輸入バターの買占め防止へ

月

日︑︵独︶農畜産業振興機構において

落札者に流通計画提出を義務付け
第３回乳製品需給等情報交換会議が

追加報告を求める︒

へ︑聞き取り調査の実施や

から落札者や最終実需者

進んでいない場合は︑機構

合や計画より大幅に販売が

義務付ける︒報告が無い場

も︑最終的な実績の提出を

らず︑計画通り販売せずに

況が逼迫しているにも関わ

認を見て︑バターの需給状

例えば計画の実施状況の確

る︒買占めが疑われる場合︑

りの実施や追加報告を求め

や最終実需者に対し聞き取

項目に追加した︒調査回数

ようなＰＯＰの有無を調査

﹁お客様１点限り﹂という

て購買点数の制限︑例えば

たバターの店頭調査につい

ること︒機構で実施してい

先ず市場調査の精度を上げ

回に︑ま

度の入札数量の全体の計画

機構のホームページで各年

りまとめ︑国に報告する︒

出された計画を月ごとに取

機構は入札を実施し︑提

し︑計画の実施状況の提出

検査を実施する︒契約に反

による報告徴収や立ち入り

き取りに応じなければ︑国

よう指導する︒この際︑聞

を求め︑速やかに販売する

機構が聞き取りや追加報告

る情報を共有し︑意見交換

で︑バターの需給等に関す

流通︑消費に係る関係者間

の情報を共有する︒生産︑

また︑バターの需給状況

果を公表する︒

京浜地区と京阪神地区の結

た︑全国１か所ではなく︑

回から

も年間

も確認し︑販売先が最終実

も取りまとめ︑公表する︒

や最終的な販売実績の報告

ていくこと︒具体的には︑

ターの販売・計画を確認し

は︑国家貿易で輸入するバ

れることになった︒ひとつ

ング等の強化が２つ実施さ

バター等乳製品のモニタリ

に関する規制改革の中で︑

乳・乳製品の生産・流通等

規制改革実施計画では︑牛

今年６月に閣議決定された

えた対応﹂が説明された︒

﹁規制改革実施計画を踏ま

で︑４〜９月は全体で７２

ば︑卸売業者Ｂの販売計画

渡先に卸売業者Ｂがあれ

計画も確認する︒さらに売

合︑落札者は卸売業者Ａの

先に卸売業者Ａがあった場

してもらう︒落札者の販売

及び自社使用の計画を記載

計画として︑落札者の販売

通計画の例では先ず︑販売

の流通計画を提出する︒流

るまでに︑最終需要者まで

方は︑売渡の契約を締結す

機構の入札で落札された

ごとに調査した結果︑ボン

日本全体の生産量・在庫量

実需者に販売完了した後

係るすべてのバターが最終

を機構に報告する︒計画に

計画の実施や変更の状況等

前後の

このためバターの需要期の

生じることが想定される︒

状況の結果に応じ︑変更が

提出された計画は︑需給

認

月末と２月末に︑

トから６６９・８㌧︑追加

の売渡は

月８日にカレン

㌧が売り渡される︒在庫品

追加輸入からは引き続き︑

必要に応じ︑機構が落札者

た計画に疑問点があれば︑

売渡は行わない︒提出され

義務付け︑提出がなければ

最終的な販売実績の報告を

の提出や実施状況の提出︑

売渡契約においての計画

週行っているが︑本年度に

が毎月１回︑９月よりは毎

していた︒調査は７︑８月

店舗がバターを店頭に陳列

いる︒

リング強化のふたつめは︑

バター等乳製品のモニタ

施する︒

日に調査

追加輸入分の４千㌧から実

在化したことで︑お菓子屋

中旬以降にバター不足が顕

％増えた︒２年前は︑

の販売は前年に比べ２・７

売量を調査した︒小売店で

全国のスーパーでの販売

︵関連記事２面に︶

し︑機構のホームページに

の生産量及び消費量を提供

１︑流通計画の提出

保有している事業者には︑

需者に行くまでの計画を提

計画の実施や変更の状況を

を実施する︒今年の８月か

次の通り︒

００㌧強︑内訳は機構の輸

ド・シート等バターの生産

輸入から１００㌧の計７９

さんや消費者が店頭でバタ

の９月が３５８４・５㌧で︑

バターの生産量は︑直近

ある︒推定期末在庫量は９

％︶だが︑バターの種類

％下回る状況だ

前年より

屋が最も使うポンド・シー

月

日に６００㌧︑

月

〜
員が調べたら︑

店舗中

％の店舗で表

月

も公表する︒

状況は︑

〜

月

日に販

種類別︵業務用及び家庭用︶

同機構からは﹁バターの

入量がカレントと追加輸入

量は︑上半期で前年比１０

入ってからは︑概ね全店舗

ーを買い急いだので︑販売
ト等のバターは︑前年比１

年９月に公表した

需給及び輸入の状況等につ

の実績で７︑０６２㌧︑その

９％の状況だった︒月末在

で陳列されている︒また︑
％高く︑消費量で

月末で２７︑８３０㌧と昨

平成

いて﹂の説明があった︒

他の輸入量︵民間の一般輸

９㌧︑また︑追加輸入から

店舗のＰＯＰ掲示状況も調
年より

量が増えた︒

った︒ただ︑８月までは前年

査した︒これは﹁お一人様

比１００を超えており︑４

６日に１︑３００㌧を売り

機構が実施しているバタ

０円を超える水準だったの

３９２・１円︒前年は４０

近で加塩バター２００ｇが

バターの小売価格は︑直

渡す︒さらに農水省からは︑

は４・５か月分の在庫水準

○平成

５４・７％の在庫がある︒

〜９月の上半期の累計は３

になる︒在庫量は９月末で

・売渡スケジュール

１点限り﹂という表示が店
機構に１︑２３２㌧︑民間に

追加輸入４︑０００㌧の承

２︑７１３㌧で前年度同期

２６︑５９７㌧あり︑昨年よ

年度バターの輸入

を上回っている︒９月は生

示があり︑京阪神地区で

国で学校給食が再開される

在庫から︑バターの需要者

回量とは︑乳業メーカーの

００㌧の追加輸入を決定し

る︒農水省でも５月に６０

で７０００㌧を確保してい

ルだが︑カレントアクセス

目とＰＢブランド５品目

品目は大手乳業４社の

欠品調査をしている︒対象

ーの店頭調査は︑小売店で

で︑僅かだが低下している︒
時期なので︑北海道から本

の方々や卸業者に出回った

た︒入札結果はこれまで４︑

97 58

15

年秋の叙勲褒章
28

︵業界関係受章者︑順不同︶

平成

▽瑞宝単光章＝北川玉一氏

会副理事長︶

氏︵全国菓子工業組合連合


州への生乳輸送が多くな

数量で︑潤沢な在庫水準か

37

品
ら︑４〜９月は前年比１０

る︒そういう状況なので︑需

︵愛知県県菓子工業組合員︶

給の調整弁であるバターの

▽旭日小綬章＝松島邦保氏
京浜地区

で︑調査店舗数は首都圏の

０・２％で供給されている︒

中には９月末時点で５︑８

８６２㌧が落札された︒市

生産量が︑最も少ない時期

３０㌧が放出されている︒

店︑計

社を集計︒

乳業メーカー

バター等の需給量︵国内
トと追加等の輸入が中心

である︒輸入量だがカレン

▽黄綬褒章＝寒川正史氏

％だった︒

16

︵株式会社レピドール顧問︶

％︑京浜地区は

10
▽旭日双光章＝田村日出男

ーの輸入・売渡スケジュー

○バターの店頭調査

舗で出されているかで︑

乳が逼迫しやすい時期で︑

り

月第２週は

乳牛が暑さでばてたり︑全

認をもらっており︑入札時

10
︵全国ビスケット協会会長︶

機構で実施しているバタ

10
39

23

28

10

96

14

28

10

10

期は今後︑考えていきたい︒

12

11

96

店と京阪神地区

・９％も高い︒推定出

22

12

11

月末までに１１︑８０１

○バターの需給

入量︶は１３８㌧と僅かで

庫量だが︑８月末で洋菓子

月

会議では農林水産省より

３︑流通計画の公表

出してもらう︒

確認した際も同様︒

を行わない落札者には︑１

らは月１回︑会議を開始し

ぐため︑落札者に最終実需者までの流通計画の提出を義務付けた︑と報告された︒

２︑流通計画実施状況の確

４︑売渡をしない場合

た︒この会議の資料として

34

年間売渡を行わない︒

26

５︑実施時期

開催された︒席上︑農林水産省より︑国家貿易で輸入されたバターの買占めを防
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（１） 平成28年11月15日

