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的な方策。現在、今秋を目途に中間的な取りまとめを行うため、関係者からヒア

料原産地表示制度や取組の検証と加工食品の原料原産地表示の拡大に向けた具体

地表示制度に関する検討会」を開催している。検討項目は、現行の加工食品の原

今後の対応方策について、消費者庁と農林水産省が共催で「加工食品の原料原産

加工食品の原料原産地表示については、現在、拡大に向けて検討されており、

はないので、季節やその年

て単独で供給できるわけで

は、国内産地が年間を通し

る、栗やいちご等の農産物

菓子によく使用されてい

います。例えば和菓子、洋

・価格で消費者に提供して

相性にはアメリカ産か、カ

要です。小麦も、製品との

糖かというようなことが重

ュー糖か、白ざらか、三温

係無く、上白糖か、グラニ

リア産かということとは関

原料がタイ産かオーストラ

与えます。例えば砂糖は、

は、はるかに大きな影響を

の種類、品質の方が製品に

は、原料の原産地よりもそ

菓子製造業者にとって

いただきたいと思います。

困難であることを理解して

に、表示を変更することは、

の原料構成の変化のたび

内の菓子製造業者に複雑な

す。このようななかで、国

への影響を懸念していま

造業者、特に中小零細業者

の増加により国内の菓子製

ることになり、今後、輸入

菓子製品の関税が撤廃され

ート、ビスケットを初め、

方、キャンディやチョコレ

どが手厚く保護される一

米や小麦、砂糖、乳製品な

また、ＴＰＰ合意により

迅速に得ることは困難です。

更されても、正確な情報を

が無いため、原料構成が変

地の情報を伝達する商習慣

菓子製造事業
これ以上の拡大は困難

リング等をしているが、同検討会の第５回には中小菓子製造事業者代表として黒

の出来により、移動します。

者から意見

川耕次氏（全菓連理事・東京都菓子工業組合理事長）に出席してもらい、席上、

輸入品も季節や気候の変動

加工食品の原料原産地表示制度に関する検討会で

全菓連でまとめた次のような意見を述べてもらった。関連記事２面。

めており、本社は東京都足

作っています。主な販売先

の鈴カステラや六方焼きを

ゴジャムサンド、半生菓子

ムサンドクラッカー、リン

年間を通し、価格と品質を

間加工食品です。これらは

ん、乳製品、油脂という中

んどが砂糖や小麦、でんぷ

す。また、菓子の原料ほと

により、輸入国が変化しま

中間加工食品の中には果汁

また、菓子の原料である

です。

強力粉か、中力粉かが重要

産かというより、薄力粉か、

ナダ産か、オーストラリア

守れないばかりでなく、国

ります。国内の製造業者を

造業者の競争には不利とな

表示で可となれば、国内製

け、輸入品には輸入先国の

原料原産地表示を義務付

菓子製品への原料原産地表示の拡
大に対する意見
私は、東京都の中小零細

は大手量販店やコンビニ、

内農産物の需要を減少させ

生協、その他、専門店のＯ

やココア調製品、砂糖調製

ることになりかねません。

年の創

一定に保つため、原料原産

品等、輸入品も多いです。

立区、工場は埼玉県八潮市

ＥＭとかＰＢ、ストアブラ

しかし、海外では原料原産

にあります。昭和
年目に入りま

地の切り代えが頻繁に行わ

私ども菓子製造業は、国

れています。その一つ一つ

菓子製造業者で組織する、

業で、今年

名、合計

ンドです。

東京都菓子工業組合の理事
長を務めております黒川と

名、パート

した。従業員は、正社員が

また、今回、任意表示を

いただきたいと思います。

内外の多品種の原料を使用

は価格の高騰に加え、国内

定めた場合、過去の例を見

名で経営しています。商品

産バターの調達ができず、

ても、大手流通業者は義務

う立場で意見を述べさせて

産地表示が義務化された場

輸入バターに切りかえまし

表示にしてメーカーに求め

ていただき、一旦定めたル

合、仮に正確な情報が入手

た。原料原産地表示が義務

てくることがあります。任

ールは守るよう指導をして

できたとしても、原料原産

化されていたら、輸入バタ

ことは、記憶に新しいかと

地が変わるたびに表示を変

ーやマーガリンを使用した

意表示も結果として、全て

存じます。その際、私ども

日に

年度上期共同購入

更すると、印刷した袋で菓

ら表示違反になり、とても

以上の事情があるにもか

横浜港へ入港したため、輸

子を提供しているので、版

義務表示となるので、この

かわらず、一律的に原料原

入雑豆実需者団体協議会

の変更があります。それに

対応できなかったと存じま

ようなことも含んで、決定

しています。それらを安定

（事務局・全菓連）では、

多大な費用がかかります。

す。

いずれにしても、中小零

的に調達し、安定した品質

８月２日、南本牧・上組の

なおかつ、数カ月の期間も

を決めても、大手流通業者

細企業者の実態を踏まえれ

はビスケットやクラッカー

横浜港へ入港した天津小豆
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倉入れに行き、同小豆を視

必要ですが、その後にまた

は自社のＰＢを中心にさら

の天津小豆が、７月

平成

察した。上期の共同購入数

原料原産地が変わることも

に上乗せし、厳しい表示を

にジャムをサンドしたジャ
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申します。本日は、中小零
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いただきます。また、現在、

