９月に追加輸入の要否を判断
バターの生産量が前年比７

対策を実施したこと等から

月までに、２，９００㌧は

であり、５，３００㌧は９

０㌧は７月までに売渡済み

決定済みである。うち５０

月までに売り渡される予

・５％増加。追加輸入も実

・６％増

施したことにより、年度末
在庫量は前年比

乳生産量の不足（前年比▲

年度は、生

②最近のバターの需給動

っている。

在庫量は同６・８％増とな

消費量を上回ることから、

２・４％増加し、供給量が

加するものの、輸入量が同

し、消費量は同０・９％増

生産量が同▲３・４％減少

の需給見通しについては、

（１～５㎏／個）が１，１

るものの中には小物バター

まえ、再入札時期を決定す

今後の国内の需給状況を踏

１，１００㌧については、

入札が不落となった残り

供給時期を決定する。輸入

国内の需給状況を踏まえて

２００㌧は機構が保有し、

定となっている。また、３，

１・６％）等によりバター

③バターの国家貿易の状

年度のバター

通、消費に関わる関係者が

の生産が減少（同▲４・１

況については、国内生産の

となった。

初めて一堂に会し、乳製品

％）し、追加輸入を実施し

００トン含まれている。

乳製品需給等情報交換会議を開催

の需給等の情報を交換する

たものの、供給不安を背景

減少に対応して国内の需給

年度は、国産のバ

らされるだけであった。

生産や需要の推移を見極め、９月には追加輸入の要否を判断する、と報告された。
平成
ターの供給が不足し、国は

以降３か年連続で追加輸入

あり、そのことが輸入入札

需給はかなり緩んだ状況で

④現在の市中のバターの

年度に

時間の加重、飼料費の上昇

る状況があり、完全復活し

子屋では分割して納品され

手困難になる。中小の和菓

実需者としては安心感につ

庫を保有していることは、

の意味で、機構が一定の在

さないでいただきたい。そ

える異常事態を２度と起こ

を実施している。

向について、

・４％）となってい

このため、先般のバター

ことにより、情勢認識の共

として、秋から年末にかけ

の安定を図るため、

（▲

の不足に際には、緊急時対

有を進め、乳製品（特にバタ

てスーパー等のバターが品

回乳製品需給等情報交換会議が

応として国、機構と実需者

ー）の需給の安定に資する

薄になる事態が生じた。

日、（独）農畜産業振興機構において第

緊急輸入等の対策を講じた

である中小菓子業界（全菓

ために開催された。菓子業

る。

もののその対応が後手に回

連及び洋菓子２団体）との

界からは全菓連及び洋菓子

開催され、席上、農林水産省より、バターの需給は現在のところ安定しているが、

ったことから、中小菓子製

情報交換が行われた。今回

月までに売り渡され

造業者が必要な量の供給が

の同会議は、国と機構が主

年度については生乳生産量

る。

受けられないという状況が

２団体の事務局が参加した。

等により年々減少。一方規

たとは言えないとの声もあ

の不落に表れている。

当日の会議では、国と機

模拡大が伸び悩んでいるこ

引き続き意見交換に入

る。また、価格は上昇した

ついては当該期間で最も多

構より牛乳・乳製品をめぐ

り、①消費者委員からは、

い１３，０００㌧の輸入を

れまで乳製品の需給につい

る状況、特にバターの需給

と等から、生乳の生産量は

国産できちんと供給できる

が回復し、生産者団体が脱

ては、国、機構、生産者及

平成８年度の８６６万㌧を

脂粉乳・バターの生産確保

び乳業メーカーにより検討
状況及び輸入・販売状況に

ピークに減少傾向で推移

株式会社赤福（濱田朋恵取

おいない館」へ出展する、

年度は７４１万トン

ている。誰もが気楽に買え

のは相当高価なものとなっ

し、実際、売られているも

前より商品の重量が小型化

ようにしてもらいたい。以

は代替品に移った需要が回

いただきたい。このままで

まで引き下げるようにして

変化を踏まえた妥当な水準

下がってきており、状況の

飼料穀物価格、海上運賃も

ままであるが、原油価格、

必要になることから、国内

牛の死亡の回復に、２年は

回全国菓

子大博覧会・三重の「三重

夏の九州の猛暑による搾乳

等による廃業に加え、

後継者不足、飼料費の高騰

ながる。

意見交換より

され、それをもとに国が必
ついての説明があった。そ

締 役 ）、 井 村 屋 グ ル ー プ 株

る値段にするように努力し

し、

の要旨は次の通り。
①酪農家の戸数は、労働

式会社（浅田剛夫代表取締

てもらいたい。

年

④生産者関係者からは、

役 会 長 ）、 株 式 会 社 お や つ

執行役員）は、三重県庁に

カンパニー（國本竜生常務

ついており、心配する状況

状では市中のバターはだぶ

②流通関係者からは、現

の量は確保されても、個々

に対応した輸入により全体

スではないか。また、不足

復せず、生産者にもマイナ

することがあり得る。以上

候により生乳生産量は変動

はないと思うが、今後の天

おり、

のところ、需給は安定して

生産が減少している。目下

年度のようなこと

おいて鈴木英敬知事を訪

にはない。しかし、天候等

の実需者に円滑に届かない

ね、同博への協力を要請し

実態があった。国内の流通

性もあるので、

年度のよ

た。鈴木知事は「日本最大

の影響で状況が変わる可能
のお菓子の祭典にワクワク

うなことが起こらないよう

手できないという声はない

のところ総じてバターが入

③菓子業界からは、現在

あり、スーパーの棚から消

が需給に責任を持つことで

易を行っていることは、国

善してもらいたい。国家貿

たいとの説明があった。

り、その前に再度、開催し

判断することとなってお

月にさらなる輸入の要否を

最後に国の方からは、９

する協賛金贈呈式が行わ

ものの、繁忙期には少し入

か。その点も国、機構で改

の意見が表明された。

している。多くの人が三重

にしてもらいたい。

れ、三社より一千万円ずつ、

続いて、実行委員会に対

に来て頂きたい」と語った。

26
合計三千万円が贈呈された。

26

の実需者は、その結果を知

要な対策を講じる手法がと

バターの需給状況及び輸入・販売状況

年度

生じた。量販店等小売業者
催して乳製品の生産から流

えるという状況が生じ、消

10

８月

10

に問題があるのではない

•••••••••••••••••••••••••••••

日、第

鈴木英敬知事に菓子博協力を要請

25

27

られていた。菓子業界など

費者にも不安を与えた。こ

26

14

23
28

27

26

1

28

の販売棚からもバターが消

25

鈴木知事に協力を要請
８月
27
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（１） 平成28年９月15日