全日本菓子輸出促進協議会 加入のお願い

一般社
団法人

中間目標を１年前倒しで達
成しました。

いただきますようお願い申
し上げます。

組まれてきており、全日本
菓子輸出工業協同組合連合

間が一丸となって輸出促進
に取組むこととされました。
平成

月吉日

会においては、ＪＥＴＲＯ

して輸出戦略実行委員会が

・商談会等に参加してきて

て、毎年海外において展示

及び農林水産省の協力を得

全日本菓子協会会長・川村

〈設立発起人〉

年

国の輸出促進の司令塔と

設けられており、その下に

います。

理事・ 名以上

名以内（会

員から選任、会員以外から

取組みに沿って、菓子の一

今後、国の輸出力強化の

一般社団法人

・その他の菓子の輸出に関

心のある菓子製造企業

和夫

全日本菓子輸出工業協同組

２名選任可）

層の輸出拡大に向けた取組

次の企業及び団体に幅広

万円

⑶理事の中から次の役員を

選任する。

に積極的に応募して、国の

子協会専務理事兼務）

専務理事・１名（全日本菓

副理事長・３名

理事長（代表理事）・１名

輸出戦略実行委員会が定め

子輸出工業協同組合連合会

た菓子の輸出拡大方針に沿

国の助成事業、委託事業

５．事業

⑵監事・２名以上３名以内

４．会費

いて策定された品目別の輸

事務局長兼務）

常務理事・１名（全日本菓

組む。

いながら、以下の事業に取

⑴海外マーケットに関する

７．総会、理事会等

く加入を募る。

入会金５万円、年会費

合連合会理事長・小髙愛二

郎

出方針に基づいて輸出拡大

賛同を得た企業及び団体

年（２０

設けられた品目別部会（コ

国は、農林水産物・食品

２０年）に１兆円に拡大す

メ・コメ加工品部会、青果

された「総合的なＴＰＰ関

子輸出促進協議会

によってまず協議会を立ち

の輸出額を平成

ることを目標としてきまし

は６８０兆円まで倍増する

たが、ＴＰＰ交渉の合意を

連政策大綱」において、前

＊国からの委託事業も受け

と推計されています。
我が国のおいしくて、安

物部会、花卉部会等）にお

菓子業界では昨年のＴＰＰ合意を受け、農林水産

全な食品は世界において高
月に決定

をテーマとするミラノ万博

みを強化していくために

られるように一般社団法人

大臣に、業界が取組む輸出拡大に対する国の支援を
要請した。その後、国の理解と指導を得て、このほ
受けて平成

での成功や海外での日本食
に取組む品目別輸出団体に

は、全日本菓子輸出工業協

一般社団法人 全日本菓子輸出促
進協議会の組織及び事業の概要

い評価を受けており、「食」

これは設立趣意書（別項参照）にもあるように全日

倒し達成を目指すこととさ

同組合連合会を発展的に改

団体

本菓子輸出工業協同組合連合会を発展的に改組して
レストランの増加、更には
対する支援が毎年強化され

全日本菓

菓子業界挙げての受け皿とするもの。設立する団体

てきています。

１．名称

の組織及び事業の概要は、別項通りを予定している。
れ、このための取組みを強
化しています。

年（２

０１５年）には年間１，９

情報収集、市場調査研究の

とする。

上げ、その後も継続的に加

組して、農林水産省、ＪＥ

設立は、全日本菓子協会

２．事務所の所在地

月に輸出戦略

内閣官房に設置されてい

ＴＲＯ等の輸出関連施策を

年

７４万人と過去最高を記録

積極的に活用していくため

⑴総会・毎事業年度終了後

実行委員会の下に新たに加

３ヶ月以内に開催する定時

工食品部会が、さらにその

実施

年

る農林水産業・地域活力創

組合連合会及び傘下企業

⑵セミナー、講習会の開催

造本部において、平成

事務局の所在地（東京都港

入を募ることとする。

し、日本の食品が多く購入

の菓子業界を挙げての品目

・全日本菓子輸出工業協同

されるなど、日本の食品に

下に３つの分科会（菓子、

総会及び必要に応じて開催

５月に「農林水産業の輸出

区新橋６―９―５ＪＢビル

⑶海外での菓子のＰＲ、販

対して追い風が吹いていま

７階）で行い、その後、独

する臨時総会とする。

別輸出団体の設立が必要と

平成

訪日外国人が平成

組合員の皆様で、菓子の輸出に関心がある方は問
い合わせていただきたい。
○問合先
全日本菓子協会専務理事・奥野和夫、電話：０３

anka-1@nifty.com

―３４３１―３１１５、ＦＡＸ：０３―３４３２―
１６６０、メール：

なっています。

⑵理事会・毎年２回以上開

清涼飲料、調味料）が設置

売促進、販路開拓活動の実
され、分科会ごとに平成

施

力強化戦略」が決定され、

社

民間の意欲的な取組みを支

・全日本菓子協会会員企業

このような中で、農林水

す。

菓子の製造企業及び菓子

（

団体）及び傘下会員、

組合員企業

⑴協議会に次の役員を置く。

ができることとする。

応じて委員会を設けること

催する。
こととする。

⑷海外での展示会、見本市

このような趣旨で一般社

３．会員
で、多くの菓子メーカー、

の製造企業で組織する全国

関東甲信越ブロック会議

催

開

日「食品衛生管理の国際標

めることとしている旨の説

審査も実施し、透明性を高

た。（

じたとの紹介がありまし

子に対する関心の強さを感

石川久行氏、千葉県・鈴木

県・大塚秀夫氏、群馬県・

応方針等について説明され

影響、菓子業界としての対

る件について、その内容と

ックコメントに付されてい

に詳細が載っています）

博濱田委員長より菓子博の

次いで、お伊勢さん菓子

から９月４日まで行われた

準備状況の説明、近鉄百貨

日

企画展「お菓子と新潟」の

店、ヤマト運輸、近畿日本

は和菓子の魅力を伝える講

携事業」を実施した。内容

菓子文化が結ぶ地域共働連

県和菓子協会の共催で「お

子工業組合等が主催、新潟

け、歴史博物館、新潟県菓

の助成金７７５万円を受

示ブロックの配置、経費負

お伊勢さん菓子博の各県展

ク理事長会議が開催され、

しました。その後、ブロッ

会挨拶をもって会議を終了

業組合稲野辺常務理事の閉

事長の挨拶、茨城県菓子工

野県菓子工業組合木内副理

最後に、次期開催地の長

ツーリストから説明が行わ

演会、和菓子職人のわざ実

度文化庁地域の核となる美

演ショウ、菓子作り体験、

担等が協議決定されたとの

れました。

お茶とお菓子のおもてなし

ことです。

の親子連れなどが訪れ和菓

等ですが、延べ１万４千人

術館・歴史博物館支援事業

関連事業として、平成

年

県立歴史博物館で７月

月の菓子工業新聞

明がありました。また、新

りまとめ」が公表され、

豊彦氏、山梨県・鈴木浩文

ました。

潟県からは、長岡市の新潟

準化に関する検討会中間と

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

菓子関係団体の皆様に加入

社は輸出組合
年度は問題点、課題の整理

団法人全日本菓子輸出促進

菓子の輸出については、

社（うち

援 す る「 ７ つ の ア ク シ ョ

協議会を設立いたしますの

０１３年）から３年連続で

これまで全日本菓子輸出工

れています。

別の農林水産物・食品の輸

つ の メ セ ー ジ 」（ 国・ 地 域

出拡大戦略の提示、品目別

業協同組合連合会及び個々

自の事務所を港区内に置く

産物・食品の輸出額は着実

年度は輸出

⑶その他検討組織・必要に

を行い、平成

近いアジアを中心とした新
過去最高を記録し、平成

の輸出力強化に向けた対応

の菓子メーカーによって取

氏、埼玉県・梶銑八氏、茨

草の生育や収量、品質に影

６．役員等

等への出展や商談会への参
拡大方針を定めることとさ

興国では経済成長、人口増
年（２０１５年）の輸出額

年（２０１６年）に７，０

方向）が示され、政府・民

は７，４５１億円と平成

０９年）の３４０兆円から
００億円という国が定めた

年（２０

年（２０２０年）に

末在庫が前年を下回ってい

時から茨城県ひたちなか市

城県・根本高行氏の６名が

生産量の推移だが、前年対

響がでた。地域間の格差が

年の１日当たりの生乳

比の増減は、本年度は２％

らく難しいと思う。

20

加等

ン 」、 意 欲 あ る 農 林 漁 業 者

我が国では少子高齢化が

加が進んでおり、世界全体

ています。一方で世界に目
平成

るが、冷蔵で消費期限が短

名

ホテルニュー白亜紀におい

日の間パブリ

推移している。

いため、早く作って溜める

て１都９県の理事長等

月

数値がわかるようになった

バターの値段は高いが、

▽全国菓子工業組合連合会

ことが出来ない。ポンドバ

提案事項として、山梨県よ

日から

のはいいこと。需要が大き

供給はある。容量の少ない

ターは、冷凍で保存期間が

り今回の褒賞の審査は大変

後半ぐらい伸び率で出発し

あるので、粗飼料を広域流

10

加入）

や食品事業者に届ける「２

他の国より速いペースで進

の食市場は平成

を向ければ、日本と距離が

組合功労者に対する表彰など

く変動すると供給にも影響

商品が増えているように感

全菓連からの報告事項

だと思うが、我々が出品者

家庭用バターの８月の期

があるので、情報提供をお

じる。

が参加して開催されました。

は、他のブロックでの報告

に納得してもらえる説明が

た。この背景は、頭数的に

よ
り

った。その後は、徐々に回

願いしたい。乳房炎の影響

冒頭、茨城県菓子工業組

事項に加え、消費者庁と農

できるように透明性のある

乳製品（バター）
需給等情報交換会議

復基調にある。今後の見通

はまだ少し残っているが、

長いので、かなりの在庫が

合平子副理事長の開会の挨

林水産省が共催して検討を

審査をしていただきたいと

日（金）

ホクレン農業協同組合連

しだが、ほぼ前年並みに近

ある。今後、ポンドバター

拶、面澤ブロック幹事長及

進めている加工食品の原料

月

合会よりは「北海道の生乳

い水準になる。今後の取り

の生産ラインも使用し、家

び全菓連大窪理事長の挨

原産地表示のあり方につい

全菓連関東甲信越ブロッ

生産動向について」の説明

バターは十分な量が供給

庭用バターの製造に注力で

拶、菓子博開催地である三

の要請がありました。これ

ク会議が、

があった。

今後落ち着いてくると思

されている。ただ、一時期

きる。このため家庭用バタ

重県菓子工業組合岡理事長

に対し、三重県の岡理事長

は難しい。

て、最終とりまとめに向け

から、ご指摘のような審査

９月は都府県の生乳生産

て従前より踏み込んだ方向

各県よりの近況報告及び
う。生乳生産の拡大に努め

国産が手に入らず、代替品

ーの供給は現在の在庫水準
▽中央酪農会議

及び三重菓子博実行委員会

が検討会に提示され議論が

表彰されました。

組みは、今年は春先から雨

ているが、バターの価格が

に原料を切り替えたので、

でも心配ないと考える。バ

通して、不足しているとこ

濱田委員長の挨拶に引き続

ろに流通させ、場合によっ

▽日本パン工業会

が多く、暑さや台風もあり、

下がるというのは、今しば

原料を元のバターに戻すの

年

は変わらなかったが、

ターが高いという話があっ

き、組合功労者に対する関

度の北海道は、牛の餌とな

たが、今後、酪農家も投資

▽Ｊミルク

をして、生産量を増やして

量がＪミルクの予測ほどは

９月の見通しに比べる

ては輸入物で手当てする。

と、生乳生産量は上回って

る良質な草が取れたので１

落ちなかったことから、全
続いて、意見交換では、

国の生乳生産量は、予測よ
次のような意見があった。

とするべく関係者で詰めて

頭 当 た り の 乳 量 が 増 え た。

行われた件及び厚労省が検

た だ、７ 月 下 旬 以 降 は 気 温

東甲信越ブロック幹事長表

月

いく段階であり、現状でバ
り若干上回っていた。

いるが、飲用向けも上回っ
▽ホクレン農業協同組合連

おり、特に今回は、これま

でと異なり消費者等による

討を進めていたＨＡＣＣＰ

て推移している。

月

の制度化について、

▽日本乳業協会

しいと考える。

彰（茨城県菓子工業組合面

上旬の実績を見ると、東北

15

・全日本菓子協会会員団体

年（２

行しており、今後国内の食

に伸びており、平成

市場は縮小すると見込まれ

一般社団法人 全日本菓子輸出促
進協議会 設立趣意書

年

ど国の支援策の受け皿となる菓子の輸出促進団体を

11

設立することとなった。

28

澤理事長）が行われ、栃木

・関東は予測より上回って

14

10

32
11

ターの値段を下げるのは難

が一気に上がって、伸び率

川上から川下まで色々な

合会

15
46

20

15

27
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57

17

27

10

28

28

27

27
25

45

17

21

14

15

27
28
10

28

11

32

が鈍化し、８月下旬の台風
もあって、前年水準を下回

10

27

10

第３回

28

平成28年11月15日 （２）
（毎月 15 日発行）
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試験結果を解析︑比較する
ことにより客観的な評価を

ます︒
また︑報告書発送後に︑

付終了となります︒

※定員を満たした場合︑受

年

のポイントを分かりやすく

試料の配付

平成

︻技能比較試験日程︵予定︶︼
参加申込締切

解説するフォローアップ研

初旬

日︵火︶

の参加は︑試験所の試験結

修会の開催および試料の販

月

果の正しさを客観的に評価

売を予定しています︒

試験結果の解説︑試験方法

し保証する手段であり︑信

行います︒技能比較試験へ

頼性の向上︑改善のために

年２

年１月

ＳＯ／ＩＥＣ

平成

平成

に基づき参加試験所に均質

１７０４３

能比較試験を開始いたしま

結果提出期限

者

無料

２︐０

３︐０００円

食協会員・特別会員
００円︑一般

︵いずれも税込み価格です︶

︻申込方法︼ 専用申込用紙

を
http //www.n-shokuei.
jp/houjin/laboratory/news/
ginouhikakushiken2901.html

月中旬

からダウンロードしていた

報告書の発送

０００円︑一般

年３

理解のため︑多くの菓子製

申込みください︒

００円

平成

造業者の品質管理部等の皆
月末

※技能比較試験の申込書受

︵いずれも税込み価格です︑ す︒

だき︑Ｅ︱ｍａｉｌ︵ ginou@
宛て︶にてお
jfha.or.jp

様の参加をお待ちしており

食協会員・特別会員 ２０︐

︻技能比較試験参加費用︼

︻試験項目︼ 水分︑たんぱ

フォローアップ研修会参加 ︻お問合せ先︼ 食品衛生研

領後︑Ｅ︱ｍａｉｌにて受

く質︑脂質︑灰分︑ナトリ

究所

２５︐０

ウム

︵担当

林︑瀬賀︶

検査事業部管理課

Ｅ︱

０４２

０４２︱７８９︱
ＦＡＸ

ginou@jfha.or.

▽富山県＝田中武久︑井波

場︑▽福井県＝杉本清味堂︑

日の出屋製菓産業㈱立山工

フ㈱船橋工場︑▽富山県＝

リー㈱︑▽千葉県＝モロゾ

川崎市＝コンディトライな

▽横浜市＝寿々𠮷菓舗︑▽

場︑▽鹿児島県＝松月堂︑

協同組合連合会海南食品工

基づくｚ︱スコア

▽名古屋市＝中島康博︑▽

敏明︑▽横浜市＝犬竹正明︑

山口英夫︑▽千葉市＝荒野

＝梅田一弘︑▽鹿児島県＝

一美︑竹田信春︑▽大分県

参加費

二本舗敷島堂㈱︑▽徳島県

みの屋︑▽岡山県＝竹久夢

米儀福寿堂︑▽大阪府＝㈱

賀県＝和た与︑▽京都府＝

製菓舗︑㈲ポワール︑▽滋

㈱栄太楼︑▽愛知県＝槌屋

＝ネオ食品㈱︑▽福井県＝

社

︽協力︾ 日本ハム株式会

jp

ｍａｉｌ

︱７８９︱０３５８

０２１２

ＴＥＬ

付完了のご連絡をいたしま

︻試験試料︼魚肉加工品︵缶

費を含みます︶

程︼

会場

年５月開

︻フォローアップ研修会日
年３月

開催日時

京都渋谷区神宮前２︱６︱

催予定
別添︶

１

食品衛生センター東

バスト平均及び標準偏差に

博雄︑▽三重県＝中里一三︑

かがめ︑▽名古屋市＝㈲芳

京都市＝里井伸市︑▽神戸

中央研究所

▽兵庫県＝南和正︑辻康信︑

▽岐阜県＝梅乃井︑▽愛知

市＝片山寛延︑草野洋一︑

技能比較試験参加

︻試験結果の評価方法︼ ロ

平成

詰︶

記

ます︒

栄養成分試験のより深い

した︒

日本食品衛生協会食品衛生研究所

年 第１回 栄養成分︶

食品の技能比較試験のご案内
︵平成

食品衛生研究所で

公益社団法人日本食品衛

12

ご利用いただくことができ

28
29

29

光︑▽神戸市＝㈱神戸凬月

【お問合せ先】公益社団法人日本食品衛生協会食品衛生研究所
検査事業部管理課
TEL：042-789-0212
FAX：042-789-0358
E-mail：ginou@jfha.or.jp
担 当 ：検査事業部管理課 林、瀬賀

