薄感がある。また、全菓連

るので、かなり上がる。し

度産の在庫を使い切ってい

なったが、先に付いたもの

ていただく。また、

年度

のは価格を少し上乗せさせ

リモ小豆に順じて上がる。

連分を確保する。価格はエ

旧穀で使っていただける。

の品位がいまひとつでも、

されている。しかし、新年

間消費に見合う部分は確保

わせると供給力

反収で計算した生産量と合

い畑も散見され、収量の予

•••••••••

全国菓子大博覧会名誉総裁

彬子女王殿下が御就任

回全国菓子大博覧会

に８月下旬に３つ台風上陸

で、なんとかもちこたえて

か年の平均が４・０俵なの

収穫量３・９俵で、過去５

月に１度している。９月３

所では、定期作況調査を半

子だが、ホクレンの帯広支

確保できる。直近の畑の様

と、十分行きわたる数量が

万俵を見込む

も

さやとれれば平年作と

を確保しており、畑の状況

今年の作柄は一定のさや数

付面積を大きく減らした。

は価格が下落したので、作

し量を確保している。今年

いい製品を取り、悪いもの

うだ。ある限りのもので、

製品が出来ない年になりそ

れてしまったり、まともな

てしまったり、雨で色が流

だが、さやのなかで発芽し

とを公表した。

が御就任を御承諾されたこ

子彬子（あきこ）女王殿下

総裁に、寬仁親王家第一女

・三重では９月

第

した。河川の氾濫や強風に

いる。豊作は難しいが、平

殿下のご逝去により御就任

き続いてとなる。

彬子女王殿下は寬仁親王

21

全国菓子工業組合連合会
理事長 大窪幹夫
発行所 全菓連共済ビルヂング株式会社
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北海道小豆 品質は小粒
が遅れた。全部飛ばされた

価格は上がるが、数量は確保
全菓連では、斡旋している北海道産小豆の産地を視察した。オホーツク側の
圃場は、蒔きなおしした。
伊達で大納言は６月中に蒔

斜里山麓の清里農協と道南の有珠山麓の伊達農協を訪問した。作況は降雨や台

の後半は温度が高く、生育

風の影響で小粒の傾向になるが、数量は確保できる見込み。また、ここ数年の

は追い付いている。今はそ

くのが限界だ。また、８月
る。在庫は１年分以上ある

産は無い。トヨミ大納言は

ので、極端に量が足りなく

十分量は確保できて、品質

ろがあった。品質的には小

小豆は、量は確保できるが

も良く、粒が大きい。全菓

粒になる。今年の出来上が

品物は小粒で、価格は去年

この部分で遅れた減収があ

より高い。去年は作付多か

なることはない。

り、歩留りは７～８割で、

りは、場合によっては前年

豊作により、作付面積が減ったため、価格は上がる。

清里農協よりの
説明

収量は例年より落ちる。た

月中に予約した数量は

ゅまり小豆はもともと作付

度のほうが良いかもしれな

連は３００袋を確保する。

で

が少ないので、早期に全菓

い。小豆全般については収

ったし、道内では十勝や道

直撃し、後から蒔いた圃場

確保するが、年明けよりス

サホロ小豆の作況状況だ

だ、品質は確保できる。ま

の花が全部落ちた。さやも

ポットで追加購入されるも

が、春先は天気も良く干ば

伊達農協よりの
説明

まった。６月は天候不順で

３㎝のものはかなり落ちて

穫が平年５俵／反収のとこ

ただ、価格は今現在で

雨が多く、初期の発芽は良

いる。そこの部分は減収に

つ気味だったが、途中から

東で被害にあったので、品

年
号が

かで、２～２割５分落ちる。

かったが、生育が遅れた。

日に台風

また、作付面積が減ったの

６月末に強風あり、その時

た、８月

きそれなりにさや数は付い

で、価格は上がる。全菓連

５月末から豆の作付が始

ているが雨が多くて、根張

には５００袋は出せるよう

ろ、４俵／反収いくかどう

りが弱く、早く仕上がって

曇天が多くなった。花は咲

しまう状況だ。また、台風

㎝成長したものの葉が全

は大丈夫であった。エリモ

年度の在庫も

部飛ばされ、その後の生育

ると思う。手亡は繰り越し

あるので、追加購入はでき

ったが、畑が水没したとこ

ば、大体４俵採れる。１番

になっている。繰り越しが
は大豊作で、収穫量は１０

万俵あったので、２俵／

一番心配なのが金時で台

量が潤沢にあるので、新物

さやで、いまのところ平年

風の前より、降雨の被害が

さやと約

作が確保されている。ただ、

産はいいものはなかなか採

さや、２番目

後で推移しており、繰り越

河川の氾濫により冠水した

さやは

さや、３番目

し量は約１年分で、少し供

でており、さや数

さや、７さ

想は２俵となっている。ま

万俵と年

給過剰な状態が続いてい

畑や地域的に倒れてしまっ

万俵前

北海道産豆類の情勢について
ホクレン農業協同組合連合会
）
販売本部農産販売室農産係長

販売本部農産販売

る。それに伴い、価格が下

欲しいが１株

やという畑が多く、水にさ

大手亡は過去３ヶ年、全

た、収穫は始まってばかり

れにくい。
た畑もあるため、全体１万
の平均は３・９

年産の作付面積を

６千２百

道平均で４俵／反収以上と

大きく減らした。収量がほ

豊作が続き、十分な繰り越

帯広～札幌間の特急は年内

落し、

年間消費は、近年

目の畑が

の説明を受けた。
年産作柄だが、豆類は

俵、繰り越しと合わせた供

らされたところはさやが無
９月９日の現在の状況だ

給量は１６０万俵になり、

俵を見込んでいる。

年

が、小豆の暦年消費実績（見

ぼ平年並みだと、今年の生

に蒔くことができて、天候

込）はいまのところ、

よる倒伏、大雨による畑の

年作までは希望が持てると

も用途はあるので、規格を

万

水準も順調だった。６月中

流出や冠水があり、各作物

いう目安に対し、１番目の

日、名誉

に被害があった。特に最後

日と５日、台風が過ぎ去っ

金時は作柄としては最悪

見込んでいる。昨年来の需

と、なんとか平年作に行け

さや、２番目

号については十勝管内

の

付いていれ

された、前大会の広島に引

産量は商品化数量で

旬以降７～８月は、平年を

27
大きく分けて加工していく。

ａあたり、予想

16
さや
期、さや数が

年間消費
産は反収

に開通の目途が無い。

室農産係長）より、「北海道産豆類の情勢について」

（ホクレン農業協同組合連合会

全菓連では全国事務局連絡報告会で竹林佑介氏

竹林 佑介（
氏

０万俵前後が続いていた。

12
畑が

給状況は、

俵／反収で、ここ４，５年

35

35

39
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サホロ小豆の畑
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にしたい。

10

が３つ上がり、水害は無か

31

大きく上回る降水量で、特

５月下旬の播種までは定期

40 47

27
15

46

10

た後に調査したが、この時

28

年産は４・５
で断水があり、避難指示が
でた。主要国道は寸断し、
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（１） 平成28年10月15日

