第９回

全国大会を開催

全国菓子工業組合
連 合 会 青 年 部

日にインテックス大阪国際会議

ができました。これこそが

とく話が弾む関係を築く事

と遠方の友と再会するがご

います。今となっては会う

下さったからと、感謝して

が若輩の青年部長を支えて

せたのもブロック長の皆様

長より「第９期が無事過ご

会議は、先ず槌谷青年部

九州の皆様が熊本に集まり

難しいと感じていた中で、

まして、地震により開催は

熊本のブロック大会におき

する事が出来ました。特に

皆様と出会い、感動を共有

大会を通して、様々な所で

の２年間、各地のブロック

ないかと感じています。こ

に、ユネスコ文化遺産され

けて発信できる地域ととも

和菓子・洋菓子を世界に向

を代表する観光地として、

部長より「近畿地域は、日本

農政局石塚経営・事業支援

れた。次に農林水産省近畿

志だと思います」と挨拶さ

は、火の国ならではの熱い

す」と挨拶があった。次に

取り組みを期待していま

す。お菓子産業の前向きな

上回る実績が続いていま

について、毎年対前年比を

ています。お菓子の輸出額

に発信していくことを考え

本食や食文化の魅力を世界

捉えて積極的に活用し、日

います。ぜひ日本の隅々ま

をお届けする事だと思って

全で安心なおいしいお菓子

伊勢さん菓子博の２大イベ

今年はモバックショウとお

と共に努力していきます。

と思います」と挨拶された。

ントで日本の菓子業界を大

ド、愛工舎製作所株式会社

いに盛り上げてまいりたい
機械メーカー含めて、皆様

より行われた。

でおいしいお菓子を届ける

大博覧会・三重について「前

懇親会では㈿日本製パン

ことができるように、我々
使命は、消費者の皆様に安

日に内覧会と懇親会、初日

製菓機械工業会青年部の

日本製パン製菓機械工業会

組みとして内覧会の参加、

にお菓子を配って頂ければ

増田理事長より「私たちの

るなか、菓子産業の皆様に

初日に皆様より集めさせて

と思いますので、ご協力を

た和食の発祥の地です。日

議事では代表者会議の報

いただくお菓子を、入場者

本の食に対する期待が高ま

告がなされた。まず事業報

の皆様に振舞いたいと考え
翌日のエクスカーションで

で青年部全国交流会を行い

ています。このため、各ブ

お願いいたします。シンボ

方々も駆けつけ、懇親を深

月～５月イオンで菓子博Ｐ

す」との挨拶があった。次

せて頂きたいと考えていま

会を含め現在１００名が参

作会を立ち上げ、洋菓子協

す。県内でシンボル展示制

巨大工芸菓子を作っていま

○木内政和（関東・甲信越

海道ブロック長）

○長谷川浩一郎（東北・北

○槌谷祐哉（部長）

期役員（敬称略）
Ｒイベントとして青年部の

に、熊本地震に対する各県

加し追い込みをかけていま

◎第

めた。
ル展示は

お菓子の販売などについて

青年部よりの支援に対し、

野監事へ感謝状が授与さ

会計幹事、内ケ嶋監事、天

副部長、松下副部長、村中

続いて、退任される亀井

われ、終了後には製菓用機

発表会（２面参照）が行な

第二部では褒賞制度審査

ています」と説明があった。

ないスイーツの販売を考え

も、菓子博でしか食べられ

長）

○大串久昭（九州ブロック

ロック長）

○田村正太郎（中・四国ブ

○松田明（近畿ブロック長）

長）

○西野嘉高（中部ブロック

青年部役員の紹介（別項参

なります。また、菓子博が

れ、亀井副部長が代表とし

械新製品発表が株式会社マ

ブロック長）

行われる大きな事業がひか

て挨拶をした。この後、三

スダック、株式会社コバー

期は青年部が発足

えている年になりますの

回全国菓子

重県菓子工業組合青年部早

で、我々

年を迎える節目の年に

期の役員一同精

川部長より第

り「第

一杯務めてまいります。全

27

し

菓博に向けて青年部も取り

す。また、中部ブロックで

10
りお礼の言葉があった。

10

照）があった。槌谷部長よ

報告された。次に第

熊本菓業青年会井手会長よ

10
期の

ｍ×５・５ｍの
ロックよりお菓子を購入さ

告では、

年２月に名古屋

ブロック大会を開催した事

われます。あらゆる機会を

の観光客が来日されると思

ます。世界の各地から多数

パラリンピックが開催され

０年には、オリンピック・

思います。３年後の２０２

も好機と捉えて頂きたいと

都道府県１０３名の若人が参加

全菓連青年部（部長槌谷祐哉氏）では２月

都道府県１０３名の若人が参加した。今大会も㈿日本製パン製菓機械工業

業展（以下モバックショウ）と提携して行われた。今大会では褒賞制度審査発

会（理事長増田文治氏）の協力を得て、同会が実施する国際製パン製菓関連産

ら

ホールにおいて全国菓子工業組合連合会青年部第９回全国大会を開催、全国か

22
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青年部に参加する意義では

青年部全国大会
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表会や銘菓交換会、製菓用機械新製品紹介が行なわれた。