堂西神工場︑▽熊本市＝㈱

フォローアップ研修の実施【５月開催予定】

県＝スギ製菓㈱︑▽兵庫県

受付のお知らせ
（E-mailにて受付のご連絡をいたします）

＝谷常製菓︑総本家かん川︑

フォローアップ研修のお申込【５月初旬】

▽福岡市＝松永徹

技能比較試験報告書の送付【3月末予定】

フジバンビ四方寄工場

試験結果の送付【２月中旬予定】
（所定の様式でE-mailにて送付願います）

▽和歌山県＝和歌山県農業

試験の実施

な試験試料を送付し︑その

試料の送付【1月初旬発送予定】
（実施要領・請求書を同封いたします）

本技能比較試験では︑Ｉ
試料の送付日の連絡【1月初旬予定】
（結果報告入力表・アンケート質問回答表
を添付いたします）

生協会
年より食品の技

29
受付のお知らせ
（E-mailにて受付のご連絡をいたします）

29
29

は︑平成

参加のお申込【12月27日
（火）
まで】
（所定の様式にてE-mailでお申込み下さい）

回﹁食品衛生表彰の会﹂が

月

日︑東京・明治

21

二︑鈴木勝太郎︑▽宮城県

上精司︑▽岩手県＝小林昭

▽青森県＝大竹正美︑村

食品衛生功労者

厚生労働大臣賞受賞者

俊一︑▽東京都＝小日向辰

▽埼玉県＝小川政男︑関口

夫︑▽群馬県＝大越正禎︑

▽茨城県＝高庭正︑大貫茂

勝博︑▽山形県＝深澤勝洋︑

＝森保次︑▽秋田県＝鈴木

係者は次のとおり︒敬称略︒

優良施設は二二六施設であった︒受賞された菓子関

会長賞を受賞された食品衛生功労者は三三四名︑同

〇名︑同優良施設は一〇八施設︑日本食品衛生協会

厚生労働大臣賞を受賞された食品衛生功労者は二〇

日本食品衛生協会会長賞を受賞した︒同表彰の会で

食品衛生優良施設として︑厚生労働大臣賞ならびに

座で開かれ︑菓子関係者多数が食品衛生功労者及び

10

厚労省︑︵公社︶日本食品衛生協会主催による第

菓子関係者多数が受賞

食品衛生表彰

食品の技能比較試験
（平成29年第１回 栄養成分）

27

︻試験方法︼ 栄養成分等の
分析方法等︵平成

日消食表第１３９号通知

27

﹁食品表示基準について﹂

30

28
（公社）
日本食品衛生協会
食品衛生研究所
参加希望者

雄︑▽新潟県＝恩田英宣︑

▽鳥取県＝田部浩之︑▽広
島県＝今岡寛信︑▽徳島県
＝林勝︑立石博︑▽愛媛県

本義一︑▽神奈川県＝舘圀

＝堀越芳春︑▽東京都＝福

茨城県＝青野潔︑▽群馬県

▽福島県＝吉山文雄︑▽

食品衛生功労者

＝松岡良定︑▽長崎県＝北

媛県＝寺町辰昌︑▽高知県

▽香川県＝土居保夫︑▽愛

司︑▽徳島県＝大浦和夫︑

理佳︑▽山口県＝小熊坂孝

笹井義幸︑▽鳥取県＝小椋

山健一︑▽奈良県＝吉村博︑

＝井実広正︑岸谷正純︑桐

勝博︑鈴木憲一︑▽大阪府

法人むつみの里︑▽石川県

子竹︑▽富山県＝社会福祉

＝亀田製菓㈱白根工場︑菓

表参道ヒルズ店︑▽新潟県

＝ＴＯＲＡＹＡ

ＣＡＦＥ

堂本店田中工場︑▽東京都

甘盛堂︑▽栃木県＝㈲香雲

▽福島県＝菓子処豊田屋︑

▽山形県＝㈱東根菓子舗︑

ド︑▽宮城県＝㈲菓子職人︑

▽北海道＝㈱サンワール

食品衛生優良施設

ベーカリー㈱

井津美屋︑▽広島市＝嚶鳴

リュ井桁屋︑▽京都市＝㈲

商事㈱︑お菓子工房ラ・グ

階︑▽名古屋市＝ユニオン

市＝金のフライパン工場１

＝ブールミッシュ︑▽横浜

ィスリータナベ︑▽札幌市

アリッツ︑▽宮崎県＝パテ

▽長崎県＝フランス菓子ビ

舗︑▽佐賀県＝㈱北島東店︑

場︑▽愛媛県＝吉野家菓子

＝大塚製薬㈱徳島ワジキ工

好︑▽新潟県＝吉田邦明︑

村豊︑冨重正美︑大村勝︑

＝浅野和雄︑▽福岡県＝渡

▽福井県＝丸岡正俊︑▽山

▽熊本県＝浅井茂宏︑那須

邉憲治︑▽長崎県＝一瀬優︑

▽横浜市＝合志光紀︑石川

梨県＝渡辺豊︑▽静岡県＝

広島市＝藤谷道子

市＝多田龍弘︑原幹雄︑▽

山修︑伊与田文郎︑▽大阪

富田勇二︑▽名古屋市＝青

県＝本吉原明︑増尾英機︑

分県＝佐々木勝︑▽鹿児島

▽熊本県＝濱田治男︑▽大

邦夫︑▽川崎市＝鈴木映史︑

山内康司︑▽愛知県＝早川

食品衛生優良施設
▽埼玉県＝タワーベーカ

日本食品衛生協会会長賞
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大和三輪大社の極上もなか

白玉屋榮壽

０余年の間その製法を一子

めましたもので︑爾来１６
高き餡より醸し出される格

て︑特産大納言小豆の香り

ご愛顧を得られております︒

地への行幸啓の折々には御

良市三条通２丁目︵ＪＲ奈

神参道商店街に参道店︑奈

さとを賞味され︑さらに明

納の栄を賜り︑その後も当

当地代表の銘菓として御嘉

皇陛下にも献上されるなど
だけます︒

冬は栗善哉がお楽しみいた

ら れ る が︑ 神 の 山 と し て
み むろ

百人を超える参加者による

ーチングバンドを初め︑ち

内小中学校の生徒によるマ

店があります︒

奈良県菓子工業組合・野
崎充亮

三重県菓子工業組合専務

満ちた姿が印象的であった︒

前に白玉屋榮壽がある︒



津市のお祭り開催

売

販

市民総踊りで会場は大いに

集い盛大に開催されまし

びっ子武者行列の登場には

三重県菓子工業組合も︑

おおみわじんじゃ

良駅より徒歩３分︶に奈良

用達に浴しております︒
お店の中ではお抹茶など

年︑昭和天皇・香

お飲み物と夏はくずきり︑

昭和

年には東宮御在位時の天

淳皇后両陛下に献上︑昭和

治この方の交通通信の発展

別の風味と夏なお週日にわ

この最中に﹁みむろ﹂と

に伴い広く全国の方々より

たり風味を保つ日持ちの良

命づけられましたのは︑守

相伝七代にわたって承けつ

護神三輪明神大神神社の御

いで来られました

神体山三諸山に因んだもの

その大神神社の大鳥居の

大和銘菓として有名な名

で︑夙に畿内の人々に大和

しらたま や えいじゅ

物﹁みむろ﹂は最中一筋に

上街道の宿場街の銘菓とし

また支店として︑三輪明

﹁三諸山﹂とも呼ばれる︒
弘化年間︵１８４４〜１８

輪山はその優美な容で愛で

﹁大神神社﹂はこの山をご

お伊勢さん菓子博ＰＲと入場券

の二日間に亘り津市の中心

盛り上がった︒

八日午後六時より︑千四

部にあるお城西公園をメイ

本年は︑十月八日・九日

ン会場として︑市内十一会

た︒津まつりは︑二代目津

多くの観客が盛大な拍手で

翌九日︑午前九時より市

藩主となられた藤堂高次の

迎えた︒

場で︑約四十万人の人々が

命により寛永十二年︵１６

午後より日本最大級の和

３５︶より実に３８０年も
開催されて来た歴史あるお

子博２０１７﹂のＰＲと入

日船長に迎えお練りが始ま

大きな存在になった安濃津

会場内のベストポジション

船山車﹁安濃津丸﹂に︑朝

ると︑会場より大きな歓声

よさこいは︑北海道大学や

ドラとと姉ちゃんでお馴染

ともあり︑ぎっしりと詰ま



が上がり見物の人々を大い

台湾からの参加を得て約七

祭りとして︑津市民にとっ

った餡の中に刻んだ栗を入

四時からは︑本年十五周

に楽しませてくれました︒

ては欠かすと事の出来ない

場券の販売を行い好感触を

という画期的なアイデアで

れたりして餡のスペースを

みの女優・相楽樹さんを一

作られたものなのです︒こ

十分にとっていたのに対

にて菓子博おもてなし隊の

一大イベントである︒

餅は︑長方形のカップに一

れにより形を維持すること

十チームが︑二日間を華麗

協力を得て﹁お伊勢さん菓

白玉屋榮壽

口大に切った餅が入り︑た

が難しい黄な粉餅が︑贈答

年を迎えた東京ディズニー

な演技で︑市内外の方々を

得ました︒会場に面した我

﹁東京都

っぷりとした黄な粉を詰め

シーより︑ミッキーマウス

り︑御用聞きの和菓子店と

発展する赤坂の地にとどま

聞きますが︑明治維新後︑

同店は江戸時代の創業と

郷土芸能の数々が一堂に集

・しゃご馬等市内各所より

津高虎太鼓を始め唐人踊り

其の後メイン会場では︑

り会場中が騒然となった︒

その瞬間︑子供達はもとよ

津まつりの会場に現れた︒

ルが

を迎える今年︑㈲マニエー

代将軍に就任して３００年

紀州藩主だった吉宗が八

うことを︑今の和菓子業界
の方でもほとんど知りませ
ん︒それは︑銘店赤坂青野
さんの創製品なのです︒

理事・上野幸廣

で解る程︑お疲れと喜びに

が組合員の店舗では︑一目

風呂敷で包まれた黄な粉

て︑蓋をし︑風呂敷に包ん

し︑贅沢に栗の一粒のスペ

を始めディズニーの仲間達

様﹂

たっぷりの餅や︑栗が一粒

品として使えるようにな

ースを作るという︑逆転の

赤坂青野

丸ごと包まれて焼き上げら
でいるものですが︑山梨を

発想だったのではないでし

魅了してくれました︒

れた饅頭は︑いまや日本全

り︑全国の和菓子店がこぞ

ュラーな製品であること

多くの和菓子のルーツと

して隆盛されたそうです︒

まり披露され︑老人から幼

菓子を作ろうと新製品の開

質の多い希少品種﹁高系

号﹂や糖度が低いラクチト

ールなどを使用︒焼き芋の

ような﹁ほくほく感﹂があ

と﹂辻岡専務の話

﹁吉宗ポテト﹂が一躍脚光

を救ったことにちなみ︑そ

モ︶を栽培︒飢饉から人々

養価の高い甘藷︵サツマイ

蘭学者青木昆陽の勧めで栄

行かず数多く失敗をした

於いて焼き上がりが上手く

﹁カップケーキでの焼成に

り具合の見極めが難しく

て攪拌していく行程の混ざ

卵やバターに空気を含ませ

マ﹁八代将軍吉宗﹂で人気

した︒翌年ＮＨＫ大河ドラ

大博覧会大臣栄誉賞を受賞

焼き芋をペーストにし︑

る︒

を浴びている︒

の功績を広く伝えようと︑

吉宗は江戸時代の中期︑

発に着手︒

辻岡秀浩社長と辻岡成晃

サツマイモを使ったお菓子

今では﹁紫いも﹂と２種

専務が和歌山市に観光銘菓

平成６年第

回全国菓子

類販売をしている︒

が少ないので名物になるお

年前から販売する

を思いついた︒材料に繊維



なり︑また職人も育てられ︑

い子供達まで︑我が町の歴

が︑お馴染みの船に乗って

赤坂だけでなく東京の和菓

ょうか︒

もう一つの銘品栗饅頭で

子店の顔として発展されて

13

は︑皆様もご存知のことか

すが︑今では当たり前の栗

年で脚光

吉宗ポテト 人気上昇

知られているスタイルで

一粒を包むスタイルも︑画

史と伝統を知る機会を得る

紀州
銘菓

す︒もともとは︑餅を黄な

きた青野さんから学ぶ︑和

事が出来た︒

と思います︒それらのルー

同店の三代目であった青

粉につけて食べていたスタ

菓子近代の歴史は数多くあ

将軍就任

野鑑次郎氏は︑稀代の和菓

期的なアイデアとして鑑次

るようです︒

ツが︑東京赤坂にあるとい

子職人として知られ︑江戸

イルの和生菓子を︑最初か

郎氏が創作しました︒おそ

って真似たわけです︒

東京きっての店とうたわれ

らく昔は餡が貴重だったこ

第十九回を迎えるまでに

ら一つの器に入れパッケー

とても有名な土産品として

はじめ︑九州福岡などでも

みむろ

神体とあがめこの地にある︒ ４８︶初代白玉屋榮壽が創

奈良の中程に位置する三

26

国の和菓子店においてポピ

津まつり会場に面した組合員の店舗

重
三

ジとして風呂敷包みにする

尾関 勇

た同店で様々な和菓子を創

和歌山

22

務局長・高橋義明

和歌山県菓子工業組合事

産などとして再び好調︒

てきたが︑今年に入り手土

その後売れ行きが落ち着い

合わないほど追われたが︑

に火が付いた︒製造が間に

サツマイモ160円、
紫イモ170円、
詰め合わせもある

28

良
奈
作されたそうです︒黄な粉

22
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を中心に発生した集中豪雨
その素晴らしさを広めたい