四国ブロック大会は︑７月

お菓子屋仲間の友人がお

は︑思い入れがありまして︑

谷青年部部長より﹁高知に

く お 願 い い た し ま す ﹂︑ 槌

間になることを心より願い

いお菓子の文化を築ける時

子を知り学ぶことで︑新し

未来を考え︑お互いのお菓

に我々が集まり︑お菓子の

本日の中四国ブロック大会

している時期だからこそ︑

社会が大きく変化しようと

いていると感じています︒

の熱い心がこの町には息づ

菓子のビジネスに情熱を燃

知事より﹁菓子作りに︑お

次に︑来賓の高知県尾﨑

挨拶があった︒

て頂きたいと思います﹂と

家族の暖かさを２日間感じ

族の様に息づいています︒

が︑高知県には一つの大家

いる人と人とのつながり

事にします︒失われかけて

い︑おいしい端麗辛口の良

作りに欠くことのできな

います︒そして︑人間関係

生かしていただければと思

る果物もあり︑素材選考に

旦など︑キャラの立ってい

もおいしいです︒小夏や文

でありますが︑野菜や果物

カツオのたたきが定番の様

る好成績を収めています︒

月から２年間にわたり歴史

治維新１５０年で︑来年４

奉還１５０年︑再来年は明

組合顧問より﹁来年は大政

議会議員・高知県菓子工業

け れ ば 幸 い で す ﹂︑ 上 田 県

ットワークを築いていただ

ックの皆様方が︑新しいネ

で︑この高知で中四国ブロ

クの天才でもありましたの

の違い︑住みやすさの体験

て６年目で︑食べ物や言葉

が行われた︒高知に暮らし

よる講演﹁高知に暮らして﹂

組合青年会和菓子大使︶に

ます芸人︑高知県菓子工業

氏︵吉本興業高知県に住み

その後︑落語家淀屋萬月

います﹂と挨拶があった︒

監督に相談しようと思って

全菓連青年部 中・四国ブロック大会

６〜７日︑高知市ザ・クラ

り︑今回が４回目の出張に

回全菓連青年部中・

さ れ た︒出 身 の 京 都 で は あ

大会では︑亀井中・四国

かと色々なご縁がある町で

も飲んでいましたので︑何

の日本酒が大好きで︑いつ

て２日間楽しんでいただけ

回のブロック大会を満足し

いですが︑力を合わせて今

素材も︑皆様のお菓子作り

う次第です︒高知の色々な

ついてお話を頂ければと思

おいて︑新しい菓子作りに

す︒旬の物をお菓子の中に

特産品がたくさんありま

知市岡崎市長より﹁高知は︑

頂 き た い と 思 い ま す ﹂︑ 高

て多くの人と仲良くなって

中を設立した近藤長次郎

います︒龍馬と共に亀山社

市半平太の映画化を進めて

われています︒そこで︑武

ヒーローが武市半平太と言

知県和菓子大使から中四国

菓子大使となっている︒高

もらい食べていた縁で︑和

色々な和菓子屋を紹介して

が︑高知に来て好きになり︑

がら独楽を回

り︑唄を歌いな

郵便局︑近藤長次郎邸跡︑

た後︑龍馬の誕生地︑龍馬

念館内の展示の解説を受け

る姿と合わせると︑習字の

名もある︒筆山は鏡川に写

屋町など職種に由来する町

住しており︑材木町や八百

ら移住した専門家集団が居

○近藤長次郎は︑大里屋と

けである︒

る郵便局は︑日本でここだ

る︒個人の名前がついてい

と龍馬の絵の消印を押され

いる︒窓口で郵便物を出す

ので︑火の周りを回り︑風

後ろに引くと火から外れる

で火が動くから︑避ける際︑

えないように注意する︒風

とすことはない︒自分が燃

が︑網を水平に持てば︑落

と︒たまに落とす方がいる

が開いているの

を使用し︑平成

年に建て

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

龍馬の生まれた街歩きを行う

ウンパレス新阪急高知で開

なります︒おいしい物が多

まり和菓子は食べなかった

ブロック長より﹁毎年︑中

るように︑高知流のおもて
にも生かしていただければ

し︑止まった先

才谷屋跡をめぐり︑最後に

筆に見えるのが由来と言わ

上に移動するように︑と説

土佐っ歩に参加

の人が︑絵柄の

鰹の藁焼きたたきの体験を

いう餅菓子・饅頭屋に生ま

で指で押さえな

られた︒土佐漆喰は︑お城

う広さはわかっているが︑

FAX.0283-23-5401

第

名の青年部員

催され︑約

維新博を開催します︒表の

が参加した︒全菓連からは︑

ヒーローが坂本龍馬︑陰の

談を︑冗談を交えて話しを

ら友達みたいなところがあ

を中心とした博覧会︑幕末

りますので︑街に繰り出し

いお酒があります︒飲んだ

さんがお集まりになられて

やしておられる青年部の皆

いるので︑龍馬の熱い地に

ま す ﹂︑ 高 知 県 菓 子 工 業 組

名と少な

合青年会川渕会長より﹁高

く︑お酒もおいしい︒私が

知県の青年会は

田村副理事長︑高知県菓子
工業組合刈谷理事長︑ほか

四国ブロック大会では︑梅
す︒その町で中四国ブロッ
なしで︑皆様を楽しませた

ブロック和菓子大使︑そし

修行していた北海道のお菓

槌谷青年部部長が参加した︒ 子屋の先代の会長は︑高知

雨の期間に重なり︑大雨や
ク大会が開催されること

は︑饅頭屋の子息であり︑

霧等天候が悪いですが︑今

織り込む︑例えば代表的な

道路が整備され︑基点が分

と思います︒高知は食べ物

は︑楽しみにしていました︒

からなくなり︑正確な位置

いと思います︒高知県民は

回は大変良い天気に恵ま
のおいしい所として︑

た京都では龍馬祭が行われ

は不明︒

て全国和菓子大使になるこ

いつも暑苦しいほど暖か

ている︒

○鰹の藁焼きたたき体験で

その役を青年部か関係者に

く︑飲んだらすぐ誰とでも

○市内には龍馬郵便局があ

柚を使ったお菓子を開発し

高知は明治維新を成し遂げ

仲良くなれ︑初対面の人も

位が６回︑２位が２回にな

上級武士が住む郭中︑西側

り︑正面に大きな龍馬の像︑

都

れ︑明日のエクスカーショ
た偉人たちの生まれの地で

自分の家族の様にとても大

ならない︒

に下級武士・商人・奉公人

は︑鰹を一番火力の強い場

とが野望とあった︒その後︑

す︒立役者となった坂本龍

人がその時点で開けられて

等が混在した龍馬の生家も

郵便ポストの上には桂浜の

所で焼き︑外側だけ焼くこ

落語が披露された︒

ンも楽しみにしておりま

馬をはじめ︑中岡慎太郎達

いる盃にお酒を注がれ︑全

翌日のエクスカーション

ある上町︑東側の下町と分

波︑地球︑龍馬が飾られて

お願いし︑和菓子の素晴ら

す︒来年は︑菓子大博覧会

による﹁菊の花﹂
﹁可盃︵べ

部飲む遊びである︒﹁可盃﹂

では︑龍馬の生まれた街歩

かれている︒下町は各地か

しさを︑メディアを使って

もあり︑ご協力の程よろし

く は い ︶﹂ と い う お 座 敷 遊

は︑天狗・ひょっとこ・お

き﹁土佐っ歩﹂を行った︒

ていただいています︒高知

懇親会では︑全菓連田村

び体験があった︒﹁菊の花﹂

かめの形の盃と︑面ごとに

まず龍馬の生まれたまち記

は坂本龍馬の出身地でもあ

副理事長の挨拶︑高知県菓

は︑人数分の盃を伏せて並

盃の絵が描かれた６角形の

年間の調査の内︑全国１

子工業組合刈谷理事長の歓

べ︑刺身などに添えられて

独楽がセットになってお

道府県のランキングでは︑

迎の挨拶と乾杯の発声があ

いる菊の花を隠し︑唄に合

広げる事が出来ないかと︑

った︒余興として︑淀屋萬

わせて順番に開け︑当てた

ります︒龍馬はネットワー

月氏による大道芸︑よさこ

盃でお酒を飲

れた︒勉学が好きで才能が

明があった︒鰹の大きさや

れている︒代々の藩主の山

脂の乗りによって︑焼く時

内家や家老などの墓があ

認められ︑名字帯刀を許さ

間が変わる︒ガスで焼くと

おこなった︒

れた︒龍馬とともに︑海援

臭いが付くが︑藁は藁の香

○龍馬の生まれたまち記念

り︑高知城を見守るように

隊の前身である亀山社中を

りがつくほか︑瞬間的な火

む︒おかめの盃

北側を向いている︒

設立した︒単独でイギリス

力が強く︑すぐに消えるた

は小さく飲みや

○龍馬の生誕地は︑戦争で

へ渡航を企てたことが発覚

館

焼けてしまい現在は病院と

し切腹した︒

がら︑天狗の盃

記念館は展示館機能と公
民館機能をあわせ持つ施設

ホテルになっており︑碑と
は鼻が高くて置

龍馬の誕生日は

とこの盃には穴

で︑土佐の木材と土佐漆喰

案内版が整備されている︒

め︑焼き過ぎることがない︒
で︑高知市では生誕祭があ

は最適である︒

○才谷屋は︑坂本龍馬の本
と同じく最初はベージュ色

り︑またその日に暗殺され

日
だが︑古くなるにつれ白色

月

けないので︑一

になるのが特徴である︒

間×

表面を炙るたたきを作るに
度注がれると飲

家である︒

間とい

すいが︑ひょっ

47

TEL.0283-23-7331

栃木県佐野市村上町903

本社工場

大阪営業所 大阪府大阪市淀川区西中島7-7-2

TEL.03-3851-7331

東京都千代田区岩本町1-8-16

10

み干さなくては

16

http://www.namisato.co.jp

当時の城下町は中心部に

い踊りの披露︑各県代表者

鰹の藁焼きたたき体験

25

15

東京営業所

70
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全 菓 連 青 年 部 中部ブロック福井大会

菓子博への協力を呼びかけ
初、どのように地域に貢献

部ブロック長より「年度当

大会では、青年部村中中

年部槌谷部長が参加した。

れるものを若い世代に伝え

地域を発信していけば、誇

とで、土産話とともに広く

め頂き、観光客に伝えるこ

思いを乗せてお客様にお求

をしなさい、休みなら外食

と子供とお金を使った遊び

か 』 と 聞 か れ ま す。『 も っ

か良い方法はありません

継いでくれるのですか。何

ブロックの目標は、あと

槌谷青年部部長より「中部

つ な げ た い と 思 い ま す 」、

を上げやすい環境を作って

けた以上、より次の県が手

て行動をするこ

くべきかを考え

に取り組んでい

代に向けて、何

とが、次の世代

できるかをスローガンに、
１・担い手の育成。日本の
Ｉターンにつながっていく

ることができて、Ｕターン、
計算がしっかりしているの

に行きなさい。今の子供は

大博覧会・三重の成功です。 くための課題と

ヵ月に迫っている全国菓子

名の青年部員が参

菓子業界は日本の伝統文化

れ、約
加した。全菓連からは、久

菓子博は、明治

第８回全菓連青年部中部

村副理事長、福井県菓子工
で、商売を一生懸命頑張れ

の菓子業界を導

日、福井市福井駅西口再

ブロック福井大会は、７月

かもしれません。前向きな

を司っていると自覚を持

された和食の担い手の一翼

福井県菓子工業組合平山理

年 部 の 務 め と 感 じ ま す 」、

に取り組むことが、我々青

気持ちを持って日々の仕事

跡を継いだと聞きました。

葉かどうか、その後息子が

れ』と答えました。その言

ができることを見せてや

ば、勤め人よりも良い生活

の先輩達です。

年かけて

反発したのが、我々菓子屋

ことに始まります。これに

年に国が菓子税を課された

た。開催の経緯は、明治

日に第１回が開催されまし

きたいと考えて

る大会にしてい

感動を共有でき

成功に導いて、

考えています。

である、世界遺産にも登録

ち、伝承・継承を受け継が

事長より「福井県は、最近

若い力で菓子業界をけん引

の菓子及び砂糖需要喚起対

ての政策要望事項、本年度

次回の開催地は長崎県とす

応が示されました。なお、

回答、持ち帰り検討等の対

要望が出され、その場での

締め切りの延長等の意見・

送付期限、審査申し込みの

係者の宿泊、審査用菓子の

そこに文化、歴史、地域の

安全で確かな商品を作り、

な商いです。我々は、安心

掲げました。菓子屋は小さ

く。この３つを重点課題に

して一丸となり成功に導

される菓子博を、青年部と

ぐってくるブロックで開催

する。３・数十年に一度め

の人に知ってもらう活動を

者からの説明がありまし

近畿日本ツーリストの担当

鉄百貨店、ヤマト運輸及び

長、 濱 田 実 行 委 員 長 ）、 近

菓子博の準備状況（岡理事

り、全菓連状況報告、三重

理事長挨拶の後議事に入

理事長の挨拶、全菓連大窪

る愛知県菓子工業組合久村

員から『どうしたら、跡を

連久村副理事長より「組合

があった。次に来賓の全菓

願いします」と歓迎の挨拶

行われますのでご協力をお

は三重県、中部ブロックで

んあります。また、菓子博

す。観光は良い所がたくさ

する者としては厳しいで

減っており、菓子を生業と

プレゼンテーションがあ

関係の専門業者３社による

ブロック展示ブースの装飾

されました。その後、中部

古屋で開催することが承認

ていることから、次回は名

６県の持ち回り開催とされ

毎に名古屋と愛知県以外の

大事です。菓子博を引き受

の文化を継いでいくことが

会で今後も続け、菓子業界

いた結果が第

回の三重大

００年以上の歴史を受け継

博覧会・三重岡会長より「１

うに、お力添えをお願いし

業界が発展していきますよ

し、中部そして全国の菓子

ることが了承されました。

次回の開催地は宮城県とす

応答が行われました。なお、

問事項を中心に説明、質疑

ック各県から提出された質

開催され、あらかじめブロ

当者の出席を得て

が、三重菓子博の事務局担

青年部もこれから新しい時

れたと考えるならば、我々

活動を通し、菓子博が生ま

問題提起の中から生まれた

菓子博が開催されました。

が集まり、翌年に第１回の

００余名の菓子業界の仲間

を記念して、明治

年に３

年に廃止されました。これ

の撤廃運動が実り、明治

ース運営報告があった。

り、ひろしま菓子博でのブ

業組合青年部竹内前会長よ

の概要説明、広島県菓子工

菓子博について

後、岡会長より

があった。その

理事長が乾杯の発声を行っ

福井県菓子工業組合田中副

ク長より主催者挨拶の後、

懇親会では、村中ブロッ

博を我々の手で

策の実施内容、全国菓子大

ることが了承されました。

開発ビルハピリンで開催さ

なければならない。２・地

万人を切って、年々

博覧会における各賞の審査

また、近鉄百貨店、ヤマト

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

各地でブロック会議開催

議事に入り、全菓連状況報

長の挨拶、出席者紹介の後

熊本県菓子工業組合堤理事

拶、ブロック幹事長である

挨拶、全菓連大窪理事長挨

工業組合丸山理事長の歓迎

開催県である福岡県菓子

県菓子工業組合岡理事長及

の準備状況について、三重

した。次いで、三重菓子博

た準備状況等が報告されま

の動向、三重菓子博に向け

習会の開催状況、組合員数

及び今後の見通し、技術講

報告では、熊本地震の影響

て開催されました。

議が福井県あわら市におい

手配等の説明がありました。

の、菓子博期間中の宿泊の

の販売に係る発注、運送等

菓子夢の市」における菓子

運輸の担当者より「全国お

開会挨拶、全菓連大窪理事

工業組合小野寺副理事長の

開催県である岩手県菓子

て開催されました。

ロック会議が盛岡市におい

８月２日東北・北海道ブ

た。中部ブロックは、１年

ブロック会議の開催に先立

の説明がありました。なお、

理事長、濱田実行委員長）

三重菓子博の準備状況（岡

事に入り、全菓連状況報告、

務取締役の来賓挨拶の後議

岡地域交流センター東藤専

光協会岩淵専務理事及び盛

決定されました。

最大の太鼓パレードとして

鼓と踊りのパレード（世界

にぎやかでほほえましい太

うに止み、老若男女による

で降っていた雷雨が嘘のよ

であり、懇親会後はそれま