年度
年度で見ると、需要は毎

食用米の生産量が減少する

に関しては、需給環境で主

今後の加工原材料の調達

が進むと考えている。米の

は、全体的に事前的な契約

今後米の流通について

と思われる。

ＲＹ（ＲＹ：米穀年度

なか、特定米穀の発生量も

流通では、主食用米や加工

穀の発生が減少した。この

月まで

減少している。また、価格

年産は

年の事故米の影響で国

工用米について、

成

水準が２００万㌧を切ると

と考えている。

えている。

しより２万㌧増えた分、２

上昇し、超えれば下がって
ほぼ

年産並の生産になる

まだ集計されていないが、

のが、主食用に回ったと考

で増量剤に使われていたも

ため、これまで加工原材料

万㌧の需要があったが、平

の１年間）以前は、

・前年

用米、酒造用、米粉などで

～

いる。

であったが、需要量が見通

○全国の需給調整の取り組
○主食用米の価格の推移

月～当年

み状況の推移

０５万㌧とした。供給量は、
生産数量目標の７４３万㌧
を合わせて９４８万㌧。

播種前の契約、事前契約、

年から生産数量目標の配分

移

○特定米穀の販売価格の推

上がっている。

年産は主食用の

を超えて苦労されたと思

の。アメリカ米より安いタ

てきた。

ＲＹは

動向・消費のトレンドなど、

用米、新規需要米は増加傾

騰の背景は、主食用の作付

る。

年産の特定米穀が高

い時期であったと考えてい

格水準になっている。

にみると、ほぼ安定した価

が多ければ高くなる。個別

いくのか、米の価格がどう

るなか、生産調整はうまく

産数量目標の配分が無くな

の動向、国の交付金の情報

か。政府備蓄米や特定米穀

工用米の確保ができるの

ているなかで、原料米や加

いる。

安定供給をしたいと考えて

ある形で契約して生産し、

るが、事前にお互い納得の

常に想定し得ない変化はあ

向にあり、水田の作付面積

はどうなるのかが、関心事

全農よりの説明

少や高齢化、食の多様化に

自体は、ここ数年ほぼ一定

なるのか。飼料用米が増え

確保する方針を出している

過去のデータを見ると、

○米の需給等をめぐる情勢

工用米の取引のために、全

達を考えれば、安定した加

候次第で変わるが、原料調

年８万㌧減少するなか、価

がある。しかし、需要が毎

と一緒になり、情報を提供

国・農水省・全農・全集連

一切手を引く事ではない。

大きい。

心作物は、飼料用米が一番

末の民間在庫は２０７万㌧

本指針において

年度６月

月に策定した、基

で、加工用米の価格を決め

～２５００円下げた水準

は、これまで６月末の在庫

のか」という議論が上がっ
てくることが想定される。
・複数年契約の取組みにつ
いて

年度に契約し

年産から複数年契約を
導入した。

年産の

頂きたいが、需要動向を踏

て３年間、最大限契約して

わった後、年間提示があり、

る。もち米は契約栽培が終

幅で出来秋に決定にされ

格は、基準価格に±５％の

る。もち米は複数年契約が

㌧を超える契約を頂いてい

計し、結果として６万５千

り、単年契約だけの条件で

対し、複数年契約が

った。加工用米は

年産に

地を探しながら、実需に結

米に注力し、取り組んでい

飼料用米も扱うが、加工用

％あ

は１０５・４％と増加した

こうと検討している。

び付け、取り組んでいく。
まえながら、柔軟な形で活

年度も契

が、飼料用米の販売は苦戦

定着しており、

した。コーン相場との比較

月に１・２回あ

年産であ

約栽培で数字を出している

・

のは、２年先の

毎年

る。１回目の年間提示をす

年

る際、販売価格を決定する。

産の単年契約は１０５％と
もち米は需要と生産者が

加工用米は一部増加の見込

年産の契約栽培

で、飼料メーカー各社で飼
年産～

が多かった。もち米は、さ

る。もち米は契約栽培を続
限られ、価格が安定しない

らに増えるかもしれないの

みだが、増えたのはもち米

ばらつきがあり、去年並に

で、今後、価格などはうる

料用米に対する取り組みに

取り扱うところやコーンよ

ち米と異なり、注目する必

け、安定的に進めていきた

り高いと全く使わず２～３

要がある。また、国産米需

の決定内容だが、今年は需

千㌧減るメーカーもあり、

ので、以前から複数年を含

安定しない取扱い品目とい

い。

％近く上がる想定のもと、

年産に比べて価格が

の加工用米の引き合いがあ

会社の旨としている。新規

以降も安定供給することを

む産地の方がいる。加工用

実需者と加工用米に取り組

確実に使っていただける

○今後の見通し

うことを実感した。

と考える。

に取り組んでいただければ

米を利用して頂き、安定的

での問題はあるが、加工用

績があったお客様に、

株式会社神明アグリよりの説明

年

要者別提示と一斉提示を行

年度の契約栽培で提示

が、定着してきている。平
成

した内容だが、もち米の契
約栽培の基準価格は当年

苦慮した。加工用米の引き

っても、大幅に供給をする

米のもち米は増えており、

要が依然として強いので、

合いが強かったのは冷凍食

万㌧、一説

方針は取らなかった。飼料

年産は加工用米の確保に

品メーカーで、米飯として

米は推定

年度であれば、

伸び率が高いが、新規対応

に提示して契約し、

、

増加傾向にある。コスト面

年は契約するが、価格は当

ができなかったのが現状で

年産の基準価格を６月位

年まで提示しない形で進め

～
ている。ただ、ここ数年こ

度、例えば

ある。前年から引き続き実

めた契約栽培の取り組み

○もち米について

につなげていきたい。

用していただき、安定取引

年産から行政による生

より８万㌧以上減少する可

○ＭＡ米の販売状況

によると

産地もある。加工用米にし

う。平成

～

によっては、これまで加工

を始めて以来、過剰作付が

農林水産省よりの説明
年産の米の価格が

降

用米に使えたものが主食用

なる見通しである。ただ、

解消されたので、より需給

年の１月か

生産量については生産数量

イ米の落札が多ければ、価

ち米について

ＭＡ米の状況だが、うる

○ＭＡ米の価格の推移

万㌧程度で推移し

年度産

産へ移行したため、それ以

価格だが平成

早期の事前契約とも言える
年度産は需給の

は、近年では一番低い水準

複数年契約などの取組みが

米の需要量が年々減少し

米に回り、ますます確保し

高まると思う。全農でも事

年

６月需要量について、昨年

目標を置いているので、こ

○米の用途別・年産別、生

格は安くなり、アメリカ米

度産に比べ、約１２００円

の基本指針では約７６３万

れから収穫による。８月

産量の推移

価格が近年、最も低い水準

年は、平成

㌧の見通しであったが、実

日の作況では、平年並みま

主食用の生産量は減少し

であり、一番手当のしやす

いる。平成

際は２万㌧上回る７６５万

たはやや良であるが、台風

ているが、生産数量目標の

の在庫量は、１８７万㌧に

㌧だった。これは、一般向

による北海道や東北への影

外側で生産されている加工

年７月から今年

年約８万㌧ずつ減少してい

け量販店での販売が減少し

響により変更の可能性があ

株式会社神明アグリ八幡課長が出席した。

ている一方、中食・外食の

る。また需要量も、人口減

○基本指針について

能性もある。米の販売価格

面積の減少に伴い、特定米

り、加工用米よりもてはや

っかり取り組もうとする産

昨年

の水準で保たれている。加

っている。需要者を特定し

されている。弊社でも飼料

てきた。全農では複数年契

年、価格を据え置いている。

た数量を見ると、

年産の時に３ヵ

加工用米の数量のうち、ほ
とんどが

年の複数年契約を結んだ分
で確保されている。複数年
契約は３ヵ年価格と数量を
決めるので、生産者・購入
者にリスクがあるとの意見

特化して生産者の手取りを

の基準価格は、安定を一番

て数字を作って出したもの

用米を１万３千㌧程取り扱

・加工用米の年産別認定数

基準価格として１等米が９

が逼迫し、生産現場でも飼

があり、取組み当初はその
印象があった。このため、

万という話もあ

に複数年契約を活用してい

として、ほとんど変えてい

と、皆様に申込みいただく

量の推移

ａの支援

制度が導入され、加工用米

６００円、包装込み、持ち

料用米に対する作付意欲が

ら「価格はこのままで良い

ただいている。３ヵ年の複

一斉提示を行って各年産合

の逼迫感が出てきている。

業務用米が増加傾向にあ

る。平成

とすると、平成

ていることを踏まえ、生産

づらくなる状況も出てきて

前に契約し、生産現場で営

年７月から来年６月までの

万㌧だ

いる。計画的に生産される

農活動をすることは、プロ

需要量について、これまで

が、国産の特定米穀が調達

加工用米を中心に、必要量

ダクトアウトからマーケッ

していく。

しやすい環境であったの

の確保に取り組み、特定米

○最近の需要状況

らの価格設定は、これまで

で、ＭＡ米から移行し、販

穀とも釣り合いを取り、原

である。

くず米連動で乱高下があっ

売数量が減った。一方、

数量目標も年々減少し、主

たが、今は輸入価格連動で、

ＲＹはまだ数字が出ていな

トインへ徐々に変化するこ

の変動を用いて７６１万㌧

ほぼ一定の安定した価格に

料米の安定調達を図ってい

とにつながると考えてい

逼迫感があることで、

なっている。表の上では価

いが、国産米が高騰し、Ｍ

ただきたい。

食用の生産数量も減少して

格の波があるように見える

Ａ米へ移行しているので販

年６月末

事務局連絡報告会を開催

複数年契約の活用で安定供給を
全菓連

全菓連では９月９日、浜松町東京會舘で

事務局連絡報告会を開催した。同会には各県組合

の事務局員、農林水産省政策統括官付農産企画課

平沢米流通調整官、足立米穀需給班加工用米穀係

特定米穀（くず米）だが、

売が増えている。

農と複数年契約や各地元の

り、見通しより上回った。

る。豊作・凶作・ＴＰＰの

が、これは、アメリカ米と

地域流通で様々な仕入れ先

平成

10

30

タイ米の数字を合わせたも

を確保して頂きたい。

20

年産の販売価

格が上昇すれば落ちること

年産以降は、国が

15
ない。平成

もあるので、そこが読み取

平成

平成

少し上がって、特定米穀は

25

数年契約なので、全農とし

６月末の民間在庫量が２０

に対し２万円／

込み、税別である。それを

～

は、在庫は縮減傾向にあり、

万㌧増え

基準とし、大量購入や一定

取引を目指すため

価格は上昇する雰囲気がで

が付いたので、

年

た。その後、東日本大震災

年産から戸別所得補償

約を導入して以降、安定的

０万㌧を超えると価格が下
れない。全体的な雰囲気で

ている。

があって減少したが、

以上の受注単位、複数年で

水準になると言われている

定着していることもあり、

２ヵ年産前に最低限必要の
数量を複数年契約で事前に
結び、１年前になって需要

27

75

がり、下回ると上がる相関

年６月末の在庫量は、２０

○加工用米について

産から複数年契約に対する

契約の割引を考慮して、一

活用米穀と呼んでいる。加

ので、加工用米の生産量が

いる。今後、米の需給が逼

50

27

苦心されていると思う。天

24

10

28

関係が読み取れる。平成

０万㌧を超えるか超えない

・水田活用米穀の生産量の

年

番割引くと８５００円位に

、

なる。価格の状況は、需給

支援措置があり、

年産と同じ位の

工用米や飼料用米、政府備

一段と増えたと見てとれ

年産も

と加工用米が増えている。

蓄米などがある。生産量の

加工用米の確保に苦慮して

迫すると、加工用米の確保

動向が見えてきたら買い足
し、当年も不足分を買い足
す。需給者には、このよう

28

10

26

28
11

30

かの局面に来ている。 年
産に向かっては、生産調整

ＪＡグループでは、転作

推移

料用米の生産拡大も進んで

による水田活用の米を水田

の取組みが進んでいる。飼

年産米は生産数量

目標のみならず、自主的取

推移だが、主食用米の需要

る。加工用のもち米も年々

おり、

組参考値で生産調整が進む

年産

、

40

30

28

27
28

と報道されている。
年２ヵ年連続で生産調整が

が落ちているので、

増加している。

いて、

用米が大幅に増えて、

用米の価格から１０００円

30

達成されるとみれば、 年

・加工用米の価格について

までの転作は主に加工用米
年産は飼料

であったが、

が難しくなると考えてい

産は大豊作の話は聞こえて

全銘柄加重平均価格につ

こないので、平年作であれ

年

る。ＪＡグループでも検討
産でも増えると見込まれ

するが、今後、生産現場か

年までは主食
る。今、米による転作の中

～

は１８０万㌧の水準にな

年６月末の在庫

11

年産は２００円／㎏

26
29

26
27

28

26

28
20 10

26

26

22

り、価格が上昇する可能性

ば、平成

20

20

27

品薄になり、原料の調達に

16

27

26

28

28

30

45

長、全農米穀部原材料課黒田調査役、名取調査役、

28
26

28
15
28

28

27

29

27

44

25

28

27
18

28

27

28

26

28

30

27

11

30

27
28

26

29

29

27
28

10
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第931号

年産の特定

じ期間を見て︑価格を決め
ためＭＡ米の販売価格に︑

分が︑月で均される︒この

れ価格に為替が反映された

に反映する︒販売は︑買入

際︑ＭＡ米の買い入れ価格

契約するより︑事前に最低

複数年契約の際は︑最大限

作る動きになりかねない︒

加工用米を止めて主食用を

となると︑産地側も委縮し︑

していきたい︒

話しながら︑安定的取引を

る方は大切にすると産地と

あっても︑事前契約してい

い︒その後︑作況の振れが

２面より続く

質問
た︒結果は︑

差があるのか︒国際価格に

米国産では︑どのくらいの

からない︒現在︑タイ産と

価格が一緒に表示され︑分

いうが︑タイ産と米国産の

とが目的である︒特定米穀

程度の期間を見て︑均すこ

が極端に変わっても︑ある

定米穀やＭＡ米の輸入価格

ので均した︒見直しは︑特

米の買い入れ価格を超えた

米穀の価格が上がり︑ＭＡ

数量的には半分も行かなか

があったのにも関わらず︑

契約栽培ではないが︑契約

ある︒以前︑大不作の際に

限りではないという一項が

予測不可能な時には︑その

契約書の中に天候あるいは

質問

為替は直接︑反映されない︒

れ︑その席上農水省は︑

情報交換会議※が開催さ

産省主催の第２回乳製品等

構において︑機構と農林水

限の確保部分を契約された

通しよりも生産︑消費を厳

のの︑国としては︑その見

ことはないと見込まれるも

ＭＡ米の価格は国際

質疑応答
価格に準じて決めていると

準じると︑為替も変動する

の価格は昨年に比べ︑上が

った︒今回の台風等の影響

▲3.0

輸

入

量

17.0

＋33.9

消

費

量

79.4

＋6.1

期末在庫量

24.0

＋8.6

アメリカ産の価格は︑公表

農水省

ＭＡ米の価格も同じように

２００円まで上がっても︑

昨日１００円だったものが

れから

年に向けて︑国の

されるのが心配である︒こ

た場合︑その契約が反故に

ンを追加輸入し︑輸入総量

万３千トンに加え︑４千ト

いて︑すでに決定済みの１

年度のバターの輸入量につ

平成

が安定的に供給されていた

からその期首在庫をバター

需給の安定に寄与する観点

す︒

されてないものは言えな

対応が薄くなるのであれ

４千トン︶と同水準にする
ため設定したとのことです︒

年度の

これは︑菓子業界等の実
需者サイドから︑

量販店団体︑消費者団体で

団体︶︑パン業界︑原料卸︑

業界︵全菓連及び洋菓子２

乳製品メーカー団体︑菓子

興機構︑生乳生産者団体︑

農林水産省︑農畜産業振

※乳製品等情報交換会議

い︒考え方として︑ＭＡ米
上がることはない︒ＭＡ米
を１万７千トン︵

年度期首在庫︵２万

の価格と特定米穀の価格を

同１万２千７百トン︶とす

年度は

ば︑民民の契約では︑その

く評価できると考えていま

ーの安定供給の観点から高

が考慮されたもので︑バタ

きたいと要請していたこと

有することを考えていただ

畜産業振興機構が在庫を保

64.3

一項は外せるのか︒

況からみて供給が不足する

量

の買い入れ価格が下がり︑

ることを表明しました︒

25

年度の

産

特定米穀の価格が上がれ

年

両方見ている︒さらに
１月︵入札自体は
農産物という特性な

27

30

しく想定し︑かつ

生

年

９月

日農畜産業振興機



のではないか︒１ドル１２

ってきているが︑それが一

により︑大きな変動があっ

28年度改定後

月︶

加工用米の契約で︑

０円から１００円になって

気にＭＡ米の価格に反映さ

バターの追加輸入の
決定について

おり︑この変動は加味され

れない︒今の算定方法では

農水省見通しに基づき追加
輸入４千トン実施後の需給

全農

▲9.5

ば︑その間を取る︒両方極

20.0

に算定を見直した時︑ある

＋11.4

構成し︑乳製品等の需給情

24.6

報の交換と認識の共有によ

＋23.6
上の需給バランスにとどま

22.1
るのではなく︑見通しに変

＋3.0

不足の経験による関係者の

17.8

Ｊミルク︵生産者団体及

期末在庫量

び乳業メーカーで構成︶の

＋6.1

ので︑この条項を外すのは

79.4

難しい︒例えば大地震のあ

＋1.1

端に上がっても︑ある程度

75.7

の期間を見ているので直

＋1.0

程度の期間を見ることとし

74.8

た︒例えば︑くず米価格が

＋0.2

り需給の安定に資すること

74.1

動が生じた場合でも安定供

消 費 量
不安感を払拭するために

＋2.4

需給見通しでは本年度の生

▲3.0
13.0

った場合でも﹁必ず米を出

64.3
＋2.4

接︑次期の販売価格には反

▲1.7

13.0

何年の何月から何年の何

65.2

▲1.6

を目的としている︒

＋7.5

12.7

給が担保されるように︑農

66.3

は︑これまでのような数字

▲4.1

＋271.3

産︑輸入︑消費及び在庫状

61.7

12.9

してください﹂という契約

生 産 量

輸 入 量

映されない︒為替は輸入の

ＭＡ米のタイ産や

るのか︒

28年度
（Jミルク）28年度（農水省）
27年度
26年度

28年度

月︑ＭＡ米の輸入価格も同

28

27

単位：千トン、％

バターの需給見通し（28年度は見通し）

24

全菓連では︑このほど卸

び﹁小豆マドレーヌ菓子﹂

▽荷姿

▽注文単位

込︶円／個
２４０個
１ケース

﹁ 小 豆 サ ン ド ﹂ は︑ ク ッ

を斡旋することとなった︒

▽単価

・５円

キー生地でサンドしたサク

▽参考上代価格１８０〜２

▽荷姿
ス

㎜
◎サンプル︵税別・送料込︶

ドレーヌで４個入・小豆サ

︵小︶カートンは︑小豆マ

高さ︵深さ︶

サンプルセット︵小豆サン

は㈱倉田となる︒

１２３．５円

１００個×３ケー

▽末端単価

ンドクッキーで５〜６個入
る︒

ド５個︑小豆マドレーヌ４

ガトーセレクシ

②ガトーセレクションカー

個︶
※専用箱

他県様

２００〜

▽参考上代価格
２２０円
▽最低製造ロット

トン

００円

サク感としっとりさがある

ョンカートン華︵大・小︶

小豆クリームサンド菓子︒

注文分も含めて２件様分

１個ずつ付き

トン

華︵小︶

▽セット内容︵本体１・仕

２︶
▽単価

１００枚

内寸

約横巾２

㎜

ドクッキーで 〜 個入る︒

ドレーヌで８個・小豆サン

︵大︶カートンは︑小豆マ

高さ︵深さ︶

００㎜×縦巾２１０㎜×

▽サイズ

１４８円

切り１・ネームペーパー

▽セット内容︵本体１・仕

▽数量

華︵大︶
︵６００個︶受注から製

▽数量・２００枚

▽最低製造ロット

注文分も含めて３件様分

※①︑②両方とも専用個包

クリームには︑北海道産小
豆餡を練りこんでいる︒冷

▽夏季︵６〜９月︶はクー

装フィルムに入れて納品さ

◎専用箱︵税別・送料込︶

１︐０６５円

造開始

▽単価

︵７２０個︶受注から製

ル便を使用するので︑１

製造日から
造開始

▽賞味期限

やしてもお召し上がりいた

他県様

55

だける︒﹁小豆マドレーヌ﹂
は洋菓子素材に和風テイス

ケースごとに別途２１６

①ガトーセレクションカー
トを加えたマドレーヌ︒生

日

地に北海道産の小豆餡を練

円頂く︒

円
約横巾１

切り１・ネームペーパー

▽単価

２︶
シ ー ル を 同 梱 す る の で︑

内寸

００㎜×縦巾２１０㎜×

▽サイズ
製造者所在地及び製造所名

各々で貼付していただく︒

住所・店名等を入れた表示

※販売者として菓子店様の

れる︒
りこみ︑大納言小豆をちり

製造日から

②小豆マドレーヌ︵税別・

日

▽賞味期限

送料込︶円／個

詳細は次の通りとなって

ばめた︒

いる︒サンプル︵有料︶及

▽注文単位

３００個

び専用箱も用意している︒

98

55
12

50

菓子﹁小豆サンド菓子﹂及
小豆サンド（左）と小豆マドレーヌ（右）

99

①小豆サンド︵税別・送料

10

35

卸菓子
﹁小豆サンド﹂及び
﹁小豆マドレーヌ﹂ つの斡い旋てに
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（３） 平成28年10月15日