馬氏がこよなく愛し全国に

父であり創業者の故古園静

より起こる集客の分散等が

数︑各市町村の地域興しに

などに左右される来渓者

った智大氏は︑季節や天候

わう耶馬溪の様子を見て育

小さい頃から観光客で賑

子に関心を持っていた智大

た︒そんな中︑予てから菓

も良く経営は順調であっ

るなど︑利用客からの評判

頭︑串団子を店頭で販売す

ながら︑作りたてのそば饅

供︑お土産品の販売を行い

店舗としては食事等の提

いでいた︒

催し耶馬溪の発展に力を注

より良い耶馬溪の魅力を発

を痛感し︑復興と同時に︑

故郷の大切さ︑素晴らしさ

この時︑智大氏は改めて

た︒

し再出発することを決断し

河川改修工事に合わせ解体

く︑国が行う山国川青地区

には余りにも損傷が激し

積もった店舗は再開をする

然としそうにもなったが︑

災害で全てを失い一度は愕

智大氏は最後に﹁突然の

ち寄る人を和ませている︒

トクリーム﹂等を提供し立

﹁茶だんご﹂や﹁抹茶ソフ

では京都の抹茶を使用した

したほか︑併設したカフェ

子﹁こいこがれて﹂を発売

泳ぐ鯉をイメージした和菓

平成

年７月に九州北部

や

ま

滋賀県ｍｉｎｉ菓子博覧会

ブライダル︑飲食︑メディ

名古屋・東京にて︑ホテル︑

学生時代より故郷を離れ︑

広い視野で経営を学ぶため

業の変化を察知し︑もっと

的に情報交換を行うことで

大分菓青会にも加入し積極

り︑丁度その後に発足した

にも興味を持つようにな

子製造はもちろん組合活動

子職人と接したことで︑菓

菓子講習会に参加し若手菓

されて丁度１００年目の今

耶馬溪が日本新三景に選定

そんな努力の甲斐もあり

を巡り勉強をした︒

ンセプトから練り始め各地

な茶屋を開店させるためコ

更に楽しんでもらえるよう

まり︑景観を含め来渓者に

彼の笑顔からは達成感が伝

元愛で復興に尽力してきた

に控え︑ひとかたならぬ地

格的な紅葉シーズンを間近

を振り返っていた︒

ができた﹂と感謝共々当時

押しとなり︑前に進むこと

仲間からの励ましの声が後

た︒

ア等のサービスを自分の目

組合の事や菓子の知識等を

年︑古材をふんだんに使い

業としてこれまでに学んで

える一方で︑地域活性化事

されてしまうこととなり︑

関連の機械など︑全てを流

災害に遭い︑商品から製造

その矢先に九州北部豪雨

菓子と滋賀最高級土山茶で

に合わせ︑山国川を優雅に

菓子についてはオープン

させることができた︒

せる禅海茶屋を見事に完成

歴史ある和の文化を感じさ

整理券を配るほど大盛況で

くりに追われっぱなしで︑

局長・早瀬大雄

じた︒

と期待が満ちているのを感

わってくるのと同時に意欲

開店してから初めての本

歳を前に帰郷し︑祖母と母
得ていった︒

きたことを活かし︑子供向

２ｍを超える浸水で土砂が

﹃おもてなし茶席﹄や﹃滋

で見て体験した︒そして

が営む飲食店にて仕事を覚

けイベントであるダンスフ

ー﹃匠の技﹄を中心に︑イ

大分県菓子工業組合事務

ェスティバル等を企画・開

ベントとして前年度お茶組

津で開催しました︒
組合員の皆様の銘菓展

合と合同で開発した﹃ほう

詰 め 放 題 ﹄︑ ㈱ 叶 匠 寿 庵 の

られ・せんべい１００円袋

賀 県 銘 菓 １ ０ ０ 円 市 ﹄﹃ あ

約５︐０００人︒多くの方々

げもあり︑来場者も両日で

した︒天候に恵まれたおか

銘菓展﹄と菓子研究団体滋

和菓子職認定者による生菓

そして撰・和菓子職の優秀

皆様による﹃お菓子教室﹄︑

が滋賀県各地のお菓子と出

お菓子の魅力を感じる催事を

名に進呈︑

職業能力開発協会のものづ

賀二六会の協力を得て︑工

じ茶餅﹄を先着

滋賀県菓子工業組合では
くりフェア２０１６に参画

示︑紹介コーナー﹃滋賀県

月

周年事業の一環で︑

来 上 が る お 菓 子 な ど︑﹁ お

会っていただき︑またお菓

菓子の魅力﹂を感じていた

子作りの体験や目の前で出
子博２０１７﹄の

だいたのではないでしょう

る﹃お伊勢さん菓

ＰＲと盛りだくさ

か︒

さらに来年４月に開催され

んの催事を青年部

菓子職認定者の植

列ができ︑優秀和

席﹄では︑終日行

﹃おもてなし茶

の皆様のＰＲを続けていき

トを実施しながら︑組合員

７﹄のＰＲを兼ねたイベン

﹃お伊勢さん菓子博２０１

方々の来場が見込まれる

今 後︑ 近 隣 県 で 多 く の

田真之介氏︑瀧澤

担当・小川睦博

滋賀県菓子工業組合広報

たいと考えております︒

ちが秋の生菓子つ

氏︑宮村晃司氏た

文彬氏︑岡田龍彦

た︒

中心に実施しまし

子の実演︑出来上がった生

﹃おもてなし茶席﹄には終日行列が

芸菓子・盆景の展示コーナ

１日・２日の両日︑滋賀県

10

優秀和菓子職認定者による実演

匠の技

し﹁滋賀県ｍｉｎｉ菓子博

50

ば けい

日に﹁甘味処

の被害により店舗兼工場
と願い続けた大分県有数の

人口の減少と共に大きく影

たくさんの人からの支援や

今年の２月

青の洞門﹂
観光地﹁耶馬溪﹂を再び活

信したいという気持ちが強

禅海茶屋﹂をオープンさせ

﹁やすらぎ処

気ある故郷にしたいと決意
氏は︑当組合が開催した和

新たな魅力創出へのリスタート

の閉店を余儀なくされた耶

響し始めていた地方の観光

甘味処 禅海茶屋

馬溪観光開発株式会社︵中
し︑数々の困難を乗り越え

ふるぞのともひろ

しず

津市︶の古園智大氏は︑祖

14

覧会﹂をテクノカレッジ草

30

24
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喫茶店の様な和菓子屋

今年の

月で開店一周年と

和菓子処 かんだ和彩
埼玉県熊谷市、老舗デパ

白妙」で５年、

専門学校に入学、その後千

うこのコーナーは、長年の

毎月新作を並べているとい

りました。開店以来、ほぼ

類の上生菓子が置かれてあ

だんごが五つ付いていて、

に割った松葉串に小さめな

い「炙りだんご」が、二つ

関東ではあまり聞き慣れな

見しますと、喫茶店の様な

お店のホームページを拝

の看板商品だそうです。

との思いで発売し、今も店

しは変わったかな？」と足

と書かれた後に「自分も少

の上にあるものだと思う」

く、思い通りに出来る技術

葉の「菓匠
游月」で

修業で培ってきた神田さん
程良く炙った後に京風白味

程座れるテーブル席は、季

きます。店の隅にある８名

和菓子屋という言葉が出て

を自分の個性に変えて、ふ

ら一年、修業でつかんだ物

されてありました。開店か

年の修業を経て、生まれ

京都の「京菓匠

育った熊谷での開業を決意
噌やみたらし、いそべ焼に

る里熊谷で頑張って貰いた

こし餡と四種類に味付けさ

節に合った上生菓子を、サ

いと思います。

の菓子に対するこだわりが

れただんごが並べられてあ

ービスのお茶を飲みながら

表れている様に思われま

お店の中へ入るとすぐ
す。そして奥のケースには、

食べて頂きたいと言う、店

したそうです。

に、季節の菓子として数種
ります。開店の時に、少し

個性がでてしまう、

どうしても作り手の

ジでは「手形ものは

についてというペー

また、お菓子の成型

様にも感じました。

主の気持ちの表れの

組合でなければならないと

から見て、もっと魅力的な

新しく入って来られる人達

す。今回の取材を通して、

時代大変な事だと思いま

自分の店を持つ事は、今の

世界に憧れ、修業を積んで

角度などを意識して

え方、絞り方、その

ってみて、指の押さ

まに『かんだ和彩』とした

いたので、読み方をそのま

の名で着物の仕立屋をして

は御実家が長年『神田和裁』

最後になりますが、屋号

も感じました。

作る事で自分も技術

越ブロック長・内ヶ嶋修

全菓連青年部関東・甲信

そうです。

出来ない事ではな

個性とは、それしか

を向上させてきた、

人の作ったものを触

修業中はその店の主

神田さんの様に和菓子の

でも京都らしさを出したい

上熊谷駅より徒歩６分

の事なので、取材のお願い

アクセス

をしたところ、快くお引き

水曜日

ートの国道を挟んだ向かい

店主の神田武治さんは、

９：30 ～ 18：00

定 休 日

側に、去年そのお店はオー

テレビで見た工芸菓子を作

営業時間

受け頂きました。

ご』と書かれた大きめなの

048－514－9214

プ ン し ま し た。『 炙 り だ ん

れんが目立つお店で、屋号
る菓子職人に憧れ日本菓子

電話番号

店舗データ

http://kandawasai.com/
URL

かんだ和彩』

は『和菓子処

炙りだんご

埼玉県熊谷市鎌倉町２

次世代への情報発信で

当社は香川県丸亀市で創

た。

掛ける商品も多くなり、品

質も以前より格段に良くな
っていますがそれだけが原
因ではないと思います。お
客様が知らないだけなのか

半修業し故郷の香川へ帰っ

安城市の両口屋菓匠で４年

私は大学を卒業後、愛知県

型の営業をしております。

郡家店の２店舗で地域密着

本店と、同市川西町にある

富士）のふもとにある飯山

併売店です。飯野山（讃岐

と売れていた」という話を

彼岸のおはぎは今よりもっ

生 菓 子 が 良 く 売 れ た 」「 お

す。父から「昔は正月に上

かが重要だと考えていま

ってもらい買っていただく

の若い世代の方にいかに知

が、今ある商品をこれから

商品を作ることも大切です

要の創造です。その中で新

組んでいることは新しい需

昨年対比１１０～１３０％

年、朝生菓子の売り上げは

進めることによってここ数

出ませんでしたが根気強く

多の世の中なので即効性は

うにしております。情報過

の季節のお知らせもするよ

すし、店内チラシを作り次

して柏餅のアピールもしま

ました。ＦＭラジオに出演

的にアピールするようにし

広告媒体で季節行事を積極

に恵方巻きをコンビニやス

ンの需要が増えたり、節分

ィアの影響からかハロウィ

どで節句や季節催事をアピ

ています。全国メディアな

ーパーが相当需要を増やし

当社はそんな中、様々な

も知れません。

てきました。ここでの修業

聞かされました。確かに人

となっています。近年メデ

最近、和菓子販売で取り

が私の菓子作りの基礎にな

口減少の世の中ですし、コ

年目を迎える和洋菓子

っております。

ンビニや大手スーパーが手

りちょうど

10

父が創業者で私は現在

年が経ちまし

きさらぎの「季節のお知らせ」

42

世代の需要を取り込むうえ

ージや売り場作りも新しい

くい点があります。パッケ

のような華やかさが出しに

思うのは、和菓子は洋菓子

和洋菓子を併売していて

チベーションアップと次世

ドキしていますが社内のモ

本人は売れるかどうかドキ

なる事もあります。作った

もありますし、定番商品に

いような商品が出来ること

クはしますが思っても見な

う企画です。最終のチェッ

という制度を作りました。

で重要です。若い販売員の

代の技術者を育てることが

ールしていただける場が増

手作りのポップやディスプ

目的です。次世代のお客様

商品企画、材料選び、ネー

レイで明るく楽しそうな店

を作る事と次世代の技術者

えれば全国の和菓子の需要

をつくり、いつ行っても同

を作ることを同時進行で行

ミング、価格を考えて週末

じ商品ではなく、いつも何

いながらしっかりと経営を

の２日間だけ販売するとい

か新しい発見があるワクワ

も増えるのではないでしょ

クするような店作りを心が

倉公紀

香川県菓子工業組合・岩

行っていきたいと思います。

社員に「チャレンジ商品」

また入社して経験の浅い

けています。

うか。

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

かんだ和彩

11

歳、２代目として代表にな

業

和菓子処 かんだ和彩

11

和菓子の需要を増やす

川
香
43
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開

石川県主催で︑石川県菓
秋に開催するお菓子のイベ

重典会長︶が協力して毎年

いしかわスイーツ博２０１
スーパースイーツ製菓専門

３位のチームワーク賞には
は︑若手の和菓子講師たち

場での上生菓子作り体験で

月

日︵ 土 ︶・

６﹂ が︑
中崎功雄︑中田敬

︵
祐︑吉橋太平︑中谷圭一︑

日

学 校︵ 石 川 県 ︶﹁ Ｈ︵ あ っ

なることができた﹂との受

いにうちとけさらに仲良く

テストを通して同門同士互

子文化を心行くまで満喫い

楽しく美味しく︑石川の菓

で笑顔を咲かせ︑来場者は

器の各氏︶が楽しいトーク

梅田健︑岡崎欣浩︑松浦大

し ゅ︶﹂ チ ー ム が 輝 き ま し

全国の製菓専門学校の生

賞チームのコメントも︒当

り︑金沢市の﹁しいのき迎

徒︵３名１チーム︶を対象

組合からの競技員藤井智
たしました︒

髙田敦司︑鍋岡洋︑

に︑次代の菓子業界を担う

英︑團寧彦︑村上義明の各

日

若手の皆さんの登竜門でも

氏も積極的にコンテスト運

た︒表彰式では﹁このコン

ある﹁スイーツコンテスト﹂

営にのぞみました︒

にいがた食育・保育専門学

お ん ︶﹂ チ ー ム︑ 準 大 賞 は

京 都 ︶﹁ Ｏ Ｒ Ｉ Ｏ Ｎ︵ お り

は︑日本菓子専門学校︵東

︵副賞・欧州研修旅行︶に

ました︒最高賞の知事大賞

技能︑チームワークを競い

り︑そのデザインや味覚︑

ーマに和洋両方の作品を作

イメージできるもの﹂をテ

が 決 勝 に 進 み︑﹁ 石 川 県 を

実演と振る舞い︵髙木英八︑

子﹁ 玉 菊 ﹂﹁ 撫 子 ﹂ 作 り の

菓 子 司 む ら も と ︶︑ 上 生 菓

といえる工芸菓子展示︵御

た 菓 子 店 ︶︑ 和 菓 子 の 芸 術

山甘清堂︑大松庵︑かわば

統菓子の紹介︵諸江屋︑越

み︑迎賓館内では石川の伝

をスイーツプレートで楽し

ツカフェで石川の和洋菓子

も︑多くの人たちがスイー

晴天に恵まれた両日と

ました︒

﹁百万石文化の秋﹂となり

開催され︑まさに食欲の秋︑

成伸︑吉野博司の各氏

師

り﹂では和菓子職人体験︵講

会場での﹁石川の技能まつ

菓子も登場︑また︑当日別

野田聡の各氏担当︶の創作

ジ ェ ク ト ﹂︵ 宮 向 健 也︑ 八

業者とのコラボ﹁農菓プロ

校 え ぷ ろ ん︵ 新 潟 県 ︶﹁ ト

中村辰男の各氏 ︑)緑地広

企画委員会・深沢大

石川県菓子工業組合事業

も
)

