ち呼
び込みをしたり立て看板な

の熊谷屋の歴史や仙台駄菓

代をターゲットに

子の魅力を伝えた。
～

ども設置した。

28

局長職は７年ぶりとなり、

23

20
普段仙台駄菓子と接する

•••••••••••••••••••••••••••••

る事もある。ただし、ほん

も無く出来てしまう。昔旅

緑町本店の店舗～駐車スペースは前に５台、
店舗横や裏にも８台程

した土地を地図アプリで再

会計時は対面式で、お客様の前で価格を読み
上げながらレジを打ちます

で販売し、当店の看板商品

定着しそうだ。

フライボール
知ることができた。

）は

田

秋

30

きた。３期生に当たる阿部

４年阿部加奈子さん（

企画したという東北学院大

20

栃木県佐野市村上町903

23
日
仙台駄菓子の魅力を伝えるイベントを企画した学生ら

本社工場

87

したイベントが４月
16

TEL.03-3851-7331

東京都千代田区岩本町1-8-16

東京営業所

21

28

30

29

http://www.namisato.co.jp

URL

森
青
15
60

城
宮

平成28年７月15日 （６）
（毎月 15 日発行）

聞
新
業
工
子
菓
（第三種郵便物認可）

第928号

～日の出は餅屋じゃ～

屋じゃ、日の出は餅屋じゃ、

阿波踊りの歌に「池又菓子

業が１８５２年で、戦前の

を調べに訪問いたしました。

も売られており、その羊羹

かめ）羊羹」を発売し現在

かめ」を使った「和布（わ

で、苺大福や、リンゴ大福

く、楽天やフェイスブック

ターネットの活用がうま

者ということもあり、イン

また、六代目の若い経営

です。現に取材中に

い客層に人気が有るみたい

た。見た目も華やかで、若

ブランを飾ったものでし

福で、上にケーキ風にモン

すが、中は小豆の粒あん大

モンブランケーキのようで

新町橋まで行かんか来い来
和布羊羹は、鳴門特産の

など２・３日の消費期限の

た。

い」と歌われた店だそうで
わかめを粉末にし羊羹に溶

歳ぐ

け込ませたもので、見た目

年に鳴門で有名な「わ

ホームページによると、明

甘さと癖のない味で、小さ

が、食べてみると、程よい

は抹茶羊羹のようでした

いいとも」に出たこともあ

場のもも苺大福は「笑って

ものを冷凍で送り、特に冬
ました。

らいのお客様が、買われて

何と、インターネットの

す。

さんに来ています。
治

阿波ういろ

味しさでした。１００年以

一つ食べたくなるような美

なサイズでしたので、もう

モンブラン大福を販売して

うです。今の時期は、抹茶

って、飛ぶように売れたよ

おり、徳島産の米粉を使い、

の宣伝、販売に力を入れて

ういろうの「阿波ういろ」

動にも積極的で、日本三大

井哲也

中国四国ブロック長・亀

誠に有難うございました。

出楼」さん取材のご協力、

刺 激 に な り ま し た。「 日 の

最後に、大変勉強になり、

ことでした。

ベントを開催しているとの

ういろを集め、販売するイ

年に数回組合員さんの阿波

おり、見た目は、洋菓子の

抹茶モンブラン大福

上続く味に感動いたしまし

そのほか、菓子組合の活

「 日 の 出 楼 」 さ ん は、 創

日の出楼
今回は、阿波踊りで有名
な徳島市の老舗「日の出楼」

30

言えば風味豊かな落花生が

街並みです。そして秦野と

れています。単純に落花生

店等落花生に関する物で溢

ている安らぎを身体全体で

イメージ。日常、忘れかけ

建替をしたばかりの和テイ

きな看板が目印。二年前に

後継者シリーズ⑪

お菓子を真心こめてお届け

ストの店内はセンスのよさ

することを常に心がけてま

受け止められる秦野市で

店を引き継ぎ、看板商品の

すと、石田さんの笑顔が印

といえば千葉と思っていた

『丹沢蒸しどら』を考案。

象的でした。その思いはき

有名。町のお菓子屋さんは、

れらの他にも

黒糖を使い蒸し上げた生地

っと、お客様に通じている

が引き立ち、お菓子が喜ん

お菓子とコラボした秦野産落花生！

一杯あります

に落花生餡を挟んだもの。

と確信しています。ご家族

でいるかのよう。食べてお

が、何より自

県の銘菓に指定され、数々

と従業員の方々との意志疎

す。そんな自然豊かな中で、

然ですね。駅

の賞も受賞。また、二代目

通も完璧、わきあいあいと

「北原堂製菓」の三代目石

を降り立つ

が考案した『秦野味だより』

したよい雰囲気。代々考案

私は、その概念を捨てなけ

と、まず迎え

は落花生のきんとん餡に栗

した、店自慢のお菓子は次

ればなりません。その他、

てくれるの

と黄味餡を包みこんだ一

の世代に引継がれ、人々の

特産物の落花生を使っての

が、 丹 沢 の

品、四季折々の和菓子で地

心をお菓子の優しさで満た

最中を始めとするお菓子が

山々。目の前

元に根強いファンが多く、

れ、北部と西部に丹沢山地

に迫ってき

お客様が絶え間なく訪れる

していってくれるでしょう。

今回ご紹介する秦野市

て、空気感が

繁盛店です。秦野駅から、

神奈川県菓子工業組合事

いしい、もらってうれしい

スーと抜けた

車で五分ぐらい、突然、前

田好弘さんは、十年前にお

感じで青い

にどーんと存在感のある大

丹沢茶、八重桜の塩漬等そ

空、新緑の山、

務局・神原裕美子

心が洗われる

たくさんあります。駅の売

北原堂製菓

丹沢蒸しどら

が連なる緑豊かでそぼくな

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

和布（わかめ）羊羹
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は、市街地を四方山に囲ま
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社高島屋