全菓連理事長賞「和菓子甲子園」

褒賞制度審査発表会

菓子博会場を視察、同年４

28
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（１） 平成29年３月15日

第

回 優良経営食料品小売店等
表彰
事業

独創的な経営技術を表彰

ザインコンクールも実施︒

生を対象とした和菓子のデ

▽トゥジュール・稲木稔氏

雄氏︵大阪府大阪市生野区︶

▽あもや

郡与謝野町︶

▽㈲髙山製菓・髙山一郎氏

促進機構会長奨励賞

◎︵公財︶食品流通構造改善

賀県佐賀市︶

▽㈲いさごや・中神憲三氏

潟県新潟市中央区︶

▽㈱念吉・佐藤一郎氏︵新

氏︵埼玉県深谷市︶

阪市︶

・馬場末雄氏︵大阪府東大

▽御菓子処

東大阪市︶

おほい堂本舗

▽㈲長崎屋・井上昌一氏︵長

だ自分達の知らない未知の

﹁いしかわ﹂ではまだま

化を発信した︒



南春日・南田孝

崎県長崎市︶

▽㈲粉吉・日方通弘氏︵和

５ つ の 味 の﹁ 長 崎 口 砂

︵静岡県湖西市︶

香﹂︑桃の節句に食べる﹁桃

︵千葉県南房総市︶

する組合などを発掘し表彰

カステラ﹂の伝統菓子に加

︵鳥取県岩美郡岩美町︶

する︒菓子関係の受賞者は

え︑長崎に多くいる尾曲り

褒賞制度審査発表会

全菓連
青年部

掲載された︒金賞作品は会

材等があり︑各種新聞にも

持った方もたくさんいる︒

なく︑これを機会に興味を

資源︵農作物︶がたくさん

知らなかった﹂素晴らしい

子で応募を募り︑書類選考

全国の高校を対象に和菓

とタイアップして告知活動

作品の再現販売し︑百貨店

沸いたチーム︒和菓子の未

表した子︑優勝して歓喜に

んのメンバーと共有して︑

い資源︵農作物︶をたくさ

たくさんの想いをお菓子に

をした︒

来につながる﹁全国和菓子

次審査をした︒審査員

乗せて故郷﹁いしかわ﹂か

で

甲子園﹂を続けていくこと

を造り上げ

造的な菓子

ル﹂など創

生キャラメ

﹁甘こうじ

市

大阪府病院年金会館︑大阪

渡邊束穂氏︵同総括主査︶︑

課食品表示グループ主査︶︑

府健康医療部食の安全推進

て︑講師・木元大氏︵大阪

要と食品表示基準につい

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。

FAX.0283-23-5401

︵公財︶食品流通構造改善

次の通り︒

猫をイメージした﹁長崎オ

歌山県和歌山市︶

◎農林省食料産業局長賞

マガリにゃまがし﹂を作っ

▽絹屋・西田隆氏︵大阪府

回優良経営食料品小売店等

▽㈱あん庵・松田明氏︵大

▽㈲西間堂本舗・西倉郁夫

全国コンクール﹂の入賞店

阪府羽曳野市︶

▽㈲創菓苑・﨑村文雄氏︵佐

がこのほど決定した︒同コ

促進機構主催による﹁第

ンクールは独創的な経営技

﹁第６回︑第７回全国和菓

農作物や﹁知っていても︑

子甲子園﹂大阪府生菓子青

を作った高校生も珍しくは

定された︒

眠っている︒この素晴らし

にも注目されＴＶの密着取

◎日本経済新聞社社長賞

勝負に負けた悔しさを涙で

○全菓連理事長賞

羽曳野産いちじくを︑こだ

店舗で優勝

た︒﹁ さ る く 見 聞 館 に も 認

わりなめらかプリンは富田
員和菓子店の

羽曳野丘陵いちじく畑は

上げている全国の中小の食

年クラブ

術を駆使し︑優れた業績を

料品小売店︑また︑食品流
▽㈲戸田屋・戸田正宏氏︵山

餡にティラミスやラ・フ

形県山形市︶

林産の地卵と地元の農産物
を使っている︒また︑小学

通の効率化︑環境対策︑地
域活性化などを共同で展開

ランスを入れた洋風大福や

第７回大会は﹁笑顔

小

は大阪府生菓子青年クラブ

ら全国へ発信したい︒また︑

黒糖カラメルと餡の和風プ

は和菓子界の役目である︒

わ発！農菓プロジェクト﹂

年部

のノウハウをモデルケース

○特別賞

ＩＮ

れぞれの団

﹁いしかわ﹂

﹁本菓子文化交流会

県内若手農業と菓業のそ

豆と餅米を使った未来につ

組の応募があった︒

参加してくれた高校生に間
違いはない︒初めて和菓子

の地域資源

タイ王国

として伝えられるまでにし

︵農作物︶

チェンマイ﹂近

の掘り起し

体メンバー

の実行委員５〜６名で行っ

リンなど︑洋菓子の要素を

で実技審査を実施し︑審査

花︑上野広大︑浦口彩夏︑

畿ブロック

日︑食品表示講

行事予定
３月

ることで新

習会﹁食品表示法の概

たな菓子文

那白花雅﹂

どら焼き支

﹁かがやく

源を使い

その地域資

を行った︒

ておきたい︒

このような取り組みは︑全

員は全国菓子研究団体連合

角谷さつき︑佐々木綾香︑

劉芊伶

○優秀賞

○全菓連青年部部長賞

た︒基準は菓子の完成度︑

︵埼玉県稲毛市︶

会西尾会長始め業界関係者

愛未︑製パン科・藤森沙耶

佐藤朱夏︑佐藤綾太︑佐藤

◎日本菓子教育センター理

との出会い

なげたい和菓子﹂をテーマ

取り入れたオリジナル和菓

▽㈱かつら屋・奥田辰造氏

・茶道関係者・学校関係者

◎精励賞

瑠香︑神好美︑荘佳玲︑髙

三浦渚︑横井あす花︑製パ

事長賞

の中︑相互

国各地でうねりとなって起

︵大阪府富田林市︶

で５〜６名で行った︒実技

和菓子科・佐藤佑羽也︑庄

柴馨︑時田あかね︑永澤佑

ン科・植田貴子︑増梨花

﹁第４回・第５回大垣菓子

こってくると考える︒その

に

◎︵公財︶食品流通構造改善

なので味はもとより︑作品

司結︑鈴木美貴︑田村愛︑

莉︑野口美乃里︑古旗美香︑

敬称略︶

◎努力賞

洋菓子科・中山佐綾︑藤野

農菓プロジェクト

の現状や悩

﹁農菓︵のうか︶プロジェ

表現︑レシピ︑ネーミング

促進機構会長賞

の表現や作業性︑プレゼン

藤縄玲︑洋菓子科・大髙朋

前原奈苗︑和久零︑製パン

◎優等賞

和菓子科・尾島完治︑清水

愛未

博﹂岐阜県菓子工業組合青

クト﹂石川県菓子工業組合

等で上位

▽㈱オオサワ・大澤安明氏

力︑時間配分も審査対象に

香︑川村芽衣︑木森美鈴︑

科・小菅洋平︑松本実夏︑

学科卒業式・第１回ハイテ

和菓子科・柴田奏美︑洋菓

美里︑田中菜穂子︑蜂須賀

この企画の一番の主役は

子を提案している︒

組を選考した︒

◎日本政策金融公庫総裁賞

︵富山県富山市︶

組は辻製菓専門学校

▽パティスリーヴァニーユ

なる︒第１回よりマスコミ

島汐里︑早川萌子︑布川さ

クニカル科修了式は３月７

子科・池村実音花︑伊藤真

直己︑洋菓子科・石渡璃々

みを共有し

時には他の地域へ﹁いしか

上位

・小西孝之氏︵京都府与謝



名︑修了生はハイテクニカ

くら︑星菜々美︑松本若菜︑

名

ル科４名であった︒褒章関

今期卒業生は
日本菓子専門学校︵校長

係者は次の通り︒︵順不同︑

日本菓子専門学校
回製菓技

日︑玉川区民会館で挙行さ

里︑上野海優︑齋藤奈月︑

回製パン技術

秋田勝氏︶の第

れた︒今期の卒業生は１９

中山佐綾︑西田和代︑藤野

57

TEL.0283-23-7331

栃木県佐野市村上町903

20

青年部

▽㈲ホイップ・多田和正氏

12

TEL.06-6307-7331

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

1
12

名︑洋菓

１名で和菓子科

子科１１１名︑製パン科

23

本社工場

http://www.namisato.co.jp

26
44

東京営業所

26

術学科・第

56
36

URL
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大阪

優良経営食料品小売店等全国コンクール

平成29年３月15日 （２）
（毎月 15 日発行）

聞
新
業
工
子
菓
（第三種郵便物認可）

第936号

お客様の笑顔が私の喜びです

を持つほど︑うどんのイメ

﹁うどん県﹂とサブネーム

香川県といえばうどん︒

両親と共に悩んだ︒何より

れから続けていくかどうか

のタイミングであった︒こ

時であり︑私にとって最悪

に大型店舗が進出してきた

ほくろ屋菓舗

ージが強い︒そのさぬきう

この厳しい環境の中︑両親

けるのか？ひとり悩む日々

どん発祥の地としてメディ

であった︒そんな時に妻に

アなどに取り上げられる

に位置する綾川町に当店ほ

の守ってきた店を続けてい

くろ屋菓舗がある︒当店は
出会った︒彼女は私の悩み

﹃香川県のへそ︵真ん中︶﹄

周

と背中を押してくれた︒こ

を聞き﹁一緒にやろう！﹂

山田泰史さんと奥様

年を迎える︒長年両親が守

１９６８年創業︒来年

ってきた味︒地元のお客様
れが２年前の出来事︒今思

カタログを作ろう！ＰＣを

のためにと続けてきた店︒

教えてもらって作りた

そんな時︑妻から﹁商品

を送っていた︒

い！﹂と提案があった︒私

組みをしようと考えていた

協 し た く な い ﹂﹁ お 客 様 に

は﹁お菓子屋がＰＣ？﹂と

矢先︑原材料費が高騰︒私

美味しい商品を食べてもら

半信半疑ではあったが︑妻

えば︑これが私の人生と当

結婚を機に︑事業継承を

いたい！﹂その一心で︑そ

の前向きな気持ちが嬉し

店が変わっていく転機だっ

行い︑２０１５年４月に合

れまでと変わらず︑朝から

２年前までの店の様子は︑

饅頭屋さん﹂のイメージで

同会社ほくろ屋を設立︒こ

晩までお菓子づくりの日々

皆さんの頭に思い浮かぶ

ほぼ間違いないと思う︒

れから妻と当店を多くの人

は﹁価格を変えず︑味も妥

当店の事業継承は︑両親

に知ってもらうための取り

たと思う︒

も歳を重ね︑そろそろ⁝と

想う﹃ほくろ屋菓舗﹄の将

るために私と妻は自分達が

り︑ 集 客 は 前 年 比

を更新︒これらの効果によ

ページを作成︑毎日ブログ

％Ｕ

来を夜遅くまで話し合い︑

成するためにどうすればよ

またＩＴＣからは目標を達

る︒

Ｐ！売上も順調に伸びてい

もしあの時︑妻の提案が

事業継承して２年︒今︑

なければ︑一緒に目標を共

私は毎日がとても充実して

いかのアドバイスをもらっ

ではなく︑父から受け継い

いる︒お客様も増え︑お客

た︒そしてその想いを妻と

だ和菓子を大切にしつつ︑

様の嬉しそうな笑顔に元気

有することもなく︑私は毎

私がこれから主力としたい

をもらっている︒そして﹁も

２人で共有し︑想いがこも

洋菓子もＰＲできる﹃これ

っと多くの人に喜んでもら

日の作業に追われていたか

からのほくろ屋菓舗﹄の商

いたい！﹂と思い︑新たな

もしれない︒妻には本当に

品カタログになった︒最終

取り組みも始めている︒こ

った商品カタログを完成さ

的に商品カタログという形

せた︒そのカタログの内容

く︑妻の勧めでＩＴコーデ

にはなったが︑この過程で

れからも家族と共に何事に

頭が下がる︒

ィネータ︵以下︑ＩＴＣ︶

も前向きにチャレンジして

は今までの﹁田舎の饅頭屋﹂

に相談することにした︒﹁Ｐ

私と妻の共通の目標が持て

いきたい︒すべては﹃お客
た い か？﹂﹁ こ れ か ら の 目

を獲得︒Ｆａｃｅｂｏｏｋ

ＤＭを活用し大口新規顧客

この後︑新聞折り込み︑

月３日の節分を控えた忙し

田泰史

店舗データ

Ｃの先生がくる﹂と単純に

たことは大きな成果だった

標は？﹂等様々な質問を投

い最中にもかかわらず応対

香川県菓子工業組合・山
げかけてきた︒それに答え

年前に

現在の社長︑武士氏は大阪

様の笑顔のために！﹄

と思う︒

合同会社ほくろ屋
代表社員 山田泰史

考えていたが︑ＩＴＣは︑

住所：〒761‑2305
香川県綾歌郡綾川町滝宮482‑1

事前準備として﹁何を売り

TEL：
（087）
876-0096

ヶ所

この地域は神仏習合の場

いた折︑その足で門前に店

ながら初詣をさせていただ