中・四国ブロック及び
近畿ブロック会議開催
近畿ブロック会議

時から奈良

全菓連近畿ブロック会議

議論の後一部持ち帰り検討

次回開催地を大阪とするこ

告、説明があり、最後に、

国ブロックと同内容の報

が行われました。

場を移して和やかに懇親会

その後、同ホテル内で会

時から松

全菓連中・四国ブロック

ついては、既報の他のブロ

全菓連からの近況報告に

として議事に入りました。

田村ブロック幹事長を議長

長の挨拶、出席者紹介の後

幹事長及び全菓連大窪理事

部持ち帰り検討の上決定す

あり、活発な質疑の後、一

組合大谷理事長から説明が

まとめ役の広島県菓子工業

ーマ、装飾等について取り

国ブロックブースの統一テ

お菓子であい館」の中・四

次いで、菓子博の「全国

拶の後、福岡ブロック長を

菓子工業組合岡理事長の挨

２０１７会長である三重県

事長及びお伊勢さん菓子博

事長の挨拶、全菓連大窪理

奈良県菓子工業組合福岡理

た。ブロック幹事長である

名が参加して開催されまし

市の奈良ホテルにおいて

７・９％の引下げ

改
定

／㌧、７・９％の引下げと

なった。主に菓子用はソフ

ト系小麦のアメリカ産ウェ

Ｗ
(Ｗ

月期における政

の 笑 い を 伝 え る ～」、 ３ 月

)