年後に紡ぐために」

和菓子バイヤー・和菓子マスター）を

講師に迎え、「和菓子の潮流

をテーマに講演会を開催しました。

いろいろなお菓子屋がレモ

にし、地元の呉で採れる大
長レモンを使って、それぞ
れが競い合って作られてい
た。菓子博が終わっても、
ほとんどが店で定番商品と

重県でも、生まれたら嬉し

丸になって同じテーマでお

茨城県でも、みんなが一

い。

んべい、和三盆の干菓子に

その②

的に少ない。しかし、１つ

レンタインに比べれば圧倒

いるかは、クリスマス、バ

中でどれだけ食が押さえて

大きくなっているが、その

結びつかない。市場として

メインなので、食にあまり

つだけ違うことは、仮装が

が、ぜひ機会を利用してい

かなか面倒で大変だと思う

喜んでくれる。歳時記はな

し、ご紹介するとお客様も

もハイテンションになる

方もおり、見つけると我々

でも、意外なお菓子を作る

お菓子が集まってこない。

けて探し歩くが、なかなか

貨店でプロモーションをか

根付いている地区は無いと

を見ても歳時記がそこまで

菓子屋と話をしたが、全国

行ってきた。いろいろなお

迫りたいと思い、この間、

という、最大のミステリに

れて、食べる人がいるのか

の金沢で、何でそこまで売

和菓子の消費量が日本一

ただいたら、楽しいと思う。

ることは見逃せない。

し、声として高くなってい

て見えていなかった。しか

る側も売る側も肌感覚とし

り見えてこなかったし、作

売り上げ面も含めて、あま

えている。これは今まで、

というパーソナル需要が増

ないものを持っていきたい

した地元では当たり前なも

ていなかったりする。そう

な山口のういろうも知られ

を知っていただいた。有名

い生のういろうがあること

に日持ちがしない、おいし

ベントをしてたら、お客様

本三大ういろうと言ってイ

山口、名古屋、徳島で日

たい。

た部分をもっと広げていき

谷の五家宝もあり、そうし

る訴求力は非常に強く、熊

殿中がある。黄な粉に対す

れており、茨城県にも吉原

な粉を使ったお菓子が作ら

騨の駄菓子屋では、多く黄

好評いただいた。東北や飛

元の活性化にもつながる。

行き、振り戻していくと地

子チックに雰囲気を変える

かもしれないが、少し生菓

いお菓子という印象が強い

２つ目が松露。甘ったる

のビジネスチャンスとして

ういろうひとつ見ても、そ

のを、逆に都心部に持って

は大事だろう。千葉県の柏

感じた。

羊羹、饅頭、ういろうと

メジャーライン
の復活
ろいろなお菓子をお作りい

多様な種類の和菓子を味わう

の店で、松戸のカボチャを
使い、いろいろなオリジナ
ルスイーツを作っている。

いう厳しいジャンルは、羊

お菓子で、しっとり感はな

なったり、いろいろな形で

羹コレクションという形

かなか伝わりづらく終わっ

四季の表現とは別に、味

当に大事な人にしか持って

で、１つのジャンルを切り

マニアックなジャンルも

ていたが、ドライフルーツ

覚を味わう。皆さん地元の

いきたくないお菓子を買

口にし、お客様に知ってい

見逃せない。３つ例をあげ

類やベリー、イチゴ、ゆず

と、親しみやすく取り込ん

大福、きんつば、どら焼

う」という方が増えている。

ただくようアピールをし

る。１つ目が州濱だ。黄な

などのいろいろな果実系の

う感じる次第だ。

地元の有名なカボチャを取

き、最中、だんご、あんみ

我々もカタログを構成する

た。羊羹はとらや、米屋を

粉を水飴で練って作るもの

菓子を作れば、アピールす

つとたくさんのお菓子があ

時、メジャーなブランドだ

中心に大きくしているが、

だが、キャラメルやチョコ

イチゴの和菓子が登場し、

るが、こういう親しみやす

けを載せればいいのではな

饅頭やういろうは、まだま

産品を扱っているので、今

り上げていくのもおもしろ

いお菓子の裏側で、饅頭や

く、どれだけ掘り起こして、

だ取り上げられていない部

いる。特にイチゴは、私が

名古屋と山口のういろう

少し違った切り口の素材の

３つ目が桃山。饅頭とは

でくれる。

い。

羊羹が厳しくなっている。

そこにしかないものを紹介

る機会が出てくる。地元メ

これまではどちらかという

できるかが問われている。

ディアや全国ネットで取り

と贈答向けだったので、日

クローズアップされてい

デパートでは歳時記で何

持ちに対する消費者の関心

る。茨城県は素晴らしいイ

もしなくても商品が集まっ

食感を与えることで、新し

さらかもしれないが、特に

てくるのは、お正月とひな

レートを合わせたものがあ

東京は大都市圏で、

マニアックライ
ンの開拓

さんはそうしたお菓子の広

アピールポイントが強くな

分があるので、していきた

上げられることで、話題に

レモンでは、前回の広島
がりを作る戦略を、してい

っており、クリスマス、バ

別にその日中の日持ちでも

チゴがあるので、ぜひトラ

の菓子博が素晴らしかっ

カボチャは産品というよ

ただきたい。

は強かった。今でも強いが、

たイチゴ、レモン、カボチ

た。今度は三重県で開催さ

祭りくらいだ。５月の端午

い提案ができる。

歳時記の和菓子
を楽しむ

生まれたころ異質なものと

れるが、食べる側からする

レンタインに次ぐ大きな要

る。バレンタインの時、ご

なることがあるし、若い皆

してイチゴ大福が扱われて

りは、ハロウィンである。

い。

イしていただきたい。

いたが、今は当たり前であ
と、どんな発信があるのか、

構わない。ここでしか買え

ャという素材が伸びてきて