所で︑東隣には四国

を構えている餅和菓子
処〝和田〟さんへお伺いし︑

番札所善楽寺もあ

銘菓﹁つぶて石﹂の言われ

霊場の

り︑土佐神社は国の重要文

創業は昭和

た︒

年︑初代和

で修業したのちに

帰高して後を継いでおられ

いただき︑２時間程度お話

を聞くことが出来ました︒

神はまず賀茂社に鎮まった

ら土佐に遷った味鉏高彦根

東に位置する石で︑大和か

ト〟を経営されております︒

いて洋菓子工房〝コンセル

氏は高知県香南市野市に於

おいでで︑その方和田道徳

また︑武士氏には兄上が

その他にも色々な菓子を手

ものの場所がしっくりこな

ご兄弟揃って菓子店を営ん

その２代目武士氏が新し

かったため〝つぶて石〟を

でいる所は高知県下では珍

がけておられますが︑別に

投げて新たな社地を定めた

しく︑今後益々ご発展され

い菓子の開発をとの思いか

田富茂氏が餅菓子の製造卸

２〜３年の後に小売店舗を
設けられたとのことです︒

と言われている伝説︶をヒ

ていくと思われます︒菓子

銘菓﹁土佐一宮﹂も作られ

ントに考案表現した焼菓

業界にも明るさがある思い

ています︒

子︑銘菓﹁つぶて石﹂が生

ら︑土佐神社に飛来した〝つ

まれました︒この和菓子は

局長・森下広和

高知県菓子工業組合事務

でお店を後にしました︒

とお聞きしました︒今は２

おり︑厄除け等に配られる

土佐神社の祭祀に使われて

ぶて石〟の伝説︵境内の北

ます︒

16
を始めたのがきっかけで︑

40

土佐国一ノ宮

〝和田〟

化財として歴史の薫りを今

しいいね

と言われ︑新稲の意味だと

を聞かせていただいきまし

門前の和菓子処

土佐唯一の大社︑土佐神

88

に伝えています︒遅ればせ

センダン街道、土佐一宮、つぶて石

30

する説があります︶

和田武士氏

社︵土佐国一ノ宮︶の創建
あじすきたかひこねの

年代は明らかではない︒し
かし︑御祭神︑味鉏高彦根
ひとことぬしのかみ

です︒︵通称﹁しなねさま﹂

上の祈願所としたとのこと

親氏や山内忠義氏は土佐最

て︑戦国時代の長宗我部元

た︒特に武家に崇敬を受け

鎌倉時代には一宮となっ

いちのみや

延喜式内大社に列せられ︑

えん ぎ しきないたいしゃ

都佐坐神社の名で土佐国の

とさにざすかみのやしろ

と推測されている︒その後︑

は祭祀は同時代に始まった

さい し

紀後半の人物で︑土佐国で

と さ の くに

したという雄略天皇は５世

ゆうりゃく

神︵一言主神︶を土佐に流

かみ

ほくろ屋菓舗



考えていた頃︒そして近く

﹁田舎に昔からある老舗の

50
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サービスなど幅広い分野か

和菓子のイメージは薄いか

パンの消費量が日本一で、

神戸市といえば洋菓子や

ずつが認定されています。

菓子とパンにそれぞれ２人

れ、うち７人は洋菓子、和

神戸マイスターに認定さ

マイスターをご紹介させて

今回はそんな和菓子の神戸

造する店も多くあります。

〝ハイカラ〟な和菓子を製

よる西洋文化を取り入れた

和菓子店や神戸港の発展に

もしれませんが、伝統ある

づくりの味を残した和菓子

菓子風の和菓子の考案や手

技術はもちろんのこと、洋

（本髙砂屋）は、和菓子の

ーに認定された井上正蔵氏

平成８年に神戸マイスタ

菓子の製造技法の確立な

とともに、時代にあった和

代々の味や技術を受け継ぐ

舗和菓子店「常盤堂」で、

年（１８６８年）創業の老

が認定されました。慶応４

て、岩崎典治氏（常盤堂）

神戸港は今年で開港１５

える活動もされています。

にこめられた日本の心を伝

しく、一般の方々に和菓子

歴史や文化にもたいへん詳

います。和菓子にまつわる

も、常に創意工夫をされて

ます。

知っていただければと思い

な和菓子をより多くの方に

ーを中心に、神戸風情豊か

この２人の神戸マイスタ

いただきます。

ら厳正な審査を経てハイレ

ど、伝統を大切にしながら

和菓子では２名を認定

優れた技術や技能を持つ

ベルの技術
の機械化、華麗かつ繊細な

神戸マイスター

人を認定するマイスター制
技
･ 能を持つ方

人が

となりました。

業（地域経済活性化特別枠）

ＩＣＡの草の根技術協力事

この事業は２０１３年Ｊ

カ ン ボ ジ ア 日 本 友 好 学 園・

お菓子の技術で国際貢献

•••••••••••••••••••••••••••••

局・奥山優子

兵庫県菓子工業組合事務

度は、多くの自治体や団体
を「神戸マイスター」とし
工芸菓子の制作と幅広く活

製菓・製パンでは
スターとしても、学校教育
生
･ 徒に講習を

り菓子製造の専門家として

を通して国際交流のみなら

もとに、お菓子の商品開発

ジアの高校生のアイデアを

今回は、徳島県とカンボ

校ビジネス研究部（模擬会

青年中央会が、徳島商業高

組織である徳島県中小企業

小企業団体中央会の青年部

部が所属している徳島県中

ことの発端は、組合青年

て商品開発に尽力されてき

本の材料を持参するなどし

りカンボジアに入国し、日

氏は、年２回３年間にわた

参加しています。福岡賢治

クトスタッフとして事業に

かの福岡賢治氏がプロジェ

観光客が集まる環境下にお

界遺産を抱え、世界中から

アンコールワット等の世

力を得て「ふれんじゅう（当

め様々な方のご理解・ご協

経営されている方々をはじ

現地で菓子・飲食業店舗を

産として確立させるまでに

ていくことが今期の目標と

ても検討し、利益を追求し

アの農作物の加工業につい

みならず、様々なカンボジ

識を学ばせながらお土産の

確保し、衛生管理や衛生意

より安定的な生産の拠点を

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

を受賞しています。

に認定され、組合青年部よ

徳島商業高校の高校生による

共同商品開発を通した学校運営の

後進の指導や育成にも熱

ず、大きく言うと国際平和、

社「 Ｃ ｏ ｍ Ｃ ｏ ｍ 」） と 包

ました。

島県菓子工業組合組合青年

いて、現地のお土産を製造

時は友好まんじゅうと呼ば

天草は熊本県の南西部に
ます。美しい青い海に浮か

いう３つの海に囲まれてい

などにもなっています。ま

な景観を持ち、映画の舞台

い山々などが織り成す雄大

黒瀬友希さんは高校を卒

運営にも携わっています。

組織強化委員長として組合

んは熊本県菓子工業組合の

メージして、子供とともに

初３歳だった息子さんをイ

クなネーミングは、開発当

受賞しました。このユニー

たいと語る黒瀬友希さん。

てもらえるようにしていき

代にも和菓子に興味をもっ

平和的学校教育・運営を志

鹿教諭が、カンボジアでの

研究部の顧問をしている鈴

で試作を重ねてきました。

がカンボジアを訪れて現地

には徳島商業高校の生徒達

首都プノンペンのイオンで

にした蒸し饅頭が完成し、

コナツミルク、緑豆をあん

ュガー（やし砂糖）の加工

低ＧＩ食品であるパームシ

なっているそうです。特に

天草の特産品を使ったこだわりの菓子作り

徳島県鳴門市の菓舗ふくお

心に取り組まれ、当組合で

子供達の教育・学校運営の

括業務提携を結んでいたこ

実践及びモデル化事業について

も技能検定対策講座や工芸

ための継続的なビジネスモ

とに始まります。これに徳

部も参加し、高校生のアイ

販売していくために、現地

れ た ）」 と い う バ ナ ナ、 コ

位置する島々で、周囲を東

た南蛮文化やキリシタンの

すコン・ボーンさんと出会

技術等も提携しながら進め

「゛ 柿 大 将（ が き だ い し ょ

販売・試食アンケートを実

お菓子も成長するようにと

開発には、技術指導だけ

業後、東京の「亀屋本店」

歴史を伝える施設なども多

でなく、衛生管理の徹底、

ていくとのことです。

ったことから、徳島とカン

施するに至りました。
う ）」 の ネ ー ミ ン グ の も と

さんで６年半修業後平成７

願いをこめてつけました。

数あり、自然と文化に育ま

現在徳島県からもご支援

的に繋ぐ役目としても大き

中、若い高校生達のお菓子

を残していますが、子供達

を通した試みを今後も注視

野山の「かさ國」さんで修

現を優先させ、毎回商品の

していきたいと思います。

い活躍が期待されます。商

ブラッシュアップや商品展

品の海外展開が叫ばれる
う ）」 が 立 派 に 成 長 し、 ９

開を進めてきました。

が発案した商品を販売する

代目として黒瀬製菓舗の後

ことにより子供達の夢の実

を継ぐ日も遠くないでしょ

「゛柿大将（がきだいしょ

た「海味の塩ようかん」は
を受賞しました。

菓子博ではどら焼きで金賞

「天草謹製」という、厳し

黒瀬製菓舗では手作りを

っております。

徳島県菓子工業組合・菓

う。

今年度からはＪＩＣＡ草

い審査に合格した逸品だけ

子屋の仕事委員長・吉田恵

同時に開発をしていたの

子

基本に心を込めてお菓子を

局・野田尚美

の根事業の第２フェーズと

が認定されふるさとブラン

して、現地での工場設立に

ドに今年２月に認定されま

ふれんじゅう

が、現在黒瀬製菓舗の看板

熊本県菓子工業組合事務
商品でもある「゛柿大将（が

業をしています。

子さんがおり、和歌山の高

20
作っており、お菓子には一

中でも天草の特産品のイ

になった現在

・ご協力を得て両国を友好

開発し現在

お土産として確立させる
瀬製菓舗」を継ぎました。

が店頭に並んでいます。

には、まだまだ多くの課題
継いだ当初はまだカステラ

チジクを使った「天草南蛮

また気候が日本とは全く違
そんな風光明媚な天草に

と羊羹がメインでしたが、

うため日持ちの問題やお土
ある「黒瀬製菓舗」は創業

どら焼きを手掛けてメイン

柿ようかん」アオサを使っ

50
切添加物を加えていません。

14

種類のお菓子

１００年以上続く和菓子屋

年の熊本

ボジアの高校生が共同でお

その後も新しいお菓子を

の老舗で、現在７代目社長

商品とし、平成

土産の商品開発をすること

年に地元に戻り家業の「黒

と８代目が力合わせて頑張

歳になる息

れたところです。

ぶ大小さまざまな島や緑深

20

シナ海・有明海・八代海と

現在８代目の黒瀬友希さ

０年を迎えます。

に広がっています。兵庫県
て認定しています。

･
の場で児童

したり、ものづくり体験講
座や神戸マイスターフェス
ティバルなど多くの場で、

菓子技術講習会の講師とし

デルを展開している例を紹

優れた技を披露したりと和

てご尽力いただいています。

介したいと思います。

デアを基に、お菓子の共同

と徳島をＳｋｙｐｅで結び

平成

開発・試作・販売等を行っ

テレビ会議を重ね、夏休み

人目の神戸マイスターとし

和菓子離れが続いてる現

ていました。そんなあると

した。

在、基本に忠実なお菓子を

き徳島商業高校でビジネス

き だ い し ょ う ）」 で す。 干

作りながらも新しい商品、

し柿の中に独自に開発した
餡を詰めたお菓子で、平成

今風の商品を開発し若い世

また全国菓子大博覧会で

岩崎典治氏（常盤堂）
は、開催当初より数々の賞

年の兵庫菓子博で金賞を

28

れました。

年には和菓子の２

菓子の普及に携わってこら

島
徳

躍されています。神戸マイ

神戸市でも平成５年より制
度 が 開 始 し、 製 造

建
･設

井上正蔵氏（本髙砂屋）

苓 北 町「 黒 瀬 製 菓 舗 」

11

庫
兵
本
熊

黒瀬製菓舗と黒瀬友希さん

平成29年３月15日 （４）
（毎月 15 日発行）
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日︵火︶に︑