道下晃︑橘憲一︑中村

キッ娘︵ときっこ︶﹂チーム︑

に開催されました︒

が今回も開催され︑予選を

今年は特別参加として農

見事に勝ち抜いた５チーム

賓館﹂をメイン会場に盛大

日︵日︶の２日間にわた

15

百万石の菓子文化

いしかわスイーツ博
催

子工業組合︵小出進理事長︶
ント﹁百万石の菓子文化・

﹁和﹂と﹁洋﹂
が協力して匠の技を発信

と石川県洋菓子協会︵金岩

15

10

釜の蓋まんじゅう
那須地方限定の風習

８月１日を﹁釜蓋朔日﹂

を食べる風習があります︒

８月１日に炭酸まんじゅう

地方にかぎられた風習︶で

る風習︑これが釜の蓋まん

えし︑その後みんなで食べ

作り︑笹の葉を敷いてお供

を喜び︑炭酸まんじゅうを

月１日に釜の蓋が開くこと

ご先祖様を迎える為︑８

帰って来ます︒

と 呼 ん で お り︑﹁ 地 獄 の 釜

栃木県の北部︵特に那須

の蓋が開く日﹂とされてい

じゅうの言い伝えです︒

伝えは︑いくつかあるよう

釜の蓋まんじゅうの言い

ます︒︵この場合の﹁地獄﹂
は﹁あの世﹂という意味で

ると︑那須地方だけでなく
その周辺地域の和菓子屋さ
んはお店に沢山の炭酸まん
じゅうが並びます︒
今では︑スーパーや道の
駅︑コンビニまでもが店頭
に山積みになって販売され
ており根強い風習です︒
栃木県中部ではごく一部
の地域しか知られておら
ず︑南部では釜の蓋まんじ
ゅうの風習を全く知られて

那須地方限定という非常

いません︒

ご先祖様がなれ親しんだ炭

い風習であります︒

だまだ廃れそうにない根強

に局地的な風習であり︑ま

酸まんじゅうを用意する︒

で私がよく耳にする言い伝

また︑ご先祖様が迷子に

食べてはいけない︒

栃木県菓子工業組合・菓

でなければなりません︒ご

を

個お供えし︑ご先祖様

他には︑炭酸まんじゅう

など︑人や家庭によって

子づくり研究会会長・和氣

えを紹介しました︒

ならないようにお墓から家

言い伝えは様々のようです︒
31

く︑ご先祖様がお盆に間に

までの道のりに炭酸まんじ
13

13

合うためには︑８月１日に

ゅうをいくつかお供えし︑

康匡

が１日１個腹ごしらえに食

日︑８月１日にな
べる為︑お迎えする人は︑

し︑そこから

７月
日間かけて

炭酸まんじゅう

先祖様が釜の蓋から飛び出

地獄からの道のりは遠

す︶

16
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第８回全菓連青年部中部ブロック福井大会は︑藤
永賢一氏︵ゲンキー株式会社代表取締役社長︶を講
師に迎え﹁菓子屋におけるランチェスター経営学に