る。イチゴ大福に限らず、

一方で個人的な需要は「本

てはならない存在になって

都

の節句や７月の七夕は、百

東と関西では違う。

はピンとくるかもしれない

郷土のおやつは、そうした

が、徳島でなぜと思うかも

大洗や那珂湊で見た、みつ

道府県のいろいろなところ

日本の方々がたくさん来て

で育った方々が寄せ集まっ

すると、日本の方も楽しめ

日本らしさの郷土と文化を味わう

いる。しかも、隣接する富山
くれる。目の前に転がって

県民、福井県民は全く知ら
いるものを見ないで、素通

金沢の氷室饅頭は、金沢

る。我々も海外のお客様向

万個以上作り、ほ

で、人口

の人からすると当たり前

けに日本物語とか、日本再

チャンスをとれる。

分に、和菓子を感じられる

団子やあべ川という独自の

新宿、銀座、京都は外国

郷土に根付く知られざる和菓子

日間で

べこ餅

ックで氷室饅頭を持って帰

金沢に行って、キャリーバ

はいつもこの時期になると

もしろいのではないか。私

で、東京に持ってくるとお

金沢から外に出ていないの

風習・文化がある。しかも、

楽しい。

イベントをしたりすると、

のだが、持ってきて東京で

った。日持ちの問題もある

蒸しパンみたいなものがあ

ふくれ菓子という三角形の

何てことはない駄菓子で、

去年、地方で話をした時、

ころ、好評だった。

という新しい提案をしたと

うの食べ方で、油で揚げる

た、徳島ならではのういろ

トをして、好評だった。ま

去年、都心部で物産イベン

徳島の皆さんが動き出し、

次号に続く。

って来て、販売している。

ころをアピールしようと、

のういろうの消費量は多い

しれない。多分、名古屋や
りしている現状を、足止め

句は北海道のべこ餅や鹿児

ている文化なので、こうし

発見みたいなイベントを組

島のあくまき、長崎では桃

京都の花びら餅や水無月

ないという恐るべし金沢で

とすごく喜ばれる。こうし

は、今は当たり前のように

万人に対して数

の方が非常に多い。先日、

そうした意味では、郷土

させていくことが大事。

山口の方以上に、徳島の方

んで海外のお客様を呼び、

たところに火がつくことが

いろいろしている。もちろ

ある。

た部分を日本の方々にも伝

ある。歴史的な背景は、前田

えながら、海外の方にも伝

家の御用菓子で、氷室開き

飛騨高山に行ったら外国の

の節句やお祝いに桃カステ

とんど売り切れていく。ク

方が多くて驚いたが、やは

日本全国で作られるが、金

のではないか。地元のおば
に根付く知られざるお菓子

また、端午の節句は柏餅、

ん、海外のお客様はたくさ

とか、専門的な話になる。氷

えていく。いかにして興味

リスマスやバレンタイン、

り和菓子に対して興味を持

おせち料理と同じで、なく

あちゃん、お母さんもみん
ラを作る。月見だんごも関

な自分で蒸して、ういろう

沢の氷室饅頭や、端午の節

ちまき以外はなかなかに出
は、力強いカバーを持つ。

てこない。茨城県で柏餅、

ん来ているが、それ以上に

室饅頭は小学校の給食にも

を持ってもらうかは、食べ

出てくるし、国語の教科書

てもらわなければ、なかな

を作り、遠足に行く時はお

っている。ただ、アジアの

ちまき以外に食べるなら

方と欧米の方とのとらえ方

にも出てくる。小さいころ

弁当の一番下の段に入れる

か伝わっていかない。これ

ば、その土地独自のものが

は違うので、その辺も見て

からお菓子を見ているとい

は海外に対して、売り込ん

文化もある。このため徳島

いただきたい。最近は県が

県人以外は誰も知らないと

でほしいことではなく、現

意外なアピールポイントに

在は日本のお客様自体が、

なることを発見していただ

一丸となって台湾やシンガ

ほとんど日本のこと、和菓

う金沢独特の部分があり、

ポールに行ったり、いろい

子のことを知らない。そう

気づけば老若男女関わら

ろな形で交流を持って和菓

した意味では、海外の方に

きたい。

子を広げようというイベン

氷室饅頭

ず、氷室饅頭を食べている

トをされている。機会があ

外のお客様は和菓子も日本

水無月

発信するのも、日本の方に

のことも知らなくて当然だ

みつだんご

ればご参加いただければと

アジアの方はかりんとう

が、同じように茨城県の文

発信するのも似ている。海

やおせんべい、カステラが

化や日本のお菓子をお伝え

思う。

好きで、逆に欧米の方は、

47

素になっている。ただ、１

畑 主税 氏（株式会社高島屋 和菓子バイヤー・和菓子マスター）

最近はハロウィンに対する

3 0年 後 に 紡 ぐ た め に

楽しみである。広島の時は、

和菓子の潮流

寒天の干菓子、羊羹、おせ

和菓子にあまり触れなかっ

季節の味覚を味わう

ンのお菓子を共通のテーマ

して根付いている。これは

第８回全国菓子工業組合連合会青年部関東・甲

成功例と思うので、ぜひ三

信越ブロック大会・茨城大会は畑主税氏（株式会

先月号より続く。
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上生菓子のデザイン的な部
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聞
新
業
工
子
菓
（第三種郵便物認可）

第928号

東京都菓子工業組合では、田中真澄氏（ヒューマ
ンスキル研究所所長）を講師に迎え「１００歳まで
働く時代がやってきた」のテーマで講演会が開催さ
れました。
その講演の要旨を以下に掲載いたします。