前段として︑きちんとテー

を揮ったという話でした︒

家綱の母として大奥で権勢

さと頭の良さで︑次代将軍

美人だったが持ち前の明る

熊谷晶子氏というご来賓４

品新素材技術センター理事

務局原憲太郎氏︑菓子・食

東京都米菓工業協同組合事

会事務局長渡辺嘉一郎氏︑

氏︑全国菓子工業組合連合

組合連合会専務理事山本領

れました︒

氏ともご挨拶の中に込めら

に︑なお一層の協力をと両

厳しい時代を乗り越える為

の順にご挨拶頂きました︒

氏︑協力会会長寺本眞一氏

東菓工理事長黒川耕次

いない所だと思います︒

取引も増えているのは間違

って来ています︒新規での

実に会話している輪も広が

ますよう祈念申し上げ︑三

様にとって明るい年となり

び申し上げ︑今年一年が皆

盛会であったことをお慶

神田 蘭

女流講談師
マに繋がっていました︒神

舌鼓を打ち︑旨酒に酔いし

精養軒のおいしい料理に

とを心よりお祈り申し上げ

って良い一年となりますこ

催されます︒菓子業界にと

今年は菓子博も伊勢で開

乾杯の音頭は㈱愛工舎製

ます︒

を楽しみにしています︒

本で締めさせて頂きました︒

田蘭氏の迫力とテンポの良
名をお迎えして盛大に行わ

今後も積極的な会の運営

上野精養軒において開催さ
さに思わず引き込まれまし

氏

れました︒

れた頃︑早くも中締めとな

用し︑おいしい菓子づくり

のような農作物を菓子に利

も全国一位二位と多く︑こ

楽の受皿として週末を中心

の人々の観光地として︑行

泉がたくさんあり︑首都圏

村が運営している公営の温

地や最近では︑県内各市町

をしております︒このよう

し︑働きやすい職場づくり

も減らし︑労働環境を改善

図り従業員の負担を少しで

の効率と労働時間の短縮を

た商品も多数製造し︑仕事

性の高いレオン機を使用し

か︑湯に４時間つけてシア

いるから︑一晩水につける

餅﹂県南部産の柚子を使用

を使用した﹁甲州フルーツ

品です︒また︑ぶどうや桃

観光客の皆様を中心に販売

も商品を納入し︑首都圏の

地にあります﹁道の駅﹂に

と言っていただけることを

﹁おいしいお菓子ですね﹂

み合わせをして︑お客様に

セレウス菌等など︶は１０

う︒土壌菌︵バチルス菌︑

した﹁甲斐の柚子餅﹂県産

促進を図り︑売上増進につ

不況感を乗り切り︑地方の

の日本全体にあるであろう

﹁モットー﹂として︑今日

菓子店として生き残り︑次

界に少しでも貢献できるよ

周年を迎え︑県内の菓子業

送料は実費。
県菓子工業組合までは
全菓連負担。

東京都菓子工業組合・協力会﹁新年合同懇親会・新春講演会﹂

年２月

懇親会・新春講演会﹂が平

﹁笑いと健康﹂
毎春恒例の東京都菓子工
成

ってしまいました︒発声は︑

斉木製菓の取り組み

気温の差が大きいという特

をするよう︑日々努力して

に大変にぎわっておりま

に手づくり商品と生産性の

お菓子づくり

長があります︒その気候の

おります︒そのような観点

す︒それらのいくつかの施

高い機械化商品を上手に組

使用
した

ため︑農作物は大変おいし

から作った菓子が﹁おいも

設にも温泉まんじゅうや各

山梨県産品を

と特徴から製餡作業工程︑

さん﹂です︒県産のさつま

商品を納入したり︑県内各
から大人まで楽しめるよ

ン化合物を除去してから使



業組合・協力会﹁新年合同

作所代表取締役会長の牛窪

東京都菓子工業組合副理

啓詞氏です︒高らかなご発

不肖㈱中谷製菓代表取締役

司会と言えば︑お馴染み

れました︒

声で懇親会のスタートです︒

分
二葉製菓㈱代表取締役二葉

です︒あっという間の

た︒張り扇の使い方も絶妙

今年の新春講演会にお招

でした︒後半は︑笑い方の

きした講師は女流講談師の
神 田 蘭 氏 で す︒﹁ 笑 い と 健

事長・中谷製菓㈱・中谷光

基

の中谷光基が務めさせて頂
きました︒

合同での催しが増えてき

で︑タイムリーな企画だっ

たので︑顔見知りが増え確

なげております︒それから

晃司氏です︒正に︑笑いと

県内で古くから製造されて

人が女性だという

現在︑講談師の数は
その内

社１０５名︑全国菓子工業

そして衛生面についての説

いもをメインに使用した芋

たと思います︒

イベントの目玉はもちろ

明があった︒

ようかんで︑当社の主力商

ことです︒前半は︑玉の輿

美人が多い側室の中で︑不

ん和菓子だが︑マジックシ

白あんに使うベビーライ

それだけではなく︑生産

境港３市の和菓子食べ放題

ョーや︑楽器演奏︑ふわふ

マはシアン化合物を含んで

県内には古くからの温泉

バイキングのイベントであ

わトランポリン等の遊具も

う︑様々な工夫が凝らして

前売りチケット販売数は

分でも死ないた

あった︒

１０００枚を超え︑当日の

０度で

め︑中性洗剤で洗い流す︒

代につないでいこうと思っ

会社内藤製餡所で工場見学

う尽力してまいりたいと感

決定版 和菓子教本

健康を地で行く方です︒

の柿やぶどうや桃を使用

いる﹁切山椒﹂や﹁豆餅﹂

練習からです︒会員の方々

し︑じっくりと練り上げた

なども当社で独自にアレン

のひきつったような顔が印

﹁ 大 門 柿 羊 羹 ﹂﹁ 甲 州 ぶ ど

ジして︑甲州銘菓﹁切山椒﹂︑

康﹂というテーマでご講演

う 羊 羹 ﹂﹁ 甲 州 柚 子 羊 羹 ﹂

頂きました︒司会は︑㈱飯

それらを詰め合わせた﹁甲

﹁甲斐の豆餅﹂として製造

象的で︑それを見て思わず

く︑特にぶどう︑桃︑米等

州フルーツ羊羹﹂なども製

しております︒

田製作所代表取締役の飯田

は全国的に大変おいしいと

造しております︒



山梨は四方を山に囲ま

高い評価をいただいており

私の頬も緩みました︒笑い

れ︑その中心に甲府盆地が

ます︒ぶどうと桃は収穫量

は福を呼びます︒その心持

あります︒気候は夏は暑く︑

想像していたより遥かに

冬は寒い︒そして︑一日の

勉氏です︒

さてお待ちかねの懇親会

ちは周りを明るくします︒

は階を移動して行われまし

若くて︑美しい方でした︒

の語源となった﹁三代将軍

菓子業界も厳しい状況の中

家光公にお輿入れしたお玉
た︒

人︑

ちゃん﹂を題材にした講談

る︒和菓子業界の発展と地

設置して︑小さいお子さん

東菓工・協力会併せて

域の活性化に貢献したいと

を聞きました︒家柄が良く︑

いう想いで︑開催したこの
イベントには︑３市から

なとタワーで﹁和菓子祭﹂

菓子業界発展・地域活性化に貢献
日に境港市の夢み
を開催した︒

件のお店が出展した︒

来場者数は１６８７名︒イ
ベントは成功裏に終わっ

製造設備等も除菌剤で洗浄

を実施︒講演の復習をした

このような当社も創業

た︒次回は２０１８年１月

日︵金︶には株式
にある鳥取県立博物館講堂

後︑参加者には各種の豆を

２月

で﹁あん教室﹂を開催した︒

日︵木︶は鳥取市

講師は︑内藤製餡所社長で

・斉木製菓代表・斉木元司

山梨県菓子工業組合理事

じております︒

２月

に開催予定している︒

ております︒

おいもさん

配布し︑散会した︒

長・小谷寛

鳥取県菓子工業組合理事

鳥取県食品衛生協会会長を
務めておられる望月進氏︒
餡の原材料である豆の種類

定価：3,500円（税別）

定価：3,050円（税別）

梨
山

するという内容だった︒

60

24

定価：1,429円（税別）

70

安来︑米子︑

15

洋菓子教本
～ Les Bases de la Pâtisserie ～

定価：3,250円（税別）

神田蘭氏
あん教室講師・望月進氏

16

製菓衛生師・菓子製造技能検定
受験練習問題と解答

45
78

20

お申込みは
各県菓子工業組合へ

製菓衛生師全書
～和洋菓子・パンのすべて～

14

﹁和菓子祭﹂と﹁あん教室﹂

１月

和菓子祭

70

29

テーマ

22
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鳥

第936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）

（５） 平成29年３月15日

全菓連斡旋図書

■日本菓子教育センター編集・発行

客数は伸びてきているそう

フトに特化させる試みを行

菓子部門の商品を焼菓子ギ

時世を生き残るために、洋

が進んできました。そこで、

圏における菓子店の多様化

ーンの菓子店が進出し、商

近隣に洋菓子専門店やチェ

水田屋の「とんがり感」を

に対し、他社にはできない

づけをするのかという課題

めに、お客様に如何に動機

暖簾をくぐっていただくた

ました。そして、水田屋の

フトを押し出した構成とし

特にお子さま方がお菓子づ

「体験」とは、一般の方、

と「支援」です。

いることが「体験」「県産品」

そこで、現在取り組んで

きました。

いうことがテーマとなって

き、佐賀県の特産品である

生産者さんとのご縁がで

ていました。そのような中、

色が薄いことに頭を悩ませ

佐賀県の菓子屋としての特

餡最中が主力商品なので、

組みを進めています。つぶ

更に自社商品をお客様にＰ

品をお買い求めいただけ、

ではなく、お客様は安く商

れは、震災復興の支援だけ

一日に開催しています。こ

るチャリティ販売を毎月十

十字社を通じて全額寄付す

水田屋の取り組み

です。

二百年企業目指し
「とんがり感」
を

佐賀県鳥栖市で明治二十
二年に創業し、弊社水田屋

ました。鳥栖市は鉄道や高

最中」を主力商品に据え、

ら す ず め 最 中 」「 子 す ず め

豆のつぶ餡を用いた「ふく

弊社水田屋は北海道産小
い、店舗としては和菓子ギ

如何に提案していくのかと

組みとして、毎月第二日曜

き、楽しんでいただく取り

くりに関心を持っていただ

海苔や柑橘類を用いた菓子

Ｒできる「三方よし」の企

は今年百二十八周年を迎え

速道の東西南北への分岐点

日に「シュークリームのカ

商品化する取り組みを進め

が、スタッフの「まだ続け

一旦終了しようとしました

の販売企画は三年の節目で

画だと自負しています。こ

で九州交通の要衝の地。二

づくりを「 Made in SAGA
」
「 Made in TOSU
」と称して

和菓子・洋菓子の製造販売

ています。

新

〇一一年に九州新幹線
スタード詰め放題会」を行

を用いた菓子づくりの取り

次に、佐賀県の「県産品」

るようになりました。

常連さんがお出でいただけ

す。そして、今では小さな

み出していただいていま

き、クリームをどんどんは

タードを注入していただ

ら、ポンプでシューにカス

お客様に手ほどきをしなが

が「シュー太郎」となり、

込みを込めて名付けました。

阜

売し、その売上を、日本赤

商品から一品を選び廉価販

称し、弊社の新商品や定番

「

」と
NEVER FORGET 0311

え、翌月の四月十一日から

ができないだろうかと考

日本のために何か「支援」

になりました。私たちも東

私も心が押しつぶされそう

前日でした。皆さまと同様、

十一日は九州新幹線開業の

最後に、二〇一一年三月

社員・水田常夫

支部・合資会社水田屋代表

佐賀県菓子工業組合鳥栖

ます。

菓子づくりに励んでまいり

に支えていただきながら、

年企業。お客様やスタッフ

続しています。

葉に嬉しく思い、現在も継

ていきましょう」という言

して１個２個でもお買い求

せることができました。

に製造、販売をスタートさ

取り払い、美味しさで融合

和菓子と洋菓子の垣根を

展のための「お菓子の日」

市議会へ菓子産業の振興発

年７月、名張市や名張

和菓子屋をきりもりしてい

め頂きやすい気楽なお店づ

現在は、経理、営業、そし

してきました。

ます。嫁にきて

て新商品の開発、販売と忙

「養老軒」のローマ字読

「ＮＥＫＯＲＯＹ」。

ています。

菓子作りに励みたいと思っ

も初心を忘れず楽しんでお

り谷ありですが、これから

する機会にと、甘党の全女

時に、菓子の魅力を再発見

が初開催される記念すべき

そうしたなか、三重県菓

ってきました。

お酒に親しむ機会が多くな

毎月１日を活動日と定め、

め、当支部会員は、各店舗

なしてきた習慣を広めるた

や菓子で多くの人々をもて

た名張市、四季を通して茶

結ぶ宿場町として栄えてき

めました。

を図るための取り組みを始

発展と観光業などへの波及

もに、菓子の生産・販売の

名張のお菓子で一休み！」

トとして「寄ってだあこ、

日には条例制定記念イベン

子の日と定め、来る３月
「 乾 杯 条 例 」（ 伊 賀 名 張 の

が、名張市役所にて開催さ

せていただく運びとなりま

名張茶華道会の協力をい

した。

ただきながらお茶会、お菓

で、ほんの少ししか洋菓子

みを逆さ読みしただけの単

「『食べてだあこ』名張の

月議会において可決さ

お菓子でおもてなし条例」
が

れ、この様な条例制定は全

年に三重県内で初めて

三重県名張市では、平成

子工業組合名張支部も、平

支部支部長・大屋戸重雄

三重県菓子工業組合名張

幸いです。

見やご鞭撻をいただければ

どうか、忌憚のないご意

います。

夢見ながら、日々活動して

お菓子産業の継承と発展を

も視野に、名張の伝統的な

菓子工業組合への加入推進

また、市内同事業者の当

いくこととしております。

け、イベントを盛り上げて

員長、いせわんこも駆けつ

１７のＰＲに、濱田実行委

売やお伊勢さん菓子博２０

条例制定を要望いたしまし

の知識はなく、生クリーム

純なネーミングですが、和

三重で全国菓子大博覧会

や洋の素材を扱う事には苦

役・渡辺幸子

•••••••••••••••••••

国でも珍しいとのことであ
ります。

酒・名酒で乾杯を推進する

古くは関西と伊勢神宮を

条例）が制定され、宴会や

日」をお菓

させる。

特に「毎月

子（和菓子＆洋菓子）の即

に「のぼり」を掲げるとと

た。

和菓子店と言いまして

労しましたが、いろいろな

新しい取り組みには山あ

も、まんじゅうや羊羹とい

菓子屋として大切にしてい

た養老軒の洋菓子ブランド

った伝統的な和菓子のアイ

洋の素材を学ぶにつれ、洋

る餡の味や、素材へのこだ

もともと和菓子屋ですの

洋菓子に和の素材を使っ

くりを目指して、日々奮闘

成

水田屋が目指すのは二百

っと昨年形となり、本格的

っています。月に一度、私

をしています。時世として、

和と洋の融合を愉しみながら
洋菓子に和の心を宿す

しい日々を送らせてもらっ

テムではなく、大福とどら

の素材はお菓子作りの幅を

わりを守り続けていく意気

取り入れて、和菓子がもっ

『 食 べ て だ あ こ 』名 張 の
お菓子でおもてなし条例

性議員（６人）提案のもと、
焼きをおもだった商品とし

和菓子に洋菓子の素材を

どんどん広げてくれました。

できたのは、大福を洋菓子

う商品開発に取り組む中

と身近なスイーツとなるよ
代表的な看板商品は「ふ

で、洋菓子に和の素材を使

仕立てで作ること。

るーつ大福」というショー

うことによって、日本人の

きるのではないかと思うよ

心に寄り添った洋菓子がで

トケーキをイメージした大
福です。
ご進物の需要に頼らず、

有限会社養老軒代表取締

年ほど前から取り組ん

て製造・販売をしています。

ています。

28

12

田舎で、私は養老軒という

年経った

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

全額寄付するチャリティ販売

鳥栖駅が開業し、年々利用

シュー太郎ズ
その漠然とした思いがや

うになり…。

条例制定記念イベント

15

33

１個２個でもおやつ感覚で

重

三
25

25

お買い求め頂ける商品、そ

15

賀
佐
岐
岐阜県の川辺町という片

「NEKOROY」のロールケーキ

平成29年３月15日 （６）
（毎月 15 日発行）
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第936号