盛岡はさんさ踊りの期間中

場が持たれました。また、

れ、会議に引き続き懇親の

いずれのブロック会議も

時から

告では、お菓子の新しい表

び濱田菓子博実行委員長よ

ち、菓子博前年の東北・北

ギネスに登録）の見物がで

九州ブロック協議会

示制度への対応状況、加工

り説明の後、質疑応答に入

長挨拶、ブロック幹事長で

きました。

７月

日中部ブロック会

協力していくことが確認さ

三重菓子博の成功に向けて

食品の原料原産地表示義務

開催県である福井県菓子

海道ブロック会議の恒例と

東北・北海道ブロック会議

対象品目拡大の検討状況及

り、各県役員等出展関係者

なっている実務的な説明会

中部ブロック会議

び業界としての対応、菓子

ある岩手県菓子工業組合齊

けるランチェスター経営学

永賢一氏より「菓子屋にお

株式会社代表取締役社長藤

記念講演では、ゲンキー

長として愛知県の西野嘉高

った。また、次期ブロック

羽織による早食い競争があ

北の庄による演奏と、二人

た。余興として和太鼓集団

体、栄養士等

外食業者、生産者・生産団

量販店、食品メーカー、

▽来場対象

す。

いします。

・冷凍品は当日搬入でお願

得ない場合を除き、冷蔵品

に限りがあるため、やむを

○会場内の冷蔵庫は、容量

時から

ご入場はお断りしておりま

○試食用の紙皿、割り箸、

始められます。

負担になります。予めご了

配送料及び交通費等は自己

▽出展料・無料

○出展申込方法

各自でご用意ください。

等、各種資材については、

試供品配布用のビニール

版、出展者名パネル、椅子、

奥行２ｍ程度）には、展示

○各展示ブース（幅３ｍ×

園部

特産業務部

（独）農畜産業振興機構

に問合せして下さい。

出展を希望される方は次

展示台を準備いたします。

担当：青木、

○電磁調理器、電気ポット、

▽展示ブース

承ください。

※但し、

す。

○展示準備は当日

氏が紹介された。

○講演会

※一般の方（消費者等）の

について」の講演があった。

出展者を募集

○かんしょでん粉を利用し

た食品の試食・展示会

粉の特性

日に

東京・大崎ブライトコアホ

○商談会

年２月

ールにおいて開催予定のか

かんしょ、でん

んしょ（さつまいも）でん

ペースを設置

食品製造・加工業者、商

会場内に商談ス

粉食品展示会を開催する。

▽出展対象

ホットプレート等の使用が

電話・０３―３５８３―９

いる。詳細は次の通り

Ｅ ― ｍ ａ ｉ ｌ： kandenevent@alic.go.jp

社・卸売業者等

５４９、ＦＡＸ・０３―３

年２月

可能です（ただし台数に限

▽日時・平成

りあり）。

時

※かんしょでん粉の商品を
～

取り扱っている者。展示物

（火）

月 日を予定しています。

なお、出展申込締切りは

５８３―８７５８

▽場所・大崎ブライトコア

時～）

時～）に搬入

ができます。

又は当日（

○荷物は前日夜間（

ん粉の商品の展示も可能で

をメインとし、その他ので

は、かんしょでん粉の商品
ホール

川５―５―
▽内容

)

東
( 京都品川区北品

日

このため出展者を募集して

では、平成

（独）農畜産業振興機構

かんしょ（さつまいも）
でん粉食品展示会

•••••••••••••••••••

（以後掲載）

います」と挨拶

７月６日九州ブロック協

方法見直し等について報告

回全国菓子大

議会が福岡市において開催

されました。九州各県情勢

ま す 」、 第

されました。

和太鼓集団北の庄による演奏

り、協議の結果、依頼先が

18

その思いで菓子

域の文化や歴史を発信し、
人口

年４月

業組合平山理事長、ほか青

10
10

自分たちの故郷をより多く

44
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43
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藤理事長の挨拶、岩手県観

21

21

27

工業組合平山理事長の歓迎
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挨拶、ブロック幹事長であ

20

9

80

の会場への出入りへの便
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29
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20

50

宜、会場への交通手段、関

原料の需給価格状況、第
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越したことはありません

ります。会う機会は多いに

以降の、初めての大会にな

催を隔年すると決定をした

２年前、ブロック大会の開

流会併催以来の大会です。

大会は２０１２年の全国交

海道ブロック長より「宮城

大会では長谷川東北・北

が参加した。

理事長、他青年部槌谷部長

た。全菓連からは、齊藤副

名の青年部員が参加し

グランドホテルで開催され

日、仙台市江陽

・北海道ブロック宮城大会

います。また、三重菓子博

中で、ブロック大会を開催

城は無残な状況です。その

かった家があったり、熊本

れました。町中では崩れか

くてはという思いで開催さ

菓子屋が頑張って活動しな

が、こういう時だからこそ

が危ぶまれる状況でした

ました。先般の地震で開催

ック大会が熊本で開催され

部長より「先月、九州ブロ

ま す 」、 全 菓 連 青 年 部 槌 谷

時間を作り上げたいと思い

を大切にして、素晴らしい

１回しか会えないこの時間

ると思います。逆に２年に

くことは、時代に即してい

応変に合意のもと進めてい

か っ た 」、 青 森 県 村 上 前 部

が多忙のため活動ができな

や新築等のため多くの部員

れぞれの立場で地域に必要

があると考えています。そ

めに全菓連や全菓連青年部

の役割と考えます。そのた

ないのが、次代を担う青年

考えて行動しなければなら

であれば、何をすべきかを

であり、その何かが無いの

するために集まっているの

見出す会ではなく、何かを

まりは、集まる事に目的を

青年部や菓子屋の仲間の集

感じることができました。

供できる商売だと、心から

お菓子は第三者に感動を提

らしいことと思いますし、

になればという思いは素晴

することにより、町が元気

た。情報交換会を

か月に

のＰＲイベントを行いまし

より「昨年、東京で物産品

ま す 」、 岩 手 県 小 笠 原 部 長

す 」、 開 催 県 の 宮 城 県 菓 子

屋もますます輝くと感じま

ば、青年部や各地のお菓子

菓子を通して活動できれ

な事は何かという事を、お

ーンに出店しました。福島

スティネーションキャンペ

佐藤部長より「ふくしまデ

成 果 を 作 り た い 」、 福 島 県

次に全菓連齊藤副理事長よ

思います」と挨拶があった。

有意義な大会にしてこうと

皆様と楽しく過ごせるよう

創部７年目で若輩ですが、

県の青年部は

ました。宮城

至る事ができ

けられ開催に

長や部員に助

き、佐藤前部

を教えて頂

に次第や進行

川ブロック長

ました。長谷

大会をめざし

が掛からない

なるべく費用

催にあたり、

ック大会の開

り「今回ブロ

部鈴木部長よ

工業組合青年

和菓子を想像して、見たく

いました。本に載っている

う本とコラボした催事を行

橋三越で、和菓子の餡とい

加者紹介があった。

の後、来賓紹介、各道県参

たい」と挨拶があった。そ

る菓子店になっていただき

て、想像力を活かし繁盛す

作って売る強さを再認識し

ればならないと思います。

持ご愛好されると信じなけ

ができれば、お客様にご支

はじめ、地域を活かすこと

けてはなりません。原料を

バルは同業者ではなく、負

に入ってきています。ライ

菓子もコンビニ、スーパー

きたい。賞味期限の短い生

れるように頑張っていただ

界が隆盛、ますます発展さ

力・知力を充実させ菓子業

が財産ですので、気力・体

す。青年部の皆様は、若さ

店も毎年減る現状で残念で

ています。同じように菓子

り「地方の商店街は疲弊し

回全菓連青年部東北

は、７月

約

東北・北海道ブロック宮城大会

が、固定観念ではなく臨機

の取組みについて、小沢前

長より「愛の菓子運動と産

熊本地震へ義援金

代表者会議の報告事項を

ブロック長を中心に意見交

た。

業まつり出店、弘前菓子組

流会には数名出席をしたい

す。菓子博前日の青年部交

一度の開催を予定していま

をかけて、グランプリ品を

ツコンテストを全国に応募

のフルーツを使ったスィー

トレンドは、和菓子屋でも

数いらした。今のお客様の

て、食べたくて来た方が多

東北・北海道ブロック宮城大会

長谷川ブロック長より「１

換をしました」と発表され

全菓連
青年部

・東北北海道ブロックとし

第

て熊本地震への支援として
義援金を贈ることに決定し

月八戸の菓子

合１２０周年記念がありま

各店で再現して販売しま

作り手の顔が見たいという

した。昨年

と 思 い ま す 」、 宮 城 県 鈴 木

事が分かり、作り手をもっ

各道県の活動報告では、

祭りで、実演販売とお菓子

とアピールすることが、こ

北海道小鹿副会長より「２
０１６年北海道菓子フェア

す」と報告があった。最後

ました。２・次回のブロッ

親会で発表します。３・来

に青年部槌谷部長より「近

じています」と報告があっ

部長より「毎年クリスマス

のチェンマイ大学で和菓子

た。

教室の手伝いをしました。

教室に取り組みました。来

北海道ブロック長より、松

が札幌で開催されました。

し て い ま す 」、 山 形 県 長 谷

年はベトナムで和菓子教室

下九州ブロック長へ熊本大

年９月に仙台で部長他有志

川部長より「総会で、研修

を検討しています。地元の

地震に対する義援金が贈ら

が参加する、拡大部長会議

長より「六甲祭に青年部を

と親睦を深めています。４

大垣の小中学校では、ふる

れからチャンスがあると感

中心としたブースを設けて

年１回、山形県菓子祭りを

さと大垣科という地元を学

畿ブロックでは、昨年タイ

販売しましたが、通行止め

開催しており、県組合の一

れた。次回ブロック大会は、

に、大学病院に入院してい

で人通りがなく物販に向か

部として活動しています。

ぶ授業で、大垣の名物の水

平成

る子供たちへお菓子を提供

ず、駅前やその周辺も売り

８月の花笠まつりの前夜祭

まんじゅうづくりの依頼が

菓子博は有志でのツアーを

上げが落ちた位ひどい状況

に菓子教室を担当します。

検 討 す る 」、 秋 田 県 遠 藤 部

でした。他に、生協の一角

また、お菓子教室は、独自

年に青森県で行われ

懇親会では、長谷川東北

年間経ち、課

す。来年秋田市で菓子祭り

題を解決しつつ進めていま

す。三重菓子博には一つの

人個人でも活躍していま

に地域の小学校を回り、個

で先生方に好評です。日本

を教えると、愛着がわくの

かしているお菓子という事

多数きます。地元の水を活

すだれの披露があった。

会場では余興として南京玉

ることが発表された。また、
1

30
を開催する準備で動いてい

ています。

で７店舗のお菓子を販売し

昨年は、北海道新幹線の開

ク大会の場所が決定し、懇

2

業に合わせて、施設の改修

11

20

18

40

として開催する交流会を行

南京玉すだれ

平成28年９月15日 （４）
（毎月 15 日発行）
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第930号

して徐々に江戸およびその

るようになっていった。そ

言う意味）が江戸に送られ

中間地点で作られた物資と

らも中国物（江戸と上方の

戸に近い尾張・三河などか

量に送られ、さらにより江

と言われる物資物産品が大

大した江戸には「下り物」

って一大消費地として急拡

幕府が置かれたことによ

……、 豆 腐、 七 草 粥、

醤油、……麹、……、酢、

そ）、……、酒、……、納豆、

るなら「大豆豉、未醤（み

がなされている。例を挙げ

類が列記され、細かな解説

されている当時の加工食品

には、現在では菓子に分類

百五目録地部醸造類の項目

かんさんさいずえ）の巻第

である『和漢三才図会』
（わ

れた類書（日本版百科事典）

坂で寺島良安により編纂さ

羊羹、加須底羅（かすてい

糖、糖花（こんへいとう）、

……、飴、まめあめ、求肥

で 記 し ま し た ）、 饂 飩、

で一般に使われている漢字

する漢字が見当たらないの

ん ご ）、 粽（ ち ま き、 該 当

せっこう）、……、粥、餌（だ

ん ）、 麩 筋、 白 雪 糕（ は く

とでも言えようか。そして

ところの「加工食品一覧」

えて言うなら、現在でいう

然とした配置に思える。あ

のか、さえつかみ得ない雑

のか、列記に法則性はある

する食品のどれに該当する

果たして現存

沙糖漬ノ類」

つのみどり）、

ら）、松翠（ま

のプレゼントの時間は、餌

しょうか。動物園では、氷

同じでも、団子や牡丹餅は

ある。また、言葉としては

い身には手に余るものでは

ており、漢文の素養に乏し

細かな解説を漢文で説明し

和名、関連の漢語を付し、

これらの項目を、その音読、

部を、２０１０年から継続

「南国白くま」の売上の一

防止活動への協賛として、

ているものの一部を指し、

現在は半生菓子に分類され

は、果物などの形を模した、

菓子と呼ばれていたもの

かり頂けたと思う。当時、

てはいなかったことがお分

テラなどが明確に分類され

子に起源する金平糖やカス

を粉にした甘味類、南蛮菓

並列に扱われ、飴や干し柿

子や羊羹が、蕎麦や饂飩と

る大方である饅頭や餅や団

れが菓子として認識してい

の刊行された頃、今われわ

さて本題。和漢三才図会

る。

使わない蒸し羊羹と思われ

み下した感じでは、寒天を

れるし、羊羹も解説文を読

菓子ではないように考えら

われわれの見知った甘い和

に行ったと聞いています」

って、四国琴平方面へ売り

るきん饅頭〟というのを作

事長・豊下正良

えられないだろうか。

様性を育んだ立役者だと考

子」こそが今日の菓子の多

知れないが「駄菓子、雑菓

る。少々うがった見方かも

印象がすり込まれた感があ

が裾物の菓子であるという

まれた。そして「駄菓子」

「駄菓子」という言葉が生

の漢字を充てたことにより

し」に聞こえ「だ」に「駄」

っては「ざがし」が「だが

多く、近畿圏外の人々にと

音を曖昧に発音することが

畿圏では、タ行とザ行の濁

だが、五畿内と呼ばれる近

ばれていた。現在でもそう

「 雑 菓 子（ ざ が し ）」 と 呼

分類しきれない菓子群は

さて、江戸時代中期の大

冷たくて心温まるお話

経営をモットーに、季節の

５種類の大福を手がけら

みかん大福〟等さまざまな

「今後も日常の和菓子を

した。

年前に帰郷。堅実な

と３代目の奥様が話して下

後、
して寄付しているそうです。

きたいと思っています」と、

夏休み中の子どもたちを楽

社長ご夫妻共々笑顔で応対

そして、このシロクマに

わった商品になっていま

して下さいました。地元を

く配置し、白熊の顔に似せ

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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周辺でも色々な物が作られ