府売渡価格（加重平均）は、

年

ス タ ン・ ホ ワ イ ト

税込みで４８，９２０円／

で、

に基づき、直近６か月間の

トン（対前期比▲ ・４％）

政府売渡価格の改定ルール

輸入小麦の政府売渡価格
農林水産省は、売り渡す

平均買付価格を基に算定す

月期

ると、５銘柄加重平均（税

になった。

年

の政府売渡価格を決定した。

込価格）で４８，４７０円

輸入小麦の平成

政府売渡価格の改
定内容

日前イベントを挙行

•••••••••••••••••••

開幕

は「日本中からエントリー

「日本舞踊～西の舞、東の

ドの除幕式を行った。同ボ

ースでカウントダウンボー

て欲しい」と語った。

子も用意するので、ぜひ来

まった。まったく新しい菓

た。

る懸垂幕を庁舎建物に掲げ

鈴木健一市長が開催を告げ

また、伊勢市役所では、

ードは近鉄の名古屋駅、京
都駅、大阪難波駅にも置か

岡会長は「お客さんに来

れた。
め、値段も一般売りより半

てよかった、と思える菓子
別）としている。また、百
冊以上であれば店名などを

斡旋概要は次の通り。

名入れすることも可能。

▽価格・
（１冊・ＰＰ袋入り、
のし袋付）４９０円（税別）

冊以上は

冊以上より

◇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◇

● 毎月1日からの途中加入も可能です。

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。

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。

ました。

の上決定することとされま

とを決定し、会議を終了し

山市の東京第一ホテル松山

ックでの内容に加え、厚生

ることとされました。

次に、全菓連より中・四

した。

においてブロック各県から

労働省が検討を進めている

議長として議事に入り、菓

は、９月７日

名の参加のもとに開催さ

食品衛生管理におけるＨＡ

子博実行委員会濱田委員長

輸入小麦の直近６か月間
年３月第２週～９

・三重では

（平成

したこと、小麦の国際相場

２００日前イベントを挙

た。表彰されたのは、岡山

第 回全国菓子大博覧会・三重

年部のブロック大会の当番

が世界的に潤沢な在庫・供

全菓連では２０１７年

踊 ～」、 ４ 月「 能 ～ 秘 す れ

▽注文単位・
受付（送料別・
送料無料）

▽構成・表紙１枚、本文
枚（表裏共４色刷り）
・

「全国菓子工業組合連合会PL保険制度」のご案内

期間中の宿泊の手配等を担
当する近畿日本ツーリスト
の担当者からそれぞれ説

れました。議事に先立ち、

最後に、次回開催地であ

より実施計画の説明があり

月第１週）の平均買付価格

明、質疑が行われました。

組合役員永年功労者に対す
ＣＣＰの制度化の動きが報
る鳥取県菓子工業組合小谷

ました。併せて、中・四国

は、為替が円高基調で推移

•••••••••••••••••••••••••••••

る中・四国ブロック幹事長
告され、大きな影響がある
理事長より来年度のブロッ

ブロック会議同様近鉄百貨

中・四国ブロック会議

表彰（香川県菓子工業組合
と思われるので今後注視し
ク会議は、同県組合の創立

店、ヤマト運輸、近畿日本

会議が９月１日

田村理事長）が行われまし
ていく必要がある旨説明さ
周年にあたり、また、青

三重菓子博については、
ツーリストよりの説明と質

給量を背景に軟調に推移し

れました。

県にもあたっていることか

次いで「全国お菓子であ

疑が行われました。

県・三村芳孝氏、鳥取県・
赤石有平氏、山口県・満畑

ら、これら３つの催しを７

しているお菓子が２千種集

版、卓上カレンダー「日本

ば 花 な り ～」、 ５ 月「 狂 言

博にするため、しっかりと

三重県菓子工業組合岡理事

月に同時開催することとし

行、近鉄宇治山田駅コンコ

人のきまりごと～日本の伝

～日本人のパロディー魂

回全国菓子大博覧会

長及び濱田実行委員長より

たことから前期に比べ下落

第

寛氏、徳島県・岡澤孝浩氏、

実施計画の説明と各県への

い館」の近畿ブロックブー

統芸能遊覧篇」を斡旋する。

～」、 ６ 月「 手 妻 ～ 噴 水 術

準 備 し た い 」、 濱 田 委 員 長

香川県・千切谷多一朗氏、

たい旨の説明がありました。

田遊びから祭りへものまね

の魅惑の舞台～」、７月「三

月３日、開幕

高知県・梅原朗氏、愛媛県
協力要請がありました。ま

・林久夫氏、松本行弘氏の

月

した。

月～）の輸

年

スの装飾等について、取り
まとめ役の大阪府菓子工業

年

入小麦の政府売渡価格は、

期（平成

この結果、平成

階に移

して松山城を見上げながら

組合野村理事長及び施工業

その後、会場を

売を担当する近鉄百貨店、
懇親会が行われました。

た、菓子博会場における販

次いで、開催地の愛媛県
販売用菓子等の運送を担当

８名の方々です。

菓子工業組合小泉理事長の

者より説明があり、熱心な

するヤマト運輸及び菓子博

から芸能へ。舞、踊、能、

曲～和音のアンサンブル

・５㎝×

☎03-5781-6577

東京都港区南青山 5-12-4

10

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。

歓迎の挨拶、田村ブロック

狂言、浄瑠璃、歌舞伎、落

▽サイズ・

－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。

☎03-3400-8901

東京都港区港南 2-15-2 品川インターシティー B 棟 11 階

引受保険会社：東京海上日動火災保険株式会社／〒108-6111

（オプション）

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

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。

10

（リコール費用担保特約）

5.リコール（回収）費用保険

（オプション）

（オプション）

10
額に近い、１冊４９０円（税

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

「日本人のきまりごと
日本の伝統芸能遊覧篇」

語、漫才、浪曲…以前に神

～」、 ８ 月「 組 踊 り ～ ニ ラ

の斡旋品ご案内

迎えの楽、をどり、歌、津々

月末日

▽注文締切日・

２㎝
ンダーは大手文房具店のカ

▽購入を希望する方は各県

月「神楽～まれ人迎え、

レンダーフェアの販売品に

イ カ ナ イ の 玉 手 箱 ～」、 ９

笑う郷～」となっている。

組合へ。

月「文楽～心を一つに物語
月「 雅 楽 ～ 天 上

も毎年選ばれている。多く

浦々に五穀豊穣のぴんささ

る ～」、

の組合員に利用して頂くた

ら、鎮魂の足拍子があった。
～

12

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

28

4. 施設賠償責任保険

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

10
18

（食中毒利益担保特約）

（オプション）

28

15

最終面には、次年のカレン
弁士、三味線、丁々発止～」、

の 音 楽 ～」、

内容は、１月「歌舞伎

10

30

11

3. 食中毒休業補償保険

2. 初期対応費用担保特約

27

10

24
２０１７年版卓上カレンダー

＋

28
10

11

ダーも載せている。同カレ

12
月「 浪 曲 ～

上 方 の 和 事、 江 戸 の 荒 事

菓子博カウントダウンボード

28
14

1. 生産物賠償責任〈PL〉保険（基本加入）

制度の概要

２００

27

28

14

～」、 ２ 月「 落 語 ～ 日 本 人

11

10

● 更新申込締切日：平成28年3月31日
（木）

● 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）

50

42

２０１7 年版
卓上カレンダー

平成28年10月15日 （４）
（毎月 15 日発行）

聞
新
業
工
子
菓
（第三種郵便物認可）

第931号

博物館企画展

和菓子職人による実演

また、お釈迦さまの亡く

せ！お菓子調査隊」に応募

を読み終わると団子がまか

った団子をお供えし、お経

涅槃図をかけて、米粉で作

のことです。その数、数百

いて調査し、作成されたと

・芸能に関係するお菓子つ

出向き、歴史・地名・人物

県内各地のお菓子屋さんに

お菓子マップ

名の調査隊員が、

れる「涅槃会」や、県中央

した約

部 で は、「 天 神 講 」 と し て

日に、寺では

情報提供や実演などに協力

点にのぼり、参加者の熱意

なった２月

をしました。以下、探訪記

日に各家庭で天神様

お供えする風習があること

の掛け軸や人形にお菓子を

工芸菓子作りの体験など、

潟の菓子文化を楽しむ」や、

その他、シンポジウム「新

に頭の下がる思いでした。

日（金）～９月４

など、お菓子が暮らしと密

多彩な催しで、期間中多く

７月

では「和菓子職人のわざ実

接に結びついていたことも

日、エントランス

演ｓｈｏｗ！」として、柏崎

良くわかりました。

ての紹介に、普段何気なく

わ大きな「お菓子マップ」

がら歩いていると、ひとき

などに歴史の重みを感じな

江戸時代の御用箱や看板

ました。

き、大盛況のうちに閉幕し

興味・関心を寄せていただ

の方からお菓子に対しての

７月

れ、学校の夏休み期間とも

支部有志による上生菓子作

「お菓子と新潟」が開催さ

重なり、延べ１万４千人の

りが披露されました。説明

口にしているお菓子にもそ

が目に入りました。これは、

をしながら、目の前で巧み

れぞれの由来があることを

市 民 参 加 の 企 画「 と び だ

の核となる美術館・歴史博

会場では、縄文時代から

知り、興味深いものがあり

会場入口では、毎日先着

現代に至るまでのお菓子の

ました。

３００名にお菓子のプレゼ

変遷が展示され、各地域に

名の観客からは感嘆の
ントがあり、この日は某メ

伝わる歴史や人物とからめ

に繰り広げられる職人技に

ーカーのゆるキャラ「ホワ

約
声があがり、出来上った涼

ミル」から米菓をいただき、

物館支援事業「お菓子がむ

しげな季節の上生菓子をプ

すぶ地域共働連携事業」と
して新潟県立歴史博物館、

レゼントされ大喜びでした。

50

こだわりのある自家製
餡の増産を目指して
などの導入を検討していた

より良質の餡を作るのだと

した。何といっても今まで

程の豆煮釜と餡煉機にしま

したが、迷った末、製餡工

機械設備はいろいろありま

ととしました。導入したい

採択」の通知が届いた時は、

申請一か月半後に「補助金

間を費やしたと思います。

をいただくため、かなり時

導を仰ぎました。この指導

直接何度も足を運んでの指

き、理解できないところは、

電話で質問させていただ

日、一歩一歩自分のものに

事に追われていますが、毎

き込まれました。日々、仕

い、和菓子屋のいろはを叩

和楽の飯塚先生の元で行

年が過ぎる修業は、修善寺

事をすることになり、早５

本大震災の６月に一緒に仕

六代目で後継者です。東日

私で五代目、娘婿の征行が

長 ）、 神 奈 川 県 中 小 企 業 セ

奈川県菓子工業組合副理事

習会、講師・土門千次氏（神

す。そこに若い人の意気込

入っている姿は圧倒されま

関前、渋谷区、

ＮＨＫ放送センター正面玄

ーカーさんとの緻密な連絡

ならないわけで、業者、メ

力強さを感じます。しかし、

は何とも頼もしくもあり、

て夢を持って話しているの

い夫婦がお店の将来につい

徳島、板野郡

ーツフェスタ、ゆめタウン

０１６・徳島うきうきスイ

だけに、これから益々努力、

ます。中途半端な味では相

く、お客様の口はこえてい

郡山はお菓子のレベルは高

愛知菓子会館、名古屋市

（ ㈱ 島 村 和 菓 子 チ ー フ ）、

会、講師・仲嶋真輝氏

日、第 回菓子

月 ５ 日 ～ ６ 日、「 ふ

（仙巌園内）、鹿児島市

かるかん奉納祭、鶴嶺神社

•••••••••••••••••••

日、お年賀商品

行事予定
月

申請書類にもなりました。

や打ち合わせは欠かせませ

精進していかなければと責

手にされないのは過去経験

月

るさとの食・にっぽん

日～

の食」東京フェスティバル、

月

日、第９回東京都食育フ

12

ェア、代々木公園ケヤキ並
木通り、渋谷区

月８日、和菓子講習

会、講師・長谷川献氏

（学校法人東京製菓学校和

菓 子 科 教 師・ 和 菓 子 課 主

任 ）、 ㈱ 二 丸 屋 山 口 商 店、

月９日、和菓子技術

会津若松市

講習会、講師・阿部大

三 氏（ 会 津 豊 玉 店 主 ）、 マ

日、中嶋神社秋

イスター日の本、盛岡市
月

季大祭、中嶋神社境内、
日、 松山市

技術講習会、講師・森

11

（新規開発商品）の講

大事な国税を使わせていた

んでした。念願の機械設備

日～ 日、徳島

あるとわかりま

だく制度なだけに、申請、

月

したが、私は、

審査はかなり厳しいのは当

任を感じております。自分

済みで、小さなお店は、日々