超長寿社会に適応するには

に１００歳人生を考える本

まで働く」と、より積極的

で生きる」から「１００歳

てから、日本ではさらに大

４年前にお招きいただい

きな変化が起きました。私

て き た 』（ ぱ る す 出 版 社 ）

００歳まで働く時代がやっ

実は私も、昨年、拙著『１

も出てきています。

歳にな

歳まで生きるこ

歳、女性で

たち日本人の平均寿命は男
性で
り、今や
とが当たり前になったこと

その①
す。
この反応の違いに接した
私は、超長寿社会に適応す

しています。
でもそれはどうしてなの

かもしれないと言われてい

の間で広がっています。

ある定年族やサラリーマン

き方をまったく教えていま

ん。事業主として生きる生

み・書き・そろばんの実務

らぬ倫理と商売に必要な読

ト層として生きていける道

ば、生涯、世の中のエリー

以後の教育制度も武士の発

よって行われたため、明治

これは明治維新が武士に

して、すぐに役立つ人材と

人として職人として商人と

本人は、社会に出ると農業

結果、江戸時代の多くの日

価される学歴社会が実現

を重ねていくよりも高く評

得することが、仕事で実歴

高齢化の影響で、年金制度

ところが今日では、少子

歳前後で終わ

保障されてきた武士たち

世襲制度によって生活が

な時代には、通用しなくな

ることが可能な今日のよう

したが、１００歳まで生き

りつつあります。

っていた時代には通用しま

武士は藩校で教育を受け

は、明治維新で四民平等と

なり、武士の身分保障はな

至っています。

らオーナー志向への生き方

ましたが、そこでは「武士

は、人生が

しかし学歴主義の生き方

のです。

生き方の基本になっている

それによって高学歴を取

あるから、これからのサラ

想で作られたことによるの

を創りあげたのです。

リーマンはせめて定年後は

教育がなされました。その

老後の生活を保障するは

個人事業主になって、どこ

し、それが今日の日本人の

せん。

ずの年金がそのように不透

なることができました。

で日本経済新聞社を退職

ます。

は予想以上に長くなりつつ

定年まで働けば、あとは退

明になってきたことから、

この江戸時代までの素晴

私は独立直後から「人生

ます。年金関係者の間では、
すでにその様な方向で計画

職金・年金・預金で悠々自

です。

らしい日本の実務教育が、

が検討されています。

年のない職業に最終的には

適の余生を過ごして最期を

までも仕事をしながら老後

明治以前の時代を振り返

かつてのサラリーマンは

でしょうか。

就くことが大事なのだと痛

昨 今 は「 年 金 崩 壊 」「 老 後

ってみますと、武士階級は

るには、事業主のように定

感しました。
迎えることができました。

を過ごせるように準備をし

し、社会教育家として独立
が高齢者の激増する今の時

歳

ていこう」と訴え続けてき

明治以後の学校教育では十

しました。当時、職場の同

年前、

貧困」などの言葉がマスコ

全体の７％足らずでした。

分には活かされず、今日に

私は今から

ミに頻繁に登場してきてい

ました。

％は農工商の人た

変革に気付いている人は、

道」が教育のベースとなり

残りの
で終わっては危険だ、定年

残念ながら日本ではまだわ

ました。

ちでした。
後か途中からでも事業主に

ずかです。

このサラリーマン志向か

なり、老後は定年のない事

そうなればサラリーマン

代に十分には対応できなく

その結果、年金支給開始

業主として生きるという

歳から

りとなり、支給金額も年々

年齢が

歳に先送

なりました。

僚は私をバカなやつだと思
っていたようですが、今は
違います。
歳になっても現役とし

て活動している私が、日経

を発刊して「１００歳まで

その状況が日本を先進諸

生きるだけではダメで、１

「一生にして二生を生きる」

しかもこの平均寿命はま

減額になるという制度が２

です。

のＯＢ会で昔の仲間と出会

国で最も起業率の低い国に

００歳まで働く覚悟を持と

しているのです。

だまだ延び、２０４５年に

の人生を目指すべきだとい

つまり武士道に立脚する
う考え方が、今、静かに心

生き方から、江戸時代の庶

０１５年からスタートして

くなりました。そこで武士
います。

う」との考え方を提言しま

の身分に代わって、学歴を

うと、彼らは一様に「君に

した。

一方、武士以外の人たち

は仕事があるからいいな

は１００歳になるであろう

は寺子屋で学びました。そ

ただきました。ところが元

との予測がなされていま

民のように自助の人生を支

ぁ」と言うのです。それだ

人道」に基づいた「凡人成

には、それにふさわしい「商

しながら１００年・２００

それは「商人道」を信奉

この生きる目的からする

動するという人生設計が必

くとも個人事業主として活

自分の得手を活かして少な

か楽楽」

楽ならず、楽せぬ楽がはる

「楽すれば楽が邪魔して

の「七楽の教え」です。

てきた教訓があります。次

手としています。

で仕事に打ち込むことは苦

とが大好きで、楽をしない

武士道と商人道の教育制度

武器にする生き方が武士や

サラリーマンの定年族の皆

歳からに、そしてさ
歳から、最終的には

こで教えられたのは、大人

この本を読まれた事業主

来は

しかも年金支給年齢が将

す。その予兆として、大型

らに

える商人道の生き方に変え

け私が独立した時と現在と

いく必要が出てきているの

では時代が大きく変わって

豪農・豪商によって選ばれ

さんには不評でした。働き

るようになりました。

たくとも自分の仕事がない

になったら自助独立で生き

（自営業主を含む）の方々

ていくための「商人道」で

からは「私もそう考えてい

言ってサラリーマンになる

書店には１００歳関連の本

今の日本の教育では小学

が数多く並んでいます。

した。人として守らねばな

れからの時代には適応しや

と、定年で仕事を放棄する

要になります。

です。

ための教育しかしていませ

すいことを示唆しています。

年と繁盛を続けている老舗

ことは正しい生き方とは言

いい学歴を身に付けれ

校から大学まで、はっきり

この数字は、普通凡人は

功哲学」で生きることを提

その老舗に学ぶ「凡人成

の生き方に学ぶことです。

き方革命とも称すべきもの

功哲学」は、三つの視点か

私たちはよく「生涯学習、