……、饅頭、蕎麦切、環餅

ら ）、 煎 餅、 唐 松、 松 風、

ぷり入り、シャリシャリと

やりと生態の解説も伴い、

和漢三才図会

るようになって行く。生産

（ け ん ぴ ）、 粔 籹（ お こ し

外郎餅、浮石糖（かるめい

した食感は、まさに「氷白

雑菓子考―

地が消費地に近づく典型的

が白熊印だったので、そこ

熊」。

上方に駄菓子はなかった

な例であり、菓子類もその
ごめ）、……、飯、餈（もち）、

から付けたそうなのです

大阪府飴菓子掛物組合理

例外ではなかった。
餡、牡丹餅、索麺（そうめ

が、フルーツをバランスよ

ひん
やり

セイカ食品株式会社

す。「 遠 方 か ら も 注 文 が 入

重点として、地産地消や地

に〝季節の銘菓〟として地

るんですよ」と４代目の奥

域に密接した商いをして行

元で採れた果物を使用した

れ、特に〝ぶどう〟は自家

に使用した人形焼（カステ

大 福 は 有 名 で す。〝 い ち ご

農園で栽培し、品質にこだ

ラ生地）の兵隊の型を出し

上生菓子や日常の和菓子を

で夏を乗り越えて、元気で

てきて下さり、貴重な１１

製造販売されています。特
また、地球温暖化により、

長生きして、これからもみ

・森下広和

業組合事務局長

高知県菓子工

思います。

いただきたいと

き継いでいって

代目６代目と引

これからも５

でした。

を後にしたこと

感じられ、お店

れていると強く

お菓子を提供さ

客様により良い

溢れており、お

んなを楽しませてね。

さいました。また、その当

ホッキョクグマの生息する

時日露戦争で勝利した時代
鹿児島市平川動物公園に

北極の氷が減少しているこ

ようなセリフですが、その

四代目の洋三氏と奥様

大切に思う誠実な気持ちが

域の一大ブームを作り上げ

君が代

様がおっしゃっておられま

拝見し驚いたことでござい
ます。

２代目の久万三郎氏は、

現在も製造を行っている看

板商品の煎餅〝銘菓君が代〟

を考案し大いに商いを伸ば

したそうです。３代目徹氏

（現社長の父）は、昭和

年 頃、 米 ど こ ろ に 着 目 し

たと伺いました。

銘菓

大福〟〝ぶどう大福〟〝山北

鹿児島県菓子工業組合事
務局長・惠島理子

日常の和菓子を大切に…

せていただきました。

堂さんを訪ね、お話を伺わ

～武市神栄堂～
号線を
分ほど行

高知市から国道

０余年続く歴史あるお店で

現在は４代目まで引き継

室戸方面へ車で

す。〝 絵 金 〟 で 有 名 な 赤 岡

がれ、現社長洋三氏は京都

㎏）を一日２個、

18

０余年前の人形型を初めて

シャイで愛らしいホッキ

は、現在は高齢のカナちゃ

とが現在問題視されていま

ョクグマのカナちゃん、氷

街を歩けば、あちらこち

この「氷白熊」をご家庭

んだけになってしまいまし

すが、セイカ食品㈱ではＷ

しませる時間ともなってい

らの飲食店で「氷白熊」の

でいつでも手軽に食べられ

たが、ホッキョクグマ（シ

ＷＦジャパンの地球温暖化

ます。

文字を見かけ、鹿児島人に

るようにしたのが、セイカ

ロクマ）が展示されていま

関して、心温まるお話があ

は当たり前で、夏の必需品

食品㈱の「南国白くま」な

す。

るのです。

「 暑 い ね え。 シ ロ ク マ 食

とも言えます。

のです。カップの中に、フ

て盛り合わせるお店も少な

べたいね」鹿児島の夏に必

シロクマの名前の由来

ルーツも小豆も練乳もたっ

くありません。

ず交わされる会話です。

は、最初に作ったお店が使

県外の方が聞いたら驚く

正体は練乳がけのフルーツ

用していた練乳のレッテル

南国鹿児島の夏は、ホッ
キョクグマにとっては、過
酷なものと思われます。そ
こで、セイカ食品㈱製菓部
部長の牧迫昭郎氏による
と、１９９１年から毎年、
氷の塊（

町は黒潮おどる土佐湾を目

町で、初代武市藤治（とう

の有名和菓子店で修業した

「餅」の製造を手がけ、地

の前に臨む豊かな自然の恵

じ）氏が饅頭屋を開業した

年頃、１２
クグマへのお中元として届

みにあふれた土地です。そ

の が 始 ま り と の 事。「〝 ま

創業は明治

けているそうです。

の国道沿いに店舗を構えて

ったところ、香南市香我美

ひんやり冷たい氷は、し

商いをされている武市神栄

日間、ホッキョ

ばし遠い北極の地を思い出

10

40

55

知

高
させてくれるのではないで

真夏の約

•••••••••••••••••••

がたっぷり入った白いかき

南国白くま

氷なのです。

写真提供‥鹿児島市平川動物公園

ホッキョクグマのカナちゃん
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（５） 平成28年９月15日

東京都小笠原母島でつくる

『東京カカオ』計画
平塚製菓㈱
スコミで紹介された『東京

事はございません。現地で

になります。

のカカオ農園を訪問いたし
できました。総面積は約５

カカオ樹を栽培する環境が

００本のカカオの木すべて

農園では２０１７年には５

私は生まれも育ちも東京

ました。

ラグビーボールの様なカカ

が成木となりカカオ豆が収

穫できる予定です。どの様

小笠原の気温は栽培には
２０１５年に少量収穫さ

問題ないのですが一番の問

０００㎡です。

の下町で今も暮らしていま

な商品にするのか開発中で

すので東京都小笠原村を候

菓子メーカーとしてとても

オポッドがカカオの木の幹

れたカカオ豆を発酵、乾燥

楽しい仕事です。今後カカ

に直接なっている姿に感動

の後にチョコレートへ加工

題は台風の通り道である事

してみました。出来上がっ

補地にいたしました。
㍍に

すると共にカカオを自分で
です。その為に風速
も耐えられる堅牢なハウス

オが島の産業の一つとなり

また商品化をした時に世
界的ブランドならロンドン

たチョコレートは正にチョ

栽培したいと思いました。
とはいえカカオが栽培され
の建設が必要になりました。

カカオ』についてお話しい

東京都菓子工業組合員の

・パリ・ニューヨーク・ト

平塚製菓㈱が取り組んでい
るのはアフリカ、中南米、

母島がカカオアイランドに

たします。２００３年に私

なれば良いと考えておりま

る『東京カカオ（商標登録）』

コレート、尚且つフルーテ

度のカカオベルト地帯の高

す。

理事・平塚正幸

東京都菓子工業組合常務

く物でした。私達は世界一

界一美味しいカカオ豆を生

１月に最初のカカオポッド

２０１５年９月に第７号

で農家の皆様に事業説明会

ィーな香りのする満足のい

温多湿な地域です。カカオ

協力農家の方にお願いし栽

の日本の農業技術により世

２０１１年８月に第１号

機会があり、カカオの栽培

ベルトからは少し外れます

お菓子教室

少が問題として挙げられて

いました。その中で、熊本

県菓子工業組合が唯一組合

催県福岡県菓子工業組石坂

を表し黙とうが行われ、開

明を聞くことができません

係でその要因が何なのか説

た。残念ながら、時間の関

員の増加が報告されまし
福岡は博多山笠の真っ最

副理事長の開会宣言で始ま

九州ブロック協議会

菓子博に向けて一つに

•••••••••••••••••••••••••••••

産したいと考えています。

１個を収穫できました。

ハウス完成。２０１３年１

東南アジアなど赤道南北

を間近に見る事ができまし

が日本国内での栽培は緯度
培を開始しましたが、数百
本の苗木が成長するも次第
に枯れ始め数ヶ月で全滅し
てしまいました。すっかり
落胆している時に、母島で
数度お会いした事のある農