細菓子製造業者の代表とい
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あります。このため、在庫

る。また、今回、共同購入

が６回に分けて入港され

ると思います。国内産バタ

製造者には、死活問題にな

と手間が発生し、中小企業

包材等の廃棄に多大な費用

は、できるだけ業者にも負

れません。国が決めた基準

に仕事を取られるので、断

す。個々のメーカーは他社

求めてくることがありま

ただくよう要請します。

し上げ、慎重に検討してい

の拡大は困難である、と申

ば、原料原産地のこれ以上

す。

していただきたいと思いま
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にしても何にしても、産地

だと思います。ただ、果汁

と輸入ができるなら、可能

黒川・単一のところでずっ

示は可能でしょうか。

した場合、原料原産地の表

原産国にするという表示に

品について、中間加工地を

質問・例えば輸入中間加工

一変することはできませ

ませんが、どこかの時点で

包材に印刷しなくてはなり

使えなくなります。新しい

ているので、旧包材は全部

の棚にある印刷袋で対応し

袋と言って、スーパーなど

らない。我々業界は割合平

と、国名も変えなくてはな

加工食品の輸入地を変える

えなくてはならない。中間

性のなか、その可能性はど

のを今後、進めていく方向

いう表示や、それに近いも

産なのか、外国産なのかと

質問・原産地ではなく、国

います。

にはなかなかできないと思

に負担がかかるなど、現実

材料が滞った場合は、処理

かく指定された時、その原

ん。例えば１国、２国と細

類しかないので、国内と外

局、国内産か外国産の２種

意味はないと思います。結

・外国産）と書いても余り

す。すると、砂糖（国内産

国産と国内産が入っていま

っている砂糖の中にも、外

あります。皆さんが日常使

使いなさい、という指針が

め、一定量の国内産砂糖を

糖大根や砂糖きびを守るた

なら国内の砂糖生産者と砂

す。ところが、例えば砂糖

のは、表示できると思いま

黒川・国内か外国かという

う考えていますか。

っています。青森産のリン

ジャムサンドクッキーを作

黒川・うちの会社でリンゴ

ていますか。

情報をどう伝えようと思っ

と思います。消費者に商品

を見つけようとされている

せんではなく、できる方法

ると思います。全くできま

開示は、事業者に責任があ

質問・消費者に対する情報

意味があるとは思えません。

かる割には、さほど大きな

なりかねません。負担がか

ＯＫになってしまうことに

国と書いたら、全部それで

いから、使ってもいい」と

だ、以前と違い「分からな

の２つしかありません。た

を使用したと変えるか、こ

袋を印刷し、国内産リンゴ

トップするか急遽、新しい

ャムが無かったら、生産ス

かねません。青森県産のジ

っても、表示義務違反なり

ら、他の国内産リンゴを使

ンゴ使用と言っているか

なると、結局、青森県産リ

いことがありました。そう

リンゴの供給が間に合わな

る年、青森県に台風が来て、

ゴで、製造しています。あ

思います。

の区分けをお願いしたいと

と、余り必要ではないもの

います。本当に必要なもの

なくてもいいのでは、と思

うものは、さほどこだわら

と分かるわけない。そうい

麦を食べた人が、カナダ産

のでありません。例えば小

要ではない、と言っている

す。私は、原産国表示が必

トのアップにつながりま

ーには負担になるし、コス

りません。しかし、メーカ

ルを守っていかなくてはな

はならず、かなり高いレベ

１面より続く

に天候の異変や干ばつ等が

黒川耕次氏
（全菓連理事・東京都菓子工業組合理事長）
への質疑応答より

加工食品の原料原産地表示制度に関する検討会

起きた場合、その国から変

校、体験

などで交流が始まった。

道・平仮名文字・日本映画

（三）形を整える面白さが解

（二）繊細な甘味を味わえ

（一）日本の食材に触れられ

語る。

印象的であったと担当者が

姿や、学びの姿勢がとても

く作り上げようと取り組む

㈱梅月庭大澤広久社長の

「見て、触れて、味わって」

るモノとする。

台湾からの企業研修とし

担当は家庭科で、マレーシ

ミルク風味の生地で

焼き上げている。

いますと諸岡良和社長の弁。

とって重要なことと思って

には、成田市にある当社に

れ、今後とも国際文化交流

だ ホ イ ル 焼 き。「 土

混ぜ込んだ餡を包ん

はバターやラム酒を

的な銘菓「はごろも」

倉吉舎

副会長の山下浩紀

さんは、お菓子処か

わしまの二代目。昭

年の創業で今年

れ、総本店に来店し、店内

和

屋㈱・木更津市㈱梅月庭・

と成田羊羹資料館を見学、

蔵最中」は国産のも

て毎回協力したことで、学

匝瑳市㈲鶴泉堂など各社が

和菓子の歴史や文化を、㈱

千葉県菓子工業組合相談

混ざり和菓子作りの体験学

業組合に海外の高校生が日

受け入れ、実施している。

梅月庭に長年勤めているイ

お菓子教室で上生菓子作り

の体験が、日本の思い出に

ア高校生と木更津高校生が

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

国際空港の要・千葉県！

数、春・秋、各

和菓子作り体験

海外の修学
旅行生が

千葉県商工労働部観光誘
校、既に成田市米

本への修学旅行の折、日本

三社だけでは限りがあり体

ンドネシア人に、マレー語

の体験をした。見本と同じ

希望校

の様々な伝統文化を学びた

験できない学校が生じる。

に翻訳してもらい縄文時

致促進課より、当県菓子工

いと、要望の中で和菓子作

なんとか希望を叶えてあげ

代、弥生時代・南蛮菓子な

方の講義は片言の英語で英
語の先生にも協力いただき

日台湾
名を受け入

米屋㈱では５月
からの高校生

役・森浩

•••••••••••••••••••

「羽衣伝説」の地に

た。しかし、天女は二度と

菓子処まんばやの五代目。

会計の鶴本豊樹さんはお

朝や関金、東郷、羽合など

鳥取県中部地方には、三

い天女は男の女房になり、

してしまった。天に帰れな

がいた。男は天女の衣を隠

浴びをしているのを見た男

んだ銘菓「打吹コロコロ」

造販売し、天女伝説にちな

代目である。和洋菓子を製

昭和

年創業の倉吉舎の二

会の会長は岡本栄伸さん。

鳥取県菓子工業組合中部

茶にあう上生菓子も手掛け

道の盛んな地域なので、お

一口サイズの焼き菓子。茶

中は白あんで栗の形をした

は創業当時から続く銘菓。

年。「志ば栗」

有名な温泉があり、倉吉市

二人の子を授かった。ある

年から台
湾の修学旅行生のホームス

の玉川沿いに並ぶ白壁土蔵

日、天女は羽衣を見つけ、

れた。日本の

流会が開催さ

生が来日し交

を㈲鶴泉堂大川功修社長に

もらおうと和菓子作り体験

広く日本文化の体験をして

この地方には「羽衣伝説」

風情ある町並みだ。

い漆喰壁の家や石橋も残る

選定されている。赤瓦に白

伝統的建造物群保存地区に

ち鳴らし、母親に呼びかけ

登り、笛を吹き、太鼓を打

は大いに悲しみ、打吹山に

旅立っていった。子ども達

を地上に残したまま天界に

それをはおると、子ども達

は牛乳たっぷりの黄味餡を

リ ー フ パ イ。「 蔵 み る く 」

うこそ」の気持ちをこめた

る。「葉こそ葉こそ」は「よ

コが入った焼き菓子であ

で知られる。クランチチョ

はめでたい。

に跡取りが生まれそうなの

者が菓子学校に入学。老舗

ている。来年は六代目予定

匝瑳市は平成
高校を会場に

テイ受け入れを実施してい

群は江戸、明治期に建てら

雰囲気を味わ

依頼され今回で３回目であ

がある。東郷池で天女が水

ら

ってもらおう

る。和菓子作り体験講師と

長・小谷寛

鳥取県菓子工業組合理事
して心がけていることは、

10

と、お琴の演

42

25
奏で歓迎、書

30

葉県立木更津

マレーシアか

れた建物が多く、国の重要

創業は明治

地上には帰って来なかった。

っぷりと詰めている。

使い、自家製餡をた

に北海道産の小豆を

ち米を使った最中種

50

る。当初は市の特産品植木

老舗・銘菓が集う

周年になる。代表

り体験を受け入れてほしい

たいと県庁からの要請、秋

校長より感謝状が授与さ

との要望があった。

の修学旅行生を受け入れる

なればと心がけている。

修学旅行生は台湾・マレ

若者同志が談笑しながら

き入っていた。

校が計画に入

共同作業の和菓子作り、小

24

作り体験のみであったが、

さな国際交流であった。

っている。
日千

17

人の高校

２月

取

習を行った。原材料や作り

ーシア・タイで、一回の生

どの講義を興味をもって聞

徒数

和菓子作り体験で国際文化交流

20

鳥

菓子職業訓練

予定で、傘下である千葉県

41

15

人位、来県する高校

25

葉
千
30

平成28年８月15日 （２）
（毎月 15 日発行）

聞
新
業
工
子
菓
（第三種郵便物認可）

第929号

晴らしいと心か

れることは、素

ク大会を開催さ

本の地でブロッ

た。その中、熊

いと感じまし

に長崎・佐世保一同、力を

め研鑽をする、をモットー

より「九州は一つ友情を深

れ、佐世保菓青会上田会長

県で行われることが承認さ

認の後、次期開催地が長崎

議事では、大会宣言文承

第
回
全菓連青年部

国菓子工業組合連合会青年
確認しました。これから復

べきか議論があ

会を熊本で行う

す。ブロック大

あった。次に松下ブロック

待ちしています」と挨拶が

合わせて仲間のお越しをお

大会旗伝達式

頂きまして、誠にありがと

ら感じていま

熊本地震の被災のなか無事開催

うございました。九州の仲

九州 ブ ロ ッ ク 熊 本 大 会

回菓業青年会九州ブ

間達がいる事の大切さを再

部九州ブロック熊本大会
興に向けて、一つ一つおい

Ａクラウンプラザホテル熊
て頂いて、うまい物を作り、
すが、こういう

ったと推察しま

り会長会議報告、各菓業青

会参加の報告、村田会長よ

長より各地へのブロック大

日～

本ニュースカイで開催され

時だからこそ、

震の折は、全九州のメンバ

村田会長より「先の熊本地

の後、菓青会九州ブロック

故会員追悼、大会綱領唱和

大会では、国歌斉唱、物

事長、槌谷青年部部長が参

た。全菓連からは、堤副理

した。町中を歩いていると、

ることを、改めて実感しま

に見て大変な事になってい

況を見ていましたが、実際

より「ニュースで熊本の状

拶があり、青年部槌谷部長

と全菓連堤副理事長より挨

を述べた。次に、来賓紹介

ょうか？』と伝えました。

元通りに戻ったわけではな

家、崩れた家があり、まだ

所々立ち入り禁止になった

熊本は負けません。絶対復

あった。

感じております」と挨拶が

る人が務めるべき役割だと

菓子業界で生き

けすることが、

てお客様へお届

り、菓子を作っ

精一杯動き回

長が知り、昨年の

た（以後掲載）。

営 戦 略 』」 の 講 演 が 行 わ れ

て『黒糖ドーナッツ棒の経

会に貢献する企業をめざし

吉田高成氏による「地域社

フジバンビ代表取締役社長

本会議終了後、株式会社

年会近況報告があった。

大会を無事開催できるかど

実行委員長より「震災後、

九州ブロック熊本大会井手

んの一部の事で、熊本の被

ィアが放送しているのはほ

ら言われたことだが『メデ

た。５月

日、熊本県菓子

０個のお菓子が集まりまし

その言葉で、福岡で６５０

った。最後に大会旗伝達式、

思っています」と挨拶があ

活させ頑張っていきたいと

持ち帰ったと言われてい

社の横には、田道間守命が

ちらに遷座をされました。

11

加した。

ーの皆様にご支援と物資を

西村実行委員長から「人か

月にこ

その後、懇親会に移り、

約

一歩一歩進むしかないと思

26

っています」と歓迎の言葉

25

名の青年部員が参加し

は、６月
しいお菓子を皆さんに食べ

ロック熊本大会・第

第
回全

18

日、ＡＮ

18

62

80

力とご理解のおかげで、無

臨席賜りました方々のご協

菓青会会員の皆様、本日ご

かし、関係各社、諸先輩方、

不安で悩んでいました。し

うか、熊本菓業青年会一同

菓子組合並びに青年部など

きることは福岡、北九州の

願いされました。僕らにで

から伝えてください』とお

わらない。だから、帰って

災者がいろいろ訴えても伝

援できません。熊本から依

ることは、お菓子でしか支

思いでした。菓子屋ができ

な場所へ行き、心がつまる

方々のご協力により、色々

工業組合堤理事長並びに各

串拝礼を行った。宮司より

新宮神社で正式参拝し、玉

翌日、護国神社内の菓祖

た。

歳三唱が行われ閉会となっ

次期開催地代表者挨拶、万

されていたそうです。年配

言って、薬の代わりにも食

柑橘系の食べ物をお菓子と

な種類がありますが、昔は

ます。今こそお菓子は、様々

る、橘の木が植樹されてい

れと思われます」と説明が

の方は、風邪を引いたら薬

新宮神社と称されました。

あった。

の代わりに焼きミカンを作

社の中には石の祠が入って

熊本城は４００年前、武将

「元の鎮座地である新町の

言葉になって、菓子屋が熊

います。昔、新町には菓子

加藤清正により築かれた。

＂新＂と、現在の鎮座地の

本を盛り上げていきたいと

職人の町があったそうで

地震により石垣や塀が崩

頼があれば、お菓子の支援

思っています」と挨拶があ

す。田道間守命というお菓

れ、入場は不可で、所々立

色々な方に写真を見せなが

った。次に来賓を代表して

子の神様を、お菓子の職人

ち入り禁止になっている。

事開催する事ができまし

堤副理事長より「熊本の地

でお祭りしていたが、時代

二の丸広場から見える戌亥

る方がいるのも、そのいわ

震では皆様に大変お世話に

とともに職人が少なくなり

櫓は、石垣が大きく崩れ角

宮内の＂宮＂の文字を取り、

なり、ありがとうございま

お祭りがなくなって、個人

の石垣だけでかろうじて支

をしていただきたいと思い

した。水、食料など交通事

宅に祠だけ放置されていま

えられている状況である。

ま す。＂ 九 州 は 一 つ ＂ の 合

情の悪い中持ってきて頂き

した。地域の方々から相談

ら『お菓子で皆さんの笑顔

ました。これはなかなかで

を受け、お菓子の香梅の会

を引き出す事ではないでし

きる事ではありません。ま

次に熊本城を訪問した。

だまだ余震もありますが、

た」と歓迎の挨拶があった。

角の石垣で支えられてる戌亥櫓

昨年の開催地の北九州大会
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京・工組青年部

伊勢へ研修旅行を実施
場者による人気投票も考え

ていただきたい。また、来

の工芸菓子の出展を検討し

で、是非とも皆さんに多数

ても精一杯協力をして、大

上げていくもの、京都とし

た。菓子博はみんなで盛り

けて一層気が引き締まっ

にて閉会しました。

した島田氏による祭り締め

の菓子博実行委員長に就任

流が持てました。当青年部

と行き交う姿を表現した

ｍサイズで人々が意気揚々

部広報・西井一樹

京都府菓子工業組合青年

思います。

活動を検討していきたいと

皆様と交流を持てるような

りました。今後も他府県の

り、大変有意義な研修にな

との貴重な交流の場ともな

三重県菓子工業組合の皆様

けて気が引き締まり、また

員一同ますます菓子博に向

今回の研修旅行で青年部

路につきました。

かげ横丁などを散策後、帰

の「すし久」にて昼食。お

内宮を参拝しおはらい町内

翌日は伊勢神宮の外宮・

成功に終えたい」と挨拶。
続いて三重の早川部長にご

ている」とのこと。