は、何百年と続く老舗の智

す。その危険を回避するに

産という危険が潜んでいま

しかしどんな事業にも倒

かし、多くの人は楽するこ

大切さを謳っています。し

で商売一筋に生きることの

この教訓は、楽をしない

いて次に考えてみましょう。

しい仕事観です。それにつ

の視点を持つことです。新

しょうか。それには二つ目

方をしている方々は、一様

生涯現役」の言葉を口にし

恵に学ぶことです。

えないのです。
すなわち「商人道」の生き

ますが、口にするだけでな

そのためには、定年後、

普通のままに生きれば普通

言してきました。私の提言

ます。怠けることの怖さが

らとらえていくことができ

す。

秀才１００に対して凡才

したがって、１００歳時

に賛同し、その通りの生き

ではどうしたらいいので

、比率に直すと２対１で

に終わり、怠け凡人は長い

代が到来しつつある今日で

のないことです。

ます。そのことを以下に説

のです。

す。凡才が学校時代、秀才

は、この「凡人成功哲学」

られてきます。
これを別な言い方で表現

で は、「 凡 人 成 功 哲 学 」

に人生を好転されています。

く、そのように実際に生き

現在の日本人の働く人の

じめました。そこで分かっ

に気付き、老舗の研究をは

私は日経時代にこのこと

％は広義のサラリーマン

なければなりません。

明してまいります。

と、成功の人生から遠のく

日、東菓工協力

です。今でもサラリーマン

となって続いている老舗グ

日本に３００年以上群れ

センター畑作園芸研究領域

氏（農研機構東北農業研究

上野精養軒、台東区

コ ン サ ル テ ィ ン グ 代 表 ）、

会講演会「ビジネスマ

月

崎市民プラザ、宮崎市

み 氏（ 宮 崎 市 保 健 所 ）、 宮

•••••••••••••••••••

日、新種小麦に

行事予定

７月

は定年まで働けば十分と考

主 席 研 究 員・ 農 学 博 士 ）、

関する勉強会「岩手生
では生きる目的をどのよ

えている人が大半ですが、

ループがあります。越中富

マリオスビルいわて観光経

ことになります。

次号に続く。
方が見直されていいはずで

の生き方とは具体的にはど

す。しかし学校も家庭もそ
の勤勉凡人

この比率は成り立ちません。

は、こつこつと長く努力を

一方、１・

なぜなら凡才は３種類に

のことに全くと言っていい

ここに示されています。

ら「凡才成功哲学」で生き

しかし世の中に出ると、

る時代になってきたことに

していくことで、秀才の２
になれるの

分かれるからです。その一

なるのです。

です。

を超えて２・
型（普通凡人

つは１型凡人（普通凡人）、

うに理解したらいいのでし

山の薬売りです。富山の薬

二つは０・

私はそのことを分かりや

ょうか。それは「一生涯、

その考えは今日では間違い

売りは１７００年初頭から

すく理解してもらうため

自分の能力を磨き続けなが

定年後も何かの仕事を

であると認識すべきです。

済交流センター、盛岡市

秀才とは学校の成績で１
００点満点の点数を取れる
優秀な生徒・学生を言いま

人よりも１％努力する勤勉

らをかいている秀才に対し

味しています。

て、最後に勝てることを意
と１・０

凡人）です。
この１と０・

るか

屋市

日～

日、製菓

習会、愛知菓子会館、名古

衛生師受験のための講

月

ナー」について、講師・塚

ら、一生涯、世のため人の

続く典型的な老舗群です。

低０点から良くて

習会、講師・豊田ひと

29

⁉

７月

日、食品衛生講

まれの世界初小麦を生かせ

企業が経営理念にそぐわ

ために尽くすこと」と表現

富山の薬売りの業界に

たことがあります。

ぬ事業を展開していれば、

し、死ぬまで働くという生

は、３００年の繫栄を支え

本晃子氏（ビジネスマナー

必ず経営がおかしくなり、

できます。

き方を選ぶのが、これから

28

」、 講 師・ 中 村 俊 樹

事業に必要な経営戦略の

廃業に追い込まれるよう

のまともな日本人と言える

7

なります。

この数字は人生が長くな

第一は「経営理念」です。

つまり「死ぬまで勉強、

愛知

つは１・

１をそれぞれ１００乗して

る超長寿時代には「凡才成

死ぬまで働く」という終身

です。１・

は１です。０・
乗は０・

26

99

99

ました。

す。それに対して凡才は最

みましょう。１の１００乗

に、私たちも「生きる目的」
点前後の点数を取

01

均して

る人を言います。

宮崎

01

36

70

人生１００年を
生き抜く人生観

点、平

に反した生き方をしている

１、これからの生き方を支える三つ
の視点

27
これを個人の生活に置き換

人生が長くなればなるほ

7
え れ ば、「 生 き る 目 的 」 と

よ り １ ％ 怠 け る 凡 人 ）、 三

東京
功哲学」が「秀才成功哲学」

に、次のように説明してき

25
を凌駕すること、すなわち

①

岩手
の

ど、勤勉凡人は学歴にあぐ

70
型凡人（普通凡

99

の１００

88

01

すれば「秀才成功哲学」か

50

この変革は、まさしく生

で、これからはこの生き方

間に普通凡人の３分の１に

歳からと、先送りになる

のです。

きたことを、この事例は示

現役（生涯現役）に徹する

からというのがその理由で

ういうことを指すのでしょ

生き方が生きる目的に叶う

る」との共感のお便りをい

その中には「１００歳ま

うか。

ほど関心を寄せていません。

65

なってしまうことを意味し

１００乗は２・

75 70

にはとてもかなわないと思

80

うとしても、それは致し方

「凡才成功哲学」の生き方とは

70

43

革命が全ての日本人に求め

70

93

37

「武士道」の生き方よりも

田中 真澄 氏（ヒューマンスキル研究所所長）

となりま

100歳 ま で 働 く
時代がやってきた

そこで私は１００歳時代

60

87

「商人道」の生き方が、こ

80

80

81
50
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全菓連では全国組合研修会で大井啓伊氏（株式
会社ミリオネット代表取締役）を講師に迎え「地
方における顧客の集め方」をテーマに講演会を行
いました。
先月号より続く。
た。「 ま ず １ 枚 で い い か ら
作ろうよ」と言われ、今は