年７月６日（水）、

を始めると共に同じ失敗を

との事。早速に打ち合わせ

があり一緒にやりましょう

がカカオ栽培に非常に興味

業説明会に参加しなかった

した。

ク協議会福岡が開催されま

ル福岡で全菓連九州ブロッ

ＡＮＡクラウンプラザホテ

中、平成

ック会長・熊本県菓子工業

歓迎のあいさつ、九州ブロ

り、同組合の丸山理事長の

算報告・平成

年度九州ブ

ク協議会大分大会の収支決

でした。前回の九州ブロッ

様より、運送に関する説明

に関する説明を近鉄百貨店

島博と違いますが、審査出

査方法・表彰数が前回の広

応答などあらゆる方面に対

般菓子の審査に関する質疑

家さんから連絡があり、事

ハウスが完成し５００本の

を開催しました。その後に

２０１０年に父島と母島

60

ウキョウと考えたからです。

はアフリカのガーナに行く

１５年を迎え現在はチョコ
た。日頃、チョコレート屋

年創業、今年で１

レートと焼き菓子のＯＥＭ

明治

をご紹介いたします。

を行っているメーカーです。 といえども乾燥して輸入さ

い、上田

はヤマト運輸様、展示会場

協力要請がありました。会

展数は前回同様の出展数の

員・各賞などに対して各県

審査基準・審査方法・審査

た。特に一般菓子審査では

して意見が述べられまし

ロック会収支報告と進みま

場までの交通手段や、シャ

より、より良いものにした

組合理事長・全国菓子工業

の設営に関して熊本のアー

トルバスの手配の状況確認

いという熱い思いがこもっ

会議冒頭では、４月に起

トスペース様にもご参加い

・サンプリングの日程、配

しない様に一度産地を見学

ただきました。実行委員会

布に関するお願い・展示ブ
また、６月ということで、

ての説明。平成

子の新しい表示制度につい

状況報告。事業計画やお菓

に入りました。今回は販売

一般菓子審査において、審

ースの設営内容や予算、一

た意見のやり取りがなされ

岡

回全

より、現在の菓子博の進行

に熱心で、たくさ

子ども達にはお土産として

お菓子教室は実施回数も

示制度についての簡単な説

ら施行。また新しい食品表

局・村上豊美

福岡県菓子工業組合事務

なくてはと思いました。

成功に導けるように頑張ら

加し１００年続く菓子博を

解決して多くの組合員が参

にありますが、ひとつずつ

むことはまだまだ山のよう

菓子博に向かって取り組

と盛り上がっていました。

を回りながら一つになろう

り合って列を組み、会場内

０年代の曲を歌い、肩を取

まま懇親会と移り、１９８

たと思います。熱い思いの
ん質問をしてきて

日「食品表示法」が制定、

年６月
くれ、楽しい時間

「みな月」が振舞われまし

増え、毎年多くの子ども達

懇親会

た。
二品の製作を終

と職人が直接触れ合える場

年４月１日か
え、 続 い て 上 田

明や、食品表示Ｑ＆Ａの冊

公布。平成

悟史氏による工芸

になっております。今回の

ありました。

菓子の実演を行な

九州各県情報報告並びに

子や「わかりやすいお菓子

いる子も多いですが、今後

情報交換ではそれぞれの地

の表示」の作成など説明が
桜の花びらや

もそういった文化を継承し

「みな月」の様に和菓子を

松、葉っぱの艶出

ていくことも大事な活動で

食べる行事を知ってくれて

しなど、初めて見

いました。

る工芸菓子の製作

による廃業などの組員の減

れ、どの県でも後継者不足

区での問題点などが報告さ
あると感じました。

部広報・西井一樹

京都府菓子工業組合青年

に子ども達は興味
深そうに見入っていまし
た。来年の三重菓子博に向

九州ブロック協議会

となりました。

休憩をはさみ、第
国菓子大博覧会・三重

状況、今後の予定等が報告。

した。

会長・濱田実行委員長のあ

組合連合会大窪幹夫理事長

会議に入らせていただきま

いさつから説明および協議

のあいさつをいただき、本

した。審議の議案は、全菓

きた熊本・大分の地震で被

連山本専務理事より全菓連

害に遭われた方に哀悼の意

けて、青年部員にとっても

しに行こうと言う事になり

良い刺激となりました。

２０１１年にインドネシア

子ども達は非常

を指導しました。

27

からしますと沖縄か小笠原

菓舗）が実演・説明を行な

27

れたカカオ豆しか目にする

さて本年２月に多くのマ

20

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

お菓子教室を開催
の意を唱えました。子ども

（葵餅）が講義を行ない、

い、間近で技を披露し、完
その後各テーブルに青年
部員が一人ずつつき、製作

28

京都府菓子工
業組合青年部

京都府菓子工業組合青年
達は事前の授業で和菓子に

クイズを交えながら、菓子

成すると子ども達からは歓

25

京都市立紫竹小学校にて
日（火）に京都

ついて調べていたこともあ

部は６月
名

り、熱心に講義を聞いてく

市立紫竹小学校にて、

れました。
続いて製作体験に移り、

の生徒さん達と共にお菓子

回は京都市の教育委員会の

今回はねりきりの【撫子】
と【菊】を製作体験。
子ども達に集まってもら

の歴史や原材料、和菓子を

声が湧きました。

悟史氏（きねや

五感で食す話に加え、食育

まず初めに上田孝博氏

した。

職員の方が視察に来られま

作りを実施致しました。今

40

の観点から「いただきます」

27

台風からカカオ樹を守る堅牢なハウス

28

京
東
たわわに実り、収穫を待つカカオポット

岡

福

34

21
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第930号

年に引き続き『徳島スイー

徳島県菓子工業組合は昨

のお菓子を全国へ～」とい

がつなぐ幸せづくり～徳島

ランプリは「徳島のお菓子

で多くの方にご参加頂きま

校生及び大学生）の２部門

学生（専門学校生・県下高

造販売している全ての方）、

で、作品を募集し

げたいとの思い

ンドのお菓子に繋

れ、更に全国ブラ

菓子が県民の皆様に愛さ

子を美味しくすると共にお

開催を通して、徳島のお菓

す。スイーツコンテストの

第二次審査では、美味しさ

以下）などを審査します。

定５００円（原価率３０％

い方や表現力・販売価格設

査では、徳島産の素材の使

予定している第一次書類審

八月二十五日、九月上旬に

を見込んでいます。締切は

げ、約一〇〇点の作品応募

徳島らしいスイーツ」と掲

審査として実際に商業施設

五点につきましては、最終

第二次審査を通過した作品

般公開で審査を行います。

ア関係者に参加いただき一

ツを愛する有識者、メディ

徳島県知事をはじめスイー

を行います。審査員には、

・デザイン等について審査

ど実際に作品を提出し試食

待ちください。

います。ぜひお楽しみにお

の投稿をお送りしたいと思

の伝達式終了次第、ご報告

プリを獲得するのか十一月

集まり、どの作品がグラン

実際にどのような作品が

決定します。

販売個数にてグランプリを

徳島スイーツグランプリ

ツグランプリ２０１６』を
う私達の組合理念のもと、
ています。同時に

徳島らしいスイーツを

開催します。

学生部門も設定し

・吉田恵子

徳島県菓子工業組合理事

プロ（和・洋スイーツを製

で一般のお客様に販売し、

を傾けていました。

本講習会で使用した「ト

レハ」は、トウモロコシな

４か月間を有したシンボル

した。同会場では制作に約

子があるなど連日賑わいま

昨年の審査風景

合員および（一社）北海道

ールを購入した当組合の組

ールに基づき共通の認証シ

チーズ」は一定の商品化ル

並 び ま し た。「 北 海 道 焼 き

「徳島を表現した

マといたしまして

盛岡市のマイスター日の本

講習会は、去る三月八日、

習会を開催しました。

講師に招き、洋菓子技術講

フ横田秀夫氏（埼玉県）を

ークウッドのオーナーシェ

事長齊藤俊明）は、㈱林原

岩手県菓子工業組合（理

すので、ご参照ください。

レシピが掲載されておりま

は、菓子工業新聞八月号に

パティシィエの横田先生の

部大司技術部長は「トップ

岩手県菓子工業組合の阿

どのでん粉から作られる糖

工芸菓子「道庁赤レンガ庁

洋菓子協会の会員のみが販

２度目の開催となる同グ

・アイデア・徳島らしさな

横田秀夫シェフの

•••••••••••••••••••••••••••••

ており、パティシ
エを目指す学生さ
んにとってのチャ
ンスの場を提供し

洋菓子技術講習会を開催

田

北海道お菓子フェア

人気テレビ番組で
紹介のケーキも紹介

ら、菓子製造関係者からの

評価が高く、菓子・パン類

に利用されている㈱林原の

ロングセラー商品です。

技術に触れる良い機会なの

このうち、三品について

中でも「抹茶のケーキ」は、

盛況のうちに終了

質で、保水性や冷凍耐性な

舎 」（ 当 組 合 副 理 事 長

コナッツとマンゴーのサク

中英雄氏制作）も展示され

ど様々な機能があることか

イーツ店を除く）多くの来

サクメレンゲ）

場者を集め盛況のうちに無

を会場に、トレハを活用し

の協賛により、菓子工房オ

北海道新幹線が開業した

売可能なお菓子です。新し

で、参加者の皆さんも技術

い製品の提供に励んで頂き

を習得され、各店でより良
で紹介され、オークウッド

たい」と語っています。

マツコデラックスさんが司

店頭で品切れが続く人気商

会を務める人気テレビ番組
た。（ ◆ 苺 の ス フ レ ◆ 抹 茶

品です。参加者は、熱心に

た、横田シェフ創作の人気

のケーキ◆紅玉リンゴのパ

洋菓子五品を講習しまし
額は、今後の販路拡大等を

ウンドケーキ◆アーモンド

メモを取り、講師の話に耳

い事業は始まったばかりで

菓子の展示や洋菓子作品コ

なお、シンボル工芸菓子

目的に使用される予定です。

と胡麻のフロランタン◆コ

すが共通認証シールの売上

ンテストの同時開催、世界

「道庁赤レンガ庁舎」は、

その他にも道内外の一流

や日本の有名菓子の販売も

フェア終了後も観光客の皆

菓子職人による、和洋工芸

回全国菓子大博

行われ、中には新幹線開業

様等に鑑賞していただける

大通公園での今回のよう

年ぶりの開催と

をきっかけとして東北と北

なお菓子に特化したイベン

なりました。

海道の菓子業界が連携しお

よう、モデルとなった道庁

日間にわ

大通２丁目会

菓子を販売した会場もあり

また同期間中には、北海

援、ご協賛、ご協力をいた

ェアの開催にあたりご支

２０１６北海道お菓子フ

オークウッドの横田秀夫氏が講師

沢仁

工業組合・小

岩手県菓子

さい。

い合わせくだ

で、是非お問

組合事務局ま

ある方は、当

ので、関心の

がございます

習の補助資料

おります。講

反響を呼んで

載され、大変

子工業新聞八月号に記事掲

この度、本講習内容が菓

場は大型テン

赤レンガ庁舎２階に常設展

日㈮から７

月３日㈰までの

年）の第

トパビリオン

ました。道内公式スイーツ

示されることになり８月

道の新しい土産菓子を目指

だきましたすべての皆様に

日には同所で寄贈式が行わ

トは、１９６８年（昭和

覧会以来

たり札幌大通公園２丁目等

万人を超える（公式ス

の中で、つく

店も含め北海道全体で菓子

がらステージ

して今年１月に開催された

御礼を申し上げます。本当

業界を盛り上げたイベント

イベントを楽

北海道スイーツコンテスト

局長・渥美さよ子

洋菓子技術講習会

りたてスイー

しむ有料（チ

グランプリ受賞作品「北海

ツなどを来場

ケット制）の

に有難うございました。

れました。

メイン会場

道焼きチーズ」の先行販売

になりました。

で、入場早々

が行われ全道より趣向を凝

北海道菓子工業組合事務
らした

社の商品が店頭に

に品切れにな

者が堪能しな

10

43

る人気のお菓

12

を会場に開催され道内外よ
り

工芸菓子「道庁赤レンガ庁舎」

48 17

10

ェア」は６月

2016
24

ました。

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

ことを記念して開催された
事終了いたしました。

今回の公募テー

ています。

手
岩

「２０１６北海道お菓子フ

徳島スイーツグランプリ

島
徳
北海道
40
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家業と文化を継ぐ

みやこ屋
てきた県下有数の菓子処で

西美濃賛菓
「父親の後を継いで菓子
ある大垣において、

て大きな感動があったとい

様々な人との出会い、そし

ことを決意するまでには、

菓子職人として生きて行く

（？）だった粕川さんが、

い 言 葉 だ が、 お 菓 子 嫌 い

まれる姿からは想像できな

で現場でお菓子作りに勤し

れた。

やこ屋」の礎を築き上げら

きく方向転換し、現在の「み

初代は、和菓子専門店へ大

売には限界があると考えた

仕入れ商品を扱うだけの商