信由紀氏（㈱もりしん代表

東京

局から「ものづくり・商業

福島県菓子工業組合監事

ところでした。

いう意気込みを全面に訴え

努力が実ったと、正直あり

し、実力をつけている様子

ンター、横浜市

みが感じ取れます。

早速、詳細な資料を取り

ることにしました。過去の

がたく思いました。同時に、

がわかります。長い目で守

と、講師の一言一句に聞き

寄せて、この補助金が活用

補助採択の成功事例も参考

良質の餡を作る信念がぶれ

っていきたいものです。若

年創業で、

・サービス業新展開支援事

できないのかを検討しまし

にさせていただくため、関

ずに気を引き締めて、次の

屋）は、明治

業」という国補助金の公募

た結果、私が考えていた機

係機関に相談し、ハードル

手順を進めていかなくては

たり前です。指導機関に、

案内がありました。

械設備が補助対象となるこ

ページ以上の内容の

の高い制度に挑戦、その結

と考え、チャレンジするこ

この頃、私は、こだわり

とがわかりました。公募で

果、

・平田清喜

のある自家製あんの増産が

たいへん競争率

この補助金を何

が楽になるのではなく、そ

努力の積み重ねの毎日で

取 締 役 ）、 ㈱ 丸 菱 鹿 児 島 営

スイーツグランプリ２

とか獲得したい

の前に、お客様に喜んでい

す。県菓子工業組合主催の

業所、鹿児島市、 月

日、和菓子講習

ただける商品にしていくこ

講習会の時は、真に真剣そ

19

月

とに、この制度を利用した

のもの何かを得て帰ろう
当店（安積野菓子処平田

意味があると思います。

11

11

11

福
新たに導入した豆煮窯・餡煉機

15

11

17

21

25

27

13

10
10
10
10

福島

神奈川

徳島

愛知

鹿児島

平田屋
安積野菓子処

盛岡

23

34

11

愛媛

50

本年２月に、県組合事務

可能とするような機械設備

が高い補助金で

32
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理事・蒲沢百合子

新潟県菓子工業組合専務

当組合等の主催、新潟県和

28

菓子協会の共催で実施し、

た。平成

年度文化庁地域

25

15

親子連れなどで賑わいまし

30

古代から現代までお菓子の歴史をひも解く

日（日）まで、長岡市の新
２月

30

です。

思わず握手！

15

潟県立歴史博物館で企画展

「お菓子と新潟」が賑わう！

潟
新
島

第931号
聞 （平成元年２月９日
第三種郵便物認可）
業

新
工
子
菓
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（５） 平成28年10月15日

新幹線開通への期待
近年インフラの利便性の

め、代表する企業としては

の企業を誘致しているた

として助成金を出して多く

県では本社機能の移転促進

これからの命題である。

製品を開発していくことが

うか。より付加価値の高い

ていきたい。

ての挑戦をこれからも続け

え「チャレンジャー」とし

を受け、地震直

ーも大きな被害

菓子製造メーカ

熊本最大手の

義援金を寄与していただき

う復興支援事業を行われ、

お菓子でつながる絆」とい

ツ熊本応援プロジェクト、

会を開催していただきまし

う事で復興支援の菓子販売

広げようお菓子の輪」とい

方々に「がんばろう！熊本

た。こういった動きは地元

に根を下ろすこととなっ
だ弊社は業界の新参者と捉

を迎える事が出来たが、未

取締役社長・瀬川裕司

事・株式会社五月ヶ瀬代表

青年部中部ブロック専務理

全国菓子工業組合連合会

いましたがよう

がストップして

後まったく製造

んからは、地震直後から熊

東京の個人の洋菓子屋さ

ました。

合様よりたくさんの義援金

また、全国の菓子工業組

た。

復興支援の菓子販売会

向上により、大都市に一極

県である石川県に新幹線が

で更なる雇用を増やし市場

の一企業として、高齢者向

我々「五月ヶ瀬」は地方

経ちました。

なかった熊本地震から半年

被災者になるとは思ってい

だれもが、まさか自分が

は、行政の支援事業の助成

被害の大きかった組合員

ころもまだ多く、いまだ４

壊したままになっていると

益城町や西原では家屋は倒

動をしていただ

るイベントや活

で熊本を支援す

国色々なところ

そんな中、全

なりました。

ができるように

％の製造

いただいています。

てたいとのお電話を組合に

を販売して復興支援に役立

ントの中で、熊本のお菓子

他にも様々な地方のイベ

寄与していただきました。

ケーキを販売し、売上金を

本の晩柑を使ったパウンド

わせて頂いています。

有効に復興支援のために使

ましては理事会で話し合い

し上げます。義援金につき

して、本当に心より感謝申

を送金していただいていま

は更なる成長が期待できる

謳歌する時代とも言え、私
も増えた実績がある。そし

の販売は売り上げが３倍に
ネス圏になったと言える。

圏へアクセスが容易なビジ

•••••••••••••••••••

けの需要と商圏の拡大に対

名、負傷者２，４０５名、

る。

２０１６熊本地震から半年

応出来るか否かが今後の成

被災住宅１６９，４９０棟、

年目

開通して２年目を迎え、金

の活性化に繋がっているだ

年に新幹線が

長の大きなチャンスと捉

現在仮設住宅やみなし仮設

瀬」が操業をはじめ

の一を占め、消費市場も１

沢の街を見渡しても県外の

けでなく、むしろこれから

る。

集中していた市場はより地
「ＹＫＫ」が再度地元富山

１５兆円を超える時代とな

観光客が増えた。とりわけ

今季で「株式会社五月ヶ

方へと平準化し、実際に隣

った。その世代の金融資産

開通に合わせた金沢駅の改

以上の年代が全人口の４分

五月ヶ瀬のチャレンジ

今の日本全体を見渡せば
高齢化により、団塊の世代

は世帯平均で２０００万円

開通すること

え、これからは多様な経験

住宅への転居も進み熊本市

てようやく福井にも平成

五月ヶ瀨煎餅

死者

か所の避難

子を作り、自店の再建に尽
くしています。

からの皆様の温かいご支援

に本当に勇気づけられまし

県の北九州市菓子組合の

の展示会の会場では、福岡

局・野田尚美

た。

たとえば、新潟県菓子工

発売から

九州で開催された丸菱さん

業組合様では「新潟スイー

お米に特化し続けました。

熊本県菓子工業組合事務

いました。現在は、色々な

ていた当社の２坪ばかりの

木内百貨店があり、出店し

くには、秋田県を代表する

てしまいました。病院の近

事情から１０６万人になっ

ＰＬ４８０法等により米国

もそも、日本農業の苦境は、

かなりあると思います。そ

県農業が受けたダメージが

が、国の猫の目行政により、

ち出すわけでもありません

今更、八郎潟の干拓を持

枚（ＪＡ新あきた産もち米

の発売には、１ヶ月で

が入った「しとぎ豆がき」

今般ＪＡ新あきたのロゴ

だくようになりました。

外から幅広いご支持をいた

える名園「後楽園」は岡山

江戸時代の文化を今に伝

型を保たれ、歴史上の遺跡

ら当務者の精励でかなり原

水や空襲の災難にあいなが

ぷりできれいと話題にな

ーによる演出がムードたっ

想庭園」は、照明デザイナ

り。秋の幻想庭園に「日本

後楽園事務所から提案があ

そんな思いでいた昨年、

薄になっているように思

に行っていた行事が段々希

願うこと日本人が当たり前

年の杉山壽山堂、１７０年

ます。子会社に創業３１２

を創業致しました。

ンド秋田粢菓子「一乃穂」

平成５年に当社の新ブラ

り場が突然廃止になり、売

でした。しかし、食料品売

入し、かつ我が国の輸入穀

の余剰農産物を無制限に導

客様にご好評をいただきま

売り切れるほど、多くのお

ｔ分）があっという間に

城主池田綱政が津田永忠に

くメディアに取り上げられ

う。「 記 念 日 が 認 定 さ れ ま

るが、昔から家族で行って

した」というニュースがよ
戸・偕楽園、岡山・後楽園

いた行事には意味があるこ

三大名園ご当地Ｃａｆｅ」

各３種のお菓子をお茶とと

とをお菓子とともに伝えて

として、金沢・兼六園、水
ａｙ」に参加！別世界！今

もに提供したいと、後楽園

り、これは見なければと、

年（１７００年）に

命じて

岡山観光といえば後楽園

をイメージしたお菓子の提

日
（日）まで開催します。毎

月

回違う演出で名園美を堪能

日（金）から

今年も秋の幻想庭園は

後楽園では「日本の伝統

できます。是非見に来てい

月

文 化 を 体 験 し よ う！」「 着

局・萱野美香

岡山県菓子工業組合事務

付 け 体 験！」「 お 茶 会 」 と

新年を祝う、ひなの節句に

正月に鏡餅を飾りお雑煮で

ただきたい。

りないほど好評でした。

11
27
日本文化を伝えている。お

11

お菓子は追加納入しても足

いきたい。

日本三大名園ご当地Ｃａｆｅ

18

元禄
築いた大名庭園である。洪

秋の幻想庭園

供を求められた。準備した

夏の幻想庭園の「ゆかたＤ

年で

年が経ち、県内

売店は、年間６，０００万

秋田県産にこだわり、
全国へ発信するお菓子づくりを

として秋田いなふく米菓が

円を売上げ、坪効率は一番

万
あります。

これまでもこれからも

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

所で生活しています。

０５名の方が

全国からいただく支援に感謝

名、震災関連死

やく

を超える。これからは資産

となり、これ

を経てきた高齢者と、多大

内の避難所は閉鎖され徐々

は地方都市であっても関東

からの市場拡

な情報を得てきた都会エリ

に生活再建も進みつつあり

当社の創業は大正

修により、駅構内の土産物

大に期待が募

アからの人達へチャレンジ

ますが、被害の激しかった

秋田諸越「炉ばた」が主力

時代が来ていると考えてい

を持っている世代が老後を

その他にも

していかなければならない

お雛様を飾り桜餅、ひなあ

商品ですが、和洋銘産菓子

今回の地震では全国各地

新幹線開通に

時期が来たのではないだろ

られを頂く、端午の節句に

去る９月１日・２日に北

よるメリット

まで行っても庭をみるだけ

こいのぼりを飾りちまき、

いているお話を聞いていま

として、富山

でしょ…として敬遠してい

金や給付金を受けるための

ですが、生まれも育ちも岡

たのが申し訳ない。古き良

米菓を製造販売致しており

す。

山という私自身は行くこと

柏餅を頂きこどもの成長を

申請手続きを行いつつお菓

がなかったのですが、夜間

きものが今は新しい。

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

秋の幻想庭園

株式会社五月ヶ瀬

ライトアップイベント「幻

12

としても珍重され日本三大

日本三大名園岡山後楽園

64

47

名園のひとつとされる。

11

田

24

本
熊

年の歳月をかけて

山

50

40

秋

50

34

井
福
岡
13

15

移転してしまった

往来は賑やかで、

駅から仲小路への

３０万人もあり、

秋田県の人口は１

だきました。当時、

を付け加えていた

「粢」という漢字

Ｔさんに説明し

打った時は、ＮＴ

載せる際や電報を

たので、電話帳に

珍しい漢字でし

読み、お米という意味です。

粢と書いて「しとぎ」と

ました。その間、とにかく

いて３年も費やしてしまい

商品開発やネーミングにつ

ンセプトづくりに始まり、

ームを立ち上げました。コ

とで早速、プロジェクトチ

のは「お米だ！」と言うこ

その中からお菓子に使える

は酒・米・美人と言われ、

知人から秋田県のイメージ

た。そして、県外の友人、

ら多くのヒントを探しまし

はもとより、全国の商品か

っかけとなりました。県内

と が、「 一 乃 穂 」 誕 生 の き

態になったのです。このこ

上げが全て消えてしまう事

軍奮闘でしたが、粢菓子は

菓部門においてはまさに孤

ールしてまいりました。米

に秋田米のおいしさをアピ

産のお米にこだわり、全国

た。当社は、今まで秋田県

えていくべきだと思いまし

民、企業が秋田県農業を考

たな視点で多くの市民、県

含めた農業を重要視し、新

えません。今こそ、お米を

をあまり挙げられたとは言

を試みてきましたが、成果

図ろうと過去に数々の施策

県は、農業県からの脱却を

源があろうかと思います。

物の関税を撤廃したことに

締役社長・藤井明

・株式会社かおる堂代表取

くりが必要と思います。

産物を原料としたお菓子づ

菓子店は安全安心な地域農

です。だからこそ、地方の

国農業支援は世界最小なの

す。そんな中で、日本の自

を弱体化すると考えていま

の衰退が国家の自主独立性

外国は、農業と食料自給率

定）を使用しています。諸

く・ブルーベリー各１ｔ（予

んご

もち米を使用しており、り

した。年間

ｔの秋田県産
の翁屋開運堂他、提携会社

日本赤十字病院が
しとぎ豆がき

多くの人を集めて

10

ｔ、そして、いちじ

55

秋田県菓子工業組合監事
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菓子匠 松栄堂 の取り組み
年︑今