だった。お客様は入って来

った。通販は、今までざる

事業計画を作れるようにな

やずやさんに、事業計画

るけれど、どんどんなくな

とにかく、離反
を食い止める

年後の計画を作

の作り方を教えてもらっ
た。彼は

っているが、ビルがなかっ
るけれど、どーっといなく

どーっとお客様が入ってく

る。チラシに何千万使って、

た時、やずや３号ビルまで
なっていた。これを食い止

っていた。今はもう亡くな

造るという計画書があり、

その④

くなる。新規のお客様がい

で離反が多いと、人がいな

反を食い止める。地域密着

円になった。とにかく、離

５０万円稼ぐ。本屋で

日

がった。メールは無料で７

で売り上げが７５０万円上

％違った。このメールだけ

でもある商材なら価格とな

ほうがいいことは、どこに

ネットである。気をつけた

ジネスだった。これからは

に な る。「 に く た ま の 人 た

を大体制覇した。すると顔

くさんあるので、その周辺

う。近くに居酒屋などがた

仕入れているので、仕入れ

卸先のコラボも、うちが

くれる。

もうちのクーポンを配って

なくなるわけだから、考え

以上来ていないお客様は、

んなに儲からない。私が進

手間も時間もかかるし、そ

り、負けてしまう。理由は

名前でする。少しずつうち

なり、ボトルキープも店の

ちが来るわ」という感じに

て、と言っている。

ているお客様に弁当を買っ

フタバ図書という広島の

万円返ってきたわけだ。こ

来ないお客様だから１７０

万円の売り上げがあった。

たら５・８％の人で１７０

プレゼントします」と言っ

ら、その時にまた注文を取

スが大事だ。一度配達した

御用聞きをしていくビジネ

ブロー君のように少しずつ

きである。サザエさんのサ

めているのは宅配・御用聞

商という言い方をしている

れるようになる。私らは外

なった。サービスもしてく

まの人ですね」と顔パスに

は居酒屋に行くと「にくた

の名前が知れ渡って、今で

６００円、牛すじ丼６００

松阪牛入りハンバーグ弁当

００枚のチラシを刷った。

てくるか試してみようと３

ンド名でどれだけ食いつい

配った。松阪牛というブラ

ている、博多駅でチラシを

今また新しいことを始め

ポイント

なかなか再来店しにくい。

メガ本屋で、実験をした。

のお客様のデータで、来店

が、外に向かって商いをす

そのお客様に「

ないといけない。

２週間以内に来ているお客

ってくる動きをするべき

２週間来ていない
お客様にメール

様、１か月以内に来ている

代だ

円にした。博多駅は４００

頻度が高いお客様は

円の安い弁当が多いので、

日来ていないお

る。買ってくれではなくて、

お客様、

お付き合いをすることで記

６００円でいこうと出し

だ。うちは肉屋だけれど、

憶に残していただく。また、

た。１週間で１００食近く

お客様のニーズを聞きなが
ら訪問している。

注文が来た。やってみると

った。来店頻度は高いけれ

代だった。お金がな

うちのお店には近隣のクー

他業種コラボ

ポンを置いている。お弁当

ど売り上げが上がらない年
代は

いということだ。若い人た
ちはお金を持っている。

いままでは今のビジネス

ポンや試供品をどんどん渡

土曜日に飲みに行こうとい

る。うちの若い子たちには、

近隣コラボは今やってい

が固定客を生んだ。上位客

食べてみないか」と。それ

帰る。すると、近隣の店で

ポンを置くと皆さん持って

いないので、目の前にクー

そうではなく、現場が大事

いう気持ちで聞いている。

えて持ってきたやつだ」と

といい。

少しずつアレンジしていく

か、ＯＫか。ＯＫであれば、

別の業種とコラボする。

を拡大していくことが、ビ

すことがリピーターにつな

をどう囲い込むかだ。

を待つ

何か答えが出てくる。ＮＧ

客様に、販促メールを出し

ポイントプレゼ

％で、４人に１人は再来店

を２週間に１回買ってい

がる。要は上位に持ってい

宅配・御用聞き

る。今４位のお客様は、前

た。しかし、薬は買わない。

く１つの流れだ。

％の反応率だったので

円である。無しにしたら

年６万２千円しか使ってい

購買履歴までわかれば、こ
ない。それが急に

いけない。

が満席になりまして、いい

席を用意したのでよろしい

てもらって、帰った。そう

う人はいない。それで乗せ

でしょうか」と。悪いと言

ケアのシステム化は、フ

なるとまた翌年からＡＮＡ

ケアのシステム化

だと思うので、アクション

ォローができるような仕組

にした。ＡＮＡのステルス

っている。ということは、

年Ａ

みが必要。おもしろいこと

福岡の八女のお茶屋で

を理解し、アナログで対応

があった。私は

は、１回だけのお客様が３

していく。我々のＩＴ営業

る。ナショナルブランドは

をしていた、接客や料理に

どこへ行っても買えるから

本部経営層は顧客戦略や

爆買いに対応し、少し儲け

円くらいだ。今は関西では

の平均客単価は、７、８千

ことを見ていく。

考えられるので、そうした

現場が大事
分析はどのようなお客様

シナリオを考えて、現場に

ってメインのドラッグスト

が減っているのか、減って

ほかで買っていたものを集

いる理由は何なのか、客数

・５％だ。皆さんの店でも

アは別にあり、こちらに変

マーケティングである。相

だ。そこにしかない商品で、

えてもらわなければいけな

ＮＡに乗っていたが、ある

洋菓子の分析データで、

約したのだろう。ならば継

はずぶの素人が実験店舗で

手にばれないように、マー

ドラッグストアのデータ

ているが、一時的なものだ。

得する。

スのＶＩＰ席が、その年だ

と、当たらなかったホーク

ていたのに乗らなくなる

防止、接触頻度の向上であ

い。お客様の育成、離反を

つのことしか言っていな

長時間話してきたが、３

終わりに

てみた。ＡＮＡはすごい。

メールがぽんぽん来るよう

これからの時代は人の商

け２回も当たった。これは

る。お客様を育てましょう、

になった。ずっと毎月乗っ

品化だ。店長がしっかりし

離反防止だ。上海の帰りに

離反を止めましょう、お客

人の商品化

、
続してもらわなければなら

理解を求めないといけな

ケティングし、お客様を獲

起こっていることだが、

の変化は商品だけが原因な

時期、ＪＡＬはどんなサー

％がほとんど１回だけ。う

代が中心である。

いので、クーポンや体験が

ビスをするのだろうと変え

万６千円以上が

小売を理解してくれると全

ない。

体的にレベルアップできる。

人いるので「今年のうちの

％なの

い。私はいつも現場に行く
上位のお客様」を意識す

ちは今のところ

が「どうせまた、いろいろ考

で、改善していくため、Ｄ

千葉県の酒屋で、Ｄ店だ

のか。原因は商品やサービ

お客様の主流ではない何か

と、大体
圧倒的に女性が多く、男性

ス、競合、価格、いろいろ
Ｍ戦略をしている。お茶屋

を見て、来店回数が多くて、

アの上位

％に入るお客様

けが売り上げが上がってい

た。酒屋の主力は

１回購入したお客様に、お

売上金額が普通と上位のお

できる。

重要になる。ドラッグスト

なかったので原因を探っ

た。売り上げ貢献度の高い

代である。なぜかというと

礼の電話をしている。これ

代だっ

は贈答品が多い。上位の

る。

お客様と全体の年代の分布

だけで親切だと思ってしま

ていれば、売り上げは必ず