笑顔を生みます︒
ひょっとこ堂です︒

崎

を行っており︑宮崎県の代
る限りたくさん原材料を配
レトルト殺菌装置を有して

シール機とボイル殺菌槽︑
厳しい市場ばかりに突入し

も活かせず︑大手が犇めく

り︑お客様と作り手が笑顔

お客様に愛される商品を作

最後に宣伝ですが︑ひょ

合し︑素材の美味しさを味

改まって自社と地元を見

っとこ堂では各種ゼリー︑

表格﹁マンゴー﹂は年間３

つめなおし︑太陽の国︑宮

になれる﹁ひょっとこ踊り

な果実の美味しさを出来る

崎県で生産者が手塩に掛け

のような仕事づくり﹂を目

限り地元で加工してお客様

ていき︑あっけなく倒産の

代表商品はマンゴーをは

へその美味しさを提供した

危機に立たされました︒

じめ︑柑橘の日向夏︑女性

おり︑小〜中規模の製造に

むきから手作業で加工を行

に人気のトマト︑そしてキ

対応しており︑地元の新鮮

い新鮮な美味しさを閉じ込

わっていただける様に心が

大勢集まり︑町を練り歩く

めてゼリーやジュースに加

けております︒

﹁日向ひょっとこ夏祭り﹂

トンを生産農園から直接仕

宮崎県では﹁ひょっとこ

が開催されています︒

入れ︑自分たちで洗浄・皮

踊り﹂が有名なのですが︑

の皆笑顔へと変えていきま

の姿は大変面白く︑見るも

で腰を振って練り歩く独特

り︑赤い法被にふんどし姿

ねやひょっとこの面をかぶ

衝撃を受けましたが︑きつ

私も初めて見た時は大変

ゼリーや水ようかんの製造

めとした農作物を使用した

地元宮崎県の果実をはじ

ょっとこ堂でございます︒

でおりますのが︑私たちひ

せるように日々製造に励ん

が︑お客様の笑顔を生みだ

手の様に︑顔は見えません

そんな面をかぶった踊り
素材が美味しいので︑出来

工しております︒もともと
ウイの４種です︒

もなく︑地元の素材の良さ

量産に頭が支配され︑理念

創業当初は機械設備による

かりの小さな工場ですが︑

２０１３年に創業したば

ます︒

一次加工の請負も行ってい

いと考え︑ピューレなどの

んの働きやすさを実現し︑

に取り組み︑働き手の皆さ

ックを活かした﹁計画生産﹂

い求めるのではなく︑スペ

によって﹁量産﹂のみを追

作りを決意︒また︑機械化

しい農作物を活かした製品

て育ててくださった素晴ら

堂・田中陽一

支部・株式会社ひょっとこ

宮崎県菓子工業組合児湯

にご相談くださいませ︒

南九州の方はどうぞお気軽

承っております︒特に地元

水ようかん等の委託製造も

工場では２連式のカップ

す︒県北の日向市では毎年

・４％︑年内

年産︶が高く︑

年産︶

あり︑当時の物資統制の余

者一人もなし﹄と書かれて

ってきました︒

ちごを生産できる体制が整

た多様なニーズに応じたい

取り用﹁とちひめ﹂といっ

﹁ な つ お と め ﹂︑ 観 光 摘 み

カ イ ベ リ ー﹂︑ 夏 秋 い ち ご

から一般販売となった﹁ス

かけ︑

ちご研究所が

﹁ ス カ イ ベ リ ー﹂ は︑ い

ー﹂

○高級いちご﹁スカイベリ

などの特徴があります︒

め︑きれいな円錐形が特徴

以上の割合が約２／３を締

ないちごで︑大粒で︑

ｇ

から選び出したプレミアム

いなことも特徴です︒

詰まっており︑断面がきれ

えて果実の中心まで果肉が

で︑独特の香りがあり︑加

ューシーで上品な味わい

ています︒

種類１２０商品が登録され

で登録しており︑現在︑

飲料水など︶︑

類︵ 苗 な ど ︶︑

平成

武勇にあやかる様︑川を渡

波が長い風習と名物をなく

ａ

る前に食べた餅を十二月一

した暗い時代だったよう

２㌧／

国１位の高い技術力︵４・

④病苗供給体制︑⑤単収全

％ 平成

ェア︵年間

水︑③東京中央卸売市場シ

豊富な日照量︑豊富な地下



度が高く主力となる﹁とち

最近では︑全国でも知名

国﹂となっています︒

いちご王国の更なる
発展を目指して

年産で２４︐８

栃木県のいちごの収穫量

○﹁いちご王国﹂の現状

は︑平成

日﹃川渡り餅﹄と称して食

︽高田地方に

月１日初

間連続日本一の﹁いちご王



川渡り餅の由来

来﹂が書かれたのは昭和
年頃のようだ︒

一のいちご専門の試験研究
機関である﹁いちご研究所﹂

の開発や栽培技術の開発に

が長い年月をかけ︑新品種
幾多の変遷を経て︑アンコ

取り組んだ結果生み出され

名︑

ロモチの歴史は今もなお続

現在の組合員数は

いている︒

万を超える株の中

味は︑酸味が少なく︑ジ

類︵ 清 涼

雪の早暁を破り﹁川渡餅ヤ

べ︑心身の鍛錬とする行事

年

ーイ餅ヤーイ﹂と声も勇ま

だ︒この﹁川渡りもちの由

年

しく売り歩く風習がありま

を残すようになりました︒︾

年まで

す︒この起源は今を去るこ

と⁝︒

月１日

に﹁川渡りもちヤーイ︑川

さらに︑生産者の方々が︑
品質の高いいちごを生産す

類︵酒類︶

33 32

しての意味と︑日本百名山

ような素晴らしいいちごと

しさ﹂の全てが大空に届く

﹁ 大 き さ︑ 美 し さ︑ お い

最後に︑県では︑スカイ

課にお問い合わせ下さい︒

いては︑県農政部経営技術

スカイベリーの商標につ

地位の更なる向上に向け

す かいさん

スカイベリーは︑その大

て︑各種のプロモーション

強化といちご王国としての

きさや果形の美しさ︑上品

などでの利用や加工での取

ますが︑一方で︑スイーツ

都圏を中心に出荷されてい

が高まり︑名実ともに日本

以上にスカイベリーの需要

の増加とともに︑これまで

後︑スカイベリーの生産量

こうした取組の結果︑今

を展開してきました︒

組も需要が増えつつありま

藤知昭

農産物ブランド推進班・後

栃木県農政部経済流通課

待しています︒

一のいちごとなることを期

類︵冷凍

類︵ 菓 子︑ パ ン な ど ︶︑

果 実 や 加 工 果 実 な ど ︶︑

商標︵文字︶を

県では︑スカイベリーの

す︒

向けの高級いちごとして首

な味わいなどから︑贈答用

います︒

ベリーの更なるブランド力

31 30

の１つ︑皇海山にちなんで

63

年から平成

す︒越後高田︵現上越市︶

と４００年︑永禄４年︵１

そして︑長老︵故人︶の

日︑

渡りもちいらんかね⁝﹂と

因みに︑

るため︑技術を高めるため

です︒

﹃カワタリモチヤ〜モチ
の文化と伝統の風物詩で

５６１年︶越後の上杉謙信

月

出陣し︑千曲川を挟み︑謙

叫びながら︑子供たちが町

ころ餅を食べる風習は各地

の努力を惜しまなかったこ

にあるようで︑呼び名も﹁か
わ わ た り も ち ﹂﹁ か わ び た

となどが︑現在の﹁いちご
王国﹂として︑本県の地位
を築いてきました︒
本県のいちご生産は︑①
大消費地に近い︑②冬季の

年の歳月を

ヤ 〜 ⁚⁚﹄﹃ カ ワ タ リ モ チ
す︒戦後︑﹃川渡りもち由来﹄

話によると︑昔は寒い北風

毎年

信は妻女山に︑信玄は八幡

の中を走り抜けたものだと

たものです︒
原に両軍５万余騎が対陣し

⁝︒

月１日にあん
た時︑謙信公︑戦の前夜︑

年から

り も ち ﹂﹁ か わ い り も ち ﹂

事長・髙橋孫左衛門

新潟県菓子工業組合副理

等色々あるようだ︒

わせにより川渡り餅を作ら

の 日 記 に よ る と︑﹃ 申 し 合

年間︑店頭から完全に姿を

しかし︑昭和

月１日の夜明け

30

25

スカイベリー

48
39

17

27
12
消した期間があった︒同氏

10
ざることとする︒売り歩く

勝を得ました︒

16

12
以来︑春日山城下高田地

10

43
市卒に餅をくばり士気旺盛
なる威力を以て折からの濃
月
日未明︑武田と激戦の末︑

霧の中︑川を渡り旧暦

10

12

12

方の住民は謙信公の戦勝と

29

10

30

これらの品種は︑全国唯

ヤ〜モチヤ〜⁚⁚﹄

公は︑甲斐の武田信玄公と

27

と題し︑高田菓子組合が次

おとめ﹂に加え︑平成

27 44

をついて

10

年来の雌雄を決せんとして

０ ０ ㌧︵ 農 林 統 計 ︶︑ 昭 和

51

のようなＰＲ文を出してい

越後高田の風物詩

27

の２日間︑宣伝カーのスピ

写真提供：もちや菓子店

11

26

木

栃

ます︒

宮崎の果物ゼリー

ーカーから聞こえてきま

田中陽一さん

全国からひょっとこたちが

指しております︒

ご存知でしょうか？

宮
潟
新

第936号
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道後温泉本館の耐震化を含

道後温泉のシンボルである

す︒それに伴い国体の後︑

急ピッチで行われていま

の棟梁で︑檜皮葺職人でも

の工事を担当したのが左官

れるもので出来ており︑そ

皮葺︵ひわだぶき︶と呼ば

く︑ヒノキの皮を重ねた檜

さし︶が現在の銅板ではな

年当時は庇︵ひ

めた大掛かりな補修工事が

は︑明治

実はこの本館の１階部分

造物です︒

若い後継者は菓業に
自信と自覚を持て

愛媛県では今年︑愛媛国
体が開催されるにあたり︑

行われることになっていま
あった私の曽祖父である白

松山空港からの道路整備が

す︒

な心の傷︶を持つ人に催眠

す︒心にトラウマ︵精神的

の技術が注目を集めていま

精神医学の分野で退行催眠

にあった父母を自分でえら

ある程度計画をして︑それ