営では通じないと感じてお

な変化の中︑従来通りの経

ました︒近年は時代の大き

心に製造販売をしてまいり

いこうと思います︒

客様のご要望にお応えして

個一個手づくりに徹し︑お

だくようになりました︒一

子供さんの強い支持をいた

成

品は北海道新幹線開通︵平

は私の意味︶です︒この商

弁 で﹁ な ﹂ は 貴 方︒﹁ わ ﹂

牛 乳 菓﹁ な と わ ﹂︵ 津 軽

年３月︶を記念し︑青

ります︒時代の変化等を分

大田区の﹁鵜ノ木﹂に︑そ

生菓子等︵茶席菓子︶の強

思考した結果は︑元々強い

析し︑当社の強みは何かと

ギフト用銘菓の開発も必要

産性の高く︑利益率の高い

ところもできてきます︒生

商いとしては成り立たない

一方︑手づくりだけでは

た︒

援をいただき発売されまし

森商工会議所︑青森市の支

は新宿の洋菓子店に︑弟は

時代の変化を分析したお菓子

当社は創業昭和

れぞれ修行して技術を身に

化です︒写真にもあります

周年を迎え︑ようや

つけ青森に帰ってまいりま

よ う に︵ 夏 祭 り ︶︑ 季 節 祭

ります︒

く業界では中堅とされてお

した︒以来︑父と共に手づ

事用上生菓子を月ごとに提

のできたお菓子があります︒

り一年程かけて販売する事

であると思います︒昨年よ

が︑発売してから半年で４

を乗せた単純な菓子です

上部に津軽りんご︵ふじ︶

ア︶を餡に煉りこみ︑皮の

函館エリ

くり感のある生菓子等を中

案し︑可愛いキャラクター

事長・畑中和紀

青森県菓子工業組合副理

のヒントになれば幸いです︒

います︒読者の皆様の商売

感を乗り切って行こうと思

の菓子業界全体にある不況

手に両立させながら︑今日

品と生産性の高い商品を上

このように︑手づくり商

ます︒

なるよう力を入れてまいり

り︑今後は倍以上の販売に

万個位の販売になってお

の生菓子も店頭に陳列し︑

なとわ

直で素晴らしいアイデアが

の甲斐が有り︑三年目の正

てきました︒でもその努力

力をして頂きまして頑張っ

２０１５年の２月に販売が

した︒それからと云うもの

だろうと全員一致で決めま

がお客様に覚えてもらえる

したがインパクトが有る方

いのか皆でいろいろ考えま

歳代

事が夜な夜な集まって︑お

閃いたのです︒それは雛祭

スタートしてから年々盛り

や男性ではなくて︑

菓子の需要拡大の為に考え

りにあった美味しいお菓子

買い上げ金額により少額で

ャルを流して頂いたり︑お

たりラジオ放送でコマーシ

まずは︑ポスターを作っ

な取り組みを行った事から

組合員皆様の意見から色々

いないのではないかと言う

の節句がお客様に浸透して

なった思いは最近三月の桃

ん﹂なんです︒最初はちょ

ました︒それが﹁桃菓ちゃ

可愛らしいお菓子が完成し

んだ誰にでも愛される様な

ヒントにして桃の節句に因

うだろうというアイデアを

桃の果実を餡に入れてはど

のパティシェの方がいて︑

ました︒その中には洋菓子

ていろんな意見を出し合い

菓子の開発メンバーを集め

いう提案でした︒早速︑お

ていきたいです︒

の愛菓を神奈川から発信し

賞を誇りとして第二︑第三

賞しました︒私達はこの受

コンクールで最優秀賞を受

いて﹁桃菓ちゃん﹂が菓子

今年度神奈川県銘菓展にお

店の努力と実績のお陰で︑

いう温かい支持と販売参加

てお客様からの美味しいと

上がり︑参加店も増えて来

歳後半の我ら常任理

ついた桃を使ったスイーツ

を作って皆で売り出そうと

はありますが次回に使える

っと菓名が幼稚っぽくはな

始まりました︒

金券をお店で半分負担する

報部・亀岡肇

神奈川県菓子工業組合広
などして組合員の皆様に協

から

のことなのです︒そのアイ

桃菓ちゃん
ルが誕生しました︒でもア

ドルの誕生するきっかけと

神奈川県か
ら生まれた

２０１５年に神奈川県菓
イドルと言っても若い女性

起死回生の可愛いキューピット

子工業組合に素敵なアイド

桃菓ちゃん

60
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もシンプルでやりがいのあ

福が看板商品となり、今で

商品を作って自身（会社）

自身（会社）で美味しい

じゃあ毎日でも食べたい
で本当にシンプルな事。

も、販売形態もすべて自由

相棒です。
そしてその相棒に、恩返

ず、仕事と人生、一生懸命
正直に向き合っていきたい

有限会社養老軒代表取締

と思っています。

役・渡辺幸子

•••••••••••••••••••

陶器市期間限定ショップ

客様には新鮮に映ったよう

で期間中は焼きたての丸ぼ

うろの甘い香りに誘われた

お客様が列をなし、その美

味しさに大変喜んで頂きま

した。また「肥前菓子右衛

門」もお店の垣根を越えた

この期間だけの詰め合わせ

だからこそ難しくて、答

２０１６年、日本で最初

の焼き物商社の青年部組織

も佐賀県菓業青年会は有田

つの目玉企画が出来た

とに決定しました。２

箱限定）を販売するこ

菓 子 右 衛 門 」（ ３ ０ ０

ジも予算の都合上外注する

前菓子右衛門」のパッケー

た。店内のレイアウト「肥

銘菓コーナーを設えまし

て、新たな企画を模索中で

「秋の陶器市」出店に向け

現在

きました。

ということで大変好評を頂

自分が食べたいお菓子を自

「有田焼卸団地協同組合青

佐賀銘菓コーナー

有田陶器市に開店

これからも初心を忘れ

しをしていくことが、私の

もともと素人の私は、和

で売る…。

人生だと思っています。

菓子は美味しいけれど、毎

れる会社に成長することが

てきた組合に恩返し出来る

日のおやつには買えないな

できました。

人の従業員が支えてく

は

年経った今

る商売が大好きになりまし
た。それは、

私は、岐阜県で養老軒と

サラリーマンの家庭で育
った私にとって、商売とい

お菓子って何だろう…と、

ます。

う世界は本当に魅力的で、

商品を作ることも、価格

私はサラリーマンの家庭

すぐに夢中になりました。

結婚して現在に至っており
今でこそ、あまり現場に
の磁器である有田焼が誕生

ふるーつ大福

ました。

販売を続けることができた

出来る商品を考え、作り、

だひたすらお客様を笑顔に

ありました。それでも、た

れる「有田陶器市」です。

日から５月５日まで開催さ

模を誇るのが、毎年４月

ます。その中でも最大の規

念イベントが開催されてい

開くため、年間を通して記

限定ショップを開店しまし

ナントを借り、陶器市期間

し合いました。その結果テ

ような企画が喜ばれるか話

そこで

まだ物足りない店内です。

肝心要の美味しい餡がな

中心に様々な陶器を扱う店

有田のメインストリートを

０万人の人出で賑わいまし

この記念すべき年に私ど

た。

現代において日本各地の

話を耳にします。そのよう

も地場産業は大変だという

街だと思いますが、それで

い餡の羊羹や最中、どら焼

違い、風味を感じられる濃

あっさりした関西の餡と

す。

とえに餡に尽きると思いま

月に開催される

ます。主人は今、岐阜県菓

して４００年を迎えまし

ものの、テナントは

えがないから、何歳になっ

年部」様の協力を得て「有

ても夢中になれるのだと思

た。本年は国内のみならず

由に発想し、主人が試作し

っています。これまで多く

海外でも４００年の歴史を

ては二人で悩む日々。
そんな中で、現在も当社

振り返り有田の未来の扉を

は入りませんが、当時は見

り、自分で販売して売
の困難があり、お金が無く

は１９９３年よ

のは、主人の炊く餡のおか

ｍは優にあり、まだ

なって途方に暮れたことも

り販売していま

げです。

ｍ×

つ大福が誕生し

の看板商品である、ふるー

すが、当社の看

今では売り上げ

ければ、どんなに発想が良

私にとって仕事は、人生

が並び、本年は期間中１２

パーセント

の

を占めています。 くても、お客様の心には響

を豊かにしてくれる大切な

かないと思っています。

２人きりでした

当時は主人と

が、ふるーつ大

地方都市にある和菓子店様

な中、巌邑堂さんは老舗と

ことが出来ず、すべてにお

部のスケールを生かした事

す。個店では出来ない青年

ナントにオーブンを持ち込

ずつ持ちより、備え付けの

のお店の菓子を３アイテム

製作実演ですが佐賀県西部

で結構見慣れた丸ぼうろの

佐賀市内ではイベント等

出来ればと考えております。

可能性を切り開きくことが

わせることで新たな菓子の

業を構築し、陶器と組み合

いて我々で準備し、デザイ

んで佐賀銘菓「丸ぼうろ」

ンし当日を迎えました。

まず開店するにあたり、

た。

佐賀県菓業青年会・大串

久昭

の有田、ましてや全国から

ブルーシートで覆っている

什器に陳列し、百貨店の全

家々が並び、家が傾いてい

の製作実演、有田焼と佐賀

同じ九州の者として少しで

たり崩れてしまっていたり

３月に両組織の顔合わせを

も役に立てればと思い、熊

来られた焼き物ファンのお

菓子の消費拡大だけでな

本菓業青年会へ支援物資を

国銘菓コーナーならぬ佐賀

く、お菓子を作ることにも

の菓子の詰め合わせ「肥前

興味を持ってもらう事を目

送らせて頂きました。

宮崎菓業青年会

活動
紹介

九州の菓子業を盛り立てる

し合うなどの活動をしてお

でその時の議題について話

菓子協会長・ＯＢの先輩方

菓子工業組合理事長・宮崎

会を行い、懇親会では宮崎

年度は９月５日に総

例会以外の活動として、

大変好評を頂いております。

い焼きたてのチーズ饅頭は

おり、普段食べることのな

饅頭」の実演販売を行って

毎年、宮崎名物の「チーズ

います。我々菓業青年会は

熊本の復興のためにもブロ

「このような時だからこそ、

も危ぶまれておりましたが

県が熊本ということで開催

の九州ブロック大会の担当

また、今年は菓業青年会

を願うばかりです。

実感しました。早期の復興

地震の爪痕と自然の猛威を

いる姿を目の当たりにし、

熊本城の石垣や城が崩れて
平成

り、菓子業界の若手育成の

を招いて現会員との交流を

我々宮崎菓業青年会は現

場としての役割を担ってお

深めて頂きました。

在会員８名で、毎月の例会

ります。

する姿を見てきましたが、

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

的としたイベントになって

し、器と菓子という切り離

社程あるメンバー

板商品として、

田陶磁の里プラザ」内のテ

上を作るという、何と

ふるーつ大福

す。ずっと浜松の中心部に

は急激な人口減少の煽りを

しての風格と新しいことへ

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
風情のある一軒家のみで商

受け、来店客数が毎年減る

様」

静岡県浜松のお菓子とい

「静岡県

売をされ、ここに来ないと

一方であり、経営云々の前

巌邑堂

って、皆さんは何を思い浮
手に入れることの出来ない

きなどの味が独特でファン

稀な和菓子として知られて

おそらく春華堂さんのう

のチャレンジと、何よりも

かべるでしょうか？

にこの事業を継続するべき

には堪りません。しかも余

担いで会場を練り歩いた

の新年会では、祝い神輿を

２月３日の宮崎菓子協会

り６月

日に開催さ

想いもあり、当初の予定通

いう熊本菓業青年会の強い

ック大会を開催したい」と

す。しかし、今回のブロッ

も減少しているのが現状で

でなく、九州全体の会員数

と少ないですが、宮崎だけ

上記の通り会員数が８名

の各県会員の皆様が集ま

ているにもかかわらず多く

ましたが、まだ余震も残っ

崎だけでなく九州の菓子業

つ増やしていきながら、宮

りを持ち、会員数も少しず

体に所属しているという誇

で、それだけ歴史のある団

月７日～８日

には宮交シティに

り、余興をしたりなど、会

日～

おいて宮崎菓子協

り、九州は一つという連帯

を盛り立てていくため日々

れ、我々も参加させて頂き

回目ということ

場を盛り上げるお手伝いを

族を招待して家族レクレー

感を改めて感じたところで

精進して参りたいと思って

ク大会が

させて頂きました。

ションを行いました。やは

した。初日の会議・懇親会

日には、会員の家

子の販売はもちろ

り、家族の支えあっての菓

も無事に終了し、翌日は被

７月

んですがそれ以外

業青年会活動ですので、日

みでも、瓦が落ちた屋根を

て参りました。熊本の町並

作り体験や、宮崎

そして４月に熊本・大分

市内の小学生を対

致しました。お菓

にも、お菓子の手

頃の感謝を込めて毎年開催

おります。

の大震災が起きた際には、

しております。

デザインコンテス

象に「夢のお菓子

ト」を実施し、お

藤友昭

宮崎菓業青年会会長・齊

災した熊本城を見学に行っ

11

養老軒本店

よう見まねでお菓子を作

せない関係性のなか、どの

丸ぼうろの製作実演

会と協力し「お菓

27

子まつり」を開催

26

いました。

計にごてごてせず、シンプ

宮崎菓業青年会

25

なぎパイが筆頭であるかも

和菓子の味のレベルが高い

ルな造詣がこれまた美しい

気があり、静かで力強く、

ことから地元のみならず、

その世界に引き込まれてし

東京、名古屋、海外までフ

地方都市にある１、２店

まいます。

11

62

しれません。もちろんそれ
が当たり前なのですが、実

舗の和菓子店様にとって、

のです。実演でご当主の内

なのかといった話をよく聞

とても良い成功例として参

ァンを増やし活気ある店と

きます。とても寂しいこと

田さんが上生菓子を作る手

このところ、たまに東京

であり、本来そのようなこ

を見ると、繊細な中にも男

や遠くアジアのシンガポー

して存続することに成功し

その中でもいにしえの名

ルでの催事を行うことがあ

考になるのではないでしょ

ています。

残を残す名店が、巌邑堂さ

とはあってはならないと思

20

23

は浜松は徳川家ゆかりの古
い城下町であったことから
和菓子が充実している街な

んになります。現在のご当

り、そのクオリティの高さ

と、切に願います。

の街角々にあると良いな

このような店が日本全国

主は既に五代目を数え、高

同店の和菓子の特徴はひ

うか。

います。
浜松は比較的活気のある

から瞬く間にファンを増や

崎

宮

29

しているようです。

尾関 勇

い技術をお持ちの和菓子職

【7】

人としても知られていま

のです。

15

15

子工業組合の理事長とし

で育ち、

歳の時に主人と

って感じていました。

様、日々奮闘しております。

も何も変わっていません。

55

いう和菓子店を経営してい

養老軒

初心を忘れず前向きに！

阜
岐
て、少しでもお世話になっ

19

賀
佐

33
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は︑どうしたらいいか︒私

外国に和菓子を伝えるに

あり︑注意深く推移を観察

ので︑新しい文化の発生で

肉食の人が作るお菓子と︑

ールしたい︒極端にいえば︑

は洋菓子と違うことをアピ

た︒そういうパティシェと

して作ろうという事になっ

いうので︑お互い〝喧嘩〟

トは︑餡に負けません﹂と

しないと︑強いものにかき

張する︒自分の存在を主張

お菓子は︑単独で自分を主

わかりやすい︒肉食の人の

いを強調し︑伝えたほうが

草食の人が作るお菓子の違

菓子を消化する︒いつかど

を消化する︑洋菓子屋が和

作った︒和菓子屋が洋菓子

イに入れ︑ミルフィーユを

ルトに小豆を入れたり︑パ

風のお菓子を作ったり︑タ

同じお菓子でも立ち位置が

る︒このようなことから︑

八分目という考え方もあ

分けて食べる︒日本人に腹

合︑米を収穫したら１年間

消されてしまう︒草食の場

ンにいたパティシェが︑フ

日本の三つ星のレストラ

もしれないから︒

家来であるという立ち位置

人︑殿様であり︑お菓子が

展してきている︒お茶が主

ため︑茶道と一緒になり発

ど︑よりおいしく飲ませる

お茶は単独でもおいしいけ

をおいしく飲ませるかだ︒

のというより︑いかにお茶

和菓子は単独で食べるも

外国人に伝えたほうが分か

繊細で感覚が鋭い︒それを

る︒それくらい︑日本人は

あると言うとびっくりされ

くつありますか﹂と聞くと︑

違う︒外国人に﹁季節はい

るには︑和菓子を理解して

いう︒海外に和菓子を伝え

で子どもたちに伝えたいと

を持って帰った︒フランス

た︒帰る時には一通り材料

り方を伝えるようになっ

る︒﹁忠臣は二君に仕えず﹂

を邪魔しかねないことにな

自分が主人とするお茶の味

い事︒これから飲むお茶︑

原料︑材料にお茶を使わな

の美学でもある︒もう１つ︑

じ哲学であり︑和菓子職人

死ぬ事と見つけたり﹂と同

これは﹁葉隠﹂の﹁武士は

味を邪魔することになる︒

中に甘さが残ると︑お茶の

ならない︒いつまでも口の

菓子の甘さは消えなければ

切なことは︑この瞬間にお

りおいしく感じられる︒大

苦みが中和され︑お茶がよ

っている間にお茶を飲む︒

という︒その甘さが口に残

る︒私はこれを甘さの余韻

べると口の中に甘さが残

になる︒また︑お菓子を食

とも情報を共有している︒

いる︒パリにある和菓子屋

００キロ収穫し製餡をして

豆を栽培してもらって︑１

府の許可を取り︑農家に小

ムラするそうだ︒それで政

成長をしてきた︒

で︑和菓子はガラパゴス的

の仕方をしてきているの

ンルを作る︒こういう発展

一生懸命考え︑新しいジャ

テラがそうだろう︒職人が

ものを作り出す︒長崎カス

取り入れ︑消化して新しい

響を受けても︑自分の中に

発達をしている︒外国の影

きたので︑和菓子も独自の

独特の文化のもと発展して

れる︒日本の民族性であり︑

に哲学があるのか﹂と聞か

のお菓子には︑なぜそんな

に行って話をすると﹁日本

ークとチェコ︑ハンガリー

本文化発信事業で︑デンマ

国人に伝える︒外務省の日

うな職人の哲学や美学を外

という思想と同じ︒このよ

な中︑和菓子は伝統に頼っ

屋﹂と表現する︒このよう

を﹁スリッパをはかない部

なった︒子どもは畳の部屋

ような小さい店は︑多分な

のかなと思う︒特に我々の

物館のケースに入っている

１００年後︑日本民俗学博

その①

ろうか︒朝起きた時のいれ

する必要がある︒では︑和

の出会いが︑幸いしている︒

日本食糧新聞社︑協同組合全日本洋菓子工業会は

たてのコーヒー︑疲れた時

菓子は世界にどのように発

妥協するのではなく︑和菓

回デザート・スイーツ＆ドリンク展
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します︒日本人が日本人の