ていた。しかし十数年後、

の集会所として大変賑わっ

的なお店で、近所の高校生

た「まちのおやつ屋さん」

とは一線を画す広々とした

イメージしていた和菓子屋

に行った時、今まで自分が

と声をかけられ、お店を見

んへ修行に行かないか？」

生から「滋賀県のたねやさ

問としてお招きしていた先

た粕川さんに、当時技術顧

に就職先もきめていなかっ

目前にしていた頃の事。特

ら思えば、もっと学ぶべき

で あ る か を 学 ん だ。「 今 か

感の提供がいかに大切な事

招きするお店にとって季節

然の事として、お客様をお

に、お菓子の美味しさは当

うに誇りに感じるととも

ィスプレイを自分の事のよ

差しを向けられる見事なデ

は、同業の方から羨望の眼

いでもらいたいか？という

ご子息に「みやこ屋」を継

ご自身の経験をもとに、

続く。

ったお菓子作りはまだまだ

濃賛菓」のコンセプトに則

みやこ屋がかかげる「西美

多い。食材・菓名ともに、

や文化を取り入れたものが

むすび」など、地域の歴史

やこ屋」の２代目社長粕川

の歴史をもつ和菓子店「み

業した。当時は和菓子専門

は、大垣に戻り菓子屋を開

ラブネで修行された初代

の、大学に入るまで自社商

を多少は意識していたもの

長男として家を継ぐこと

子屋はこんなにも素敵なも

季節感あふれる装飾に「菓

店内、見事にあしらわれた

すると、修行時代に培われ

話されるが、お店にお邪魔

事 は た く さ ん あ っ た。」 と

と言ってもらいたい。けど

けてみたところ「やりたい

少し意地悪な質問を投げか

１９６４年、京都のタカ

う。

ぽっちも考えてなかった

康夫さんは、幼い頃の思い

余年

屋になろうなんて、これっ

よ。甘い物、特にあんこは

出をこのように語る。白衣

子屋って仕事は、嫌々でき

をたくさん見ている。お菓

岐阜県の西部に位置し、

り、謙遜である事は一目瞭

言われてやって挫折した人

然。お客様にとって居心地

たものが随所に現れてお

たという。この感動を胸に

のになれるのか」と感動し

「たねや」さんでの修行は

品もほとんど口にすること
がなかった粕川さんに大転

店というよりは、パンやジ

機が訪れたのは大学卒業を

は２００５年。不惑を迎え

初代より家業を継いだの

様々な出会いを経てお菓子

川 少 年 は、 数 十 年 の 時 と

割く。あんこ嫌いだった粕

を磨き、そのために時間を

行います。もち米生産者に

化の発展をめざす職人たち

流を図りたいと思っていま

るものじゃないからね」と

練習と茶道教室

ようとする年だった。地産

をこよなく愛する一流の職

す。

のよい空間を提供したいと

の日には社長宅

地消のお菓子作りを目指

人となり、岐阜の菓子文化

がその技をいかんなく発揮

始まった。修行

へ赴き、目を輝

し、積極的に地元の食材を

は後継者もいます。組合員

答えが返ってきた。お菓子

かせながら将来

使用するとともに、菓子屋

を支え続けている。

のために技術を磨き、感性

のたねやの姿を

には地元の文化を伝える役

いう気持ちが店内に溢れか

語る社長の言葉

目があると考え、菓名には

えっている。

に心を躍らせ、

「輪中の水神さま」や「歌

期間中には、週

百貨店の店舗応

組合小熊坂孝司理事長は

の通過接近は稀な地域であ

戸内海に面した干拓は台風

滞りなく終了しました。瀬

学しながら情報交換をして

ます。

働している２つの会があり

「洋菓子研究会」部門と協

会」と島根県洋菓子協会の

で結成している「松江松和

松江市近郊の和菓子技術者

島根県菓子工業組合は、

す。又、年一度開催されてい

ーを永年に亘り務めていま

くり授業の講師、マイスタ

・中・高・大学への菓子づ

菓子づくり教室の講師・小

め、各団体から依頼された

術専門校での講師をはじ

合が運営する島根県菓子技

能士が所属しており、当組

ます。

県産の利用をお願いいたし

の皆様には、安心して山口

菓子の紹介を受け文化の交

と同時に、彼らの国々のお

お菓子の楽しみ方を伝える

ークラブの依頼で留学生に

今秋には、地元ロータリ

れています。

ど、熱く充実した時間が流

さないようにメモをするな

組み、作業工程を見て漏ら

らの話と実技に熱心に取り

は、生徒も松和会講師陣か

菓子技術専門校の授業で

伝いをしたりしています。

て地域発の新商品開発の手

近年では高校等に依頼され

子の魅力を伝えています。

通して子供達に松江の和菓

して活躍し、多くの事業を

など広い分野で地域活動を

に集めて審査、展示する会）

して作り上げた作品を一堂

す。

ることを楽しみにしていま

とたくさんの笑顔が見られ

笑顔を励みに来年度はもっ

の食べた時のとても素敵な

表会をしています。子供達

り、毎年子供達を招いて発

た洋菓子の研究をしてお

インマスカット」を使用し

食べることができる「シャ

島根県の特産でもある皮も

いっています。４年前から、

術供与等に遠方まで指導に

りの講習、郡部店舗への技

小学校・高校生の菓子づく

ており、マイスターとして

菓子一級技能士等が在籍し

は和菓子同様に島根県の洋

一方「洋菓子研究会」に
哉

「毎年良質なもち米を安定

松和会には「選・和菓子

る持寄会（松江で和菓子文

農業会館にて山口県菓子工

い中、山陽小野田市南高泊

梅雨明けの日差しが眩し

ミヤタマモチ６９００円／

今年度は１４３０俵を、

を占めるものであります。

事務作業は大きなウエイト

の仕事の中でもち米に係る

米委員会が出席しました。

口県菓子組合執行部ともち

がら生産者と情報交換

福江農協組合長は「今年

のお礼の言葉で調印式を締

協の担当者の経過報告、市

衰退には組合で啓発事業を

わりました。餅菓子の消費

を取り巻く環境が大きく変

いもち米を生産していただ

に感謝している。今後もよ

数量を確保するため栽培面

一に備えて菓子組合の契約

理事・恒松恵子

和・洋の職人の会

島根で活躍する

•••••••••••••••••••

めくくりました。
その後、農政事務所の担
当者からもち米の稲穂のつ
くりや生育過程など現地で
株を見ながら説明を受け、

き、我々が加工したおいし

積を広げるなど危機管理も

生産者代表と生育状況を見

いお菓子で消費者に喜んで

十分にされています。
年を経て餅菓子や農業

もらいたい」と述べ、生産
者の紹介と事務局である農

山口県菓子工業組合専務

供給してもらっていること

りますが、病害虫などの万

職」の認定称号を保有する

全菓連青年部長・槌谷祐
援に入った際

に１回の習字の

ュース、駄菓

粕川康夫さん

子なども扱っ

を身にまとい、朝から晩ま

四喜満堂

もち米の供給契約を締結

業組合は山口宇部農業協同

で契約

積 ）、 ヒ ヨ ク モ チ ７ ３ ５ ０

は順調に生育している。台

ha

根

県産原料の安定供給へ

組合（ＪＡ山口宇部）とも

円／

風には当地を避けてもらっ

協関係者、生産代表者、山

した。この契約栽培は、安

しました（別途組合手数料

てお互いに協力しながら供

ち米の供給契約を締結しま

定した価格で組合員に安全

消
･ 費 税・ 運 賃 ）。 前 年 比

給契約を続けていきたい」

（栽培面

な山口県産の原料を確保し

の俵数は大幅減となりまし

と挨拶されました。県菓子

（価格）

年から始まり

の日行われた調印式には山

、４・８

年目を迎えます。契約栽

たが、栽培面積については

陽小野田市を仲介役に、農

ようと平成

培としては全国で先駆的な

台風などのリスクに備えて

局・高島佐枝子

島根県菓子工業組合事務

７名をはじめ多くの１級技

岐阜県大垣市本今１丁目129ー１
電
話：0584ー82ー7400
営業時間：8:30～19:30
調印式

みやこ屋 本今店

大きく取られています。こ

30
kg

島

現地で生育状況を見学しな

店舗データ

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

みやこ屋

古くから城下町として栄え

得意じゃなかったし…」

50

事業で、山口県においては

31
ha

14

30
kg

最も収益性があり、事務局

14

口
山
14
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彫刻経験による高い技術

「菓匠 彩京」

にも瀟洒な建物は、逆に存

りません。その控えめな中

たりする醍醐味、この時の

人をも喜ばせたり感動させ

る楽しさ、その作品が他の

しばらくした平成

月

は息子が修業先から帰って

納めていました。今の店舗

専門で大手スーパーなどに

人の人柄に惚れ込んで、た

教えられました。先生ご本

や考え方など色々なことを

技術以上に人としての姿勢

られるので、集客に一役買

年寄りまで気軽に買い求め

人気があり、若い人からお

かな「みそまん」は根強い

に新築オープンしました。

け替えのない時間でした」

う毎日でした。今思えば掛

だ夢中で付いて行ったとい

と「やはり季節にあった良

今後のことをお伺いする

っている様子。

年

経験と考え方がその後の菓
子作りの基礎になっていま
息子が初代として製造小売

店主のお母様（清水俊子

在感があります。

様）がお菓子とお茶を運ん

りの和菓子専門店をスター

自分が納得したものを出したい
す。３年間修業しましたが、

全で美味しいお菓子。具体

気持ちの変化もあり彫刻よ

的には菓子の素材そのも

できてくださり、そのお盆

店を継いだ後のご本人の

の、特に餡作りにこだわり、

は楓や蟹を彫った木地の見

並々ならぬ努力の結果の一

自分が納得したものを出し

店舗は曲線と直線を巧く

はいえ新しい道を切り開く

つが、選・和菓子職制度で

たい」とのこと。

取り入れた「和モダン」な

のは大変です」とのこと。

愛知県初の優秀和菓子職に

今回は東海道線「岡崎駅」

歳の時、

認定されたことです（平成

前の直線道路を東に２キロ

千葉市川「京山」に入店し

質な材料を使って丁寧に安

いと考え菓子の道に進みま

５年、さらに松江の「彩雲

着々と実力を蓄え、その

という。

した」とのこと。

堂」に３年間、菓子作りを

技術に裏打ちされた上生菓

トさせた訳ですが、好きと

尋ねると「息子は手先が器

学んだ。屋号の「彩京」は

子を中心に、贈答用菓子、

り家業の和菓子で実現した

用だったので、彫刻の道に

両銘店の一字ずつをもらっ

羊羹類が並ぶ中、父親の時

事な工芸品でした。

進んだ時は好きな道に進め

たもの。

代からの八丁味噌の香り豊

シンプルな佇まいで、檜の

丹念に彫り上

という思いと、若いうちは

「 京 山 の 佐 々 木 勝 先 生、

の新興住宅街のメインスト

げたものでし

外で修業して苦労してこい

彩雲堂の伊丹二夫先生には

た。

身で材木から

歳）がご自

年生

それもその

という考えもありました。

後からお聞きすると店主

はず菓子職人

和菓子を目指すと打ち明け

の清水紀行氏（昭和

になる前は富

られた時はやはり嬉しかっ

看板や白い暖簾がなければ

山県井波彫刻

たですね」と目を細められ

勇氏（昭和

年生

歳）に

年に独立開

業して菓子製造を始め、卸

２―２―

火曜定休

☎０５６４―
５１―１１１５

愛知県菓子工業組合・林
圭一郎

今年は特に、手洗いにつ

いて重点的にお話頂き、洗

い方から消毒の仕方まで、

注意点を交えて詳しくお話

「福岡県

す。博多区にある鈴懸さん

いで光を放つ銘店がありま

の和菓子の伝統を連綿と継

機など普通の和菓子店が持

やトンネルオーブン、包装

しかありません。包あん機

生産数を誇ります。それだ

菓子系の和菓子店の数倍の

で店舗展開され、ほかの生

衛生講習会」を開催してお

ンターの職員による「食品

年に１度、京都市の保健セ

京都府菓子工業組合では

ノロウイルス、食品表示、

法から始まり、食中毒菌、

事者には重要な手洗いの方

講習会の内容は、製造従

なるものを作り、広く食品

「手洗いマイスター制度」

また保健センターでは

頂きました。

九州の玄関口であり最大

業界への普及に努めて頂い

の都市である福岡に入る

アレルギーなど、多岐にわ

き、その後、異物混入対策

に、手洗いマイスターの資

所に、食品衛生指導員と共
のビデオを
ました。

長・横山長尚

京都府菓子工業組合理事

ます。

てまいりたいと考えており

りに向けた取り組みを進め

の無い、安心安全な菓子作

今後とも組合として事故

ました。

の御紹介が３社より御座い

様より、食品衛生関連商品

賛を頂いております事業所

講習会後には、組合に協

に、活動されています。

格者を置いて頂けるよう

分間上映致し

たる内容で

ており、将来的には各事業

ります。

に京都府中小企業会館にお

今年は、７月

者の方に支持を得ているの

朝生菓子が季節により魅力
的に店頭を飾っているこ
と、和菓子の本流を理解さ
れ文化を紐解くような商品