挨拶いただき「シンボル展

チームの不破重良チームリ
その後バスに戻り、車窓

京都府菓子工業組合青年

より菓子博のパビリオン建

ーダーに会場をご案内して

示は歌川広重の浮世絵「宮

いただきました。
設予定地のご説明をしてい

部は６月７日（火）～６月

メインアリーナは面積約

８ 日（ 水 ）、 全 国 菓 子 大 博
覧会・三重の視察も兼ね、
川の渡し」をモチーフに立

れ、フードコートもあると

い。宮川の渡し船は無料だ

体的に表現し、５・５×

ただきました。広い敷地内

団体等の展示、テーマ展示、

その後、鳥羽シーサイド

のこと。

に数多くの施設が建設さ

３５００㎡と広大で、全国

シンボル展示を行うとのこ

のブロック展示、菓子関連

伊勢方面への研修旅行を行

と。青年部員は会場の広さ
ったので、これが「おもて

いました。

条口をバスにて出発し、車

ホテルに移動し会議室にて

分に京都駅八

内では工芸菓子の実演ＶＴ
に驚き、不破氏は「スケー

７日９時

Ｒを鑑賞。昼食後、全菓博

したい」とご挨拶いただき

紹介も行われ、終始賑やか

なし」の原点とも言われて

いただき、改めて菓子博に
ました。

副部長より乾杯のご発声を

に進み、三重県菓子工業組

おり、その心を表す展示に

ついてご説明をしていただ

業組合伊勢支部から新たに

いただきました。

全菓博実行委員会事務局の

次に工芸菓子を展示する

きました。

３名加わっていただき、ご

水口良之事務局長にお越し

サブアリーナを視察。広島

懇親会に移り、関部長が

紹介頂いた後、三重の岡本

ル感を感じてもらえれば」

同地にて、三重県菓子工

菓子博と同程度の出展数に

「サンアリーナの中まで入

と話されました。

業組合青年部の早川賢部

対応できる小間数が用意さ

ることができ、菓子博に向

の会場となる「三重県営サ

長、岡本伸治副部長に合流

れ る と の こ と。「 十 分 な ス

ンアリーナ」を見学へ。

していただき、全菓博・三

ペースを用意しているの

懇親会より三重県菓子工

実行委員会事務局おか

合青年部の皆様と大いに交

重

途中、参加者全員の自己

しであいグループ文化展示

目の時、時流に乗れず旅籠
は廃業の憂き目を味わうこ

観光客が多い時代、それ

に、父親と私は従業員、ま

そんな祖先の思いを胸

～そうか

そうか、う～ん

ました。今度は先生が「お

わず「これやっ！」と叫び

しかしブームは静かに去

で四国が脚光を浴びました。

に結ぶ高速道路の開通など

立しました。

た地域の将来を見据え、こ

時代時代の流れで儚く消

っていきました。

なりの業績は上がりました

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

株式会社こんぴら堂
とになりました。

が、当時のお土産品は粗悪

名物が生まれるまで

品も多く玉石混交状態。

…脚灸…お灸…う～ん…灸

その後、代が変わり六代

まん。これでどうだ！」と

目が心機一転、琴平の地の

んぴらさんを代表するお土

比羅宮の参道沿いに旅籠

産を作らなければと強く思

当社の前身はその昔、明

えていく商品ではなく、お

客様に長く愛され、作り手

も誇りを持てる商品。いつ

の世も生き残っていくもの

誕生の瞬間です。
試行錯誤の末、やっとの

は困難を極め、時間だけが

当社の看板商品『灸まん』

叫びました。

利を活かした、観光土産品

と思います。

ら無から有を生み出す作業

っていました。しかしなが

（はたご）を営んでいまし

の製造を手掛ける会社を設

複雑な思いがあったろう

和年間（１７６４年～１７
た。しかしながら当主四代

むなしく過ぎていきました。

こそが名物だと思っていま

その昔、和田邦坊先生に

す。

ことで完成した『灸まん』

こんぴらさんを代表する

厳しく言われた事がありま

です。

そんな中、地元出身で新

世を風靡されていた「和田

お土産という作り手の意志

「私の言った通りにする」

す。

聞漫画やユーモア小説で一

邦坊」この人に協力をお願

を貫く為、ふさわしい場所

という約束事です。

でふさわしい雰囲気のお店
ある日、夕焼けで染まる

で直売をしなくてはと思い

いすることにしました。

部屋で先生と色々とアイデ

ました。

の麓の参道に『灸まん本舗

ある年の暮れ、金刀比羅宮

そうして、念願が叶い、

遠のテーマであります。

れ、今も私の菓子作りの永

この言葉は心に深く刻ま

菓子を作りなさい」でした。

そしてそれは「甘くない

アを出すうちに、当社原点

石段や本店』を構えること

である旅籠に話しが移りま

ご先祖様の始めた旅籠で

あれから幾星霜、瀬戸大

した。

は旅の疲れを癒すため女中

ができました。

橋の開通、また四国を縦横

・位野木正

香川県菓子工業組合理事

さんがお客さんの脚にサー
ビスでお灸をすえていたと

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。

京都府菓子工業組合青年部
の話になったとき、私は思

－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。

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。

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。

（オプション）

☎03-3400-8901

☎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）

5.リコール（回収）費用保険

（オプション）

（食中毒利益担保特約）

（オプション）

3. 食中毒休業補償保険

2. 初期対応費用担保特約

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）

4. 施設賠償責任保険

＋

10
店内風景

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

30

７２年）頃から代々、金刀

灸まん本舗石段や本店

● 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）

都
京
川
香

平成28年８月15日 （４）
（毎月 15 日発行）
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「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◇

和菓子講習会
出荷量日本一の葡萄と桃で

ミルクぷりんと桃錦玉で流

くりに大切なこと、また沢

が、さっぱりしていて食べ

教えて頂いた５種類の和菓子

やすく、且つ葡萄と桃の味

和泉英喜講師

山のヒントを教えて頂きま

ふるや古賀音庵は、昭和初

がしっかりと出ていまし

平成

年７月

第

日（水）

今回は、葡萄と桃のお菓

当日は梅雨明けが遅れ、

れました。

ます。

甲府菓子工業協同組合理

事長・石井勲

回通常総会開催

氏

平成

算（案）決定の件

第３号議案

全ての議案が慎重な審議

及び徴収方法決定の件

の上、全員異議なく原案通

パラＪでコーティングした

チーズどらは、桃餡とクリ

ーティングしたお菓子。桃

コーティング（水餡頭）し

リンは、桃餡を透明露草で

ら皮で挟んだお菓子。餡プ

きます。

くりに積極的取り組んでい

萄と桃を活かしたお菓子づ

らも出荷量日本一を誇る葡

うたわれています。これか

真由副会長（内外香料㈱社

のご挨拶の後、司会の後藤

長（㈱寺本製菓材料社長）

製 菓 ㈱ 会 長 ）、 寺 本 眞 一 会

黒川耕次名誉会長（三黒

「ビジネスマナー」という

サルティング代表）です。

塚本晃子氏（ビジネスコン

滞りなく総会が終了し、

り可決決定しました。

お菓子。果の子は、葡萄餡

萄餡を道明寺で包み、赤ワ

ームチーズを混ぜた餡をど

名の方がご出席下さ

年会費

「ビジネスマナー」について

講演会 塚本 晃子

東京都菓子工
業組合協力会

•••••••••••••••••••

した。心より感謝申し上げ

し合わせたお菓子。
和泉講師が作ったお菓子

期創業の和菓子屋さんで

をその場で試食しました

す。東京都渋谷区に本店が

日（火）

山梨県菓子工業組合主催の

た。また見た目も透明感が

年６月

和菓子講習会に参加しまし
あり、デパ地下や空港等多

平成

た。今回の講習会は有料で

あり、とても綺麗で、暑い
季節にも涼し気で食べやす

数店舗展開しています。

すずや菓（葡萄）、果の子（葡

子の講習でしたが、葡萄も

例年よりは暑さが和らぐ

教えて頂いた和菓子は、

したが、参加者で会場はい

萄）、旬菓（葡萄）、桃チー

桃も山梨県が出荷量日本一

中、

回通常総会が上野

に参加している方からも

ズどら、餡プリン（桃）の

です。ここ最近は、地産地

に、第

「こんなに参加者の多い講

５種類です。すずや菓は、

消が全国の何処に行っても

「精養軒」において開催さ

習会は、珍しいな」との声

葡萄クリームチーズ餡を低

でした。和泉講師は、ふる

に白いんげん豆を寄せ赤ワ

インと葡萄のピューレで風

を聞きました。

温つゆくさＳで包み、オブ

や古賀音庵の工場長として

インの錦玉でコーティン

味を付けたあかね豆腐でコ

っているイベントだと感じ

山本リーダーは「実際に、

を見守る県スタッフ。県の

士の切磋琢磨にも繋がって

上生菓子作りが、組合員同

した旨報告されました。議

ており、本会は有効に成立

委任状を含め定数を満たし

長）より、本日の出席者は

にぐいぐいと引き込まれて

少しユーモアを交えた話術

た。落ち着いた雰囲気の中、

テーマでご講演頂きまし

での席順にはそれぞれ意味

色々なシチュエーション

太郎氏、全国菓子工業組合

取 締 役 ）、 事 務 局 長 の 原 憲

講師にお招きしたのは、

われました。

続いては恒例の講演会が行

製造のトップを務めていま

グ、仕上げにオブパラＪを

ています」と語る石川県健

います。同じ職人が真剣に

いました。

す。実家も和菓子屋であり、

塗したお菓子。旬菓は、葡

中でも、県内の子育てを

参加された方たちには大変

和泉講師には、お菓子づ

兄の和泉光一氏もパティシ

支援する様々な団体が参加

康福祉部・少子化対策監室

虐待防止のシンボルマーク

内の多くのみなさまに児童

子和菓子作り体験』は、県

県が協力して実施する『親

年、石川県菓子工業組合と

フの皆様と組合のコラボ事

する１日。仲良い県スタッ

リボンをつけて楽しく奮闘

まる白衣の胸にオレンジの

くお願いいたします。で始

て考える機会となった方も

知り、児童虐待防止につい

ャンペーンの存在を初めて

を通じてオレンジリボンキ

合もありました）この体験

らお断りせざるを得ない場

多く（中には定員の関係か

から〝チームオレンジ〟と

いつの間にか組合の先輩方

盛況です。中には『私達は

えるダメ出し、最後まで大

客様の笑い声、たまに聞こ

ク、いつまでも絶えないお

「教える職人の楽しいトー

技術者としての意義も感じ

からです」と本事業による

業計画（案）並びに収支予

第２号議案

承認の件

業報告書並びに決算報告書

第１号議案

した。

平成

ことです。

周りの方々への正しい心

使い、気配りがその人の評

価になるということです。

塚本晃子氏

年度事

長）の乾杯の音頭にて開宴

し、懇親に入りました。

東菓工と協力会も懇親の

り、小さな輪が大きな輪に

場を多く重ねるようにな

東菓工組合員と協力会会

なってきたのは喜ばしいこ

員、来賓の方を併せて

葉製菓㈱社長）です。瀟洒

司会は、二葉晃司氏（二

力会会長で顧問に就任され

に茜色に染まった頃、元協

さんの顔も、上野の空同様

鼓を打ち、旨酒に酔い、皆

の方が 集まりました。

な外面に似合わず、氏の持

米菓工業協同組合理事長の

きました。続いて、東京都

本新会長の順にご挨拶を戴

まず、黒川名誉会長、寺

㈱）

事長・中谷光基（中谷製菓

東京都菓子工業組合副理

うちにお開きとなりました。

社長）の中締めにて盛会の

た外海大六氏（日新化工㈱

碓田幸夫氏（㈱金吾堂代表

ませます。

つ明るい雰囲気は周りを和

とです。おいしい料理に舌

名

なりました。

続きましては、懇親会と

いました。

塚本先生ありがとうござ

連合会から渡辺嘉一郎氏

するイベント・子育て支援

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

和菓子作りの協同作業

親と子を
つ な ぐ

です。石川

業のスタートです。和菓子

多いようです。県菓子工業

呼ばれ期待されているので

（事務局長）の三氏のご来

いきます。

県では平成

虐待防止に関するメッセー

作り体験がメインですが、

組合の皆様、県内の児童虐

は！（ 粟 森 剛 君 ）』 と 勘 違

があり、知っていそうで知

長には寺本会長が選ばれ、

年度から

ジを伝え、また親子の絆を

年々内容はバージョンアッ

待の未然防止に向け、これ

いしている後輩も。これか

らないことに気付かされま

直ちに議案の審議に入りま

児童虐待を

より一層深めながら百万石

プし、お客様にも益々楽し

からもどうぞよろしくお願

らもお客様の笑顔を一番に

マナーは自分の為に必要

作業する姿は他のメンバー

未然に防止

の菓子文化に触れる機会と

んで頂いています」と語る

いいたします。そして、今

賓の紹介があり、牛窪啓詞

もなかなか見ることもない

するため、

して、とても注目されてい

県菓子工業組合中村辰男常

年も一緒にがんばりましょ

した。名刺交換のタブーも

好評で、毎年この和菓子作

秋の児童虐

「 私 は、 こ の 和 菓 子 作 り

ます。

務理事。県と県菓子工業組

考えながら、日々精進して

であり、マナーの良い人は

りを楽しみに来場する方も

待防止推進

体験は、単なる団体とのタ

合。今ではこの事業を通じ

う」と今後に期待を寄せて

いきたいと思います」と本

副会長（㈱愛工舎製作所会

家庭福祉グループ山本瑞輝

月間を中心

イアップ企画ではなく、小

て互いに阿吽の呼吸、打て

います。

を寄せています。

勉強になりました。

リーダーと「今年もよろし

に「オレン

出進理事長をはじめとする

ば響く人と人の間柄。だか

務理事は「実は、お客様に

石川県菓子工業組合事業
企画委員会・深沢大

社会から評価されるという

年から毎

ジリボンキ

県菓子工業組合皆様のオレ

らこそさらに磨かれて向上

披露する匠の技コーナー、

メッセで、平成

ャンペー

ンジリボンキャンペーンに

するコラボ事業。

人気キャラクターを模した

石川県のオレンジリボンキャン
ペーンに和菓子の匠たちが協力

オレンジリボンは、児童

ン」を実施

対する深いご理解と、ご協

お客様と職人たちの和気

27

28

年度事

し、児童虐

力いただいた和菓子職人の

藹々とした雰囲気と、それ

19

平成

待防止の広

皆様の児童虐待防止に対す

事業のこれからの姿に思い
報・啓発活

る熱い思いがあって成り立

県菓子工業組合の中村常

動を行って

23

います。
親子和菓子作り体験で教える職人達

84

っぱいでした。普段講習会

38

エとして活躍しています。

37

28

27

講 習 会 の 講 師 は、「 ふ る

38 28

21

や古賀音庵」の和泉英喜氏

いお菓子です。

京
東

28
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山
川
石
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「変化する時代」
年創業