米列強に追いつけ追い越せ

たものが︑富国強兵策で欧

の頃で︑それまで果子だっ

葉ができたのは︑明治維新

意味です︒和菓子という言

和菓子の和は日本という

ばいけない︒

り︑日本人に存在しなけれ

いう意味での和菓子であ

２つ書くとニコニコ︒そう

り︑ニコッとすると﹁和﹂︒

自然に気持ちが豊かにな

要はないと考えています︒

えて和という言葉を使う必

ため提供する食文化に︑あ

ということで︑和と洋に別

子という言葉も生まれてき
ました︒私は和菓子という
言葉を使う場合﹁和﹂は︑

洋菓子を和菓子
に取り込む

りやすい︒

忠臣は二君に仕
えず・武士は死ぬ
事とみつけたり

トルに代わ

はペットボ

しかし︑今

ならない︒

でなければ

本人の文化

うか﹂が日

は何にしよ

うか︒菓子

お茶を飲も

たら︑おいしい︒私の餡は

に使う大納言の餡を合わせ

てきてくれた︒それに最中

リのアトリエでパイを焼い

彼もそれを考えており︑パ

ーユを作りたい﹂と言った︒

イと餡を合わせ︑ミルフィ

ハルアオキ氏が来た時﹁パ

けではない︒はじめにサダ

菓子と和菓子を合わせただ

食うと言っても︑単純に洋

どうかと考えている︒ただ︑

とんどなくなっている︒餡

で和菓子を作ることは︑ほ

洋菓子は日常である︒家庭

今︑和菓子は非日常で︑

う考えで出発し︑テリーヌ

らどんな味がするか︑とい

ョコレートに醤油を付けた

てみる︒簡単にいえば︑チ

ないので︑とりあえずやっ

子も洋菓子もお互いを知ら

自分の足元を見つめ︑より

ある︒だから︑和菓子屋は

子は家庭にそういう基準が

という基準ができる︒洋菓

んの作った餡よりまずい﹂

餡 よ り お い し い ﹂﹁ お 母 さ

れば﹁お婆ちゃんが作った

基準は無い︒家で作ってい

る︒うまいか︑まずいかの

あろうと考えています︒

食文化として生まれるので

ない日本の菓子が︑新たな

れ︑ここから和でも洋でも

こかで両者の接点が生ま

るのか﹂と熱心だった︒練

も﹁どうしたら上手に包め

う︒餡も取るし︑わらび餅

一週間ほとんど寝ないとい

奥さんに聞くと興奮して︑

い︒彼は一週間うちにいた︒

はそんなに包丁は使わな

聞いてきた︒でも︑和菓子

はどこに置けばいいか﹂と

丁を持って来て﹁この包丁

先に進めない﹂と︑疑問を

けれど︑食べるとそれより

菓子の形や見映えは好きだ

ランスに帰る時﹁自分は和

と︒中国産の小豆は手に入

は︑小豆が手に入らないこ

美しい︒彼女が一番悩むの

本語もきれいだし︑文章も

より漢字を知っており︑日

だ︒日本語を書かせても私

ので︑私より日本をご存じ

あり︑民俗学を勉強された

本人で︑日本に留学経験が

人女性がいる︒ご主人が日

ンス語に翻訳したフランス

私が出版した本を︑フラ

く育てる事が大切です︒

くれる外国人を一人でも多

の部屋があることは少なく

ない︒マンションにも︑畳

入れる若い子はほとんどい

ットボトルで飲み︑急須で

が︑気がついたらお茶はペ

れば大丈夫と言ってきた︒

があれば大丈夫︑お茶があ

和菓子は今まで畳の部屋

化してしまうだろう︒

れたら︑沈滞してヘドロと

れに和菓子屋自身が乗り遅

ここまで来ている︒この流

ては︑持って帰る︒時代は

料は何が足りない﹂と言っ

﹁レシピを見せてくれ﹂﹁材

日本に来るとうちに寄り

み込み︑食っていかないと︑

まう︒その前にこっちが飲

は洋菓子に飲み込まれてし

と言った︒現状の和菓子で

見たら︑そこにパリがいた﹂

きた︒でも︑ある時後ろを

して︑追いつき追い越せで

ら﹁自分たちはパリを目指

プパティシェの方と話した

まれてしまう︒日本のトッ

いにかからないと︑飲み込

我々の時代から洋菓子を食

だ け で い い の だ ろ う か︒

菓子を伝えることは︑伝統

国人を含めた次の世代に和

ければいけない︒ただ︑外

事なことで︑中心に据えな

ちろん伝統を守ることは大

ているだけでいいのか︒も

ていくことが大切であろう︒

共にして︑次の世代に伝え

いう判断を我々がお客様と

なのか︒

２になったのか︒マイナス

くなかったのか︒１＋１は

おいしかったのか︑おいし

さんがどう判断するのか︒

喧嘩させてその結果︑お客

ず︑お菓子の中で和と洋を

なんだろう﹂ではなく︑先

う︒でも︑餡に混ぜてどう

ョコレートを作ってみよ

感 が あ る︒﹁ と り あ え ず チ

思っている︒そういう危機

になってしまうのでは︑と

﹁昔︑日本にあったもの﹂

い だ ろ う︒ 博 物 館 に 行 き

お菓子を作る人
間を育てる

り︑お茶を

パイに負けないと思った︒

も炊かない︒十五夜にお団

り切りも２︑３日でこんな

るが︑皮が固いなど︑煮え

洋菓子と違うこ
とをアピール

れた︒そこで和菓子・洋菓

和という言葉

を伝える﹂をテーマに講演を行いました︒

一幸庵︶を講師に迎え﹁和菓子を世界へ

を開催しました︒同展では水上力氏︵お菓子調進所

グサイトで第

日︵金︶に東京ビッ

なごむ︑のどむ︑なぐ︑に

のコーヒー︑紅茶など︑お

進したらよいのか︒和菓子

日︵水︶〜

こ︑あえるという読み方を

茶も本来はそうあるべき

は洋菓子を食って行ったら

いれる文化

その後︑ヴァローナがチョ

子︑お彼岸におはぎを作る

に上手になるんだというく

れてうちへ来た︒最初︑包

海外で日本の小
豆を使った和菓
子を作っている

が無くなっ

コレートを使った和菓子を

おいしいものを作っていか

らいで︑通訳の人にまで作

持っていた︒それで紹介さ

てしまっ

作った︒私の餡がチョコレ

なければならない︒外国人

和菓子にはおい
しい基準が無い

た︒〝 コ ー

こともなくなってきてい

の味覚は日本人より確かか

伝統だけでいい
のだろうか

ヒーに合う

ートに妥協することはな

る︒従って︑一般家庭では

になるのか︑と

お菓子〟は︑

店から和菓子を買って食べ

一幸庵の亥の子餅

い︒ヴァローナのパティシ

水上 力 氏（お菓子調進所 一幸庵）

ェも﹁私の作るチョコレー

日本文化を伝える

日本の思想

和菓子を世界へ

に無かった

次号に続く︒

10

２０１６年４月

コーヒーや紅茶を飲みた

ょうは何の

だ︒﹁疲れたなあ﹂と思い﹁き

４つと答える︒日本には

い︒その時の気分はどうだ

の季節のかたち
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第

回菓業青年会九州ブロック熊本大会・第

回

全国菓子工業組合連合会九州ブロック熊本大会で
は、吉田高成氏（㈱フジバンビ代表取締役社長）を

地域社会に貢献する企業をめざし

講師に迎え「黒糖ドーナツ棒の誕生からイノベーシ
ョン２０２０

橋が崩落した。熊本城も大

て」について講演会を開催しました。

変な姿になってしまった

地で震度７を記録したとこ

熊本県の益城町は、震源

きるだけ早く国の力を借り

も無惨な姿になったが、で

心になかっただろう。見る

た時は誰も地震のことなど

熊本県の復興の
ために

ろだ。そこで商工会連合会

その①
これは神戸の三宮センター

原村の避難所を訪問する。

合がコラボし、益城町と西

ので、ドーナツ事業を始め

バンビさんと言われていた

作っていた。このころから

られやお好みかりんとうを

おくりもの」でやさしさと

作 っ て い る。「 太 陽 か ら の

雑穀を使ったおせんべいを

モンの形をしたクッキーや

出せないと事業ができない

っているので、それを取り

この中に資材、製品全部入

３日間かかって修理した。

ドーナツ棒

緒に救援物資をして、黒糖

きた。この時は県、市と一

したが、東日本の震災が起

万本を送っ

街さんとソラシドエアさん

当社がスポンサーしている

一部を私に託されたので、

に募金していただき、その

パートアルバイトを含めた

名にした。資本金は１千万、

た時、フジバンビという社

ている。

というキャッチコピーでし

おいしさで〝おもてなし〟

店舗ですが、四方寄総本

何とかしようとしている。

状況だ。今後はその問題を

れ、県の支援を受けている。

ィング育成企業に認定さ

た。現在は、熊本県リーデ

年には新幹線の中

震災時、５階建ての立体倉

明さんのコーナーもある。

００を取得している。葉祥

なっており、ＩＳＯ２２０

ンした店舗があります。

ＡＣ神戸とコラボレーショ

丸のすぐそばにあり、ＩＮ

近では城崎温泉。神戸は大

す。あとは福岡、沖縄。最

在も続いている。あとは東

売した。ソラシドさんは現

糖ドーナツ棒を５か月間販

開始し、ＡＮＡ機内でも黒

でコーヒーとセット販売を

平成

庫の中がひっくり返り、丸

店は本社と一緒にありま

我々は基本的に駄菓子屋

工場は見学できるように

従業員１４０名の会社であ

で、かどの駄菓子屋という

海老蔵さんが当社の商品を

最近は嬉しいことに、市川

持ってＰＲをしていただ

布院には、最近はお客さん

た。余震もやがて１８００

５弱の余震が、また発生し

安全志向で、皆さんも黒糖

たが、最近は健康・自然・

らないものという意味だっ

姫路市で創業し、昭和

ーナツ事業に取り組み、同

乳ドーナツ棒とセットにし

ドーナツ棒をジャージー牛

リジナルパッケージの黒糖

駄菓子屋として

き、全国ニュースになった。

がたくさん来ているよう

回になりそうで、気象庁は

を使ったり、糖蜜でも上白

時に本社も熊本に移し、姫

た。今では朝、新幹線で鹿

周年記念で、

ドーナツ棒に「がんばる県、

だ。阿蘇は、ほとんどのホ

今後も震度６程度は起こる

路を閉鎖した。工場を作る

海道新幹線

サブネームも持っている。

くまもと県、負けん県、立

テルが避難場所になり、客

だろうといまだに言ってお

九州に工場を建てました

ためには、経営革新支援法

ただ、６月

ち直る県」という標語を付

がいない。東京で物産展を

年、熊本工場が

％くらいの売り上げ

け、全国に熊本県の思いを

開催して「熊本のものなら

糖やグラニュー糖ではな

が、昭和

で、

乗せて販売をしている。熊

り、熊本県民はまだ落ち着

く、ほかのお砂糖をお使い

返ると、昭和

年、

年、兵庫県

を寄せられたことが、我々

かもしれない。これに関心

その後、カネミ油症のＰＣ

で、大変な火災となった。

砂糖も小麦粉も燃えるの

火災を起こしました。油も

Ｏ２２０００を取得。平成

契約し、平成

ＩＮＡＣ神戸とスポンサー

を取得しました。平成

が倒壊したり、阿蘇大橋と

熊本地震では多くの建物

日に組

からお電話をいただき、何
ただけた。私どもも、黒糖

ないので喜ばれ、食べてい

ので、お土産も全く売れな

生協会食品衛生研究所で

公益社団法人日本食品衛

日にはロアッソ熊

何か所かの沖縄の黒糖工場

は、平成

７月

から入ってきている。全部

（平成

年 第

回 カビ数）

年にはＩＳ

▽技能比較試験日程

年

日、※定員を満たし

・参加申込締切：平成

時間で行けるようになっ

た。これも当社にとって記

念になった。

▽申込方法：専用申込用紙

をダウンロードしていただ

き、Ｅ―ｍａｉｌで申し込

む。※技能比較試験申込書

受領後、Ｅ―ｍａｉｌにて

程

▽フォローアップ研修会日

（予定）

・カビ技能比較試験ＨＰ

受付完了を連絡する。

試験結果の解説、試験方法

・開催日時：２月

月末

月８日

のポイントを分かりやすく

ＵＲＬ
http://www.n-sho
kuei.jp/houjin/laborato
ry/news/ginouhikakushik
en2802.html

日

解説するフォローアップ研

・会場：食品衛生センター

・参加費：第２回カビ数技

―１

２―７８９―０２１２、Ｆ

当（ 林、 瀬 賀 ）、 電 話 ０ ４

究所検査事業部管理課、担

本食品衛生協会食品衛生研

▽問合先：公益社団法人日

能比較試験参加者は無料

東京都渋谷区神宮前２―６

▽技能比較試験参加費用：

ＡＸ：０４２―７８９―０

詳細は次の通り。

２７，

結果をＩＳＯ／ＩＥＣ

１

▽試験項目：カビ数

▽試験方法：平板培養法

食協会員・特別会員

を含む）
icillium

▽ 試 験 試 料： 麩（ カ ビ

７０４３に基づく統計手法

▽ 試 験 結 果 の 評 価 方 法：

３５８、Ｅ―ｍａｉｌ：

験試料を送付し、その試験

により解析し、比較するこ

０００円、一般３２，４０

年度より食品の
技能比較試験を開始した。

ロバスト平均及び標準偏差

gi

とにより客観的な評価を行

nou@jfha.or.jp

本食品の技能比較試験で

０円（税込み）

に基づくｚ―スコア

Pen

修会の開催を予定している。

・ 報 告 書 の 発 送：

月

21
う。

日本食品衛生協会食品衛生研究所

最近の一番大きいことは

北海道新幹線ができた時、

に 追 い 風 に な っ た。「 か ら

Ｂの問題が出て、かりんと

年には九州新幹線が開業

かしたいと、５月

の島の生産地から入れるの

い状態である。大分県の湯

いう２００メートルもある

る。利益がないと企業とし

いて挙げたものがドゥーナ

くれない。

私がいつも言っているこ

車内販売している。

ナッツ棒の開発のきっかけ

鹿児島から新函館までのオ

だにやさしいお菓子」をお

うは油を使うとの風評被害

になる。昭和

年ころにド

になった。これが黒糖ドー

本城の写真入りで、１箱５

買おう」という気持ちで、

いていられない状況である。

届けしたいと、現在はかり

技能比較試験への参加

いている。フジバンビの神

フジバンビという社名は

んとうや、焼き菓子でくま

は、試験所の試験結果の正

熊本県のお菓子の工場は

「おもしろい名前ですね」

いで下さいと注意してい

しさを客観的に評価し保証

た場合、受付終了

酒も飲めるので、もし皆さ

とよく言われる。富士製菓

る。毎日、検査し、当社の

する手段であり、信頼性の

・結果提出期限：

駄菓子の駄は、本当はつま

円の募金を日本赤十字社に

たくさんお買い求めいただ

フジバンビの歴史を振り

お渡ししている。

フジバンビの歴史

日には震度

が送れる、と考えたからだ。 る。

ロアッソの選手なら、元気

15

50

が、４００年前に築城され

の青年部が復興の屋台村を

我々も菓子業者として、

て復興したい。修復費は数

熊本県菓子工業組合で５月

立ち上げたので、熊本の物

だんだん元気になっている

５日のこどもの日を皮切り

合員のお菓子を６５００個

十億円では足りず、数百億

が、すぐそばでは、家が崩

に、くまモンと一緒に被災

届けていただき、避難所を

円もかかりそうだ。

れているのを見て、涙をお

地にお菓子の配布を行っ

24

年、 児島を出ると、新函館まで

は姫路で創業し、バンビあ

製造基準は酸化値０・５以

向上、改善のために利用で

ては難しい。

ッツで、それがアメリカに

校でサッカーをしており、

とは、おいしいが一番、い

•••••••••••••••••••

あと考えることは社員の

渡り、揚がりが悪いので真

その時の保護者の中に生協

食品の技能比較試験のご案内

幸せ。よそが安く売ってい

ん中に穴を開けた。そうし

の方がいて、全国生協の会

22

社名の由来

本の選手と、熊本市菓子組

上白糖と蜂蜜では、似てい

下、過酸化物価１以下とい

きる。

戸の店でも、熊本の物産展

沖縄産黒糖１００％、国内

油脂は、フジバンビ専用

るけれど、成分が違う。

う一番上にしている。だか

大分立ち直ったけれど、売

産小麦粉１００％。植物油

油脂を開発したものを使っ

ら、事故は起きていない。

一緒に回った。避難所では、

が発祥ではない。黒糖ドー 「南の国からお届けします、

脂はマレーシアのものを日

ている。どうしても油が酸

送された時、私の顔が映っ

ロマンをくるんで太陽便」

本で精製しているので、国

化してくるので、太陽光線

ん機会があったら、行って

とキャッチフレーズを作っ

産と言えるかどうかはわか

をして、たくさん来ていた

ナツ棒を考えたのは、基本

てくれた。これが世の中に

らないが、これが主な原材

だいている。

的には、老齢化社会の危機

受けた。本当に驚くような

や蛍光灯の紫外線にあてな

り場がない。特に阿蘇地方

黒糖ドーナッツ棒

感がある。かりんとうは口

数の注文を受け、その頃は

料になる。沖縄産黒糖は一

は温泉街がほとんどダメな

かりんとうは、１２００

の中に含んでいるとやわら

黒糖ドーナツ棒とかりんと

時のように不足していない

甘いお菓子は一番喜ばれ

社会貢献

年前中国から遣唐使が持ち

かくなるけれど、歯のない

う、揚げあられだけを作っ

る。特に生菓子は手に入ら

我々のお菓子の事業を通

帰った油菓子。ドーナツは

人は食べられない。それで

ていた。今はドーナツ棒も

が、値段が上がっているの

ていた。それを見た福岡県

じてＣＳＲは、どんな社会

皆さん、アメリカンドーナ

黒糖ドーナツ棒を作った

で困っている。私は毎年、

菓子工業組合の丸山理事長

貢献ができるか考えた時、

ツが頭にあるだろうが、実

が、最初は売れなかった。

４種類に増えた。ＰＢとし

るから、うちも安く売ると