づくりをアーティスティッ

56

分間お話を頂

け、お菓子を買われる生活

ら大陸の文化が入り込み同
時に砂糖を使ったお菓子の
文化が渡来人によってもた
らされたからと聞いていま
す。その結果饅頭やカステ
ラなどが育ったわけです

クなオーナー自らのディレ

名が

だと思います。その理由と

クションによって展開して

せん。個別包装も衛生環境

いることがあると思います。

を守りながらほとんど手で

どのほかの都市とも違うお

的な和菓子の他に革新的な

職人が多く働く現場はま

わっています。

当たり前のことをしてい

同店は前出の松屋さんの

菓子ばかりが並んでいるこ

和菓子までその範囲を広げ

るで満員電車の中のように

るだけとオーナーはおっし

流れを汲む店ですが、伝統

とに気付かされます。それ

かなり多い製造アイテムを

活気があり、まるで昭和の

ゃいますが他店はここまで

いて開催し、組合員

が、日持ちのする土産菓子

誇ります。それは同店が製

成長期の東京の和菓子店の

なかなか出来ないのが現状

しては福岡つまり博多伝統

がやや多くなってしまって

菓機械をほとんど使わず研

厨房のようです。それでい

だと思います。

美しく仕上げることにこだ

いるのが現在の姿です。

ぎ澄まされた職人の手でゼ

て売り上げの規模などは福

参加致しました。

元々は福岡博多につい先

ロから仕上げているからで

岡を中心に東京、名古屋ま

食品衛生講習会

28
の高い技術によるみずみず

日まで存在していた鶏卵素

す。使用している機械類は

しい上生菓子、並生菓子、

麺で有名な松屋さんが最も

オーブンやミキサーぐらい

は南蛮渡来と言って古くか

古い和菓子店でありまし

尾関 勇

30

25

日（木）

っているべき機械がありま

食品衛生講習会を開催

手洗いについて重点的に

•••••••••••••••••••••••••••••

その紀行氏は

の師匠に弟子

た。

その辺りをお父様の清水

入りし住み込

「ものを作

「菓匠 彩京」岡崎市緑丘

み修業した腕
「私は昭和

和菓子専門店とは一瞬わか

彩京

年度）。

前でした。

彩

菓匠

23

です。

様」

12

23

72

49

と、東京とも違うし日本の

鈴懸

都

京

19
49

41

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

父・清水勇氏、店主・紀行氏、母・俊子様

リートに構える「菓匠

10

京」様を訪問しました。

19

知
愛
た。しかしいまだその博多

【6】
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足の裏を大きな金槌で叩

こ の「 一 点 集 中 」「 コ ツ コ

と続けることが大事です。

点集中と同時に、コツコツ

い無名な講師でありなが

私はマスコミにも登場しな

舞台から去っていく中で、

崩壊と共に多くの講演家が

方して得意先に好感をもた

な人ですが、その笑顔が味

もちろん人間的にも立派

笑顔で接することができる

ことで、人に出会った時、

この訓練を長くしてきた

ていきます。

考え方の習慣について述べ

す。それは「一引き、二運、

位に並べた言葉がありま

ます。この陽転思考を身に

る考え方を陽転思考といい

物事を肯定的に受け止め

き立ててもらうことです

ら「あの人はいいよ」と引

のは「引き」です。人様か

人間にとって最も大切な

三力」です。

この習慣を身に付けたお

②陽転思考

かげで、私は多くのファン

ながら。

いても痛くは感じません

ツ続ける」が弱者の二大戦

歳で息子さんに社長の座

績を伸ばしていきました。

人に与えています。

東京都菓子工業組合では、田中真澄氏（ヒュー
が、針に力を込めてちくり

その③

マンスキル研究所所長）を講師に迎え「１００歳
と刺せば、飛び上がらんば

ようになりました。

まで働く時代がやってきた」のテーマで講演会が

れ、デフレ不況の中でも業

つづけることができていま

がこれと決めたことに全力

もこれもと欲張らず、自分

です。

方は本物だと信じているの

ですから一寸法師の生き

のみんなに慕われています。

界のお世話役に徹し、業界

を譲り、今は会長として業

私の知る講演家に、話は

頼にもつながっています。

に恵まれ、それが講演の依

一つは「あらゆる経験に

え方を実践することです。

付けるには、次の二つの考

の持ち主と決まっていま

人物は、おおむね陽転思考

そういう引きをもらえる

す。

法師のやり方は、私たちの

で打ち込み、それを長い間

私たちの多くは弱者の立

生活にそのまま応用できま

場にあるのですから、あれ

す。目の前の仕事に本気に
続けていくことです。

私はこの方の生き様から

理論整然として内容もいい

無駄なものはない」という

他人から好かれませんが、

す。物事を暗く考える人は

心構えの構造の式に戻っ

なって全力を集中すれば、

そのように、針先の一点

ら、未だに現役として生き

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。

先月号より続く。

一寸法師は小さい弱者の

明るく受け止める人は好か

れます。

考え方を抱き、どんな失敗

ですから、どんな困難・

に対しても「これはいい勉

強 に な っ た 」「 ウ エ ル カ ム

嫌な出来事・失敗に遭遇し

のですが、もう一つ人気が

ト ラ ブ ル 」（ 困 難 よ 我 に 来

ない人がいます。その人は、

終始、厳しい表情で講演を

たれ）と考え直すことです。

ても、常に「これもいい経

「笑顔は能力」であること

しており、全く笑顔を見せ

験」と明るく考え直すこと

を学びました。

笑顔能力を身に付けるに

ることはありません。それ

そして物事に正面から対峙

です。

て、今度は「明朗性」を身

は、笑顔を武器にしている

し、そこから逃げないこと

に付ける行動と考え方の習

会社が毎日行っているミラ

が不人気の原因だと思いま

です。その姿勢が、いつの

そうすれば強者に勝つこ

ートレーニング（鏡の訓練）

「商は笑なり勝なり」（商

す。

日にかチャンスを引き寄せ

とはできなくても、肩を並

を、自らも実践することで

売は笑顔があれば勝てる）

てくれるのです。

次は積極性を身に付ける
物事の成就はなり、能率も
上がります。

す。

と言いますが、確かにそう

代表として、赤鬼は大きな

私も毎朝、起き抜けに洗

いうことだろうと思います。

強者の代表として描かれて

笑顔の素敵な人はそれだ

面所の鏡に向かって笑顔訓

ために考え方の習慣につい

学」一本に絞って、講演で

けで得な人生を歩めます。

練 を 行 っ て い ま す。「 真 澄

てです。それは「一寸法師

繰り返し説き続けてきまし

私の知っている某中堅企業

慣について述べていきます。

み、ちくちくちくちくと刺

た。まさしく弱者の生き方

の社長は笑顔の持ち主で、

べて生きるぐらいのことは

し続けました。これにはさ

でやってきたことになりま

ただ強い赤鬼は一回ぐら

すがの赤鬼もいたたまれな

す。

私たちの

％は弱者で

す。弱者は強者に負けるの

勝つに決まっているはずな
のに、結果は逆になってい
ます。

す。そこで一寸法師は次に

私は社会教育家として独
年間「凡才成功哲

の習慣から。

ことができています。

いつも明るい印象を周囲の

し、その条件をそれなりに

が強い関心を持っています

ちゃん、おはよう」と言い

く気付くことが大切です。

いからです。そのことに早

の福祉制度は幻想にすぎな

「ゆりかごから墓場まで」

次に明朗性を身に付ける

終身現役の人生を自らの努

していただければ、皆様も

悟を持ってください。そう

こで、１００歳まで働く覚

どうか、皆様も、いまこ

があります。それを優先順

人生で大切な三つの事柄

ました。

き、誠にありがとうござい

最後までご清聴いただ

せていただきます。

ってきた」のお話を終了さ

００歳まで生きる時代がや

らお願いしながら、私の「１

の考え方をすることです。

ばいいのでしょうか。二つ

立して

これまで人生を支える三

ところが五番目の条件

満たす努力もしています。

力で勝ちとることができる

①笑顔

つの視点について述べてき

これから全世界的に始ま

はずです。そのことを心か

身に付けるには、どうすれ

向かっていくものです。で

ました。人生１００年に対

る超長寿社会では、あくま

「本気」
本気ですれば、たいてい

本気ですれば、なんでも

な事はできる

面白い

もあり、事態は良い方向に

その結果、バブル経済の

すから陽転思考の持ち主

「朝目を覚ました時、やら

で自律自助の人生を歩むこ

それと同様に、何事も一

は、どんな仕事も手を抜か

ねばならぬ仕事があるこ

赤鬼のお腹の中に入り込

まず、明朗性を養う行動

くなり、とうとう逃げ出し

できるはずです。

てしまいました。

それが分かると気持ちが明

い刺されても我慢できま

どうして一寸法師は赤鬼

針でした。あの針先に全身

二人が勝負すれば赤鬼が

に勝てたのでしょうか。そ

の力を注ぎ込みながら赤鬼

べていきます。

が当たり前ですが、そうで

れは一寸法師の戦略にあり

るくなり、一層やる気も出

では、陽転思考の習慣を

ない場合もあることを私た

ます。一寸法師は赤鬼と戦

ぎ話です。

も人に聴いて教えてもらっ

が助けてくれるものです。

たのです。松下氏が聴き上

陽転思考の習慣を身に付けるには
一つ目は、どんなマイナ

する新しい人生観・仕事観

と」に対しては、これまで

本気でしていると、たれ

をご存知でしょうか。著者

かが助けてくれる

このことを徹底して実行
人から教わることができた

スの出来事に出会っても

ずに対応するのです。

・能力観を持つことで、私

とが前提となります。本来

した人が松下幸之助氏でし

は後藤静香（１８８４年～

巷間伝えられているよう

てきます。

たちは１００歳まで働くこ

の生きる目的である死ぬま
１９６９年）という社会教

に「幸福の五条件」とは次

手の名手であったことは良

私自身、日経での安定し

のサラリーマンは意外にも

で働くことが、当然視され

のです。私も「私は運がい

どんなことも明るく受け

「私は運がいい」という言

た立場を捨てて、一銭の保

とができるのです。そこで、

それは定年まで真面目に

努力を放棄してきました。

い」と言う言葉を多用して

止め、目の前の仕事に全身

大正時代から現在まで売

最後に人生１００年を幸せ

た。氏は小学校四年生しか

育家で、大正から昭和にか

この詩には、本気でして

れ続けている詩集『権威』

障もない独立独歩の人生に

に生きるための「幸福の五

学校には行っていない・両

けて活躍した人です。

いると周りから支援の手が

く知られていますが、その

踏み出した時は、正直、不

る時代になってきたのです。

きました。そのおかげで、

この詩集は長嶋茂雄氏や

ことで人に好かれ、多くの

人間を幸福にするため

安な気持ちで一杯でした。

働けば、あとは年金で老後

マイナスの事象をプラスに

松坂大輔氏が愛読したこと

のことです。

葉を口にすることです。

に、本気ではたらいている

条件」に付いて、少し言及

親はいない・兄弟姉妹も早

受け止めることができ、そ

で打ち込む気持ちを抱い

日、和菓子技術

行事予定

９月

「 食 の 市 」、 新 宿 駅 西 口 広

場イベントコーナー、新宿

②程よいお金

①健康

現によって、先述した通り、 たわっています。

が出てきた超長寿社会の実

１００歳まで生きる可能性

ところが、今日のように

いう考え方が、私の心に横

として活き活き生きる」と

「人生１００年を終身現役

それができているのは

㈱、高崎市

副 理 事 長 ）、 群 栄 化 学 工 業

史氏（千葉県菓子工業組合

千代田区

丸の内仲通り・行幸通り、

東京味わいフェスタ、東京

区

日～９日、第３回

て、一日一日を懸命に生き

月

ているうちに、次第に私を

講習会、講師・池田尚

「一所懸命」にするとい

れています。

（菓匠雅庵）、㈱舘山研修室、

らい。

みんな幸福で、みんなえ

死にした・家は貧乏・自分

の後の人生を好転させるこ

差し伸べられることが示さ

•••••••••••••••••••
ものは

その時の私を救ってくれた

を過ごせるという安心感が

は病気がち、といった、な

でも知られています。私も

歳の私は今も現役です。
しておきたいと思います。

いない尽くしの不幸な人生

とができています。

講演の中でこの詩集をたび

師・中川原氏（鳥越製粉㈱

今日に賭ける生き方を貫

この五条件のうち、四番

ねばならぬ仕事があること。

⑤朝目を覚ました時、やら

るでしょう。

あるという考え方が出てく

度に頼る生き方は間違いで

はっきり言って、福祉制

か。

いけるのではないでしょう

死ぬまで働く人生を歩んで

大阪市

日、東京