岡インターと吉井インター

５キロ。上信越自動車道富
コン、携帯電話などは、一

は、今では当たり前のパソ
ている人、店舗のみで来て

持ちつつネット販売を行っ
で直球を打てるだけでは、

野球のバッティングと同じ

化して理解しきれません

んものすごいスピードで進

とても便利な反面、どんど

学んできた事、やり方にこ

られると思います。自分の

ば、困難な時代を乗りこえ

柔軟な姿勢を整えておけ

しい！と喜んでもらう為で

そこで、沢山の方に美味

に問います。

菓子を作るのか！と面接時

ケーキはお店にとって一番

大切な人のために作った

お客様ですよね。

人は誰ですか？そうです。

大切なお客様のために心の

が、どうせ解らないと思わ

こもった商品に繋がるので

良い選手ではありません。

す！と答えられる人材しか

す。そして接客をする中、

変化球も頭に入れておく事

採用していません。販売の

くれるお客様だけで商売を

だわらず新しい技術や若い

社員、アルバイト等も一緒

している人、さまざまです

ないで、情報を収集する、

人の感性などを取り入れ

般には普及していませんで

ができないと変化球には対

て、日々の仕事を謙虚な気

した。
が「少子高齢」「健康志向」

教わると時代の流れに対応

の丁度真ん中で群馬県の西

今、パソコン、携帯電話

する事が大切です。

南地区を走る国道２５４号
沿いにあり浅間山をはじ

応できません。また、カウ

年ほど前か

ントや、アウトカウント、

お客様に接することでお客

など時代は変化しています。

様の笑顔、感謝の気持ちが

「消費税増税」「嗜好品需要」

で、沢山のお客様を笑顔に

頂けるのです。それは菓子

がなければ商売にならない

持ちで邁進できれば、この

したい！と答えられる人材

人が沢山います。

変化に強い人は、どんな

でなければなりません。

め、上毛三山を見渡せるの

塁上のランナーと様々な事

変化する時代も商売を続け

どかな場所にあります。

世

ら洋菓子を始めました。

どの時代でも一番強いの

ていけると考えています。

東京から１００キロ

３代目の父が

甘楽菓子工房 こまつや

私の店は明治
今年で１１３年になる和・
洋菓子屋です。
店舗がなくネット販売の

場所、どんな環境、どんな

て銘菓『二七饅頭』ですが、

売強化も見込まれる事でし

り、はら山さんの更なる販

ことから更なる賑わいとな

本雄三

•••••••••••••••••••

お菓子を創るこころ構え

人で切り盛りしてい

ば一つでも多くお菓子を作

れる製造能力を問うべきで

しょう。

それが会社の利益になる

からです。でも本当にそれ

でいいのでしょうか？

面接時に必ず私のお菓子

作りのこころ構えを言いま

私自身もそれが励みにな

なります。

り、ここまで頑張れていま

励みがあると長く勤めて

す。

ももらえます。お客様の声

を聴くとモチベーションが

あがります。

象になります。

くなり、お客様にも良い印

それはお店の雰囲気もよ

「 お 菓 子 を 創 る 時、 必 ず

す。

大切な人の事を想いながら

全てはお菓子を創る時の

年選手のベ

で交代です。

テランでも未だに店頭に立

こころ構えが何もかも良い

ではないかと思っています。

方向に導いてくれているの

家族、恋人、親友には心

顔をしますね。

どういうこと？みたいな

作っています」と…

が接客をします。週替わり

私どものスタッフは全員

ます。

れて

㈲手創りケーキ工房 エンジェル

まず初めに私のお店の紹
介をさせて頂きます。

「㈲手創りケーキ工房エン

歳の時、

坪のテナントで開

１９８８年に

ジェル」

地元の

ちます。当然私も接客しま

クリスマスなどのピーク

す。

００３年に土地を購入し店

最後に、これからも大切

お店にとって一番大切な

商品が出来上がるのです。

要するに、心のこもった

部副会長・橘髙庸泰

広島県菓子工業組合青年

子創りをして参ります。

あげたい！と思いますよね。 な人の事を想いながらお菓

を込めて綺麗な良いものを

お菓子職人は何の為にお

です。

ら必ず約束している事なん

これは入社前の面接時か

時には全員接客しています。

手狭になり、５年後の２

業致しました。

職人にとって一番の励みに

人とでもうまく対応ができ

浦和は二の日と七の日に市

製造スタッフは本来なら

を一瞬で考える状況があり

す。鶏卵はすべてのお菓子

が立っていた事から名付け

群馬県菓子工業組合・山

ます。そこでひとつの事に

ます。

は「変化に強い人」です。

捉われず多方面から物事を

柔軟な頭と心そして謙虚な

私が、見習いを終えた
年前、平成の２・３年の頃

気持ちが大切だと思います。

時代が変化しＳＮＳなど

見るという事を覚えました。

を平飼い卵でつくっていま

ょう。

10

㎡

舗を建設。１６０坪に
お客様へどのようにアピー

の建物です。

住人がほとんどで平均収入

現在、スタッフは製造社

うとしているのが創作銘菓

有り一個１６２円です。従

『浦』です。こちらは郷土

一番の看板商品は銘菓

代の創建と伝えられる浦和

浦和のイメージで国内産栗

ルしているかを聞きまし

の調神社（つきじんじゃ）が

はさいたま市中でも２番目

ら。お菓子の材料で欠かせ

有ります。ここは社名のつ

餡を時雨で包み松の実とニ

員６人販売社員２人パート

ないのがお米、小豆、小麦

きから十五夜などの月待ち

ッキを添えて蒸し上げてま

アルバイトが５人、私を入

粉、卵などの農産物です。

信仰が古くからあり狛犬で

す。一個２５９円です。

来からの看板商品三種に加

はら山は農産物を厳選吟味

無く狛うさぎが居ます。良

区は普段の浦和レッズの試

え新たな看板商品に育てよ

し、農業者との交流を深め、

いツキにあやかれますよう

合も有りますが次の東京オ

『宮うさぎ』です。社記に

信頼のおける生産現場から

にとカステラ饅頭にうさぎ

リンピックの会場にもなる

よると第九代開化天皇の御

届く確かなものを材料とし

円（税込）です。続い

の焼印を押した焼菓子で一

た。「お菓子づくりはまず、

て使用しています。特に力

個

安心安全な原材料の確保か

の区です。
二代目店主にポリシーと

を入れてお客様にアピール

す。合成着色料と科学抽出

ました。薄皮黒糖饅頭で一

事長兼専務理事・中島祥夫

埼玉県菓子工業組合副理

の着色料は使わずお菓子の

ら焼きも看板商品で小倉・

円です。創業時からど

個

さいたまスタジアムの緑

しているのが鶏卵と色素で

に多いホワイトカラー住人

白餡・うぐいす餡と三種類

そんな変化に対応できる

私は、小学校から高校ま

業で作っています」

で野球をしていましたが、

みで商売をする人、店舗を

界文化遺産富岡製糸場から

さいたま市 菓房はら山

無添加目標の菓子つくり

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

私で四代目となります。

50

盤の関係で家持ち一軒家の

28

14

島

広

25
菓房はら山のお菓子

今回はさいたま市緑区で
営業する菓房はら山さんを
紹介します。創業は昭和
年と県内では比較的新しい
お店ですが、膨張剤以外は
無添加をお店の特徴に掲げ

かんらちゃんのバースデーケーキ

色付けは有機野菜や果実か

エンジェルのケーキ

90

レモンケーキ
ら自店で煮る絞るだけの作

エンジェル

手創りケーキ工房

て地元で大変人気がありま
す。
緑区は旧浦和市の東側で
海抜２・５メートルと元々
湿地帯と沼地が多い所で住
宅建設に適さない土地と言
われてきましたが、さいた
まスタジアム建設と地下鉄
開通に触発され近年人口が
激増した場所です。軟弱地