にどういう人生を送るかを

人の話を読むと︑我々は次

あの世の記憶を思い出した

持って頑張って欲しいと思

たのだという自信と自覚を

ぐべくその家に生まれてき

い方には︑自分が家業を継

ますが︑後を継いでいる若

のもの×スイーツ﹂のブー

て開発した６次産業化﹁じ

に購入して召し上がって頂

子︑クレープなどのほか︑

キやソフトクリーム︑駄菓

事長が﹁ふるさと岩手には

店が出店︒ケー

沢仁

岩手県菓子工業組合・小

こととしている︒

への協力を積極的に進める

も県内のスイーツイベント

ェアに共催しており︑今後

岩手県菓子工業組合は本フ

人気が高い企画となった︒

る商品も見られ︑来場者の

いとなり︑早々に売り切れ

は行列が出来る大変な賑わ

た﹁全国銘菓販売コーナー﹂

合のご協力により開催され

特に︑全国各菓子工業組

られた︒

ペースで早速味わう姿が見

パン類を買い求め︑休憩ス

スも設けられ︑好みの菓子︑

をかけ︑子供の頃の記憶を

っています︒

石恵一

白石本舗四代目店主・白

ぶのだそうです︒
話がそれましたが︑今︑

思い出させているうちに︑

菓子業界も後継者不足で組

次々と前世の記憶やその人
生で死んだあとのあの世の

合員がどんどん減少してい

いわてのスイーツの祭典が開催される



記憶を思い出すひとが出て
きたというのです︒日本で
も江戸時代末期に実在し
た︑自分の前世をはっきり
と記憶していた勝五郎とい

全国銘菓販売コーナーも大盛況
﹁いわてＳ︱１スイーツ

きたい﹂と挨拶した︒５回

う少年の話は有名です︒

フェア２０１７﹂は︑去る

沢山の良い食材がある︒今

店

国学者平田篤胤の時代

２月

回のスイーツフェアでは︑

手県内を中心に初出店

で︑篤胤は勝五郎を自分の

市下鵜飼のビッグルーフ滝

お菓子が数多く出品されて

た︒考えれば︑父方も母方

書生として自宅に住まわ

沢で開かれ︑各地から集ま

開会式では︑齊藤俊明理

私事ですが︑若い頃は菓

せ︑勝五郎再生記聞という

賑わった︒

また︑私の母方の祖父は︑
も職人の家系で︑私にもい

書物を後世に残しています︒

石貞吉でした︒

わゆる職人さんの血が流れ

千と千尋の神隠しの舞台

子屋を継ぐ気などまったく

ていたのかも知れません︒

のモデルにもなったとも言

なかったのですが︑何か大

を含む約

磯草塗︵いそくさぬり︶と

きな力に引かれるように︑

生産の技術を学び︑黒豆マ

農家と県内菓子店が協力し

い︒もう１つ別のデパート

ドレーヌええもんちぃを販

目の開催となる今回は︑岩

段を使った状況に戻した︒

でお世話になりたいという

それらを活かし開発された

﹁あんたに貸す﹂と︑その

表の装飾も外し︑アップラ

気持ちがあった︒

った甘い逸品を楽しむ人で

時点で決断していただいた︒

イトだけを付けた︒

退行催眠によって前世や

いるので︑皆さんも積極的

呼ばれる漆塗りの職人で︑

日の両日︑滝沢

われ︑国の重要文化財にも

鳥取県でも有名な名工だっ

後温泉本館は︑明治

12

話は変わりますが︑最近

50

家業を継ぐようになりまし

26

たと聞いております︒

25

全菓連では︑全国組合幹部研修会で浅田美明氏

阪急の執行役員とＭＤの部

く︑２００４年に︑うめだ

はどうしようと思う間もな

かなければならなくなるこ

て﹂と言われたら︑出てい

ゃいけないから出ていっ

ど﹁浅田さん建てかえなき

が翌々年２００５年︑北浜

とが脳裏をよぎった︒これ

その③

があまりなかったので︑五

感ができてよかった﹂と言
っていただくことが多くあ
った︒これもうめだ阪急百
貨店の力だと思うと感謝す

私のテーマは自然と思い

るばかりだ︒

やり︑歴史と本物だが︑大
阪のどこかでそれを感じて
いただける場所を探したい︒

１日

ず︑

卸とは違い乳化剤は入れ

れたので︑そのタイミング

デポジッターで絞ってトン

うやってオープンするの

件を見た人間が３ヶ月でど

風が要って︑人と人との思

て︑大地が要って︑空気・

と︑火が要って︑水が要っ

広げた︒

れ︑神戸で洋菓子のブラン
ドが立ち上げられた︒昔は

売した︒

で髙島屋の京都店に店を作

当時︑京都阪急が閉鎖さ

り︑その後︑大阪店にも入

ネルオーブンで焼く︒

浅田の五感は自然と思い

人間が生きていく上で︑

１万個以上焼こうとする

か︒今から考えたら計画性

いやりが要ると思い︑その

ええもんちぃ

そうして北浜に縁を頂き

本店を置かせてもらうこと

できるだけ自然体であるこ

った︒これで今の五感の状

と乳化剤を使いがちだが︑

も何もあったものではない︒

５つに分けてひとつひとつ

うというのではなく︑昔を

じた︒中に入ったら全然違

船場に住み︑船場で稼いで︑

新井真一さんという大正

その後は必死にやるしか

その年に京都店もオープ

ない︒

コートのミキサーで

え︑この街の素晴らしさを

況ができ上がってきた︒そ

この建物が一番喜ぶこと

に商品の代表作を使った空

やりがテーマである︒

伝えていきたいと強く思っ

と︒自然を大切にし︑人と

れに伴いアトリエや工場も

になった︒今はこの街を支

ている︒

﹁火﹂
﹁水﹂
﹁土﹂
﹁風﹂
﹁愛﹂

日にオープン

人の思いやりを大切にする︒

店は５月

はどんなことか︒直感的に︑

した︒２月５日に初めて物

大正

気がつけば京都で和菓子

わからないが﹁私にさせて

のブランドが立ち上げら

くれ﹂という言葉が口から
に話がやってきた︒新井ビ

３年生まれの矍鑠としたご

︑ 回と生地を作り︑

それをせず︑脱酸素剤も入

れずに販売する︒これは

区の三嶋さんのダックワー

ズを参考にした︒和菓子業

マドレーヌのええもんち

週間日持ちしたら何とかで

ちで販売しているので︑１

界では赤福さんは短い日持

ぃを発売した理由は︑洋菓

きるだろう︒

本当においしいものをと

店をする事は考えなかった

い方だった︒私は大阪の人

初代事務総長で大阪愛の強

へ上がるのは奥の階段を使

ったのを取り払い︑サロン

吹き抜けに螺旋階段があ

れ︑と言われるか分からな

の変化があり出ていってく

のこともあるし︑いつ環境

阪急だけでは建て替え案

ルオーブンを使用した大量

父が卸で培ってきたトンネ

の気持ちが芽生えてきた︒

う気持ちも強くなって感謝

じいさんにありがとうとい

その頃には父母や民三郎

ランドを作る部分に分けた︒

できて経済を作る部分とブ

豊かな表現ができる仕事が

も上がり︑パティシェ部も︑

を作った︒製造部の生産性

に見習わなくてはいけない︒ いう思いで︑ええもんちぃ

が多すぎるので︑和菓子屋

子屋は手間暇がかかること

ええもんちぃを
販売

２００５年２月５日︑私

ないかと話されたらしい︒

ルに行き︑その前に立った

間にした︒

船場にお金を落とす︒そう

年に建った時の状況

いう暮らしをしていたはず
なのに︑気がつけば神戸に

時﹁これか！﹂と思った︒

が﹁すごいな﹂と思った︒

おうと考えた︒少し急で危

ンした︒これはオープンせ
船場の有形文化財である

間だから﹁ここでやらせて

なっかしいけれど︑勝手階

に戻すことが一番いいと感
住み︑大阪で稼いで︑京都

彷彿させたい︒

新井ビルは︑弘得社スエヒ

ほしい﹂と言ったら︑新井

自然と出ていた︒

で遊ぶ状況に変わったので

老人がオーナーで︑万博の
私は当時﹁浅田さん︑大

阪急で１年半もたってい

さんも私の目をじっと見て

大正

阪から持っていくものがで

ロさんがレストランをされ

ない時だったので︑借り入

どうしよう︒と考えていた

ざるを得なかった︒
お菓子屋は︑確固たる本

きてよかった︒オーナーシ

れが多く︑やっていけるか

になった︒

店が要る︒デパートは船が

ていた︒スエヒロのオーナ

これ以上はつくれない︑

ら︑その１週間後グランフ

ーさんがケーキ屋でもでき

次号に続く︒

ェフの店はたくさんあるけ

はないか︒

50 30
60

︵有限会社五感代表取締役社長︶を講師に迎え︑
﹁街のケーキ屋さんから大阪の菓子ブランドへ﹂

し案が発表されていない時

フロント計画で阪急建て直

店の執行役員にも︑グラン

その時はまだ︑阪急百貨

をテーマに講演を行いました︒

先月号より続く︒

北浜本館を立ち
上げ

私はホッとした反面︑逆

期だったのだと思った︒

アルバイトも入れると仲間
に阪急さんには失礼だけれ

その後︑従業員も増え︑

名ほどになった︒今度

・６坪では

狭いので横の店も空けても

長に﹁現状の

らうから︑一緒に使ってく

21
年に建った建物でお

11

が

︑

年に

いわてＳ―１スイーツフェア 2017

指定されている情緒ある道

道後温泉本館
ど︑大阪と感じられるもの

らないと感じた瞬間だった︒

大阪 の 菓子ブランドへ
漁に出るようなものだと思

本館を立ち上げるきっかけ

街のケーキ屋さんから

ロント計画・北ヤードの開

れ﹂と言われた︒

浅田 美明 氏（有限会社五感代表取締役社長）



建てられた︑味わい深い建

27

発計画が新聞で発表された︒ った︒港を造らなければな

11

12

16

手
岩
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る﹂と言わせるように︑家
続けることが難しい商売に