都産加工食品展示即売

日～

（小麦粉）研修会、講

いたおかげで、私なりの存

目までの条件は、多くの人

日、和菓子講習
たび紹介してきました（こ

年金に頼る安心感は不確か

唱えながら乗り切ったそう

在価値を築くことができ、

日～

迎賓館、金沢市

日、いし

６、石川県政記念しいのき

かわスイーツ博２０１

月

会、講師・皆川典雅氏

月

その実体験を講演で紹介

③美しいことを知る能力

青森市

終身現役の道を歩み続ける

ことを言います。

日、菓子原材料
し「私は運がいい」と言う

支えるマーケットが形成さ

研 究 開 発 室 次 長 ）・ 相 原 氏

９月

回は

その不幸を「私は運がいい」

うことは、過去と未来の扉

（同係長代理）、㈱前田商店、
この詩集に私の好きな次

何事に対してもこの姿勢

９月
で臨めば、周りからの支援

16

という言葉を１日に

の詩集を高校の講演会で紹

す。そうすれば、まさしく

なものになってきています。 の 考 え 方 で 生 き て い き ま

の「本気」という詩があり

13

15

もちろんこれからも、そ
言葉を多用するように皆さ

④良好な人間関係

事に「一所懸命」で打ち込

ます。

りの中で、本気で事に臨む

れていきました。

むことです。目の前の仕事

から喜ばれます）。

下氏は学歴がないというハ

に対して本気で立ち向かっ

物事は考えようです。松

ンデキャップを逆に活かし

10

10

です。

て、分からないことは何で

30

二つ目は、与えられた仕

を閉じて、今日という区切

7
介すると、あとで生徒諸君

10

28

29

29

青森

石川

大阪

東京

30

あったからです。

のが陽転思考でした。

37

からスタートしましたが、

群馬

90

んに勧めています。

80

ていると、必ず周りの誰か

ちは幼稚園の時に教わりま

います。

80

した。あの一寸法師のおと

田中 真澄 氏（ヒューマンスキル研究所所長）

を刺しました。

100歳 ま で 働 く
時代がやってきた

う時に使った武器は小さな

の戦略」を身に付けること

に力を集中して戦った一寸

略なのです。

一寸法師の戦略

かりの痛さを感じます。

平成28年９月15日 （10）
なのです。それについて述
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（毎月 15 日発行）

聞
新
業
工
子
菓
（第三種郵便物認可）

第930号

ました。聞き手は本紙でもおなじみの尾関勇氏（株

餡はメジャーになるのか」をテーマに講演を行い

（株式会社虎屋

取締役）を講師に迎え、「小豆

全菓連では、全国組合幹部研修会で黒川光晴氏

います。

のかな、というふうには思

ーになるポイントの一つな

この辺り、小豆餡がメジャ

という感もございました。

ちも知らないのではないか

子のアイテムを、今の人た

式会社アンゼン・パックス代表取締役社長）にお

ても光栄に思っております。

ご一緒させていただき、と

黒川：私どもは尾関さまと

願いしました。

先月号より続く。

尾関：そのような中で、実

んも、やはり和菓子の需要

尾関：私どもも伊那食品さ

わけではないですけど、お

んでは、これに味をしめた

が、三越伊勢丹グループさ

ーマからちょっとずれます

さと創生基金、ＪＡＰＡＮ

ましたが、実は今年度ふる

初は難しいかなと思ってい

というお話が出ました。最

ＪＡＰＡＮブランド支援基金に採択

が減ってくること自体にと

ブランド支援基金というの

行委員会で、パリでやろう

ても危機感を覚えておりま
干菓子コレクション、どら

その④

黒川：羊羹が、フランス現

して、業界としてさまざま

リで販売振興策として羊羹

地メディアにも他のお客様

に見事採択されまして、補

コレクションを開催できる

助金が出ました。それでパ

て、先日のどら焼きコレク

ことになったわけです（実

焼きコレクション、カステ

ションも完売続出で大変売

ラコレクションとやりまし

うわけではないにしてもメ

れたということがありまし

な振興策がある中で、まず

インである羊羹をフォーカ

は、和菓子の中の王様とい

スしてみたらどうかという

尾関：今、黒川さんにお話

いうこともあるので。

でしたら出しやすいかなと

択しかないのですが、羊羹

くは職人が行くかという選

とすると、冷凍するかもし

ことに生菓子を外に出そう

いるところです。和菓子、

外に出そうと力を合わせて

るので、やはり皆で羊羹を

ないかなというところがあ

に関してはまだまだ人気が

のですが、どうしても羊羹

生菓子はすごく人気がある

いました。パリの店でも、

いうのがすごく面白いと思

れたときにどう映るのかと

ます。いかがでございまし

答えいただきたいなと思い

うに、答えられる範囲でお

ればご質問を黒川講師のほ

のですけれども、よろしけ

時間がちょっと迫ってきた

試みをやっております。お

ます。そのようなことで今

方ないというところがあり

く食べていただかないと仕

ナーと組めばいい。とにか

なくて、しかるべきパート

英語がどうとかは問題では

しやすいということ。別に

いうことと、輸出がとても

フェクト・フードに近いと

ますが、やはり羊羹がパー

によると、スターバックス

し伺いまして、聞くところ

思います。それと本日お話

きだろうかなというふうに

か、どちらのほうに行くべ

うにアレンジしていくの

の菓子屋のほうがそれのほ

のを待つのか、あとは日本

して、彼らが寒天に慣れる

おります。その点につきま

ているという印象を持って

いわゆる拒絶感を多少持っ

スチャーについて違和感、

いては溶ける時間とかテク

繊維の多い寒天、これにつ

おります。ヘルシーで食物

うにゼラチンを食べ慣れて

多くの種類のテクスチャー

さんとかでありましたら、

自体に関しては例えば伊那

て、同時に寒天という素材

に難しいなと思っていまし

てくださるというのは確か

ぱっと海外の方が受け入れ

の伝統的なテクスチャーを

思います。一つは、今まで

いろいろな考え方があると

黒川：寒天に関しましては、

りましたが、いかがですか。

尾関：今寒天のお話しがあ

ざいました。

なりました。ありがとうご

本日伺いまして大変勉強に

大切だというようなお話を

ちに植え付けられれば、そ

した製法や知識がその人た

とがわかったり、きちっと

好良いものであるというこ

のが先端のものである、格

り前のように、寿司という

ですよね。でもそれが当た

多分誰もならないと思うん

る気になるかといったら、

その場でさばいて生で食べ

川に行って釣ってきた魚を

たものですが、突然海外の

ことが長い中で培われてき

という国では生魚を食べる

のことを考えますと、日本

ります。ただ、例えばお寿司

いろいろと考えることはあ

言い方が変ですけれども、

然、天然と工業というのも

ただけるのではないのかな

のテクスチャーも好んでい

をすることによって、寒天

いかなと。そういった工夫

のになってしまうのではな

いと、やはり自分勝手なも

ら伝えるということをしな

よ、ということをこちらか

しんでいただけるのです

いう視点で見ればそれを楽

ないかなと思います。こう

とがすごく大事なことでは

ていただけるようにするこ

と思います。それに気づい

いうのは間違いないことだ

なところはもちろん味だと

してはありますが、根本的

りどうしても世界の潮流と

ってくるというのが、やは

と自分は思っております。

を作られているので、工業

尾関：どうもありがとうご

用寒天というものを視野に

こはＯＫ、試してみようと

ざいました。あと

もニューヨークのほうで、

いう気になったり、お箸の

抹茶とか番茶、煎茶、中国

入れるのであれば、そうい

使い方を知らないことが恥

ょうか。

茶にも手を出しているとい

ったものも一つは面白いこ

外国人がフランスに工場を

ときにフランスという国は

のでしょうか、また、その

現地で炊いてお菓子を作る

で羊羹を作るときに、餡は

ます。虎屋さんもフランス

馬場：鹿児島の馬場と申し

国の小豆ということになり

は美容ショップにある、中

いけないと。現地にあるの

にある小豆を使わなくては

しても選択肢としては現地

ます。となるとやはりどう

量となるということもあり

豆となりますと、かなりの

も、餡を炊くための量の小

安全になっておりますの

ものしいですけど、だいぶ

ますし、今はちょっともの

変わらずに営業されており

屋さんのパリ店です。今も

かがですか。もう一つは虎

ったら、今からでも是非い

いただける方がいらっしゃ

ョンもあります。ご参加を

２０１６年は羊羹コレクシ

了したいと思います。皆様、

挨拶をさせていただいて終

ろそろですので、最後にご

尾関：それではお時間がそ

施済）。

活性化をすることを目的に

けて、各地の桜名所と街の

のイベントの開催を呼び掛

３００年」を機会に「桜」

会社内）では「桜もち誕生

員会事務局（山眞産業株式

桜の食文化３００周年委

お聞き苦しい点もたくさん

く光栄に思っております。

せていただけたことをすご

の前に自分の思いをお話さ

にも、展示として映し出さ

リンクメニューづくりやイ

③桜のスイーツ・料理・ド

る。（掲載料無料）

ェブサイトに情報を掲載す

員会が開設（予定）するウ

②桜の食文化３００周年委

できる。（使用料無料）

ざいました。

尾関：本日はありがとうご

にありがとうございました。

あったとは思いますが、誠

す。日もちの良い羊羹は輸

した、桜百科ともいえる豪

２０１７年は桜もち誕生 ３００年

桜の食文化３００周年委員会
ロ ゴ 」（ 別 項 参 照 ） を 使 用

社内

▽電話：０５２―５２１―

０５００、ＦＡＸ：０５２

名よろ

とかなとは思っておりま

作るときに非常に厳しいと

ますが、やはりそれを使っ

で、是非お出かけいただけ

「（公財）日本さくらの会」

―５３１―５２３０

▽メール： sakura300@yama
shin-sangyo.co.jp

ずかしいみたいなことにな

う話で、和菓子のほうも切

聞いているのですけれど

た餡で作った菓子というの

たらよろしいかと思ってお

山眞産業㈱本

問合先は次の通り。

番１号

す。自分も工業用寒天と天

り口というか私たちも切り

しいただいたとおりであり

欧米での寒天の可能性
出にも好適だと思います。

も、その辺りはどういうふ

は、現段階では虎屋の菓子

ります。最後は黒川さんに

華本『美味しい櫻 Ｓ
( ＡＫ
Ｕ Ｒ Ａ 』)（ ３ ０ ０ ０ 円 税

山口：島根の山口と申しま

うに克服されたのでしょう

としてはふさわしくないと

ベントに関する情報提供す

替えて将来を考えることが

か。

いう判断でいます。餡に関

の後援で「桜の食文化３０

る。

桜の食文化３００周年委員

▽山眞産業㈱花びら舎ＷＥ

欧米人は、お話しあったよ

黒川：餡に関しましては、

ご挨拶をいただいて終了し

０周年委員会」を発足させ

④イベント企画の参考にな

会事務局

個のお菓

基本的には現地では炊いて

しましては日本で作ったも

たいと思います。

た。同委員会に登録すると、

る「食べる桜・見る桜・知

▽名古屋市西区花の木二丁

桜の食文化３００周年ロゴ

おりません。まず小豆を大

のを真空パックして、それ

黒川：今回は尾関さんのご

無償で次の様な便宜が図ら

る桜」の３つのテーマで、

餡は日本から運んでいる

量に運ぶということが、種

を船便で送らせていただい

命とありまして、こちらに

れる。

豆は赤飯のためには送って

•••••••••••••••••••

苗法もあり、できないとい

ております。

出させていただいたわけで

Ｂサイト： http://www.ya
mashin-sangyo.co.jp
した。

別）を贈呈。

うことが一つあります。小

馬場：ありがとうございま

目

個

て、やはり

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

ことでした。実は、このテ

株式会社虎屋 取締役 黒川光晴 氏
桜の持つ様々な魅力を紹介

使っているのですけれど
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しくお願いいたします。
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小豆餡はメジャーになるのか
①「桜の食文化３００周年
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４．クレームを煮

ｇ
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シナモンシュガー

大きさにのばし︑再度発酵

３．その上にラバーバーと
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