97

87

49

16

こまつや
甘楽菓子工房

36

馬

群
玉
埼
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トレハ Ｒ発売
周年を迎えて

周年

苺スフレ
トレハ
Ｒ

………………

ｇ

❶牛乳とバターを沸騰さ

Ｂ．カスタードクリーム

～２分間炊く。

た ら 弱 火 に し、 さ ら に １

苺（Ｍサイズ）………

Ｄ．仕上げ材料

粒

しぼり、苺を飾る。

シェフのコメント

○メレンゲは糖を加えるほ

ど安定してくるものだが、

トレハへの置き換えによっ

っかりと入れたメレンゲを

て甘味度を上げずに糖をし

組み立て

つくることが可能になっ

………………適量

生クリーム（飾り用）

………………適量

粉糖（泣かないもの）

牛乳………………６５０ｇ

Ｃ．クリーム

…………８７５ｇ

カスタードクリーム

バニラビーンズ…１／２本

ゼラチン………………９ｇ

ｇ

卵黄………………１００ｇ

フレーズデボアリキュール

Ｒ………………


ぜ合わせる。

ｇ

グラニュー糖……１３０ｇ

トレハ

❷全卵、卵黄を少しずつ加

薄力粉…………………

せ、粉類を加えて素早く混

えて混ぜ合わせる。

❶スフレロール生地を半分

べ溶けにくいため、先に加

ｇ

❸卵白にトレハを加えて泡

………………

えてしっかり立てる必要が

❶牛乳、トレハ、バニラビ

ぼる。

ある。

立て、７分立てになったら

❷半割りにした苺を全面に

○メレンゲを生地に加える

た。ただし通常の砂糖に比

並べ、上からクリームをし

ときは、手立てでなめらか

にカットし、クリームをし

❶カスタードクリームは

ぼってパレットナイフで整

な状態にしてから合わせて

％）

℃にする。

え、残りの半分の生地を乗

いくとダマになりにくく、

強力粉…………………

❷①の上にもう１枚抹茶ジ

○アングレーズを炊くと

を出すことができる。

で、練乳らしい粘度と風味

…………７７０ｇ

❷卵黄にグラニュー糖を加

❷ゼラチンを溶かし、フレ

せて冷やす。

生クリーム（

えてよくすり合わせ、さら

ーズデボアリキュールと混

❸粉糖を全面にふり、端を

ーンズを鍋に入れて沸騰さ

る。

に薄力粉を加えて混ぜ合わ

ぜ合わせる。

せる。

❹②に③を少量加えて混ぜ

せる。

❸①と②を混ぜ合わせ、ホ

グラニュー糖を加えてしっ

合わせ、残りのメレンゲを

❸①と②を混ぜ合わせ、裏

かりとしたメレンゲをつく

加えながら丁寧に混ぜ合わ

ごししながら鍋に戻し、木

㎝１枚分）

ｇ

薄力粉……………１２７ｇ

せる。

×

ベーキングパウダー…９ｇ

❺生地を天板にのばし、２

（

バター……………１２６ｇ

ェノワーズをのせ、練乳ク

き、卵の殺菌温度まで熱し

グラニュー糖…………

コンポートを加え、パウン

えて混ぜ合わせ、リンゴの

❺室温まで冷ました①を加

を加えて混ぜ合わせる。

❹粉類を一緒にふるった物

合わせる。

加えてさっくりと混ぜ合わ

残りの全卵と粉類を一気に

る。分離しかけた時には、

量が多い場合は難しくな

のように油脂に対する水分

ことができるが、この配合

そろえることによって防ぐ

ぜ合わせるものの温度帯を

わせることができる。

牛乳………………２３０ｇ

リームを下にして層を重ね

たときにＢｒｉｘを上げす

スする。

お湯……………………

分間焼き上

げる。

て割れるように焼成したく

○生地の中心が盛り上がっ

せるとよい。

～

❻焼きあがったら、すぐに

ない場合は、低温で焼くか

ラム酒（仕上げ材料）を刷

ーブンで

ド型に流して１６０℃のオ

用）を硬めにホイップして

結果として混ぜすぎずに合

❺抹茶ジェノワーズにシロ

る。

ぎないよう、糖割のバラン

人肌にあたためる。

❻冷えたら、４枚にスライ

枚分）
Ｂ．練乳クリーム

％）

Ｄ．抹茶生クリーム
生クリーム（

ぜあわせる。

落とす。生クリーム（飾り

ップをうち、④にのせて冷

❸さらに抹茶生クリーム、

スが大切である。

❷薄力粉、抹茶を一緒にふ
カードル１

全卵………………８２５ｇ
㎝

………１２００ｇ

Ｒ

グラニュー糖…………
トレハ

毛で塗る。

…………２・５ｇ

味わいとなる。このりんご

度と水分保有力により濃い

てゆく。さらにトレハの粘

ご本来のうまみを閉じ込め

しっかり飛ばすことでりん

○りんごのソテーは水分を

シェフのコメント

くい。

徐々にふくらむため割れに

き上げるタイプのものは

やすく、卵の気泡のみで焼

最後にガスが出るので割れ

使用するタイプのケーキは

上火のみ弱く調整する。ま

ド型２台分）

❶鍋の底にうっすらグラニ

た、ベーキングパウダーを

グラニュー糖……１３０ｇ

ュー糖を敷き、キャラメル

Ｃ．仕上げ材料

ンゴを入れ、グラニュー糖

ｇ

ラム酒…………………適量

とトレハを加えてソテーす

ｇ

ス」は日本における林原

ベーキングパウダー

る。

でアップルパイを作ると本

の登録商標です。

❷鍋にバターを溶かしてリ

❸水気がなくなるまでソテ

当においしい。

Ｂ．生地

ｇ

に、粉糖とトレハを加えて

◎問い合わせ先

Ｒ

全卵………………２４０ｇ

糖質事業本部

カスタマー

㈱林原

０１２０―０５―８８４８

コミュニケーション推進課

•••••••••••••••••••

混ぜ合わせる。

ｇ

❸室温の卵を少しずつ加え

強力粉…………………

薄力粉……………１３０ｇ

………………

ラム酒…………………

％）…
Ａ．紅玉りんごのコンポー

状にし、生クリームとラム

○この生地づくりのポイン

（

生クリーム（
ト

バター……………２３５ｇ

酒を加える。

紅玉りんごの
パウンドケーキ

中火で沸騰させる。沸騰し

イップした生クリームと混
分間焼成する。

べらでよくかき混ぜながら

グラニュー糖……１９７ｇ

～

卵白………………４６２ｇ

凍する。

大納言の層をつくり、残り

○抹茶生クリームは、冷凍

㎝×

（

ｇ

グラニュー糖…………

トは分離させないこと。混

３０℃のオーブンで

卵黄………………２１０ｇ

生地を流す。

の抹茶ジェノワーズをのせ

耐性を出すために糖割は

❹カードルに型紙を敷き、

❺１７０℃のオーブンで約

Ｃ．抹茶ペースト

てさらに抹茶生クリームを

％まで高めることが理想。

分間焼き上げる。

ｇ

ぬり、冷やし固める。

甘味がつきすぎてしまう問
Ｒ……


………………
抹茶ペースト…………

❶すべての材料を一緒に泡
だてる。
Ｅ．シロップ

バニラビーンズ…１／４本

ながら、その都度よく混ぜ

全卵………………１４５ｇ

Ａ．スフレロール生地

苺スフレ

氏（菓子工房オークウッド）

岩手工組 洋菓子技術講習会より

横田秀夫
トレハ Ｒは、おかげさまで２０１５年に発売
を迎えました。当初、和菓子を中心に使用が広がりま
したが、近年は洋菓子にも多くご使用頂いております。
その洋菓子界へのトレハの使用を広めて頂いた立役
者の１人であるオークウッドの横田秀夫シェフに、２
０１６年３月８日、岩手県菓子工業組合主催の講習会
を盛岡市の株式会社マイスター日の本にて実施頂きま

名のお客様も大変ご満足頂

した。トレハの特性を熟知された横田シェフならでは
の丁寧な講習内容に約
き、質疑応答も活発に行われました。この度はその中

ｇ

ｇ

❶全卵、卵黄、グラニュー

牛乳……………………

バター……………１５０ｇ

抹茶……………………

から、生菓子を中心に３品をご紹介いたします。

抹茶のケーキ
Ａ．抹茶ジェノワーズ

ｇ

❹粉糖をふり、端を落とし

題は、トレハの低甘味性と

ハローデックス

コンデンスミルク
…………３８０ｇ

ｇ

卵黄………………１８０ｇ

％）

ゼラチン………………
生クリーム（

水…………………２５０ｇ
❶牛乳を沸騰させる。

ｇ
❷卵黄にハローデックスと

小豆大納言………３６０ｇ

Ｆ．仕上げ材料

粉糖（泣かないもの）

ーする。

❷ポマード状にしたバター

❶りんごは皮付きのまま芯

㎝×７㎝×６㎝パウン
を取り、８㎜程度にスライ

※「トレハ」「ハローデック

紅玉りんご………２５０ｇ

粉糖………………１７０ｇ
バター…………………

トレハ
グラニュー糖…………

❹バットにあけて冷ます。
組み立て

冷めたら粗きざみにしてお
❶シロップを打った抹茶ジ

トレハ

ｇ

ェノワーズの上に抹茶生ク

ｇ
溶かし裏ごしする。

リームをしぼり、大納言を

Ｒ

❹冷やしてからホイップし

ちらす。

………………
た生クリームと③を混ぜ合

………………適量

ぜ合わせる。

ろみがつくまで加熱し、ふ

❸①と②を混ぜ合わせてと

コンデンスミルク加え、混

…………２００ｇ

抹茶……………………

て仕上げる。

枚分）

糖、トレハを混ぜ合わせ、

ｇ

シェフのコメント

るい、①に混ぜ合わせる。

カードル１

ｇ

抹茶の苦味とのバランスが

❸あたためた牛乳にバター

㎝

ｇ

○練乳クリームにハローデ

卵黄………………１００ｇ

㎝×

ｇ

グラニュー糖……４２５ｇ

（

75

く。

クリームの量を控えること

解決してくれる。

牛乳………………５４０ｇ

Ｒ

35

20

紅玉りんごのパウンドケーキ
ｇ

スする。

ックスを使い、合わせる生

を溶かして②に混ぜ合わせ

トレハ
る。

45

20

…………１００ｇ

薄力粉……………４００ｇ

65
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やかしたゼラチンを加えて
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わせ、カードルに流す。
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長崎で
～去年

栗王子の栗饅頭

知る人ぞ
知
る

国文化が交錯した

鎖国時代の日本で唯一異

屋の田中旭榮堂。

リニューアルオープン～

月
日

長崎奉行所の跡地にメイ
ン通りの中心にある栗饅頭

「栗饅頭」とマスコットキャラの栗王子

代素郎市さんは栗

て参りました。初

栗饅頭を作り続け

８年、４代に渡り

年の創業以来１１

店マスコットキャラクター

しでは「大正時代からの当

板です。耕太郎さんのお話

トのあるキャラクターの看

きかかえたとてもインパク

たのは南蛮人が栗饅頭を抱

店を訪れてまず目につい

頭として大変評判を呼んだ

の味がするハイカラなお饅

売当初にはまさに文明開化

入れ作られた栗饅頭は、発

ど、西洋の製菓技法を取り

をふんだんに使用するな

り食す習慣がなかった鶏卵

にも明治期まで日本であま

使用して饅頭を焼き、材料

の掘り起こしにつながって

層や男性層など新たな顧客

どが販売されており、若い

四つ葉の形をした栗饅頭な

ードがおまけについている

葉のクローバーの押し葉カ

で収集している幸せの四つ

饅頭や、耕太郎さんが趣味

仕立てなど様々な味覚の栗

したきな粉仕立てや黒ゴマ

昨年からこの栗王子を冠

れからも栗饅頭１本で大き

せていきたいとの事で、こ

のは守りながら色々変化さ

開発に余念がない。守るも

をより太くするために、新

今後も栗饅頭のブランド

る。

として地元で親しまれてい

う栗饅頭に特化した専門店

かも文字入れも出来るとい

トなど様々な形があり、し

えるものまで、また栗型だ

饅頭の他にカステ

で、いつの頃からか地元の

というふうに伝え聞いてお

く成長し、しっかりと伝承

だと思い馳せている次第で

ラなど他のお菓子

方々に栗王子と呼ばれるよ

ります。当店名物の栗饅頭

いるということです。

というと、蒸し饅頭が主流

にも力をいれてお

うになり、その強烈なデザ

を開発した初代素郎市も栗

太郎さんが４代目を継いで

りましたが、３代

インのせいか日本全国から

王子のキャラクターを使

けでなく鯉や桃、桜、ハー

目のときに栗饅頭

栗王子の写真を撮りに来ら

い、栗饅頭を和洋折衷のお

す」ということでした。

１本にしぼり、現

れるファンもおられます。

であった時代にオーブンを

在は栗饅頭が名物

なぜ和菓子の栗饅頭を西洋

おられます。

のお店として長崎

菓子として宣伝していたの

の栗饅頭も

㎏を超

グラムのサイ
ズから大きいのは

ク長・松下利文

全菓連青年部九州ブロッ

していくことでしょう。

菓業青年会で活動
人が抱きかかえているのか

10

40

代々受け継いできた名物

されている田中耕

長崎の町で明治

栗饅頭田中旭栄堂
もちろんのこ

た商品開発は

それらを使っ

物があるが、

麦などの特産

ということもあり、長い参

いて、とても瑞々しい商品

まれた二日間の菓子祭にお

スを保っている。晴天に恵

上品な甘さが絶妙なバラン

フレッシュな酸味と白餡の

んを使用することで、常に

町での菓子づくりに活かさ

た精神力と柔軟性が昭和の

たらしく、長年武道で培っ

頃、柔道や空手に励んでい

向上心を持つ昭男氏は若い

うに現状で満足しない強い

と振り返っていた。このよ

豊後高田市「菓子禅

県北の国東（くにさき）

を知る日本人の心を掴み、

ロな雰囲気は古き良き時代

代の街並みを再現したレト

来店者数、客層など環境の

選んだため、初めのうちは

イミングと直感でその地を

店舗が見つかり、言わばタ

く偶然希望する広さの空き

市場調査等をした訳でもな

しかし、聞けば念入りに

る地元の農産物等を原材料

一つとして地域の特色であ

を変え、その時に旬となる

品で、季節に合わせて品種

こだわった髙田屋の看板商

味の決め手となるみかんに

かん大福」は、

を見せた「み

圧倒的な売上

子祭において

合献菓祭・菓

県菓子工業組

開催した大分

の宇佐神宮で

を作っておくべきだった」

あったが徹夜してでも商品

ウィークの忙しい時期では

ついて昭男氏は「シルバー

となったのだが、この件に

急いで製造し持参する事態

（

歳）が髙田屋まで片道

に来ていた息子の大輔氏

何度か品切れになり、販売

時は予想以上の売れ行きで

の人気を集めていた。この

道を歩き一休みする参拝客

一杯だった。

った菓子禅

ちゃんが誕生し、三世代揃

髙田屋だが、３月には大輔

展申込をするなど活気ある

勢さん菓子博２０１７に出

用した商品が完成し、お伊

た新たに地元の特産物を使

れているのだと感じた。ま

三世代揃った菓子禅 髙田屋のみなさん

と、昨年９月

仏の里に導かれて

からの独立を決断すると約

に八幡総本宮

全国から老若男女を問わず

違いに戸惑いもあったが、

とした商品作りを意識する

近隣の地域で収穫したみか

地とし、妻の真須美さんと

半島北西部に位置する豊後

多くの人たちが訪れる観光

少しずつ豊後高田並びに近

ようになったとのこと。豊

共に移り住んだ。

そんな情緒漂う商店街の

隣の市町村を知ることで地

後高田市には、落花生や蕎

地となっている。

年

一 角 で 和 菓 子 店「 菓 子 禅

域に適応し根付いていっ

歳）は、平成

年

昭和の町があり、昭和

髙田屋」を営む高梨昭男氏

た。大きく変わったものの

（

分ほどの道を車で走り、

29
15

30
12

に大分市内の老舗和菓子店

22

局長・早瀬大雄

大分県菓子工業組合事務

髙田屋は元気

氏と舞衣さんとの間に桃花

月

高田市には、地方都市再生

髙田屋」

㎞離れたその場所を新天

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

季節の栗王子
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28 10

の成功例として注目される

60

分
大
66

平成28年８月15日 （８）
（毎月 15 日発行）
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第929号

取締役）を講師に迎え「小豆餡

全菓連では、全国組合幹部研修会で黒川光晴氏
（株式会社虎屋
はメジャーになるのか」をテーマに講演を行いま
した。聞き手は本紙でもおなじみの尾関勇氏（株
式会社アンゼン・パックス代表取締役社長）にお
願いしました。

先月号より続く。

で、そこの心配は何にもし
てないですけれども、それ
を映像でわかるように見て
いただきたいと思います。
尾関：それでは、実際の虎
屋パリ店でインタビューし
た映像を、一部スタッフの
方も含まれておりますが、
全部だと結構長いので半分
ぐらいご覧いただきたいと
思います。