比べて菓子屋という職業は

屋さんで思うのは︑以前に

す︒さらに︑お菓子はネッ

し上がる機会は減っていま

もそも和菓子を日常的に召

ら︑分かったのは

人中１

花筏というお菓子を見せた

校の先生方の講演があり︑

即した菓名をつけるべきか

的な︑あるいは今の時代に

っと直接的︑間接的︑感覚

のだろうかと感じます︒も

息子たちの隔たりになって

りにくい和菓子の世界は︑

子屋さんは増えない︒わか

独立して始める新規の和菓

代目にな

では男尊女卑と言われるか
族ぐるみでしています︒

には﹁つちやの

もしれませんが︑いただい

た︒アメの部分もあり︑今

全菓連では全国組合研修会で﹁後継者たちの意

たお菓子は祖父︑父︑姉を

その①

見を聞こう﹂をテーマにパネルディスカッション

ター・全菓連︶ 本日は﹁後

渡辺嘉一郎︵コーディネー

年近くの企業の方は手を挙

逆に老舗といわれる１００

て下さい︒少ないですね︒

られていました︒素直な性

に食べることが徹底して守

順番で︑家を継ぐ人間が先

来の夢という作文には﹁つ

継者たちの意見を聞こう﹂

ちやの９代目になります﹂

格だので︑それが脳幹に残

令嬢様に家を継がせたい方

と書きました︒担任の先生

り︑小学校１年生の時︑将

は︑どれくらいますか？︒

げてください︒半数くらい

ず︑全国菓子工業組合連合

意外と少ないですね︒本人

います︒ご子息あるいはご

会青年部の槌谷部長から︑

は︑親子面談の時﹁槌谷さ

をテーマにパネルディスカ

基調講演をいただいてか
の意志に任せる方は？︒半

ッションを開催します︒先

ら︑ディスカッションに入
んのご子息は夢がない︒普

た方や後輩で社長をしてい

います︒最近︑社長になっ

が︑本当は親の覚悟だと思

択もあるかもしれません

家を継ぐのは︑息子の選

屋さんができましたが︑和

この数年間︑何軒も洋菓子

す︒私の地元岐阜県でも︑

す︒ここに問題点がありま

る方が極めて少ないことで

独立して自分で商売を始め

は洋菓子屋さんに比べて︑

なってきている︒もう１つ

地元の高校で授業をしてい

たりがあることです︒いま

考えているお菓子と若干隔

は︑お客様とって︑我々が

りつつあります︒もう１つ

らないという制約も無くな

るので︑地元でなければな

トでも十分買うことができ

代は︑

％のお客様が菓名

す︒花筏が生まれた江戸時

感覚で買われているわけで

くていい﹂というぐらいの

﹁桜が散っている︑春っぽ

ていますが︑お客様は普段

花筏という生菓子は知られ

人だけでした︒我々には︑

子屋さんを始めようと思っ

ます︒つまり︑新しくお菓

り下げた勉強が必要になり

展開するためには︑深く掘

う︒ただ︑そういう部分を

くする必要もあるでしょ

もしれません︒わかりやす

私が感じているのは︑継

が出てくるかもしれません︒

択肢を消してしまうご子息

り︑和菓子屋さんという選

子をしたほうがいい﹂とな

のお客様にもっと近いお菓

います︒放っておくと﹁今

る人に 息
｢ 子は継がせる
の？ ｣と聞くと︑半分以上

ちでもいい﹂と言われます︒

うと思う﹂あるいは﹁どっ

しにくい商売であること︒

のは︑和菓子屋さんは開業

かできていません︒という

菓子屋さんはほんの数軒し

なら大概分かります︒その

れた名前なので︑同業の方

筏は上生菓子の中でも知ら

花筏の写真を見せます︒花

ます︒生徒には︑生菓子の

化的な香りを感じながら買

求めいただくお客様は︑文

菓名が付いたものをお買い

たでしょう︒今︑古典的な

の意味を理解して買ってい

がら︑和菓子屋さんで働く

けです︒ところが︑残念な

勉強と知識が必要になるわ

て行こうとすれば︑相当な

ても︑和の文化を掘り下げ

思います︒もう１つ︑他者

子へ真っ先にするべきだと

しい﹂という意思表示を息

﹁将来は菓子屋を継いで欲

がせるべきだと思うなら

は﹁将来息子に決めさせよ

それに対して私は﹁予言で

また︑新たに開業しても商

︑

歳にな

はないけれど

ら︑家を継ぐこと以外考え

教育でした︒小さいころか

やの社長になるというのは

いと言うはずなのに︑つち

や新幹線の運転手になりた

ったら飛行機のパイロット

対し︑全く迷いはなかった

ったので︑家を継ぐことに

あります︒こういう環境だ

思表示をとことんしたほう

を継いで欲しい﹂という意

早いうちに覚悟を決め﹁家

ほしいと思うのであれば︑

をします︒将来もし継いで

屋さんはそうは無いし︑そ

菓子を作って売れるお菓子

個５００︑６００円の上生

ど儲からないことです︒１

理由は︑まず１つは昔ほ

も知りません︒この前︑学

１００％知りません︒先生

う質問をすると︑高校生は

筏はご存じですか？﹂とい

は花筏という名前です︒花

様との距離がどれだけある

いただけないことは︑お客

をしないと価値を見出して

だと思います︒文化の説明

す︒これは菓子屋には問題

がかなりいます︒なので︑

に和菓子職人をしている方

ない現状です︒生活のため

しようという人はそうはい

払って和菓子を食べて勉強

ます︒

要なポイントになると思い

るようにしていくことが重

な商売だと思っていただけ

さんという業界が︑魅力的

ったら︑絶対に継いで欲し

させないという教育だった

どういうことですか﹂と母

が息子にとっても︑家族に

から見ても今後︑和菓子屋

槌 谷 祐 哉︵ 槌 谷・ 岐 阜 ︶

と思います︒保育園時代は︑

に言ったそうです︒母は即

とっても幸せだと思いま

職人さんで︑自分がお金を

全菓連青年部の部長を務め

やんちゃでよく怒られてい

わけです︒今だとそのよう

す︒なぜなら︑私はそのよ

われるようになっていま

ている槌谷です︒本日のメ

ました︒その時に必ず﹁そ

にすべきなのか議論が必要

写真を見せて﹁このお菓子

ンバー４名とも︑既に後継

座に祖父に伝え︑祖父が怒

だと思いますが︑息子には

うに育って来て幸せだった

売しにくいと思います︒

者になっていますが︑その
んなことで︑つちやの９代
り心頭で文句を言いに行き

それに近いことをしていま

と思います︒

いと思うようになる﹂と話

過程をたどりながら︑どの

ました︒担任の先生に﹁我

す︒﹁将来何になりたい？﹂

哲学を会社に行き渡らせて

の意味を社員に知らしめ︑

バ ー の 祈 り ﹂︶ を 引 き︑ そ

・ニーバーの言葉︵﹁ニー

リカの神学者ラインホルド

現会長の細田治様もアメ

られました︒当時は社内か

構成を活かした展開を始め

店ルートに得意な飴の商品

来的な限界を見抜き︑量販

重きを置いた販路戦略に将

での百貨店だけに圧倒的に

ルートの開拓です︒それま

直営店のみならず︑量販店

また特筆されることは︑

す︒和菓子屋でございます︒

東京・銀座の空也と申しま

山 口 彦 之︵ 空 也・ 東 京 ︶

て下さい︒

したのはいつなのかを教え

介︑また︑事業継承を決意

渡辺

村中洋祐︵甘

ていました︒

で行くと思っ

菓子屋を継い

空也という和

なると自分が

が︑小学生に

っていました

手になりたいという夢は持

っていました︒プロ野球選

である私が継ぐだろうと思

り︑物心付いたころから男

ありませんが︑姉が２人お

ったのは︑特にきっかけは

私が事業継承をしようと思

サラリーマンをしました︒

親に反発し︑一旦営業職の

のか﹂と感じ︑高校以降は

のを作ることがかっこいい

年頃になると﹁男が甘いも

代がありました︒就職する

育のように言われていた時

れば﹁跡取りだ﹂と情操教

たので︑正月に親戚が集ま

菓子屋の息子として生まれ

設する業態です︒私自身︑

グセンターの小売と卸を併

他は各主要駅やショッピン

営は４店舗あります︒その

菓子部門を２店舗持ち︑直

を作っています︒現在は洋

は羽二重餅で︑お土産菓子

になります︒主な取り扱い

黄な粉の五家宝にしまし

て︑自分の家で作った種と

営が悪くなると︑卸はやめ

ました︒父の代になって経

屋さんに卸す商売をしてい

だけを作り︑それを五家宝

い︑五家宝の中の白い部分

は祖父の代までは種屋とい

代目となっていますが︑実

ます︒プロフィールでは４