プートンでパスポートを機

様とコミュニケーションを

顧客の専門家に
なるためには、
マインドリーデ
ィングの道へ

これは意識したらもっと

上がる。売り上げが悪いと

械に通したら「カウンター

ら１人で飲んでいる。だか

上位の購入履歴を並べた。

福井県のあるケーキ屋で

ハローデイの前社長の好

ころは、店長を代えるので
買いに来るが、上位

きなことは、お客様が喜ぶ

できる。お客様と接客しな

はなく、店長教育をどうや
入るお客様が買っているの

いかないと、一時しのぎの

がら、この人には娘がいる、
るのかだ。ケーキ屋ならシ

売り上げはなくなっていく。

ことだ。調理も好きだった

旦那さんがいるなど、話な
ュークリームばかり買って

上位に上がらなくても、来
店頻度の高い人が必ずい

新規のお客様は医薬品を

ことでケーキをつくってお

ケーキを作って
お客様に配達

代は安い居酒屋に行く。

は違うので、少しデータを

屋。

分析するだけで、ヒントが
出てくる。また、購入回数

だんだん少なくなり、家飲

る。この人が何を買ってい

客様に喜んでもらおうと励

１９４回の利用がある方は

代になった

みが増える。

代

で見ると、２回目、３回目

代から

％に
書道の先生か、お茶の先生

めている商品です」とする

Ｄ店にはその年代層がいな

ないといけない。ところが

であろうが、前年は全く利

いた、のようなことだ。単

は、化粧品とビューティが

んだ。１年に１回上位のお

とする。理解をすればもっ

がら、その人を理解しよう

られているなら、代えては

か。店長がお客様に気に入

っていくかがみそではない

ありません、エコノミー席

行ったら「大変、申しわけ

に来てください」となった。

だと

とりましょう。それが大事

、

ことで「私も食べてみよう

とお客様の懐に入ることが

年言っている。

客様にケーキを配達してい
きなりトップになってい

た。「 俺 の 作 っ た ケ ー キ を

、
50

60

好むお酒のチラシを打つこ

い。ならば

多い。ということは医薬品

ドラッグストアは、来店

か」という気になる。

を買っているお客様にクー

10
価が小さくて、来店頻度が

ら、お客様に

代がい

だけのお客様が少ない。

代はちょっとした小料理

％だけを見ると

は何で３・５％かというと、

10

近隣のお客様を囲い込んで

代、

分の時間がもった

たらどのくらい、店に来店
するか。
ントをしたら、２週間来て

った。コールセンターを作
してくれた。

いないお客様の反応率が

ったり、お客様サービスを

めるだけで、売り上げが上

強化し、食い止めることが

がる。また、やずやの売り

かった。要は入って来るだ

奥さんが実行して、今は本

け出ていくからだ。やずや
できて、今は年商３００億

当に３号ビルまである。や

90
20

を見たほうがいい。

10

お客様の年齢層を見てみる

21

億円から上がらな

しっかりと作りなさい」と

の社長は食い止める策を練

と。もしくはポスティング

上げは

言われた。私は若かったの

頻度が上がれば上がるほど
をする。

ずやさんには「事業計画を

50

ういうことまでわかる。従

ポイントは

で作り方が分からなかっ

ローカルブランドが強くな

25

万円使

50

40

90

14

14

大井 啓伊 氏（株式会社ミリオネット代表取締役）
50

客様に分けてみた。すると、

10

55

高いお客様はアリナミンＶ

60

くる。例えば

と購入する商品は決まって

40

30 20

用していない。その人がい

代の方が勧

50

50

30

10

地方における
顧客の集め方
うのかわからないが、１回

60

10

代になると行く人が

50

40

代の人が

になる方は「

30 20

13

データを分析す
るだけでヒント
が出てくる

15 50

20

50

10
30

15
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・パックス代表取締役社長）にお願いしました。

手は本紙でもおなじみの尾関勇氏（株式会社アンゼン

ャーになるのか」をテーマに講演を行いました。聞き

式会社虎屋

取締役）を講師に迎え、「小豆餡はメジ

全菓連では、全国組合幹部研修会で黒川光晴氏（株

に出してそのあとにお菓子

しても、例えば食事を最初

メといったお菓子屋さんに

なラデュレやピエールエル

ことで、例えば現地で有名

るということが当たり前の

・テという形が主流でした。

を食べるというサロン・ド

先月号より続く。

工夫を凝らした明るい店舗に

その②

親近感を持っていただける

うなものでも、現地の方に

アールグレイ饅頭

は、どら焼きなどを売って

ような菓子を出したいとい

夜半の月

いないのですが、焼きたて

う想いから、誕生しました。

虎屋としましては基本的に

ろうということでした。そ

の焼菓子というのは温かみ

また、チョコレート、お酒、

最終コンペまで残られてい

お菓子を中心にと考えてい

れぞれに季節に合わせたデ

があっておいしいものです

あとはこの当時現地でも

ました。新しい試みとして、

時やはり売り上げはあまり

ィスプレイをきらびやかに

ので、パリ店限定で『夜半

徐々に人気が出てきた抹茶

れられていくのかはこのあ

入ってすぐのスペースに１

芳しくなかったようです。

して菓子をそこに陳列する

の月』というどら焼きを販

を菓子に組み入れることに

と触れていきたいと思いま

枚の大きなテーブルを設

尾関：では、次（当日投影

ことによって、只々ここを

売したり、アールグレイの

よって、段々と皆様に親し

関しては、白餡にカラメル

す。さて、３回目の改装は

け、今までは少し違った装

写真）です。これはまた随

歩いているお客様に関して

粉末をすり鉢ですごく細か

みを持っていただきやすく

を煉りこんだ羊羹がベース

いつになりますでしょう

るのでお菓子だけを出して

も、店に入らずとも中がど

く削ったものを饅頭の生地

したということです。左上

です。

か？

て、店の中に見えるものす

もちろん生菓子に興味を持

なって丸いアーチの入り口

ういったお店なのかという

に練り込んで包んで蒸した

（当日投影写真）に関しま

尾関：お菓子の小豆餡のこ

べてが手作りで作られてい

分と雰囲気が変わります。

をという流れをつくったら

がシンボリックになりまし

のがわかるようにという工

アールグレイ饅頭などを販

しても、これもケーキでは

と、またどのように受け入

う、すごく大まかなところ

ます。ただ、手作りといい

いたのですが、やはりお菓

どうかということも含め

たね。

売しています。日本だった

あるのですけれども。

は考えたのですけれども、

ましても日本からではなく

子だけをお求めになられる

て、店内を一斉に改装しま

黒川：やはり当初のお店は

夫を凝らして店づくりをし

ら奇抜な菓子で、なかなか

提供されているのですか？

黒川：今年の６月です。パ

主には現地の社員に全権を

ってくださる方はいらっし

した。のれんは今まで通り、

かなり暗くて、何のお店か

その改装と合わせまし

ました。

難しいのではと思われるよ

黒川：はい。日もちはすご

リの街並みはものすごくき

任せておりますので、現在

ゃいましたが、羊羹を見れ

だとか、なかな

そのまま残し、現地の建築