尾関：いかがだったでしょ

７割、８割のお客様がフランス人
ねた結果、今となっては７
うか。これはちょうど

〈動画再生〉

黒川：パリ店の遍歴を長く
割、８割のお客様がフラン

その③

な粉の香りが立つようなお

例えば亥の子餅のようなき

とつ。安倍川餅に関しては、

の方々で、そのように虎屋

のようなお客様はごく一部

ご覧いただきましたが、こ

のが印象なのです。映像を

注目される方が多いという

羹コレクションというもの

白松様をはじめとして、羊

役員の方の中にも、司会の

の中にも実は本日ご参加の

ゃらなかった頃ですが、こ

は光晴さんがまだいらっし

たいと思います。最初の頃

てお話しをさせていただき

らちょっと角度を変えまし

います。それでは、ここか

は本当に素晴らしいなと思

して行かれていて、その点

いる、本当にパイオニアと

そういったものが定着して

本のおもてなし、食文化、

けではなくて、和菓子や日

か？

印象をお持ちになられます

参加されていてどのような

で す（ 写 真 ）
。黒川さんは

ンをイメージに出したわけ

ん の『 塩 羊 羹 』、 シ ャ ン パ

た。壁のポスターは新鶴さ

違うイメージで出されまし

バーとして、今までと全然

も最初から立ち上げのメン

るのですが、当然虎屋さん

一角をさせていただいてい

ンジで、私どもが事務局の

みで催事をした初のチャレ

の際に、羊羹というものの

越リニューアル・オープン

れども、ゼラチンは豚や牛

と、ゼラチンが有名ですけ

ば海外の固めるものです

かと思っております。例え

確認してもいいのではない

めてその良さというのを再

少々下がり気味ですが、改

の需要というのは恐らく

いった中で、日本人の羊羹

もつようなものです。そう

いますけれども、

年以上

もちろん生羊羹とかもござ

ですし、日もちに関しても、

基本的に常温保存で大丈夫

おいしいだけではなくて、

だと思っております。ただ

本当にとても優れた食べ物

いところ、羊羹というのは

も、やはり私どもの一番強

尾関：ありがとうございま

機会だと思っております。

るので、とても素晴らしい

い羊羹を作ったりもしてい

りいただいて、さらに新し

羹というものをお召し上が

ちが本当に自信を持った羊

さんが一堂に会して自分た

に関しては、日本の羊羹屋

います。羊羹コレクション

で、素晴らしいものだと思

召し上がっていただけるの

とされている宗教の方でも

リアンの方や肉食がタブー

固めている羊羹は、ベジタ

ているので、寒天を使って

す。寒天は海藻を原料とし

いったこともあると思いま

し上がっていただけないと

ム教やヒンズー教の方が召

羹は黒いせっけんだ」と言

ましたときは、本当に「羊

最初にパリに店を立ち上げ

大テーマの「小豆餡はメジ

ンタビューをさせていただ

現地のお客様にいろいろイ

でお話ししたいと思います。 この開催にあたりまして、

ャーになるか」ということ

いたものを流したいと思い

ほどになりました。今日は

ス人といって過言じゃない

安倍川餅がやたら登場して

て気がついたのですけど、

んが多いのと、今私も初め

ざいますが、非常に常連さ

作られたビデオだそうでご

年の記念に、改装の記念に

和の空間であったり、その

塩羊羹のポスター

菓子が好きな方がとても多

のことを見てくださってい

のコラーゲンが使われてお

す。

羊羹コレクション

くて、ただただ小豆の微妙

て、毎日本当にたくさんの

黒川：パリの店では生菓子

りますので、例えばイスラ

いるのがちょっと意外でも

イントは、羊羹会社だけで

０年の銀座三

な風味の差を楽しむ、餅粉、

に携わっていただいてる方

がすごく人気ですけれど

ありました。

集まってやるとなると、や

これは２０

米粉、新粉の差を楽しむと

お客様に来ていただいてい

が非常に多くおられます。

ま す。「 小 豆 餡 は メ ジ ャ ー

って、日本の方々はもうす

はりライバルということも

尾関：それだけ、小豆餡だ

いうよりは、もうちょっと

ます。

に な る か 」、 自 分 の 結 論 と

でに羊羹のことをよくご存

周

お話してしまいましたが、

はっきりとした味の部分を

われていた中から始まり、

違う成り立ちを持つ羊羹

じですし、もうＤＮＡに入

はないのは事実です。ただ、

お客様も夏のバカンスでい

を、きらびやかに見せると

黒川：２０１３年の博多で

強く感じました。

はすごくいろいろなイメー

という名前を聞いて、自分

ん は、ち ょ っ と お 分 か り に

越さんのときのバイヤーさ

ことで、実は最初の銀座三

みたいにメジャーにという

ありますが、やはり市場の
中にある和菓子店として築

べ２００店舗さん近くがご

柔かさであったり、接客の

ふうに名を打つからには本

いうことが大事なのかな

なく伊豆諸島にまで足を延

ジをしていたわけですけれ

なるかと思いますが、販売

地の場内市場と場外市場で

社さんずつ結構スペースを

展示会のイメージが強かっ

黒 川：（ イ ン タ ビ ュ ー で お

当はこういったような、ゆ

ばし、良いテングサを探し

ども、コレクションという

以外のスペースがすごく多

とってパッケージと実物の

豆と寒天とお砂糖と、基本

しては、当然メジャーにな

尾関：催事のイメージが強

とりのある展示、各社の小

でも、小豆の餡をメジャー

て産地の異なる天然ものを

とやはりパリコレとかミラ

か っ た の で す（ 写 真 ）
。百

膨らませていて。来場して、

切った羊羹を展示し、そし

の歴史からいろいろなこと

らっしゃる日本人の方が多

もてなしの部分であった

くなっている。

にしていく、つまり羊羹も

仕入れているのです。その

ノコレクションとかそうい

とてもきれいに展示されて

て、パネルの裏側には羊羹

賛同いただきました。

り、そういったことが好ま

自分は初めて羊羹コレクシ

黒川：かな、と思う気持ち

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

ってありまして。一つは素

もっと世界でチョコレート

あんみつが他より美味しく

うイメージがあるので、か

いるのですが、どうしても

はとても有名な存在です。

ランドを背負った江戸の名

百貨店の催事場の雰囲気を

年のイメージ

で、２０１０

黒川：ですの

す。

うのは事実で

しまったとい

インになって

物販催事がメ

も、だんだん

ですけれど

やってきたの

なと思っては

がポイントか

いうか、そこ

も知らないと

は外国人の方

ういうところ

と。意外とそ

んだん増えてきて、全部の

りまして、珍しいものもだ

尾関：そのようなこともあ

知らなかったけれど、こう

ったり、お恥ずかしながら

で あ っ た り、「 鯨 羊 羹 」 だ

た。例えば「いかようかん」

いのではないかと思いまし

丁寧にお見せしたほうが良

いうものがあるのかなどを

かとか、パッケージはどう

にどういった羊羹があるの

いろな種類の羊羹や、全国

るのではと思います。いろ

かなり深いところに来てい

知るというレベルに関して

り込んでいるので、やはり

く大きなことだったと思っ

場で知ることになりました。 とを考えられたことがすご

いうものもあるんだとこの

ております。

も広げていきたいというこ

いたい、若者や外国の方に

みんなにもっと知ってもら

羹」というものに関して、

て、あくまでフラットに「羊

ものすごく大きくありまし

ださっているということが

そういう方が軸になってく

いる仕入先といいますか、

に、みんなが共通に持って

んや伊那食品さんのよう

も、アンゼン・パックスさ

いたくなるのですけれど

一番いいところを出して戦

あり、どうしてもお互いの

次号に続く。

とかは比較的

47

羊羹をもっと知ってもらいたい

客様が）おっしゃってる中

ョンに行きました。

も反面ございました。

晴らしいということ。もう

ないわけがありません。し

貨店さんでは結構画期的な

店であるからかも知れませ

黒川：この催事の一つのポ

で、決してすべてが餡につ

尾 関： 最 初 ご 覧 に な ら れ

尾関：そうなのです。海外の

存知の通りテングサの主な

一つは、羊羹コレクション

かしそのような所をあまり

なりかっこよくファッショ

ことで、写真のように、

長い私も初めて聞いたとき

ん。

たのかなと思うのですが、

ると思っております。世界

れるのかなと思うことがひ

て、このときの印象は何か

方とか、または日本人の方

産地は静岡県の西伊豆周辺

ひけらかさず、毎日実直に

ナブルにというイメージを

はとても驚きました。さら

やはり、なんだかんだと言

に通用する最高のクオリテ

テングサを３種類使い分け

ありますか？

使います。最近では出来上

です。同店ではそれだけで

ます。同店ではなんとテン

美味しい菓子作りに専念さ

何が凄いかというと寒天

にすごいのは風味の異なる

都道府県全然

かったのですが、時がたち、

ながっているというわけで

て、ベストなバランスのブ

黒川：両方の感情が正直言

がった生の寒天そのものを

グサを購入しそれを煮詰め

れているのは築地というブ

から自分で作っているから

的な原料は変わらないなが

菓子に関しても店に関して
ィを日本は持っていますの

つは寒天が命ですがほとん

レンドに仕上げている点で

分で挽いているというこだ

買っている店も多いと聞き

が豊富であること。中でも

て寒天を作るところから行

だんごも種類がちょうど三

です。言わずもがなあんみ

ら、本当に

もいろいろと試行錯誤を重

れをとっても他のだんごと

どの和菓子店さんは乾燥寒

す。和菓子業界の方ならご

わりよう。さらに魅力的な

とりわけ力をいている製品

っているのです。業界歴が

種類でつぶ餡、こし餡、醤

をＰＲしていました。です

東京ではこの秋大きなイ
は違う風味食感がありま

天を買い、溶かしてから凝

その市場、魚河岸が日本橋

のが他の和菓子のアイテム

明治

にあったころその場で創業

その魅力はだんごですが、

があんみつですが、その製

有名な茂助だんごさんです。

有名な童謡「だんご三兄弟」

法がとにかく凄い。

現在では銀座にも店舗が

のモデルになったことは皆

油焼きの定番シリーズ。ど

1

から、コレクションという

ベントが一つあります。そ

固させ、賽の目状に切って

1

1

す。それもそのはず上新粉

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

はコシヒカリの国産米を自

株式会社虎屋 取締役 黒川光晴 氏

年（１８９１年）

小豆餡はメジャーになるのか

れは築地市場の移転です。

35

尾関 勇

様ご存知でしょうか。その

【5】

されたのが現在の築地でも

31
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（９） 平成28年８月15日

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。

はそこにあります。
労働基準法１１６条２項
に「事業主と同居の親族に
は、労働基準法は適用され
ない」と規定されています。
事業主とその家族は、労
働基準法に関係なく、自由
に働いていいのです。長時
間労働も、深夜労働も、休
日労働も。全てＯＫなので
す。これは事業主にとって