が一番地味で︑北陸新幹線

北陸３県の中でも福井県

営を話している︒

勉強会でランチェスター経

心に１００社以上の方に︑

ついて﹂をテーマに講演を行いました︒

開通もまだ先で︑陸の孤島

少ない︒そうしたなか︑働
んどだろう︒私はドラッグ

聞いたことがない人がほと

ランチェスター経営は︑

き手が帰ってきたくなるよ
ストアを経営しており︑お

になっており︑人口も一番

うな街を作らなければなら
菓子業界にも役立つと思う︒

創業の経緯

ない︒ただ︑魅力のある事
業が無いと誰も帰ってこな
いし︑他から見向きもされ

その①
藤永賢一氏

そこで故渥美俊一先生が
﹁ドラッグストアはいいよ︑

ンに２︑３年

薬局チェー

いていた︒田舎では誰も歩

店の前もたくさんの人が歩

り︑芸能人も買いに来て︑

では︑薬と化粧品だけを売

ガサスクラブに入るには

トアを作るという話と︑ペ

出した︒箱根でチェーンス

てきて︑３年後に２号店を

戻って１号店

地元の福井に

ンでも︑何でもあるように﹂

から﹁雑巾でも︑ボールペ

いていないので︑富山の人

と思った︒１日

を目指さなければならない

聞いていたので︑私はそれ

歳以上で年商３億円以上と

した︒

勤め︑その後︑

を開設した︒

と教えてもらい︑品揃えを

万円の売

親に保証人に

から借りたお

い︑信用金庫

なってもら

％で１日

ていたけれど﹁潰れる﹂と

大赤字で︑薬剤師まで雇っ

００円しか売れなかった︒

変えた︒最初１日２７︐０

同じ市内で１号店から５キ

と思い︑２号店を出した︒

するには店を出すしかない

１億円になる︒あと３倍に

り上げになれば︑大体年商

５︐４００円しかない︒富

して︑売り上げは︑なかな

ロくらい離れたところに出

思った︒粗利は

金と︑私が東
京で貯めたお金で︑小さな
店を始めた︒

万円の売り上げ

役に立つことは何かと聞く

れた︒私は感動し︑社会に

ければいかんよ﹂と講演さ

んと︑富山のドラッグスト

く売れない︒これではいか

こと同じ品揃えをしたら全

赤坂で歓楽街だったが︑そ

の売り上げであった︒

品揃えを変えており︑

倍

で︑地域の実情に合わせて

くらいたったある日曜日に

か上がらなかったが︑１年

山の店は

と﹁チェーンストアだよ﹂

商３億になれる︒

東京で勤めていた店は︑

業会ゼミナールが箱根で開

上げも上がり︑黒字になっ

建築科を卒業し︑最初はゼ

しまった︒東京でフリータ

アを見に行った︒赤坂の店

まれた人で︑全国・全世界

ーをして︑それから福井に
と教えてもらい︑一念発起

われて︑準備した︒準備を

ネコンに入ったが︑辞めて

いう会社があるから︑帰っ

かれており︑行ってみた︒

利益があればいい︒売り上

過ぎると﹁本当にいくのか﹂

と﹁保守的だ﹂と言われ︑高

発表をする︒低くし過ぎる

トロールしやすい︒月に１

と簡単なのが経費で︑コン

のほうが簡単である︒もっ

よりは粗利のコントロール

難しい︒しかし︑売り上げ

はマイナスで︑支払いの方

てくれるからだ︒資金繰り

理由は銀行が幾らでも貸し

資金繰りは絶対に組む︒

はない︒

げが１００で利益も１００

と言っても︑そのままでは

３億円になって上場できる

５千万も使うことになる︒

ら︑上場するための準備に

かる︒１億円のままいった

すると監査法人が入ってく

利益が倍︑倍︑倍︑１︑２︑

に働いた︒３年くらいで︑

れ︑１位優位の法則が勝手

こはいいわよ﹂と言ってく

いのに︑お客さんが﹁あそ

ていることは何も変わらな

ストア１位になった︒やっ

東証グループだから︑マザ

マザーズに出ていた︒同じ

たら高校の同級生がおり︑

損である︒東証一部に行っ

テップにした︒この動きは

二部から一部へという２ス

年くらいであきらめ︑東証

しかない︒うちは４つの県

していたら１県当たり３店

チェーンが

い︒１年間に１００店出す

ろうという思いは他にはな

して岐阜で１位をとってや

きているが︑ここまで徹底

なドラッグストアが入って

日１００万円売れれば︑年

と言われる︒それを毎日見

回自分ですればいい︒毎日

２億５千万でできない︒と

で︑しかも岐阜県に集中し

このように改善して売り

ていると胃に穴が開いてし

が多く︑いつもきゅうきゅ

いうことは︑３億円にする

ーズから一度に行けるので

ているので︑年間

番で︑百番までで何

朝︑お客さんが来る前に︑

まうから︑週１回だけ見る︒

うとしていても︑銀行はＰ

億円となる︒ラ

﹁いいなあ﹂と言った︒Ｊ

ない︒支払いスケジュール

していない︒資金繰り表も

ないので︑会計をまともに

で続いた︒会社に経理がい

があり︑５号店︑６号店ま

ことがある︒お客さんから

従業員に頼んだが︑来ない

時に開けることは無理で︑

していたが︑私が１人で同

る︒当時は３店舗の店長を

それから︑人の苦労があ

を見られるので︑ホウキと

か︑じっと見ていると足元

に来て欲しい︒来るかどう

る︒

比︑粗利益率は部門別に見

人くらいだ︒

も無いので︑あるお金で払

る︒役員は集まらなくては

分に決算が出

︑

店

店はある︒福井でしたこと

日の夜７時

が頭に入っているから︑も

利が必要かを見る︒例えば

日締めで

ちりとりを持っていた︒す

夏はドリンク剤が出て︑風

月次決算は

は﹁店が開いていませんよ﹂

ると﹁社長はいつも１時間

また︑薬は今月︑何％の粗

う感じになる︒そのうち小

くらい掃除していますね﹂

福井県の次に狙ったのは

う１回やってやろうと思う︒

出す︒よそは３店か︑４店

岐阜県だ︒他県で１店ずつ

なるが︑苦労は後から実る

にも︑こんなところにもあ

出したら一番売れたのは岐

億円の利益が出たと

る︒ゲンキーだらけとなる︒

店で

﹁お金が落ちません︑あと

もその数字に行かなくて︑

そうなると︑１店舗ずつは

けていられない︒コンビニ

ＳＤＡＱには３億円の利益

券会社に調査された︒ＪＡ

る︒何で上場できたかとい

実はランチェスターであ

は水準に行けない︒それは︑

価総額５００億円必要であ

が︑東証一部に行くには時

東証二部は行きたくない

手に盛り上がってくる︒

大したことはなくても︑勝

なった︒東西からいろいろ

年たって︑ようやく１位に

る︒１号店を出してから

の１・５倍の売り上げがあ

出そうと考えた︒今︑福井県

阜県だったので︑徹底して

ろうと考えている︒大概の

集中してやれることは何だ

集中である︒私は毎日︑

も無いような所にもうちの

がないと上場できない︒２

うと︑福井県ばかりに店を

り︑達しなかったので︑４

集中して出店する

自分で決めた予算で行き

出したからである︒２００

日にして

しか出さないのだから︑負

社挑戦しても︑８社

あきらめることが８割であ

ので︑それでもいい︒

Ｑに出た︒２００１年に準

る︒

ころはない︒店をくまなく
労する︒

たのを︑詰めて

備し︑２００２〜２００３

が︑翌年２億円︑２年後に

午前中は一生懸命仕事して

売り上げを見ると︑競合店

いる︒そこで経費も︑帳簿

年の２年間︑監査法人や証

５千万しかなかった利益

るが︑費用は何千万とかか

従業員に来てもらわなけれ

数字を見ると胃に穴が開く

Ｌがよければお金を貸して

４︑６︑

ＡＳＤＡＱ︑二部︑一部と

人残っているかというと︑

ばならない︒せめて︑同時

全店の進捗状況と昨年対

し︑月に１回だと焦げ付く︒

挑 戦 で あ る︒﹁ 社 長︑ ３ 億

ンチェスターは凄い︒１位

と電話もかかってくる︒ま

いけない︒誕生日でも︑日

都道府県に出
週に１回がちょうどいい︒

くれる︒月︑３か月︑半年︑

は儲かる︒福井県の薬局薬

た︑面接して﹁明日から来

邪薬が売れないので粗利は

曜日でも必ず集まる︒以前

万円持ってきても

やっと﹁店が開いていませ

の粗利を全部出して実績を

たいというのが︑気持ちの

００１年は１億円しかなか

２年から福井県でドラッグ

分で

ん﹂という電話がかかって

ができた店は売り上げが下

出す︒それが最大の苦労で

配置し︑５千人の町にも出

いたのに︑昼飯を食べたら

こなくなった︒人数が多い

がる︒

してしまう︒あんなところ

もう来ない︒そんなことは

こともあるが︑遅刻する人

上場する場合︑準備して

らえませんか﹂と︑電話が

ざらにある︒最初のうちは︑

はまだいる︒

は４億円出て︑上場できた︒

かかってきて︑ゾッとした︒

裏切られて当たり前で︑ま

に掛かったということはな

った︒２００２年に﹁１億

２００４年にＪＡＳＤＡ

私は仕入れと３店舗分の店

ともについてくるなんてこ

日だっ

長︑経理︑給与計算をして

く︑大体予算に沿っていく︒

大半である︒利益が出ない

５千万円にできるか﹂と言

ある︒

今は数字のほうが怖い︒

と次の行動に進めないから

回見ている︒今月はこんな

日︑その前は

いた︒市販の伝票を買って︑

とはあり得ない︒社員番号

００１という番号である︒

売り上げは神様であるお客

だ︒売り上げがなくても︑

数字を見ること

にお金を持ってきてくださ

業績が重くのしかかってく

様が決めるので︑難しい︒

10

渡 す 有 様 だ っ た︒﹁

その次は何番が残っている

利益も競合がいろいろある

次号に続く︒

ら伸びない︒

商売人は集中していないか

い﹂と言われ︑レジを開け︑

日はこうい

る︒年初めに決算があって
である︒この間の人たちは

20

11

30

くことが何回かあった︒土

﹁来年の６月

番で︑取締役

10

かというと

10

25

85

お金を袋に入れて持ってい

経費は毎週見ずに︑月１

鉛筆で〝基本給〟と書いて

をつけているが︑私は１０

２００４年
ＪＡＳＤＡＱ

とが大事である︒

出るんですか﹂と聞かれ﹁や

切手を切るようになった︒

と言われた︒そのくらい苦

何％と出ている︒その予算

思い︑苦労した︒

また電話がかかってくると

で活躍している人が﹁ああ

てみよう﹂と思えるように︑
戻った︒東京にいる間︑商

ので︑粗利コントロールが

苦労の変化
１日の売り上げが２７︐

１日１００万円売れた︒１

やる気ある若手経営者を中

う数字になります﹂という

チェーンストアをつくらな

30

番の

私は東京に出て︑大学は

30

ってみよう﹂と答え︑１億

銀行から３時近くになると

てくれ﹂と言っても来ない︒

年ほど前から︑

０００円の時はお金の苦労

10
１年の利益が計画できるこ

11

は

50

23

30

ない︒このため福井県に生

20

みんな辞めている︒

30

日祝日は銀行が休みで気が

藤永 賢一 氏（ゲンキー株式会社 代表取締役社長）

次は

ランチェスター経営学 について

楽だった︒月曜になると︑

菓子屋における
25

でいいのか︒また︑店別の

40

10

15

分後

10

30

20

23

24

30
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冷ましたものの比較テスト

と︑常温でラックに差して

山根

ます︒

けば︑しっかり香りが付き

も︑冷蔵冷凍まで持ってい

自然拡散してしまうもの

ます︒天然で置いておくと

西園

香料が少なくて済み

材料費も安くなりました︒

良くなったのです︒従って

る量を減らして︑ちょうど

た︒その結果を基に添加す

香りがはっきり残りまし

ラーで冷やすことにより︑

まったものが︑ブラストチ

まり︑今までは飛ばしてし

よりも強く残りました︒つ

れた時︑桜の香りがいつも

のロールケーキを作ってく

す︒以前︑あるシェフが桜

生地だとは思えないほどで

ポイントです︒

う点は︑重要な注目すべき

き菓子がおいしくなるとい

械ですが︑それにより︑焼

れた︑安全安心のための機

を早く回避するために生ま

ともと雑菌が繁殖する温度

がブラストチラーです︒も

をするために開発したもの

壊れてしまいますが︑それ

ーは︑熱いものを入れると

あるいはショックフリーザ

す︒一般的な冷凍冷蔵庫︑

最大のメリットになりま

熱いものを冷やせることが

山根

っていません︒

は︑東南アジアにまだ広ま

られますが︑こういう機械

メッセンジャーから︑仕事

山根

西園

事が来るのは︑全体の何割

が結構多いです︒

うところからのアプローチ

思ってもらえます︒そうい

なくても画像だけでいいと

のツールで︑言語がわから

たりしています︒世界共通

クやインスタグラムも使っ

信するため︑フェイスブッ

こういうことができると発

ません︒今の日本の技術で

たいというアピールはあり

西園

７割くらいです︒

になりますか︒

山根

フェイスブック上の

るのですか︒

ば︑新しいことに気づくで

っています︒環境を変えれ

って︑韓国で仕事してもら

たセカンドの男性は１年た

ープニングの時︑働いてい

育ったら外に出します︒オ

ってしまうので︑ある程度

作るだけでは︑成長が止ま

西園

いのではないでしょうか︒

がなければ︑やっていけな

すますスタッフのサポート

外での仕事が増えると︑ま

歴書になります︒また︑海

フェイスブックが生きた履

加工することもできます︒

印象が変わるし︑アプリで

ますが︑撮り方によっても

ビッグサイトで第

回デザート・スイーツ＆ドリ

ン ク 展 を 開 催 し ま し た︒ 同 展 で は 西 園 誠 一 郎 氏
焼いてすぐに冷やす

熱いものを冷や
せる
山根
メリットは︑どんなことが

創造／

オーナーシェフ︶を
Seiichiro,NISHIZONO

講師に迎え﹁焼き菓子の理想に向かって
ありますか︒

︵

想像する﹂をテーマに講演を行いました︒聞き手
水分の問題で︑焼い

西園
たまま常温でラックに放置
すると︑水分がどんどん出

西園
す︒フィナンシェを出して︑

は冷蔵よりは冷凍にしま

ていってしまいます︒うち

スタートしており︑店舗は

度に入れます︒焼きた

型から外し︑すぐにマイナ

からお客様が設備を見に来

の店にもバンコクやソウル

ているのは女性のほうが多

園シェフには舞い込んでく

山根

人くらい

いです︒僕が通っていた専

ればならないでしょう︒ま

わるものを見つけ出さなけ

ているので︑早い段階で変

例でしょう︒たくさんのパ

つながるのかという︑いい

現をすると︑いかに結果に

る！︒世の中にきちんと表

の７割が舞い込んでく

抜くわけではなく︑新しい

くしたい︒かといって手を

仕事ではありませんが︑短

いて良い経験ですね︒

得られることは︑人生にお

山根

いと言っていました︒

しょう︒本人もすごく楽し

いつまでも店の中で

うほど︑甘く味が濃く香り

２年生を見ますが︑最初の

門学校で同期が

フェイスブックで仕

がはっきりしている︒同じ

面談が就職活動を始める６

外のほうが日本に比べる

ールシート生地の焼いたも

業した子たちで言うと︑も

月で︑それまでの動きを見

ス

店舗に増えています︒海

ソウルは３年前から

は山根証氏︵㈱ツジ・キカイ代表取締役社長︶が
務めました︒

先月号より続く︒

これからどんなチャ

アジアを目がけて
山根
レンジをしていきたいです

のをいきなり冷やしたの

人卒業して︑

ともと就職しなかった子も

か︒

まま入れます︒

していました︒１年たつと

いますが︑

もともとしていたプ

つと完全に芯まで冷えた状

お菓子作りをすっかり忘れ

度設定まである

できます︒プリンは凍らせ

１年学校に行ったけれど雇

ており︑接客でお客さんと

がプラス

るとダメなので︑この機械

ってはもらえず︑フランス

山根

具体的にはどんな話

がありますか︒

りました︒学校を卒業した

ころ﹁中に来なさい﹂とな

﹁いいか﹂と思っていたと

触れ合う仕事は楽しいから

西園

もっと少なくなりますかね︒

山根

８人です︒

いま現場に残っている子が

西園

方はどちらが多いですか︒

山根

す︒

えたほうがいい﹂と話しま

て﹁本当に就職したいか考

今は店と︑学校の講

どこまで食いついて

少なくなると思いま

女性が８・５︑男性

は僕とうちの店のセカンド

いましたが︑残っているの

間が短いこと︑冷やす時間

だけ短くできるか︒焼く時

います︒時間の拘束をどれ

を作っていけるかを考えて

いく人に︑働きやすい環境

た︑これからお菓子をして

は︑梅田から１駅なので︑

西園

を楽しみにしています︒

ませんね︒西園さんの活躍

っては︑新しいものもでき

山根

方法︑製法を考えています︒