というのがはっきりわから

て、菓子のバリエーション

社のお菓子は、外が軟らか

く短いですが。羊羹は今で

れいで良いところはあるの

黒 川： 改 装 を し て お り ま

かハードルは高

家の方に中の内装を依頼

ないですし、もう少し明る

も充実させました。日本で

くて中のあんが硬いみたい

も抵抗を持たれているお客

ですけども、石造りでもう

す。１９９０年代です。当

かったようで

し、少しモダンな洋風なつ

みを持たせたほうがお客様

黒川：ただ、そうも言って

なものが多いと思うのです

様が多いです。けれども、

お客様がものすごく少な

す。そこで、当

くりの店構えにさせていた

はアプローチをしやすいだ

はいられない。店の経営も

が、こちらは中に杏のピュ

やはりフルーツの入った羊

ばお客様は「黒

時の社員が気づ

だきました。

にも安心しておいしく召し

ありますし。そういう状況

ーレが入っており、外が硬

い。ならば現地に合わせて

いたことがあり

尾関：共通のテントがなく

あがっていただけるように

の中から、もう少し現地の

い羊羹で中が軟らかくして

フードメニューも考案した

ます。フランス、

流行に敏感な方々などがご

という工夫が凝らされたも

お客様に親しんでいただけ

いせっけんなん

特にパリの街で

来店くださるようになりま

のでした。当時はマカロン

るような羊羹は何かという

じゃないか」と

は食事をした後

した。例えばそういったお

もやっておりました。青木

上で、食事のあとにお菓子

にお菓子を食べ

客様がお友達をお連れにな

定治さんに、餡をこちらが

おっしゃったり

挟んだケーキでして、こち

られた際に、何を召し上が

提供させていただいて、そ

ことで考案されたものが、

あること。その中の軟らか

羹のほうが、普通の『夜の

何百年も変えてないので、

は日本に帰国している市原

んですべて作り込んでいま

現地の職人さん達を呼び込

で「角を立てない、折り合

というパリ店の元支配人が

う心」という日本の精神を

水まわりや配管など、修繕

さんの中から、田根剛さん

表わしています。

梅』や『おもかげ』といっ

というフランスで活躍して

尾関：これは私も先日パリ

いものを包み込んでるよう

り、この店舗を作りました。

いる日本の若手の建築家に

の羊羹コレクション下見で

焼きリンゴや洋梨、アプリ

尾関：この店のコンセプト

店舗を作っていただきまし

行かせていただいたのです

の餡や抹茶を使ったマカロ

やすいようです。

など、実際に黒川取締役が

た。ＤＧＴという３人のユ

す。また、漆喰の壁面には

尾関：これらは白餡を使わ

いろいろと指揮されたとか。

ニットを組んでらっしゃる

一切の角をつくらないこと
し、寒天をきちっと上手に

れてるのですか？

黒川：最初のコンセプトづ

が、是非皆さん一度ご覧に

すべて作り上げたようなも

溶かして固めないと模様が

黒川：イチジクの羊羹以外

くりに関しては。虎屋の中

方です。お若い方ですが、

なられるといいですね。

のです。いくつかの建築家
ポートといいますか、お酒

出てこなかったりするの

はほぼ白餡の羊羹です。

エストニア国立博物館の設

が必要となり、あらためて
リ店で販売したり。

を入れて煮詰めたものを寒

で、作り手としてもなかな

尾関：そうですか。小豆餡

でパリ店がどういった位置

計をはじめ、国立競技場も

改装しようということにな
尾関：なるほど、興味深い

天、糸寒天を溶かして固め

かチャレンジの多いお菓子

付けで、どういった店づく

た小倉やこし餡の羊羹より

ですね。

て羊羹にしたもので、瀬戸

ではあります。

が全部というわけではない

りにしていきたいかとい

は、召しあがっていただき

黒川：生菓子や、お持ち帰

型とかを使ったココットで

のですね。

な、作り手の気持ちもすご

りいただける菓子もそうで

形も考えて作っていまし

尾関：難しいものなのです

黒川：ええ。洋梨のものに

く感じ取れるような。しか

すが、虎屋の中でも羊羹は

ね。これらはパリではテイ

コット、イチジクの入った

不可侵な部分があったので

た。すごく面白い発想だな

クアウトとカフェと両方で

羊羹です。大体すべてコン

すけれども。

と 思 っ て い る 菓 子 は、『 ア

次号に続く。
プリコット羊羹』です。弊
ですものね。

尾関：あまり変えられない

ンを作っていただいて、パ

全部漆喰でできておりまし

いになっております。中は

らもパリ店限定です。この

ったら良いかわからない方

アプリコット羊羹

日本の精神が込められた新しい改装

尾関：シベリヤみたいな感

段階に来ますと、最先端の

お菓子もフランスに合わせる

じですね。

ファッション業界の方や、

聞き手：株式会社アンゼン・パックス 代表取締役社長 尾関勇 氏

黒川：餡が入っていて寒天

株式会社虎屋 取締役 黒川光晴 氏

で固めたようなものを中に

小豆餡はメジャーになるのか

【基礎編】
鈴木 信明
氏

食塩……………………
砂糖……………………
脱脂粉乳………………

い、折りたたみ棒状にする。
生地を締めながら伸ばし

％）
焼成…上火２００℃

ｇ

ｇ
ねじり編み込みパウンド型
）に入

下火２３０℃

【焼成】

れる。

×ｈ

約
【パンチ】

◯表面につや出し用の卵を

（１７０×

ｇ

◯パンチを行なうことでグ

分

ｇ

ルテン組織を阻害するダイ

バター…………………

ｇ

塗る。

全卵………………１００ｇ

ｇ）
スが混入されても生地に力

（紫芋パウダー………

カボチャパウダー……

カボチャダイス…２００ｇ
◯表面に空気穴があれば爪

・生地を薄く伸ばし合わせ

◯山食形

成形、或いは２つの生地を

みで成形、紫芋生地のみで

※成形はパンプキン生地の

楊枝でつぶす。

水…………………５５０ｇ

（紫芋ダイス…………

中速４分→バ

合わせて成形するとバライ
ティーに富む。

に入れる。

※今回はパンプキンと紫芋

はカットして提供する。

紫色を鮮明に出したいとき

※カボチャの黄色、紫芋の

・しっかりとガス抜きを行

を使用したが、抹茶と大納

）

い、折りたたみ棒状にする。

言、ニンジンとダイス、ほ

×ｈ

めん棒で伸ばし巻き上げ

うれん草などに置き換える
×ｈ

）に

型（１７０×
入れる。

・しっかりとガス抜きを行

とバラエティーに富む。

閉じ口を下にしてパウンド

ド型（１７０×

閉じ口を下にしてパウン

て巻き上げる。

【成形】

が付きボリュームが大きく

85

なりやすくなる。

85

ｇ）

30

パン講習
日本菓子専門学校

パンプキン ＆ 紫芋ブレッド
ｇ

パン酵母（生イースト）
………………

【工程】

低速３分

ミキシング

ター
中速５分→ダ

低速２分～
℃
℃

分でパンチ

分

℃

85

低速２分
イス
生地温度…

％）途中

発酵時間…１２０分（
分割…２１０ｇ
ベンチタイム……
成形…山形食パン（２１０
分（

ｇ×２玉）パウンド型

最終発酵…

85

【配合】
強力粉…………１０００ｇ
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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。
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