決定的な違いは何でしょう

サラリーマンと事業主の

主には生活の保障はありま

られています。一方、事業

じめ生活の保障が法律で守

サラリーマンは給与をは

の一大特典と言えましょう。

か。その違いとは、サラリ

の大半は知りません。

１、これからの生き方を支える三つ
の視点
先月号より続く。

人生１００年を
生き抜く仕事観

その②
業主の成功は決ってきます。

とができるかどうかで、事

は、自分の都合ではなく、

その良い顧客を手にするに

で決まる」と言われますが、

「商売は良いお客様の数

成功しています。

分野で独立し、その事業で

自己犠牲をいとわない姿

勢が、買い手から歓迎され

ることを忘れてはなりませ

一行のおかげで、多くの優

の一行を刷りました。この

を堂々と生き抜き、終身現

とによって、人生１００年

こうした仕事観を持つこ

ん。

お客様の都合を最優先する

良顧客との出会いに恵まれ

時間受付」

顧客第一主義に徹すること

「年中無休・

私も独立する際に名刺に

時間サービ

もっと具体的に言えば、

ス精神」で仕事に立ち向か

が前提となります。この精

「年中無休・

うことができるかどうかで

ている人に、良い顧客ほど

そうした精神で仕事をし

す。また、普通のサラリー

には到底できないことで

順守しているサラリーマン

このことは労働基準法を

神を事業主魂と言います。

すが、どなたも仕事で成功

全国に大勢いらっしゃいま

作って仕事をしている方が

て、私と同じような名刺を

また私の講演を聴かれ

てきました。

も世の中には大勢います。

ら、事業で失敗している人

で、優れた技術を持ちなが

しかしながら、勉強熱心

す。

支持の手を差し伸べてくれ

マンはそんなことを考えた

役の人生を全うすることが

世間をよく見てくださ

されています。

ください。直ちに対応させ

にしつつ、サラリーマン根

中には、将来の独立を目標

ところがサラリーマンの

ば、自己中心でなく相手中

善の循環を手にしたけれ

込み客を紹介してもらえる

れ、そのご縁から次々と見

事業で良い顧客に恵ま

観を持つことの重要性につ

全うするための新しい能力

視点として１００年人生を

す。そこで次に、三つ目の

方に問題が潜んでいるので

それは能力に対する考え

どうしてなのでしょうか。

できるのです。

い。「 お 客 様、 何 か ご ざ い

こともありません。

ていただきます」と言いな

性を捨て事業主魂で仕事を

心の考えで仕事に臨むこと

ます。

ましたら、いつでもご連絡

がら、顧客の要望に即時対

している人もいます。そう

が大切です。

とにかく歩くことは誰に

た。そのために事業主とし

していないと先述しまし

マンになるための教育しか

業主にはその限定がないの

定付けられていますが、事

する範囲内で働くことが限

ていると考えればいいので

は自由にできるようになっ

す。ですから働くことだけ

らされながら生きていま

に活用する仕事観を持つこ

この事業主の特典をフル

②

応している企業・商店は、

いう人は、定年後か途中で

勤も早いはずです。

も害のない健康法であり、

です。両者の決定的な違い

せん。常に倒産の危険にさ

どこも顧客に恵まれ、事業

退社した後、自分の目指す

この早起きの習慣を身に

ての生き方について日本人

ーマンは労働基準法の規定

は順調に推移しているでは

暗くなると就寝します。私

付けると得する人生を歩め

っています。

日本の学校ではサラリー

ありませんか。

たち人間もそれと同様の習

す。

これは太陽が熱と光を与え

慣を身に付けて長い歴史を

を、私たちも日常生活のし

拶の習慣を子供たちにうる

が判明しました。

いて述べていきます。

能力は次の掛け算の式の

て地球の生き物を助けてい

き上がらせている要因です。
習慣は毎日実践すること
さい。

鉄塊の重量は全重量の
が大前提です。ですから「心

人生１００年を
生き抜く能力観

さいほどしつけたものです。

％です。これは「心構え能

③

つけの実践に応用したいも

（熱意に燃える前向きさ）

は、家庭でも学校でも職場

ところが最近の日本で

人生を幸せに過ごすため

でも挨拶をしない人が増え

なったからです。

にも、周りの人々から好か

三つのしつけを常時実践す

水」と言うのは、そのこと

そうであるならば、１０

ることです。

は「歩くことは最高の化粧

若さと活力を生む源（みな

能力＝知識×技術×心構え

この習慣を守れば健康が

ます「早起きは３億円の得」

構えは毎朝ゼロから作り直

維持され、仕事の能率も上

生きてきました。

％に相当

と明朗性（光のような明る

力」が全能力の

さ）を身に付けることによ

戦後の日本人は能力とは

この式からも分かるの

がります。早起きとは毎朝

は、もし心構えがゼロにな

って、世のため人のために

０歳まで活き活き生きるた

①挨拶

ています。挨拶の習慣を親

めにも、毎日のウォーキン

も教師も厳しく指導しなく

２本足で歩行する習慣を身

グは欠かせない習慣です。

れる生活態度を身に付けた

この時刻を守って健康回

人間の筋肉の

に付けました。

いものです。それには次の
そこで最初に「積極性」

復に努めているのが病院で

を指しているのです。

術を有していても、心構え

す。病院の病室のカーテン

動作すなわち初動が肝心な

物事の良し悪しは最初の

基本がここにあります。

病気を回復して健康になる

は６時半に開けられます。

にも欠かせません。病院で

ことは健康を維持するため

ら下にあることから、歩く

すから挨拶のよくできる人

金の鎖とも言われます。で

挨拶は人と人とを結ぶ黄

人もいるほどです。

の成功の

っていません。挨拶で人生

ても、あまりいい人生を送

％は決ると言う

は、いいご縁に恵まれ、ビ

なに頭が良くても腕が良く

挨拶のできない人はどん

を身に付ける行動の習慣か

ですから、知識も技術も

ように、人生も最初の動作

％は臍か

ら説明していきましょう。

ありながら、人生をうまく

である次の三つの初動の習

歩くことで全身の血行が

は、毎日、長時間のトレー

で活躍するイチロー選手

言います。米国プロ野球界

レーニングとアメリカでは

しつけのことをホームト

挨拶している人は、いい人

間・周りの人との間でよく

確かに夫婦の間・親子の

と に つ な が る の で す。「 挨

ジネスチャンスをつかむこ

気づくはずです。

ことを誰よりも自分自身で

は、人生がよくなっていく

れる所以がそこにあります。 挨拶の習慣を身に付けた人

拶人間に不幸なし」と言わ

次号に続く。

りましょう。そうすれば、

ら、挨拶人間に生まれ変わ

手術をしてもできるだけ早

生きられない人が世の中に

良くなり、頭脳も活性化し

ニングを実践していること

生を送っています。ですか

仕事の能率を図るため

はたくさんいるのです。

ますから、老人痴呆症を防

で知られています。

ら昔は家庭でも学校でも挨

ですから気付いた時か

ぐことにもつながります。

次々と大記録を塗り替え

く歩くようにしているのは

このように早起きの習慣

アメリカのハーバード大学

ていくイチローの生き様

に、自衛隊の宿舎では夏は

を身に付けると、遅起きの

の研究で１日１万歩前後歩

慣を身に付けることが肝要

人よりも能率が５割上がる

く人ほど死亡率が低いこと

では、心構えを毎朝ゼロ

人間は昼行性の動物で

と言われています。仕事が

そのためです。

す。昼行性の動物には早起

良くできる人は職場への出

６時、冬は６時半に起床ラ

昼行性の動物は東の空が

らいいのでしょうか。
それにはまず表１の心構
えの構造を頭に入れること
です。
この式に示されているよ

１、早起き

きです。

きます。

ッパが鳴って全員が飛び起

明るくなると活動を始め、

です。

うに心構えは積極性と明朗

から磨き直すにはどうした

性によって構成されます。

３、しつけ三原則
（＝
 ホームト
レーニング）

ができていないと人生はど

人猿から別れた時、初めて

人間は５００万年前に類

２、歩き

のです。

〒104-0061 東京都中央区銀座１丁目18番２号 タツビル
電 話 03（6673）4333（代）／FAX 03（6673）4568
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もと）でもあります。医師

日本製パン製菓機械工業会

と言うではありませんか。

〃
〃
〃
常務理事･事務局長

24

こかで破綻するのです。

せっかく優れた知識と技

いうことです。

れば、能力もゼロになると

す能力である」と言われる

そのことを成功哲学の研

６時半までに起床すること

のです。

究者オグ・マンディーノは、

を意味します。

する能力であることを意味

しかしこれは正解ではあ

「人間の成功は、知識の多

なることかできると考えれ

しています。それほど心構

りません。もう一つありま

さや努力の積み重ねによる

ばいいのです。

何かと訊かれれば「知識能

す。
「心構え能力」です。
「心

ものではない。人間を成功

田
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沢
井
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るように、私たちも積極性