い生徒もいるでしょう︒

山根

れませんね︒

だんだん珍しくなるかもし

山根

い︒今︑採れなくなってい

いるので︑早く取り入れた

うか︑材料も変わってきて

西園

ありますか︒

への移行ポイントについ

お菓子の表示内容と新基準

基 準 に つ い て ﹂・ テ ー マ

アワード＆受賞記念パーテ

関西にお越しの際

みんなが離れてしま

をしている人だけです︒

が短いこともそうです︒お

ぜひお店に来て下さい︒

お菓子作りで︑
さらにチャレン
ジしたいこと

菓子作りは８時間で終わる

お菓子作りで︑さら
れから動きなさい﹂です︒

西園

西園

る素材もあるし︑アーモン

ィー︑徳島ワシントンホテ

山根

３年刻みで﹁３年後には自

して︑返ってくる答えの数

男性が多いのですが︑女性

ドが高くなっています︒チ

て︑講師・小池正城氏︵︵株︶

ルプラザ︑徳島市

子は本当にすぐやめてしま

分がどこまで到達するの

や動き方を見て﹁この子は

は結婚や出産で長く勤めら

寺 岡 精 工 技 術 法 務 部 ︶︑ 三

しという話もあります︒

そういうチャンスが

ものが作れる︒そうした意

過ぎるので︑親が﹁もっと

に行って︑戻ってきたら﹁そ

ょうか︒

３年間はこういうステップ

す︒いろいろな学校の先生

が１・５くらいです︒男の

その通りです︒うち

味でこのオーブンは︑海外

違うことをしたほうがい

音楽活動とお菓
子作り

りありませんでしたが︑テ

西園

で︑いろいろなことを学ば

にも聞くと︑３割残ればよ

我々の会社でも︑ロ

目し一緒に﹁バンドをやり

い﹂といいました︒その中

いと思います︒

たい﹂というもう１つの狙

ろそろ雇ってあげよう﹂と

レビ番組で自分の通う高校

くるかを見ていたと思いま

せてもらいました︒

西園シェフは歌が上

イミングに好きなことをま

の近くの店がチャンピオン

す︒最初は外の仕事だけを

２年︑３年たったら

さに実現しようとしていま

になり﹁近くにこんなすご

試されていたのでし

す︒曲を作ったり︑演奏し

い人がいるんだ﹂と思い︑

か︑そのために何が必要か

多分続くだろう︑この子は

れないことがあるかもしれ

ョコレートは２０２０年

井ガーデンホテル千葉︑千

ンでは

考えてから動いたほうがい

無理だろう﹂が分かります︒

に︑なくなってしまうとい

ます︒

歳になったら音楽

活動などもできれば︑楽し
いですね︒
実は私がフェイスブ

先生として７年間教

シェフはどうしても

日︑第２回﹁食

品表示法及び食品表示

月

行事予定

葉市

日〜

日︑すご

日︑徳島スイー

ツグランプリ２０１６

月

城山公園︑松山市

ひめまつやま産業まつり︑

いもの博２０１６・え

月



い﹂と話します︒

３か月に１回個人面談をし

ません︒ただ︑僕の周りで

う話もチラッと聞いたりし

にチャレンジしたいことは

すぐに断られました︒どう

山根

山根

見ると︑現場で即戦力だっ

男性パティシェは︑

したらこの仕事に就ける

になりたい人に︑アドバイ

て︑１年後にパティシェで

ますが︑そこでは﹁このま

たり︑本当にばりばり働い

います︒

西園

か︑学ランを着たまま神戸

スはありますか︒

まだと絶対に続かない﹂と
２０１４年３月に卒

27

シェフとして働きた

海外の仕事がなぜ西

いを持ってアプローチしま

で初めてお菓子作りに触れ

なりました︒

分た

した︒来月一緒にステージ

山根

たりすることも︑お菓子を

高３の時に思いつきで﹁雇

からどういうことをしよう

のケーキ屋さんのシェフに

西園

残っている割合はどのくら

いう話をします︒僕は大体

私は今

師と︑展示会や講習会で時

作ることに近いのではない

ってください﹂と行ったら︑

ているのですか︒

間がほとんどないような状

でしょうか︒まさに︑アー

か考えました︒美術や音楽

相談したら﹁まず学校に行

いでしょうか︒

18

詰めてやりたいと思ってい

が好きで︑５教科より副教

きなさい﹂と言われ﹁１年

えていますが︑卒業する年︑

西園

素材は進化するとい

科で生きてきたので︑専門

最後に言うことは﹁プラン

１つの投げかけに対

山根

的なことをしたい︒高校生

間学校に行けば︑雇ってく

をしっかり立てなさい︑そ

高校生のころ︑これ

ックからお声をかけた理由

れるんですか﹂と尋ねると

26

28

これからパティシェ

は︑お菓子だけではありま

の頃は音楽をしており︑そ

﹁考える﹂と言われました︒

教え子が社会に出

せんでした︒西園さんがあ

の方向に進みたいと考えま

11

11

11

らいに︑あと

男女で言うと︑残る

況ですが︑自分の人生プラ

西園

歳で退職できるく

ティストですね︒

〜

山根

ました︒男子校だったので︑

スチームコンベクションオーブン

したが︑将来的に一か八か

パティシェにな
りたい人へのア
ドバイス

50

30

年で一気に

50

20

る結婚式で歌っている動画

50

フェイスブック
で仕事が来る

ティシェが写真を載せてい

を行いますが︑味は明らか

す部分も重要になるのでは︒

その②

に違います︒しっとり感は

西園

指導の落とし込みに︑役立

いと︑味が変わりますか︒

山根

水分の量で味や舌触

もちろん︑驚いたことは冷

自分からここに行き

西園

やしたほうがこんなにと思

つと思います︒

てで召し上がっていただく

りが変わります︒

日本食糧新聞社︑協同組合全日本洋菓子工業会

場合は︑常温でそのまま売

山根

聞き手：㈱ツジ・キカイ代表取締役社長 山根証 氏

お菓子を食べる環境はあま

ブラストチラーは︑

と︑職人さんのテリトリー

り場に出ていきますが︑パ

から︑プラス５度にし︑焼

日︵金︶に東京

は守らないといけないとい

ッキングしてギフトにする

きたての熱いプリンをその

日︵水︶〜

う意識が低いと思うので︑

場合︑冷凍したほうが水分

は２０１６年４月

西園

こういうプログラムがあれ

はしっかりと残った状態で

態になります︒

ロデュース業やメーカーと

ば〝ここを押す〟というマ

Seiichiro,NISHIZONO オーナーシェフ 西園誠一郎 氏

歳ですが︑このタ

冷やすスピードが早

のコラボで︑国内よりもア

ニュアルは︑きちっとした

15

に上がる夢が実現します︒

35

16

手なので︑音楽活動も考え

東南アジアでは冷や

ジアを目がけて出ていきた

焼き菓子の理想に向かって
創造／想像する
20

13 13

をアップされ︑それにも注

愛媛

徳島

千葉

15

50
50

第932号
聞 （平成元年２月９日
第三種郵便物認可）
新
業
工
子
菓
（毎月 15 日発行）

（９） 平成28年11月15日

引できる。たくさんの会社
が来場しているが、その中
から２社か３社にしぼって

回菓業青年会九州ブロック熊本大会・第

いる。

第
回全国菓子工業組合連合会九州ブロック熊本大会

さまざまな場面
で販売

では、吉田高成氏（㈱フジバンビ代表取締役社長）

地域社会に貢献する企業をめ

を講師に迎え「黒糖ドーナツ棒の誕生からイノベ
ーション２０２０

郵便局のふるさと小包で

とだ。機械の構想も機械メ

リーワンの機械化にしたこ

いた。店舗に「天皇陛下、

して選ばれ、食べていただ

には、天皇陛下のおやつと

年

も、約４年半、全国出荷個

ーカーと組み、全部私がし
皇后陛下、お召し上がりの

数第１位である。平成

黒糖ドーナツ棒を売り出

た。だから、成形機から全
栄」と書いている。ＱＶＣ

な要因は、手作りからオン

ざして」について講演会を開催しました。

先月号より続く。

す時のブランド戦略は、昔

部、当社のオンリーワンで

ブランド戦略

スーパーに売っていた時は

ある。

テレビショッピングでも

ゲリラ販売で求めるところ

年間、発信している。台湾
のテレビ放送でも、くまモ

その②
具体的にどうするかだ

活躍する企業評価を得る、

向上、事業の収益力の強化、

高計画・海外売上高比率の

は、昔からこうしとるけん」

構 造 は 変 わ ら な い。「 う ち

ど、従来の発想、施策では

てがそうはいかないけれ

とを強く言っている。すべ

その答えを追求していくこ

が、去年のテーマは「一人

新たなビジネスモデルの構

「これでよかです」という。

年間は、売上

一人の力を組織力に変えて

築、ハイスピードブランデ

それはそれで安定していい

と。我々の

極 め る 」。 み ん な 力 を 持 っ

ィングシステムの導入、全

が、今は世の中どんどん変

けて話している。

ているのだから、それを組

社共通の戦略的な取り組

わってきているので、先に

も溶けないチョコレート商

織の力に変えましょうとい

み、期間経営計画の目標達

品である。

商売なので、業績をきっ

成、資本効率化への取り組

仮想思考という答えを出

年も続く

ースを見る。最近は１、２

と肥大化し、ダメになるケ

ないが、企業は

会社も変身して
いく

ちりと管理しなければいけ
うことだ。

みなどを持っている。

今 年 の テ ー マ は「 Sta
」。
rt of the Innovation

し、求める成果を限られた

切りかえが難しい。もちろ

い。社長は寝てはいけない。

定ができなければいけな

ある。そこで社長の意思決

さらなる改革のスタート

時間に、最短で出す必要が

ん世代交代もあるし、これ

年でダメになることもあ

年たつとなかなか

会社の寿命は、潰れなく

張ることが必要だ。そして

は一般世間で言われている。

ても、

大切なことは、法令の遵守

で、これを付したら大地震

かない。環境の変化に取り

である。決めごとを守る。

が来てしまった。さらに頑

残されないように、素早く

また、消費者とのつながり

る。一生懸命に、まじめに

対応することが求められる。

も大切にする。当たり前の

コツコツだけでは、追いつ

会社も変身していかなけ

ことだが、お客様中心にす

時間ものごとを考えなさ

ればいけない。革新スピー

い、と言われている。現場

展示会などに出展してい

していただいた。台湾でも

して一歩も二歩も先に向か

増やす努力をしている。そ

客様が増えたかを勘定し、

る。成功する企業は常にお

善のループをしていくこ

Ａ、計画、実行、検証、改

てている。中身は、ＰＤＣ

期・中期・短期の計画を立

また、ビジネスなので長

る。会社では答えを出し、

ばかりしていることがあ

こに到達しない、言いわけ

出ているのに、なかなかそ

想思考がある。よく答えが

私の考えで社内条件、仮

ている。

ためにが、当社の基になっ

様から信頼をしていただく

と取る。ただ、一番はお客

ット、その優位性をきちん

中期・短期の目標、ターゲ

を優先にすること。また、

日本で一番大きな展示会

る。また、熊本県におやつ
だいた。パッケージにくま

っている。これは社員に向

社内条件、仮想
思考
ド意識と危機感を持たずに

ること。

にも毎年出展している。４

モンを使い、玄米パイを焼

ンと黒糖ドーナツ棒を紹介

いると、お客様の減少にな

日間の開催のうち、実際に
プロジェクトができて、認

きチョコ風にした、真夏で

展示会での取引
する会社を限定

に売っていたが、生協さん
や百貨店という範囲を決め
て売るようにした。そこに
こだわりの原材料と、優位
性を生かすための特長作り
がうまくマッチした。

お取引できるのは２、３社
証第１号として昨年５月

穂希さんの言葉だ。

に、当社から出させていた

度治るが、経済に薬はない。

くらいである。その代わり、

〝夢はかなえるものであ

かなり密度の濃い会社と取

松下幸之助さんは「志や着

いく。

我々もそこに商品を置いて

金 を 出 す こ と も い い が、

するのがいい。一方的にお

ていきながら、商品も販売

このような社会貢献をし

いる。

れに合わせた商品も作って

ンサートがある時には、そ

くまモンと一緒の童謡コ

ので、迷わないようにしな

とも経済の一部としてある

前触れがない。そういうこ

震度７の地震の時は、全く

台風は情報がある。熊本の

事は消せば何とかなるし、

震ほど怖いものはない。火

い。地震と一緒である。地

ことがいつ来るかわからな

下がって驚いた。そういう

結果により、株価が大幅に

う も の も 多 い。「 作 品 で は

ると、わけわからないとい

なってしまい、お客様が見

うしても手前みそなものに

一番大事な部分になる。ど

私もうまくできない。だが、

い。社員にも言っているが、

らわないと商品にならな

も作れる。商品は買っても

う言葉は、作品までは誰で

作品ではなく商品を〟とい

える努力をする〟これは澤

〝 夢 は 持 ち 続 け て、 か な

ことである。

ないとダメですよ」という

っていただける商品を作ら

ダメですよ、お客様から買

迷わないように
する

気かどうかだ。人間なら医

経済を人間に例えれば元

者に聞けば、病気はある程

色々な人の言葉

ければいけない。

ていただいている。

ることと求め続けた結果〟

時から３時まで仕事

名の

〝運と縁とツキも実力のう

引き受けており、約

眼が高ければ迷うことはな
方が

い」と言っている。現代の

祥明さんとは、商品開発を

歌舞伎座でも限定黒糖ド

して、自然の大切さを伝え

ち〟これはジャイアンツの

いると何かいいことがある

企業の敵は時代の変化で、

のだろう。通信販売が１日

ーナツ棒を販売し、東京で

熊本、女子サッカーの益城

をしている。それまでは支

〝 心 を 揺 さ ぶ る 新 商 品、

桑田投手の講演会で聞いた。

ルネサンス熊本も益城にグ

る絵本を作り、県内の幼稚

市場は始終変わっている。

で助かりました」というお

に５０００件入り、こなせ

先日、イギリスの国民投票

手紙を頂戴した。

ラウンドがあるので支援し

ふるさと祭りも出させてい

ンピックを前に、ますます

スポーツ支援

ただいている。

一極化されるので、やはり
東京でいろいろしていかな

援センターに持ち込んでい
また、当社では障害者を

たが、２年前から当社に来

た。頑張ってするそうなの

30

手作りからオンリ
ーワンの機械化へ

24
園・保育園に配った。

で、協賛の約束をした。

10

フジバンビが伸びた大き

フジバンビの基
本原則

10

ないほどになっていた。

スポーツは体力回復しな

までは、東京の試合でも観

協賛として沖縄は黒糖で

女子ワールドカップ優勝

ている。

１月には東京の南青山に

ければならないが、糖分を

の関わりがあるので音楽の

ければいけない。

事務所を作って、営業して

客は１０００人もいなかっ

協賛事業

２・コンプライアンス意識

た。それがなでしこジャパ

イベント、琉球の風～島か

与えることが一番早い。中

ら島へ～のスポンサーをし

でも黒糖は二糖類なので消

ンが世界一になると、ＩＮ

ている。例年５月だが、今

おり、東京の情報を収集し

ＡＣ神戸のホームゲームに

年は被災のため

ている。

化吸収が早い。脳の発育は

１万８千人の観客が来た。

の確立、３・適切な衛生管

ほとんど糖分と言われてお

試合後のセレモニーで、選

理・品質管理の基本、４・
適切な衛生管理・品質管理
を行うための体制整備（Ｉ

東日本大震災支
援物資

り、そこから体を癒やして

手の一人が「皆さん、黒糖

月のカントリーミュージッ

月になっ

いくので、スポーツ事業に

ドーナッツご存知ですか？

フジバンビが、いかに社

Ｓ Ｏ ２ ２ ０ ０ ０）、 ５・ 情

おいしいお菓子なので検索

報の収集・伝達・開示等の

サッカーのＩＮＡＣ神戸

力を入れている。

や野球のソフトバンクホー

会貢献できるかを考えてい

日に社員

る。東日本大震災の翌日の
２０１１年３月

クのイベント、カントリー

取り組み、この５つである。

東京の情報を収集

して買って下さい！お願い

テレビで放映され、フジバ

月には熊本県に

熊本城マラソンの時に

回を数える。

クス、キッズサッカー大会

を招集し、徹夜で生産して、

日に５万

ある福祉施設にいる、約１

毎年

ゴールドも
万本、３月

日の夕方に黒糖ドーナツ
棒

ンビがクローズアップされ

本を自衛隊に積んでもらい

は、１万人に黒糖ドーナツ

海外で流行る、ブランド化

千人の子どもたちにお菓子

などを支援した。

しまーす」と言ったのが、

10

をプレゼントしている。葉

棒を配布している。