たら油のまわりがよくなっ

で、年間契約しており、沖

11

27

28

23

10

いただきたい。

一番必要なことは、多くの

は起源はヨーロッパであ

スーパーマーケットでも、

泥沼になるので、人を支え

て、揚げやすい。ドーナツ

い原材料を使う、生産方法

縄生産量の数パーセントは

は、参加試験所に均質な試

また、報告書発送後に、

人を満足させること。業績

る。小麦粉を練り、やわら

島に行っており、今年は２

て、地域に生きて、人と人、

議に出してくれた。私が将

にこだわる。この３つが必

当社が使っている。黒糖と

回ってきた。当社の商品は、

心と心を結んでいく。社会

現象という言葉があるけれ

来、通信販売をしたいと言

要である。我々の原材料は、

そのころ、私の娘が小学

貢献活動から企業の社会的

ど、本当のドーナツは形が

ったら、水間摩遊美さんが

28

３大原材料

責任、ＣＳＲ活動に取り組

違う。アメリカのドーナツ

2

13

んでいる。

28

12

10

次号に続く。

や利益は継続の手段であ

かくしたものにナッツを置

て全国生協でも、紹介して

60

産展で協力をさせていただ

して帰ってきた。屋台は午

た。ＮＨＫをはじめ全国放

50

黒糖ドーナツ棒

黒いお菓子は注文も取って

36

23

いた。このように益城町も

時までやっており、お

吉田高成氏（㈱フジバンビ代表取締役社長）
いただいている。

後

12

62

月に西表島で黒糖の圃場を

45

地域社会に貢献する企業をめざして

黒糖ドーナツ棒の誕生から
イノベーション２０２０

18
23

10

11
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日︵金︶に東京ビッ

日本食糧新聞社︑協同組合全日本洋菓子工業会は
２０１６年４月
回デザート・スイーツ＆ドリンク展

て面談︒想像通り︑想い溢
れる実直な方でしたので︑
意気投合し︑その後に開設
した当社の大阪堂島ラボを

動しています︒

拠点にセミナー等で共に活

西園

創造／想像する﹂をテー

き菓子の理想に向かって

Seiichiro,NISHIZONO

の西園です︒お店は大阪な

てないと思います︒僕は高

ので東京の方には認知され

西園シェフとはフェイス
校を卒業後︑製菓専門学校

います︒

に進学し︑ホテルに就職し

ツジ・キカイという

ブックを通じて出会いまし

ましたが︑

会社はパンと菓子︑ナポリ
ピッツァ︑ドーナツの専門
た︒西園さんは毎日のよう

ツの写真を丁寧に撮って︑
うと感じ︑その後フランス

分の思うお菓子作りとは違

歳くらいで自

に︑丹念に作られたスイー

年目の会社です︒私はこの

へ行ったり︑個人店で働き

の店とセミナーや講習会︑

らいです︒今は大阪の自分

作る現場にいたのは５年く

りますが︑実際にお菓子を

すべてのアイテムをコンベ

デッキオーブンはないので

を２台重ねにしています︒

山根

ッキオーブンを︑別の場所

く使いやすいです︒逆にデ

フも慣れているので︑すご

ション用にし︑今はスタッ

ンオーブン﹁ベイキープロ﹂ た︒レシピは全部コンベク

は︑スチームコンベクショ

で使う時に戸惑うことが多

ションでしようと思いまし

と思い︑すべてをコンベク

とをしたほうがいいのでは

店をやるのなら特徴的なこ

のコンベクションで焼く場

ーブンでは湯煎焼き︑他社

ます︒プリンは︑デッキオ

フワッと軽い感じに上がり

イキープロ﹂で焼いた方が︑

じルセットで作っても﹁ベ

す︒好みになりますが︑同

ブンで焼くのでは差が出ま

ブンとコンベクションオー

フィナンシェもデッキオー

ずにきれいにあがります︒

焼いていくので︑色が飛ば

勝負してみようと思い︑し

と焼き込みのタルトだけで

生菓子を置かず︑焼き菓子

した︒年が明けてから一切

菓子をやめようかと考えま

マスが終わった時点で︑生

西園

テムなのでしょうか︒

て︑焼き菓子は重要なアイ

山根

トルカールといって同割の

西園

めていますか︒

山根

それを考えながら焼きます︒

飛ばせるかだと思うので︑

いなものはどこまで水分を

残して焼くか︒サブレみた

は︑水分をどれだけ適度に

す︒しっとり焼きたいもの

のキーポイントだと思いま

西園

ので︑重要だと思います︒

プロデュース業として韓国

クションオーブンで焼いて

いです︒

ばらくやってみました︒店

バター︑砂糖︑卵︑小麦粉

同じ状態に焼くことができ

やタイなどの現地の企業と

いるという特徴がありま

山根

合はラップして焼いたりし

として成り立ったけれど︑

の生地をベースに考え︑も

と︑本物のおいしさを追求

晴らしさを伝え広めること

にヨーロッパの食文化の素

たので︑ある時︑私が大阪

様子がとても気になってい

るたび︑西園さんの活動の

されていました︒それを見

戻り心斎橋でシェフをし

した︒そして︑また現場に

お店へ提供する仕事をしま

商品を︑フランチャイズの

間︑大企業の中で開発した

ました︒

１年半になりまし

する純国産の機械メーカー
に出張する際に︑是非︑お

火力調節機能が加わりまし

オープンするまで

洋菓子屋さんにとっ

オープンしてクリス

どんなものでしょう︒

水分の量が焼き菓子

レシピは何を基に決

の状態を自分のイメージ通

な発見でした︒庫内の水分

は︑私たちにとっても大き

く焼成品質が変わること

山根

風をコントロールしたコン

山根

揃えています︒

間や温度も１９０度

分で

ットも全く一緒で︑焼く時

が違っています︒型もルセ

た場合は︑しっとりを︑そ

週間という賞味期限をつけ

題です︒袋に詰めて１︑２

ェです︒ただ︑売り方が問

いのが理想的なフィナンシ

った表面で︑中がやわらか

が詰まった状態です︒いい

西園

がしっとりしている︒

石窯で焼いたほうは︑全体

のでとても香ばしい︒また︑

す︒しっかりと焼いている

した感じがいいと思いま

基本︑焼き菓子はカ

山根 ﹁ベイキープロ﹂の

りに調節していくことで品

マカロンは︑色がと

最新モデルは当社として初

質も上がり︑時間も短くな

バリッとしっかり張

めて︑ダンパー︵排気口︶

歳の時から５年

分焼きます︒低い温度で

一緒にブランディングや会

す︒その横には上下２室別

ますが﹁ベイキープロ﹂で

バレンタイン頃から﹁何で

っとしっとりさせたいと

らい悩みました︒自分でお

社を作る仕事をしています︒

制御タイプのブラストチラ

ョンオーブン﹁ベイキープ

はプログラム運転で︑スチ

生菓子がないのか﹂という

か︑もっと硬くしたいとか︑

頼を受けて︑商品開発する

お店を立ち上げてど

ロ﹂の使い方の具体例を挙

ームを自動的に噴霧し優し

クレームが増え︑少しずつ

そこからは自分のイメージ

その①

山根

ー﹁パティ﹂があり︑焼い

げてください︒

い風なので︑ラップもせず

復活しています︒経営面で

でレシピを作ります︒

会いましょうとお声をかけ

の近道でしょう︒

た︒それらを駆使した複合

いでしょうか︒

に連動した給気口を搭載し

いつも西園シェフは

西園

り︑明確なイメージがない

のバニラの生地を入れ︑焼

を作ります︒チョコと普通

合︑最初にマーブルケーキ

ンが一気に増えたので︑焼

た︒焼き方のバリエーショ

可能性が大きく広がりまし

ロ﹂では機能が追加され︑

る新モデルの﹁ベイキープ

でしたが︑現在使用してい

西園

な違いが現れますか︒

す︒これにより︑どのよう

がスピーディに排出できま

て一緒に開き︑庫内の水分

口を開けると入口も連動し

入口を設けましたので排気

ました︒出口だけではなく

いというより︑オーブンで

用意しました︒どちらがい

窯で焼いたフィナンシェを

ンベクションオーブンと石

山根

す︒

るといういい流れになりま

らかい︒バターだけだとし

で︑冷やして食べてもやわ

利点は植物性の油が入るの

マオイルを使っています︒

バニラの香りを移したアロ

わりに︑オリーブオイルに

ターは入れていません︒代

定番メニューで︑焦がしバ

れぞれ食感の違いがありま

ベクションで焼くのか︒そ

りしていると教わった記憶

ろ︑フィナンシェはしっと

山根

と戻ってしまいます︒

石窯で焼いても時間がたつ

ンベクションで焼いても︑

メージも変わるのでは︒コ

思われるフィナンシェのイ

西園

シェを売りたいですか︒

食感を狙います︒

り切るなら︑ばりっとした

の場で出してその日中に売

あります︒

ともあり︑それぞれ良さが

優しいので︑香りが残るこ

だきたいです︒石窯の熱は

ることもイメージしていた

何分入れるかで状態が変わ

で︑また変わるでしょう︒

短めに焼くこともできるの

ョンの場合︑もっと高温で

たが︑スチームコンベクシ

ーな感じになると思います︒

悪い言い方をするとオイリ

言い方をするとしっとり︑

石の熱で焼くのか︑

とカタチになりません︒特

いた時の模様で︑どんな感

き方を見直しました︒例え

残り方と出方が重要です︒

こんなに違うという体験を

まってしまいます︒

があります︒西園シェフの

イマジネーションと

いかないと思うのですが︑

た当初は︑１つ前のモデル

欲しい水分だけ
が残る

西園シェフがイメー

のくらいですか︒

て︑すぐに冷やすというオ

西園

に︑なめらかに焼き上がり

いうと焼き菓子は︑利益が

山根

西園

ペレーションです︒コンベ

てもきれいに焼き上がりま

ます︒焼成プログラムボタ

取れることと日持ちがする

ます︒

た︒オーブンは︑スチーム

クションオーブンの使い心

す︒焼き時間も短くなりま

ンを押すだけなので︑入っ

仕事をしてきました︒専門

コンベクションオーブンだ

地はどうですか︒

す︒設定温度は１２６度で

たばかりのスタッフでも︑

として︑焼き菓子の究極の

山根

的な使い方はイメージを持

ジする理想の焼き菓子は︑

けなので︑最初は自分以外

西園

分焼いた後︑１００度に

スチームコンベク
ションオーブン

のスタッフが使いこなせな

は︑デッキオーブンと並行

落として４分で︑トータル

焼成について研究し続けて

あるイメージを形にする︑

中でどういうことが起こっ

たないとできないのではな

理想の焼き菓子

くて︑思ったほどの量がつ

して使うか︑コンベクショ

食べると︑表面のばりっと

この２つのキーワードがあ

ているのか︑イメージでき

西園さんのお店で

くれなかったこともありま

ンだけで行くか︑３か月く

のですか︒

年目にな

した︒あっという間の１年

西園

学校を卒業して

半です︒

具合が結構違います︒同じ

作って︑フィナンシェのバ

るのではと思います︒

ないとそのカタチになって

スチームコンベクシ

て︑その後はフリーランス

生地量を充填しても︑厚み

リエーションにしていま

西園

年経ちます︒主

で学校の講師や︑企業の依

今回の開発で︑大き

ができるようになりました︒

す︒香りで焼き菓子のバリ

クリエーションは全く違い

どのように頭に浮かんでい

焼く時︑オーブンの

エーションを増やせると思

ますが︑お菓子ではクリエ

るのですか︒

記憶に残る香り
山根

います︒

ーションを絶対にしなけれ

に焼き菓子は最初︑オーブ

じで熱が対流しているかが

ば︑タルトを焼く時は︑フ

ケーキを焼くにも水分が残

してください︒

山根

焼きたてのフィナンシェを

食べて印象がずっと

山根

ばなりません︒そして︑新

か︒
残るような香り︒そこで自

ンから焼き上がった時のイ

わかります︒それで風の動

ルーツの味を残したいし︑

り過ぎると︑食べた時に団

西園

れていると思いますが︑狙

焼き菓子でも香りは

メージを考えます︒フィナ

き方を見て︑色々な生地に

酸味も色も残したい︒その

子状になってしまいます︒

ンベクションで焼いたほう

っている方向性はどんなも

西園

ンシェなら︑どれくらいの

応用していく感じです︒

一方︑シュクレの部分はで

適度に水分が抜けると焼く

が︑色は濃いかなと︒断面

しっとりしつつ︑中

己表現をしていくイメージ

西園

厚さに上がってくるのか︒

山根

きるだけ水分を飛ばしたい

時間も早い︒欲しい水分だ

を見ていただくと︑詰まり

砂糖の香りは︑もともと重
要な要素です︒それプラス︑

きょうはタイトルに

本日は︑スチームコ

レシピは一緒で︑コ

西園

表面の食感は意識さ

フィナンシェは店の

すね︒

パウンドケーキもベイキン

上火何度︑下火何度︑何分

ので︑風を入れるタイミン

けが残り︑しっとりします︒

セプトで︑バターや焼けた

創造／想像という言葉を入

グパウダーを入れると上が

焼くという組み合わせです

グを考え︑途中からスピー

給排気口が連動して︑それ

そうです︒お客様が

私が業界に入ったこ

次号に続く︒

分に合わせていただきまし

今回は焼成時間を

ンオーブンで

り方が変わり︑どこが割れ

が︑﹁ ベ イ キ ー プ ロ ﹂ は 温

ドを上げています︒あとは

山根

焼くことも含

て︑どういう断面になるの

度だけではなくて風速が変

うまくスチームを使ってい

焼きたてのフィナン

めて︑お菓子

れています︒コンベクショ

山根

づくりに大事

か︒焼いてみないとわかり

えられます︒高速︑中速︑

山根

香りのしない太白ごま油に

なことは︑ク

ません︒ある程度のイメー

低速︑ファンを止めること

イメージとクリ
エイト

バニラや紅茶︑ハーブの香

リエイトする

ジを持ち︑そこに近づけて

石窯とコンベク
ションの違い

りを移したアロマオイルを

意味の創造も

いくことが︑一番早い開発

焼き菓子には水分の

当然ですが︑

デッキオーブンだと

ご自身の中に

今の店をオープンし

大 事 だ と 思 い ま す︒﹁ 記 憶

しいお菓子を考えるにあた

14

西園誠一郎氏

14

コンベクションの場

ですね︒

24

14

ます︒

聞き手：㈱ツジ・キカイ代表取締役社長 山根証 氏
もできるし︑さらに新たに

Seiichiro,NISHIZONO オーナーシェフ 西園誠一郎 氏

香りのお話をされています

焼き菓子の理想に向かって
創造／想像する

が︑どのようにしています

になって

会社に入って

ご自身のタイムラインにア

20

ップロードし︑自己表現を

私の妻の祖父が創業した

的な機械を作っています︒

山根

・キカイ代表取締役社長︶が務めました︒

マに講演を行いました︒聞き手は山根証氏︵㈱ツジ

を開催しました︒同展では西園誠一郎氏︵ Seiichiro,
オ ー ナ ー シ ェ フ ︶ を 講 師 に 迎 え﹁ 焼
NISHIZONO

グサイトで第

15

年目︑社長

68

14

13

13

23

に残る香り﹂がお店のコン

10
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粉末山芋⁝⁝⁝⁝⁝⁝

トレハロース⁝⁝⁝⁝

は︑裏ごし

多い場合

ャの水分が

＊カボチ

︻仕上げ工程︼

パテラで混ぜ合わせる︒

し︑フルイに通して②にス

パウダーを薄力粉と混合

③イスパタ︑ベーキング

ｇ

ｇ
の量を増量

セイロに並べ︑水を噴霧し

②セパレート紙を敷いた

布巾を被せて中央を箸で窪

①上白糖

ませる︒

と粉末山芋

工程︼

①生地で中餡を包み︑絹

ｇ

食塩⁝⁝⁝⁝⁝⁝２・５ｇ
︹仕上げ︺
生地⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝
カボチャ餡⁝⁝⁝⁝⁝

分間蒸す︒

て

分間蒸す︒

を混合し︑
液卵に加え

裏ごす︒

③皮を除き︑布巾の上に

除いて約

①カボチャを切り︑種を

する︒

イスパタ⁝⁝⁝⁝⁝⁝５ｇ

︻生地仕込

ベーキングパウダー⁝３ｇ

ローストピスタチオ

◇カロチン豊富なカボチャ

薄力粉⁝⁝⁝⁝⁝１６０ｇ

︻カボチャ餡仕込工程︼

を使用して︑カボチャ餡を

ｇ

練り上げます︒生地にもこ
＊約１４５０ｇ上がり

てホイッパ

＊皮が割れる場合は１
１の酢水を噴霧する︒
③ワタシに取り︑窪みに

④布巾でもみ混ぜ︑グラ

ーで混ぜ合

上げる︒

ピスタチオを押しこんで仕

ャ餡を混ぜ合わせる︒

②カボチ

わせる︒

ニュー糖の約半分量を布巾

⑤サワリに入れて残りの

でもみ混ぜておく︒

グラニュー糖︑トレハロー
ス︑白並餡︑食塩を加え︑

％︶⁝７５０ｇ

白並餡︵
中火で練り混ぜる︒

ｇ

のカボチャ餡を配合し︑素
︹カボチャ餡︺

液卵⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

60
33 13

↓蒸して裏ごし⁝７５０ｇ

⁝⁝⁝⁝１・５㎏

20

南瓜饅頭

朴ながらもカボチャの味わ

個分︶

いを強調した蒸し饅頭です︒ 生のカボチャ︵皮付き︶
︻配合︼
︹生地︺︵約
カボチャ餡⁝⁝⁝１３０ｇ
グラニュー糖⁝⁝２４０ｇ

10

60 10

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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