田中 真澄 氏（ヒューマンスキル研究所所長）

ような仕組みと考えてくだ

100歳 ま で 働 く
時代がやってきた

力」と「技術能力」の二つ

構え」とは、正しい心を作

②陽転思考

えは重要な能力なのです。

る行動と考え方の習慣を実
に導くのは習慣である」と

郎氏も「私は良い習慣を身

②一寸法師の戦略

は誰でも答えられます。

践することで形成されま
語っています。

に付けていない人を信用し

（明るさ）

増
林
原
梶
谷
中
片
小
鈴

90

す。この習慣を実践して正

私が若い人に「心構え」

ません。どんなに高い地位

掃除道の指導者で「日本

の重みを説明する際、ダル

や肩書・学歴を持っていて

を美しくする会／掃除に学

マが倒れてもすぐ起き上が

も関係ありません。良い習

しい心構えを備えること

る仕掛けを見てもらうこと

慣をどれだけ身に付けてい

が、人生を成功させる決め

にしています。ダルマの像

るかを基準に、人を判断す

ぶ会」の相談役・鍵山秀三

を割って中をみると、底辺

るようにしています」と語

手となるのです。

に鉄塊が付いています。こ

①笑顔の訓練

考え方の習慣②

①初動の習慣
①
行動の習慣

明朗性
×
積極性
＝
心構え

（前向き）
（心を作る習慣）

70

80

の鉄塊の重みがダルマを起

表１

80

平成28年８月15日 （10）
（毎月 15 日発行）

聞
新
業
工
子
菓
（第三種郵便物認可）

第929号

で、あれもこれもすると当

いろいろな背景のなか

地区へ売り込むことも、一

る。県内の方々も、ほかの

う側にわかりやすく伝わ

ていくのかを考えたら、買

その③

年なので、今年でちょうど

９８０年あたりにメジャー

を今、密かに作っているの

子を担当した頃は

込んでくるお客様が増えて

の大ベテランのご主人方に

させると、いろ

ではないか。世に出てきて

い、これだけは絶対に守る

「おまえは何もわかってへ

代後半、 代のご主人方だ。

てほしいし、発信していか

なく、多くのお客様に知っ

なければならない。

、

年前の

代の若主人、若旦那が登場

ンといろいろなものを大福

いる。ブドウ、モモ、メロ

ーツ餅が大阪で大爆発して

ンダードになり、今はフル

って発信している。高島屋

て、いろいろなお菓子を作

衆というメンバーで和装し

日本橋三越では、本和菓

代の時にイチゴ大福を生

その方たちが

されてきて、自分なりに素

でもワカタクと称される若

小型や半棹でも売っている

いろいろ作っている。守る

い。しかし、それ以外では

めているところは素晴らし

少性だけではなく、そうし

が、手に入らないとか、希

うお菓子屋があったりする

るのに地方発送しないとい

っていくのは抵抗感がある

子を担当したのが２００６

若い力を感じている。和菓

最近、青年部の皆さんの

本和菓衆

になり、世に大きく名前が

というお話を、聞くとすご

んなあ」と怒られ「すいま

の部分をどう表現して、攻

晴らしいお菓子を作ってい

主人達とイベントをしてい

百貨店での取り組み

めていくのかを考えてい

餅の中に包み込み、今では

る。和菓子の顧客層は、

が、上がり羊羹だけは半棹

たお菓子屋の生き方にほれ

と聞いた。日本のお菓子と

いちご大福

年目になる。初めて和菓

作っていても

いと思うし、そのお菓子を

せん、すいません」という

いる。買う側が半棹にしな

いるのではないだろうか。

「この菓子屋さ

食べてみたいし、ぜひ守っ

いろなお菓子を

出てきた。そのイチゴ大福

んは、ここは意

てもらいたいと感じると思

み出した。当時は異様と言

を作り出した世代が、今

地でも譲らない

状態で日々過ごしていた。

そこは今の波として見逃せ

歳

よね」というこ

う。そうした部分にしっか

、

とが見えてくる

われたけれど、現在はスタ

その１つに、

く。それが見えない時代に

フルーツが中に入っている

やカットをしない。お茶席

部分と攻める部分との使い

ることである。同じ世代の

フランスのチョコレートや

、

百貨店に出ない

る。それをお客様も楽しん

のは当たり前という状況に

で出す時は別だが、そうい

分け、選び分けをはっきり

方々と知ってもらえるいい

年で、

ご主人方は今も元気で仲良

ということもあ

なっているがゆえに、見せ

でいる。いろいろなお菓子

う覚悟というか、聖域を決

かされていることも、発見

イベントになった。

いが、この

りと軸足を据えながら、一

ると思うし、地

が、あちらこちらで生まれ

る。型抜きしていれば、全

させてくれた。

ていないが、楽しみにして

いる。

「えっ」という素材を使っ

そうした方々からすると

代が４割を超えているが、

代の皆様はイチ

、

そうした時代背景を考

え、

た一見斬新な落雁や羊羹が

に餡が入っており、それを

道の江差では、お団子の中

ているので、新しいという

ろいろなハーブの味がつい

ごく鮮やかで、斬新で、い

を知らせたい。見た目にす

ど、苦労が隠れていること

ういう作り方をしているな

んなで作り、販売するとい

なブランドが混じって、み

とが多かったが、いろいろ

社ごとにくくられているこ

は実演と販売という形で１

のイベントがある。今まで

高島屋では、若主人たち

のを全部洋菓子と言う。和

子はいいが、それ以外のも

本の菓子ということで和菓

と思っている。そもそも日

洋菓子の区別をなくしたら

が、これから先、和菓子と

私は和菓子バイヤーだ

るお菓子屋はたくさんある

や焼き菓子を両方作ってい

ば行くほど和菓子とケーキ

の役目として、地方に行け

でいただけた。そのエリア

ているし、お客様も楽しん

義のあることだったと感じ

のは、お互い職人として意

お菓子を作ることができた

記なのか、いろいろあると

が四季の表現なのか、歳時

かを、話してほしい。それ

いでそのお菓子を作ったの

なく、皆さんがどういう思

ーズを拾ってほしいのでは

してもらいたい。顧客のニ

作るだけではなく、販売も

いことは、裏に引き込んで

機会があればお願いした

ている側の人が、それだけ

と一緒に仕事をする。食べ

つめて、取引先のお菓子屋

売して、商品を食べて、見

になる。百貨店の私は、販

重なり、素晴らしいお菓子

みが増すし、思いに思いが

伝えると、さらにおもしろ

う思いで作っているのかを

皆さんも、お客様にどうい

と選んでいる。作っている

スタンダードになるお菓子

でいただきたい。

らさず、いいお菓子を紡い

きたい。そして、軸足をぶ

子を、これからも作って頂

ち、思いを伝えられるお菓

などがあったら、販売に立

ただきたい。県のイベント

り手は、ぜひ思い返してい

ていることに、売り手、作

の思いを持って買ってくれ

出てきている。

ゴ大福のように

善というお菓子屋には、最

出汁に入れて、お吸い物の

寒氷と干錦玉の丸い円盤

受け止め方がある一方、伝

う躍動感を楽しめた。お菓

以前からイチゴ大福はあ

中の皮に赤い羊羹を流し込

ような感じで食べる。郷土

形で、すごく薄いお菓子を

統的な菓子職人の技術が生

食べ方の提案や、郷土の
提案を先ほど申し上げた

那で、店にお邪魔した時、

だろうか。知らない人がほ

クロジであることはご存じ

羽子板で使う羽根が、ム

が、三重県の松坂の柳家奉

目の前のトースターで「最

とんどだし、それが植物で

苦労が隠れている
ことを知らせる

は当たり前ではない、と発

当たり前に思えることが今

もすごく食いついてくる。

くだけ、大福を包むだけで

近で見せる。どら焼きを焼

子一つ一つの製造風景を間

と幸せな気分になる。そこ

からするとお菓子を食べる

うなのか。また、食べる側

て、大ざっぱにするのはど

菓子とまとめて引っくるめ

リカ菓子といえばいい。洋

菓子、イタリア菓子、アメ

菓子というなら、フランス

をぶらさず、新しい素材に

う部分を広げながら、軸足

いるかもしれない。そうい

が、実はチャンスを持って

ようにあるおやつやお団子

また、郷土に当たり前の

作ってもらいたい。

を見つけて、いいお菓子を

組み合わせの中から、軸足

だろう。同じお菓子なので、

い、こういう場で使いたい

子をこういう人に届けた

思いを乗せる。ここのお菓

菓子を買う時にいろいろな

した思いを乗せ、お菓子を

るかもしれない。ぜひそう

ここだからということもあ

思うし、自分の得意分野が

館、新潟市

間紀之氏他、新潟県自治会

受験準備講習会、講師・本

平成

行事予定

見させてくれたイベントだ

に、和菓子か洋菓子の端境

取り組み、食べる側が楽し

終わりに

お客様側からすると、お

８月

日、和菓子講習

会、講師・小野氏（日

本菓子専門学校教育局和菓

子 科 教 師 ）、 山 梨 県 工 業 技

日、製菓講習会、

術センター、甲府市

８月

白 妙 ）、 静 岡 通 商 ㈱ 本 社、

講師・高橋弘光氏（㈱

事）、新潟グランドホテル、

日、洋菓子講習

子会館、名古屋市

（ ア ス テ リ ス ク ）、 愛 知 菓

会、講師・和泉光一氏

９月

静岡市

年度製菓衛生師試験

新潟市、９月６日～７日、

氏（新潟県立歴史博物館参

つ い て 」、 講 師・ 板 橋 春 夫

会「新潟県の食文化に

日、賛助会研修

った。当然、お子様のお客

を執着するのはよくない。

めるお菓子を作ってほしい。

８月

様もいるので、動物柄の生

洋菓子の外国人パティシ

伝えていただきたい。

菓子を作ったりして、いろ

ェも、和菓子のゾーンに入

表に出て販売を
する

んだ老伴（おいのとも）と

のおやつとして昔から存在

見たときハッとした。よく

食べ方の提案・
郷土の提案

いう昔からのお菓子があ

している。その土地の人に

見ると円が全部不定形であ

中の皮を焼いて食べたらう

あることもわからない。ど

いろな世代に訴えかけてい

焼き菓子で、一緒に１つの

る。そのまま食べてもおい

とっては当たり前だが、他

まいんですよ」と教えてく

ういういわれがあるのか、

くことも、若いゆえにでき

製造風景を間近
で見せる

しいが、最中の皮は羊羹と

の地方で紹介すると「ええ

れた。単に商品が陳列され

いろいろな媒体で、もっと

つちや「みずのいろ」

和菓子、洋菓子の
端境に執着しない

なじみ、少ししっとりして

っ、こんなのあるの」とい

ているだけだと、こうした

知らなければいけないと言

16

こともしている。

いるのを、私はあぶって食

う発見につながる。

ことがなかなか伝わってこ

われるが、どんどん日本の

28

郷土という点では、北海

べるのが好きである。教え

ない。彼が自ら店頭に立ち、

•••••••••••••••••••

てくれたのは、ここの若旦

催事の中であぶって出す

29

29

23

山梨

静岡

愛知

ったと言われているが、１

年経って

なってきた。

ていかなければいけない。

名古屋の美濃忠というお

短い。今、多くの羊羹屋が

部統一した円になるが、一

ているのは、まだ察知でき

元だけで勝負

菓子屋に、上がり羊羹があ

伝統は忘却されている。そ

つ一つを職人が作ってい

し、日持ちがす

は魅力的である。 方で郷土や季節感、歳時記

ので、お客様に

10

第８回全国菓子工業組合連合会青年部関東・甲信

年後に紡ぐために」をテー

和菓子バイヤー・和菓子マスター）を講師に

越ブロック大会・茨城大会は畑主税氏（株式会社高
島屋
迎え、「和菓子の潮流

自分のお菓子をよく見て、

マに講演会を開催しました。
先月号より続く。

思い切って切り捨てること

然、破滅してしまう。だか

守ることの凄さを
知 り、攻 め る 魅 力

ら、自分の主力商品を置き
番わかりやすく伝わること

も必要だろう。何を生かし

ながら、季節の表現や郷土
がポイントだろう。

る。値段も高く、日持ちも

ういうところに着目し、そ

60

文化の発信ということで、
そこに軸足をどう据えるの

と、それだけで広がる。食

れに似せて自分の代表銘菓

守る部分と攻める部

だと思う。外から見ていて、

べ方を変えるだけで「この

る。お菓子を見ただけでは

いちご大福世代か
ら次なる世代へ

何をしているのかよくわか

お菓子はこんなにおいしか
を最中の皮に包み、見た目

か。これが最終的には和菓

60

30

70

40

分の使い分けをする

らないと感じる。今一度、

ったんだ」という発見を与

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）
何もわからないが、実はそ

3 0年 後 に 紡 ぐ た め に

でメッセージを伝えていく

和菓子の潮流

えるきっかけにもなる。

30

子屋さんとして大事なこと

80

40

30

70

30

35

30

10

40
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洋菓子講習
【基礎編】
平岡 強

L'automne

日本菓子専門学校

ロートンヌ

氏

ｇ

ヴァニラオイル………適量

牛乳……………………

Ｃ、コンポート ド ポンム

㎝型６台分

【配合】

φ

Ａ、クランブル ノワゼット
（

）
 Compote de pomme

レンゲを合わせる。

えて泡立てたクリーム・メ

チョコを飾って仕上げる。

５、スライスしたリンゴ・

ジ）を吹きかける。

①グラニュ
ー糖⒜をキツ
６、Ｆを仕込む。

ロートンヌ

ネ色に焦が

ヨーグルト（無糖）
…………４８０ｇ

し、銀杏切り

「製品の特徴」

ｇ

今回の製品は、秋向けに

①グラニュー糖⒜をキツ

ｇ

レモン果汁……………

ネ色に焦がし、温めた牛乳

板ゼラチン……………
のリンゴ・グ

リンゴをメイン食材として

％）…６７５ｇ

使用したアントルメを製作

クリーム（

②卵黄・グラニュー糖⒝

してみました。キャラメル

・クリームと混ぜ合わせる。

風味のリンゴのコンポート

ラニュー糖⒝

と①を混ぜ合わせてアング

を旨みの残るシロップもイ

・レモン果汁

レーズを作り、ふやかした

卵白………………２４０ｇ

を加えて煮上

ゼラチンを加えて裏ごしす

グラニュー糖⒝…２４０ｇ

げ、シロップ

ナゲルでゼリー状に固めて

Ｆ、ムース カラメル

を切ってシナ
る。

ナッツ（アーモンド・ヘー

使用しています。土台には

）
（ Mousse caramel

グラニュー糖⒜…２１０ｇ
モンと混ぜ合

③荒熱を抜いた②に泡立

②①のシロ

てたクリームを合わせる。

％）…３７５ｇ

わせる。

牛乳………………３００ｇ
クリーム（

ゼル）の風味とサクサクと

卵黄………………１８０ｇ

【仕上工程】

リンゴ（正味）…９７５ｇ

ップにイナゲ

グラニュー糖……２４０ｇ
ｇ

グラニュー糖⒝………

した食感のクランブルを敷

重ねました。そして、全体

スとコンポートドポンムを

き込み、キャラメルのムー
て冷凍する。

をマスカルポーネを使用し

セルクルに敷き、Ｆを流し

合わせた物を加えて沸騰さ

２、８㎜厚にスライスした

たこくはあるがあっさりと

ＢにＤを刷毛塗りし、冷凍
③コンポートと混ぜ合わ
㎝のセルクルに流

したＣに貼り合わせる。

せる。

ー糖⒞を混ぜ

㎝の

１、冷ましたＡをφ

グラニュー糖⒝…２８５ｇ

（
）
 Cramble noisette
・５ｇ

②細かなそぼろ状になっ

③シルパンの上にφ

せ、φ

まとめてみました。仕上げ

したムースフロマージュで
の一部を流して２をのせ、

はシンプルにホワイトとオ

㎝のセルクルにＥ
４、Ｄを仕込む。

その上に少量のＥを流して

３、φ

ｇ・食塩を振り入れ１７０

５、Ｅを仕込む。

して冷凍する。

℃のオーブンで焼成する。

１００ｇとナッツの刻み

のタルトリングを置き、②

㎝

ルとグラニュ

％）…４５０ｇ

【仕上材料】
リンゴ…………………適量
ピストレ（白・オレンジ）
………………適量

たら冷凍する。

ｇ

粉末アーモンド…１５０ｇ

Ｄ、アンビバージュ

クリーム（

板ゼラチン……………

レモン果汁……………

ｇ

ｇ
シナモン………………３ｇ

粉末ヘーゼルナッツ…
薄力粉……………２４０ｇ
イナゲル………………６ｇ

ｇ

ｇ

食塩………………１・５ｇ

………………
（

）
Imbibage
【仕込工程】

ショコラブラン………適量

ｇ
１、Ａを仕込む。

①マスカルポーネ・グラ

する。

ンゴのスライスを載せてあ

レンジのピストレ仕上げリ
ニュー糖⒜・ヨーグルト・

最後に１でふたをして冷凍

㎝のセルクルで焼成す

２、Ｂを共立法で仕込み、

ります。リンゴの美味しい

マスカルポーネ…９００ｇ

合わせ粉末アーモンド・粉

る。

φ

４、型を外してピストレシ

旬にお試し下さい。

薄力粉……………１９５ｇ

グラニュー糖・食塩を混ぜ

①柔らかくしたバター・

ｇ

Ｅ、ムース フロマージュ

カルバドス……………

………………

シロップ（ボーメ


）

アーモンド（刻みロースト） グラニュー糖⒞………

ｇ

ヘーゼルナッツ（刻みロー
スト）…………………

（

）
Genoise

Ｂ、ジェノワーズ



卵…………………３６０ｇ

レモン果汁を混ぜ合わせる。

ョコラ（ホワイト、オレン
３、Ｃを仕込む。

グラニュー糖……１９５ｇ

②溶かしたゼラチンを加

末ヘーゼルと混ぜ合わせる。

）
（ Mousse fromage

16

グラニュー糖⒜…

24 60
18 45

グラニュー糖⒜…１５０ｇ

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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バター…………………

18

16

30
75
24
45 90

16

15

バター……………２４０ｇ

40
35

18

ｇ

16
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18°

40

90
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90
90
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