吉田高成氏

フジバンビの基本原則は

吉田高成氏（㈱フジバンビ代表取締役社長）

た。恩恵を受けたといって

福岡空港から空輸した。た

それからＪ２のロアッソ

くさんの方から「甘いもの

60

１・消費者基点の明確化、

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
はおかしいが、支援をして

27

東京オリンピックの２０
２０年を考えてみると、こ

30

18

している人間が集まる、そ

れから時代、東京で流行る、

10

25
16

30

62

れは東京だと思った。オリ

12

12

15

13

10
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日本食糧新聞社︑協同組合全日本洋菓子工業会

日︵水︶〜

日︵金︶に東京

は２０１６年４月

回デザート・スイーツ＆ドリ

一幸庵︶を講師に迎え﹁和菓子を世界

日本文化を伝える﹂をテーマに講演を行いま

その②
パに行った時︑ワインやウ

外務省の仕事でヨーロッ
な話はできない︒彼らにし

って行き︑作れという無理
ーしようか﹂と聞いた︒彼

ので﹁練り切りをレクチャ

た︒彼女の趣味は盆栽だ︒

半日練り切りをいじってい

ェールが︑うちに来た時︑

に選ばれた事のあるパテシ

ちが︑和菓子に目を向けて

は﹁是非今と同じことをし

いる︒

てくれ﹂と言った︒彼のア

ョンをしたら︑こういう手

だから︑和菓子は進んで

てみると練り切りでいろい

品みたいなものを喜び︑大

外国に出ていくことが必要

ろな形を作ることは︑手品

パリのショコラティエの

変興味を示してくれた︒た

だ︒私は︑海外に練り切り

イスキー︑日本酒を使った

ジャン＝シャルル・ロシュ

だ︑作ることを要求するの

和菓子を食べていただい

チを使った和菓子ができる

ーがうちに来て︑練り切り

は難しい︒

このように頂点に立つ人た

ことに驚いた︒いきなり︑

で遊んでいた︒私は１週間

トリエでデモンストレーシ

練り切りから入ると難しい︒

後︑パリに行く予定だった

と一緒である︒

また︑彼らは一つ一つの

た︒彼らはワイン︑スコッ

お菓子を手で作る経験がな

日本に来ると︑合羽橋で包

か︒シェフやパティシェが

ろをどう彼らに見せていく

い︒日本人のそういうとこ

が︑彼らは当たり前ではな

きれいに切れて当たり前だ

び︑日本に来た時︑うちに

性のオーナーシェフは喜

りの椿を作ってあげた︒女

うレストランでは︑練り切

なって作る︒サンパウとい

シェが︑練り切りを夢中に

バルセロナの若いパティ

いる︒

フやパティシェがたくさん

かしたいと思っているシェ

ら︑難しい︒しかし︑何と

は形があってないものだか

がない︒まして︑きんとん

純なだけに︑まねのしよう

ない︒茶巾絞りも︑形が単

調達できないし︑形も作れ

るわけではないし︑材料も

もできない︒自分の国にあ

子は自分たちでは︑どうに

ではいかないが︑理解され

でも記憶に残れば︑定着ま

こうだったんだ﹂と︑１つ

に作っていたんだ︒材料は

いうものだ︒こういうよう

て も ら う︒﹁ 和 菓 子 は こ う

り切りや他のお菓子を作っ

たパティシェたちにも︑練

で作ってみせる︒見学に来

紹介してもらい︑アトリエ

あげたり︑パティスリーを

で料理を食べた後︑作って

を持っていく︒レストラン

丁を買う時代だ︒そういう

寄ってくれた︒そのくらい

い︒型に入れるか︑切るか

日本人の感覚を彼らに伝え

彼らは興味があるが︑和菓

和菓子を作りたければうち

出ていったらいいのかとい

難しい︒米粉をどこで調達

ま外国に持って行っても︑

ただ︑今の和菓子をそのま

に来てください﹂と答えた︒

うと︑疑問がある︒原材料

和菓子がそのまま外国に

がすぐには調達できないか

だ︒ルレデセールの会員の

すればいいか︒また︑米粉

白玉粉︑新粉︑たくさんあ

る︒いきなり練り切りを持

りした方が多かった︒

色のついた豆を普
通に食べる時代

そ︑美味しい事が最も大切

ンにどう応用したらいい

介する︒また︑海外の人に

のではなく︑海外に出て紹

わなかった︒彼は納得した

もらったら︑黙って何も言

でも︑見本を作って食べて

だ﹂と︑疑問に思っていた︒

かわからないが︑東南アジ

る︒業態として出て行ける

ティシェも来たことがあ

アやニュージーランドのパ

だから︑和菓子屋は日本

トップパティシェと交流

来てもらい︑和菓子に風穴

にこもっているのではな

食感が苦手という話を聞い

を開けてもらう︒それが次
も︑外国人は喜ぶ︒それく

く︑海外に出ることが必要

は︑何もならない︒和菓子

たことがある︒外国の方に

か﹂ということまで考えを

らい関心を持っている︒餡

した時﹁あなたの作ったパ

屋が発進力を持ち︑国内は

和菓子を召し上がっていた

発展させる︒

はまずいものではない︒彼

だ︒国内の和菓子の地位も

イと私の作った餡を合わせ

もちろん︑海外に発進して

だいた時︑ダメな反応が返

である︒餡だけ持って行き︑

和菓子屋が海外に行く

らには初めての食べ物にな

向上するし︑海外には文化

て食べてみてくれ﹂と言っ

いく︒

パイに塗って食べさせて

時︑練り切りを持って︑デ

るが︑食べてみたい人はた

を理解してもらえる︒和菓

たら︑パティシェは﹁パイ

世界遺産に和食が認定さ

ちもわざわざ来る︒大使公

方はもちろん︑一般の人た

和食レストランをしている

菓子の話を聞きたい人は︑

間かけてきた人もいた︒和

ンマークでも飛行機で１時

海外に行ったから︑そうい

熱意が伝わってくる︒私は

文化を吸収したい︑という

見る︒何とか日本のお菓子

作ると︑みんな一生懸命に

練り切りで椿や牡丹︑桜を

になって良かったと思う︒

てくれる︒本当に和菓子屋

作っていきたい﹂︑﹁マジパ

り切りのサイトをみたが︑

一生懸命に聞いてくる︒﹁練

の細工はどう違うのかも︑

わった︒マジパンと和菓子

て嬉しい﹂という感覚は伝

﹁日本のお菓子に触れられ

何だかよくわからないが

った︒できあがったものは

回すには︑国内にとどまる

迫ってくる︒和菓子をかき

ていないと︑後ろに若手が

パティシェが常に走り続け

なかった︒洋菓子はトップ

していて︑かき回す人がい

守っていればいい﹂と沈殿

和菓子は今まで﹁伝統を

アジアやＡＳＥＡＮと欧米

べるのはアジアだと思う︒

が多く出てきたが︑餡を食

か︒また︑ヨーロッパの国

らのほうがいいと思われる

として出ていくのか︑どち

いくためには︑輸出か業態

質問・海外に和菓子が出て

んでくれる︒オーストラリ

だ︒和菓子を作ることを喜

とんどが東南アジアの方

験で受け入れているが︑ほ

外国人のツアー客を実習体

とがいい︒また︑今︑私は

が︑業態として出ていくこ

回答・材料の調達は難しい

いるか︒

では︑どちらが有望と見て

があれば︑問題ない︒

その辺を克服できるお菓子

んでいても同じだという︒

と思われる︒いつまで︑か

分からないようで︑苦手だ

を︑いつ飲み込んでいいか

彼らはお正月に食べる餅

こだわる必要はない︒ただ︑

羽二重餅が好きだ︒あまり

ジアの方たちはわらび餅と

回答・フランス人︑東南ア

ってきたことはあったか︒

アの方は興味を持つ︒まだ︑
ペイン人のパティシェが待

モンストレーションをすれ

くさんいる︒

子はもっともっと発進力を

と餡を合わせてどうなん

のだろう︒そのくらい和菓

っている︒ただ︑日本人が

ば喜ばれる︒海外に出て向

チェコの料理学校で講習

持たなければいけないと思

の世代に和菓子を伝える試

一歩踏み出していない︒私

こうのお菓子を見たり︑パ

した時は︑お祭りみたいに

う︒

和菓子屋が無いのだろう︒

これからは︑和菓子が海

はヴァローナを通じて︑い

ティシェと話していると

騒ぎ︑人の話は聞かずに︑

質問・タイでは︑もち米の

外に打って出るチャンス

ろいろなパティスリーを紹

﹁和菓子はすごい︒私のし

どんどん勝手に作ってしま

子は力を持っている︒それ

だ︒ただ︑経済効果は未知

介してもらうが︑ロサンゼ

ていることはこんなに凄い

を大事にしまっていたので

数で︑まだそこまではいか

ルスでワークショップを開

ことなのだ﹂と再認識させ

金石になる︒

ないだろう︒しかし︑日本

いた時︑若い子がニューヨ

驚く︒日本人の性格から︑

切り口がシャープなことに

トップパティシェさえも︑

の種類の多さに﹁本当に全

るが︑彼らに話しても︑米

日本の資産だけであっては

研修する機関はあるのか﹂

部使いこなしているのか﹂

の文化ではないので難しい︒

いけない︒フランス人やア

先月号より続く︒

らだ︒米粉や小豆があるわ

とびっくりしていた︒薯蕷

ただ︑そういう感覚は大分

メリカ人︑ドイツ人︑イタ

と聞かれ﹁日本にはない︒

けでもない︒チェコの人が

粉︑寒梅粉︑微塵粉︑餅粉︑

薄れてきた︒小豆という感

海外には必ず練
り切りを持って
いく

茶会を開く時︑自分たちで

有色人種が食べる﹂と言っ

覚も薄れ︑色の着いた豆を

日本人の感覚を
伝える

お菓子を作らなければなら

ていた︒だから︑彼は最初

リア人︑ポルトガル人︑ス

ていくのではないか︒

に小豆を使う時︑餡ではな

普通に食べる時代が来てい

フランスのベストシェフ

な い︒﹁ 日 本 に︑ 和 菓 子 を

く︑ドライフルーツという
る︒

の食文化にこういうものが

ークから飛行機で来た︒デ

れたが︑決して遺産ではな

邸でも講習会をしたが︑定

うことを感じた︒だからこ

代になってきた︒

い︒次の世代に伝えていか

人のところ実際︑ふた

質疑応答から

なければならない資産だ︒

員

パティシェが和菓
子を待っている

特に和菓子はガラパゴスな
ので︑世界の資産だと思う︒

を開けたら︑満員でお断わ

50

終わりに

あると伝えるには︑いい時

日本のお菓子文
化を吸収したい

サダハルアオキ氏がうち
感覚で使っていた︒そのほ

水上 力 氏（お菓子調進所 一幸庵）

うが受け入れられやすい︒

日本文化を伝える

に来た時﹁白い豆は白人が

和菓子を世界へ

食べる︒色の付いたものは

した︒

へ

子調進所

ンク展を開催しました︒同展では水上力氏︵お菓

ビッグサイトで第
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洋菓子講習
教師

︻基礎編︼
阿部 悟

粉末アーモンド⁝⁝⁝
粉糖⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

お湯⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝
バター⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝
小麦粉⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

Ｂ．クレーム

ｇ

ｇ

板ゼラチン⁝⁝⁝⁝⁝

お湯⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

粉末コーヒー⁝⁝⁝⁝
ｇ

ｇ
︵２︶Ｂを仕込む︒

分位の焼成︒
てしっかり泡立てながら冷

❷泡立てた卵黄に①を加え

のものをすり切る︒

縮コーヒー液を合わせ適温

用ナパージュヌートルに濃

サイド全体にクラムにした

︵８︶セルクルからはずし

ビスキュイをつけ︑飾り用

ます︒

❶お湯で溶かした粉末コー

のチョコレート等で仕上げ

︵５︶Ｅを仕込む︒

ヒーとふやかして溶かした

❶クリーム︑牛乳︑卵黄︑

ングレーズソースを作る︒

板ゼラチンを合わせる︒

る︒

グラニュー糖︑バニラでア

％︶⁝７２０ｇ

❷①の熱いうちにふやかし

❷︵４︶のパータボンブと

︻作品のコメント︼

ｇ

ｇ

た板ゼラチンを加え裏ごし

①を混ぜ合わせ︑グラニュ

コーヒー濃縮液⁝⁝⁝

て︑優しい口当たりになり︑

のブリュレで和らげてい

ｇ

⁝⁝⁝⁝１５０ｇ

ナパージュヌートル

Ｆ．仕上げ材料

グラニュー糖⁝⁝⁝⁝

クリーム︵

ｇ

ヴァニーユ

ｇ

卵白⁝⁝⁝⁝⁝⁝１１０ｇ

クリーム︵

グラニュー糖⁝⁝⁝⁝
ｇ

冷やす︒

ー糖を入れ泡立てたクリー

飾り用チョコレート

ほろ苦いコーヒーのムー

個分入れる︒

ｇ
キシパンに

❸直径４㎝高さ２㎝のフレ

ｇ

ｇ

％︶⁝２００ｇ

ｇ
牛乳⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝
卵黄⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

ｇ

グラニュー糖⁝⁝⁝⁝

卵黄⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

ｇ

卵⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝１１０ｇ
粉末コーヒー⁝⁝⁝⁝

︵６︶組み立て︒

にホイップする︒

かし︑その中にフィヤンテ

ラリネノワゼットを温め溶

❶ミルクチョコレートとプ

切り冷凍する︒

スを型の上面に合わせすり

︵２︶を入れて残りのムー

量 入 れ て︑ 型 か ら 外 し た

❷①に︵５︶のムースを半

ました︒

っぽいシンプルなものにし

仕上げは秋を感じる大人

ます︒

良いアクセントになってい

プラリネノワゼット

に行われた同祭は︑実演コ

パンのハーモニーをテーマ

みんなで奏でるお菓子と

域では恒例のイベントにな

たお菓子やパンも販売︑地

れた︒会場では学生が作っ

栗だよりや秋桜などが催さ

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

日本菓子専門学校

カフェ

個分︶

ブラジリアン
︻配合︼

Ａ．ビスキュイ

︵５・５㎝×５㎝

❶直径５・５㎝高さ５㎝の

スをセンターのバニラ風味

さに抜いたビスキュイを載

ムを混ぜ合わせる︒

せて冷凍する︒

底のクロカンノワゼットが

❹︵１︶の直径４㎝の大き

︵１︶Ａを仕込む︒

底に︵３︶を入れる︒

︻工程︼

❶粉末アーモンドと粉糖︑
︵３︶Ｃを仕込み︒

❷お湯で溶いた粉末コーヒ

ィーヌを入れ混ぜ合わせる︒

ｇ

⁝⁝⁝⁝１００ｇ
フィヤンティーヌ⁝⁝
ボンブ

ーナーで洋菓子はフルーツ

っており︑正午過ぎには売

FAX.0283-23-5401

TEL.0283-23-7331

バニラスティック

板ゼラチン⁝⁝⁝⁝⁝３ｇ
卵黄︑卵をミキサーで充分

⁝⁝⁝⁝１／２本

ノワゼッ

ーと溶かしたバターを①に

❷セパレート紙にはさみ︑

︵ ７︶︵ ６︶ の 上 面 に 加 熱

Ｃ．クロカント

混ぜ合わせる︒

３㎜厚に延ばして固め直径

ト

❸卵白とグラニュー糖でメ

５㎝の大きさに抜く︒

ｇ

レンゲを作る︒

︵４︶Ｄ仕込む︒

ミルクチョコレート⁝

Ｄ．パータ

❹②に③の半量のメレンゲ

子やどら焼き︑パンではチ

を合わせ︑ふるった小麦粉

ーズクッペやメープルメロ

れた︒体験コーナーでは洋

ンを実演︑試食も可能にさ
日本菓子専門学校︵秋田

菓子がグラスペンダント︑

勝校長︶では

の焼きタルトやチョコレー

り切れた︒

イチゴクレープ︑和菓子は

月３日︑第

日本菓子専門学校

第 回日菓祭を開催

ｇ

める︒

ップを作り１１６℃に煮詰

❶水とグラニュー糖でシロ

❺２００℃のオーブンで

る︒

と残りのメレンゲを合わせ

卵黄⁝⁝⁝⁝⁝⁝１００ｇ
水⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝
グラニュー糖⁝⁝１００ｇ
カフェ

ボンブ⁝⁝Ｄ全量

Ｅ．パルフェ

29

回日菓祭を開催した︒

11

パータ

ＦＡＸ ０３−３４０７−５４８６

栃木県佐野市村上町903

38



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。

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

東京営業所

29

ト細工︑和菓子では上生菓

体験コーナー

本社工場

65 10 10

話 ０３−３４００−８９０１
電

http://www.namisato.co.jp

URL
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