という一品だけを作ってい

申します︒熊谷市で五家宝

埼玉︶ 埼玉県の内ヶ嶋と

内ヶ嶋修︵五家宝たねに・

きっかけだと思います︒

をしたいというわがままが

したので︑思う通りに仕事

で切り盛りしたいと思いま

に行きました︒ただ︑自分

らない若い時なので︑修行

いながら︑現在に至ってい

で︑家に戻り︑教えてもら

店も忙しくなってきたの

とをしました︒

れました︒それで好きなこ

私には反対もせず出してく

れ﹂と言われたそうですが︑

学校を卒業したらこれをや

から﹁兄弟も多いから︑中

ことにしました︒父は祖父

やらせてくれ﹂と家を出る

それで﹁少し好きなことを

１度は考えると思います︒

自分は何かできないか﹂と

い ま し た︒﹁ 菓 子 屋 以 外 に

できるんじゃないか﹂と思

らいになると﹁ほかに何か

思っていのですが︑

﹁自分もやるのかな﹂とは

様子を子どもの時から見て

年前に作られたり︑なに

にと﹁梅ぼ志飴﹂を創製︑

の精神であり︑時代に合わ

根底にあるのが伝統と革新

使って菓子販売をして︑か



皆様は榮太樓さんといっ

水羊羹であったりすると思
いますが︑実は菓子業界の
近代化と先進の歴史を作ら
れてきた江戸東京の銘店な

１８１８年︵創業年︶に

また︑プルトップ缶製の﹁水

った原材料は使わない﹂こ

ーカーと言えるでしょう︒

のです︒

江戸の九段坂で拳煎餅を売

羊羹﹂を作り出したりと︑

と︒それがこの二つに活か

基調講演

式会社になっ

歳の時︑

16

自己紹介とお店の紹

いらっしゃいます︒こうし

らも相当反対されたとのこ

泉堂・福井︶

ノルマを達成できた時もあ

り始め︑１８５７年に日本

せて変えるものは変え︑決

されています︒

歳く

たことも老舗としての強さ

とです︒反面︑伊勢丹新宿

福井県の村中

りましたが︑小さい頃から

ただ︑最近︑特に和菓子

となっているのだろうと思

本店でのコンセプトショッ

と申します︒

最中を焼いたり︑種を炒る

目になれるのか﹂という締

が家の教育に口を挟んでも

とか聞いても︑必ず最終的

代の何も知

めの言葉が付くくらいでし

らっては困る︒余計なこと

よりも日本初のデパ地下と

います︒同店にとり︑変え

プ﹁あめやえいたろう﹂の

甘泉堂と申し

う思っても︑

ように家を継ぐ意識を芽生

た︒祖父も祖母も父も母も

は言うな﹂と言った逸話が

期

えさせたのかを聞きたいと

全く同じで︑ずっとそのよ

なりの人気を得たそうで

いわれている東横のれん街

てはいけないものは餡の

展開など︑斬新な店舗展開

橋で店舗を構えたのがご商

して変えてはいけないもの

です︒

て︑どんな菓子を思い浮か
す︒その後︑もともとは細

の出店に立上げから参画

味︑そして余計な材料を使

も成功され︑まさに時代を

年なので

思います︒

うに言われ続けてきまし

企業としても近代的なロ

べるでしょうか︒人によっ
工菓子でもある有平糖をだ

し︑実現にこぎつけた企画

わない飴です︒目指すとこ

ます︒

たのは昭和

初めに皆さんにお伺いし

ジスティクスセンターを約

ては飴︑人によっては缶の

れでも気軽に楽しめるよう

力をお持ちなのです︒その

ろは﹁創業時に存在しなか

た︒父の代から始めたので︑
ともかく時代に対応するの

は変えないということなの

次号に続く︒

家業を見てきたので﹁うち
が上手な菓子屋であったと

種屋なので︑朝起きたら

まして︑明治

売の始まりです︒程なくし

いうことなのです︒

25

尾関 勇

て現代でもお馴染みの金鍔

思うようになりました︒そ

上手に読む︑先進の菓子メ

20

２代目になります︒

56

の仕事をやってみたい﹂と

36

年創業︑株

事業継承を決意したのはいつなのか

ます︒初代の方は手を挙げ

が︑本店を開く前の数年間

通︑小学校１年の子どもだ

分くらいですね︒

50

は日本橋の南詰めで屋台を

私のところは完全な洗脳

ります︒

90

株式会社榮太樓

基調講演

60

﹁東京都

後継者たちの
意見を聞こう

總本鋪様﹂

パネルディスカッション

10
50

飛ばして私︑母︑姉という

を行いました︒

















































を代表菓子とされました
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第936号

フードセーフティジャパンでは佐藤邦裕氏︵公
益社団法人日本食品衛生協会︶を講師に迎え﹁改

ういう配置をした︒

事ではない︑と意識的にそ

る︒工場にいる人だけの仕

方が責任を持って分担す

イや廊下︑出入り口は事務

めて異物混入防止を考えてみよう！﹂をテーマに
講演を行いました︒

先月号より続く︒

管理図面の作成
・整備
事務方が最初にさせたこ
とだが︑建てた時の青図で
はなく︑現在の工場の間仕
切りが入った見取り図を１

その④

のかを調べ上げ︑図面上に

が︑机の上で理想的なルー

で働いてない品質管理部

たちで決める︒普段︑現場

ればいけないルールは自分

ない︒自分たちが守らなけ

品質管理部が決めるのでは

除しながら決めてもらう︒

ないほうが悪い︒大きな箱

り前なので︑ルールを作ら

う︒人間の心理として当た

ーチングの下に隠してしま

しまう︒箱がなければグレ

あるとその中に放り込んで

所がないので︑近くに箱が

っているのは嫌で︑置き場

くのが面倒だから誰も拾わ

ルを作り︑現場に落として

なくなる︒また︑開けて中

でも置いて︑とりあえずこ

また︑どこの職場に行っ

に何かがたまってしまう配

こに入れてください︑のよ

ても製造ラインの周りに︑

電盤・スイッチボックスは

も︑実態に合っていないの

ものが落ちていたら﹁拾い

決まっている︒人がよくい

でやりたくてもできない︒

スといっても用途がいろい

なさい﹂と言われている︒

て︑汚れやすいところで︑

うなことでいい︒品質管理

ろある︒扉がついて︑高圧

しかし︑拾ったら﹁どうし

すぐに開けられる位置に扉

ここの配電盤は月１回こう

号をつけること︒Ａ１︑Ａ

電流が流れ︑触ってはいけ

なさい﹂というところまで

部が﹁どこで拾って︑どこ

２︑Ａ３や小さい工場なら

ないところもある︒これら

ルール化されている企業は

のか︑従業員に言って決め

のねじだと思われるみたい

通し番号でも良い︒結果的

を清掃し︑次にそのレベル

る︒それで工具のところに

いう方法で︑開けた時には

にいえば部署ごとにＡＢＣ

が維持されていることをど

てみると﹁日常の作業の中

自分の名前を書くか︑レ点

配電盤・スイッチボック

をつけておいたほうが楽

で会社から支給されている

なメモをつけて入れろ﹂と

配電盤スイッチボックス

スはいろいろなタイプがあ

だ︒実際に調べた人の感想

ある工場の場合︑総務が管

をつけるのもいい︒誰かが

類や清掃用具ボックス︑毎

り︑ボルトやねじ︑ワッシ

があるなど︑そういう位置

理していたが︑毎年のよう

難しく言ったら︑メモを書

の責任分担や役割分担を明

日使う工具箱の確認をす

ャーがたまる︒自分の受け

３分の１くらいだ︒拾った

格好にある︒

見ることを決める︒

確にするためゾーニングを

る︒この３点はどのエリア

の頻度で誰が見るのか︒こ

のはいいけれど︑自分で持

配電盤・スイッチボック

２〜３倍はある︒

した︒自分の受け持ち分担

でも︑形は違っても同じも

を聞くと︑誰でも知ってい

れは掃除した人たちに︑掃

落とす︒ポイントは識別記

の明確化だ︒つぎに︑それ

持ちの分担区画の中で︑配

るスイッチボックス以外の

枚用意した︒これから実践

ぞれのグループに１人ずつ
のは必ずある︒すると共通
電盤がどの位置に何個ある

していく５Ｓ活動のお互い

責任者を配置させた︒ここ
のルールで職場全体を仕切

書き出し︑最後の人はこの

ることができる︒

のポイントは共用部分のト

工具は︑使い勝手が悪い︒

したら︑きちっとできる︒

に備品を買い足し︑想定の

こういうことを日常的に積

そういう区別も含め︑まず

と試しに買って使ってみた

み上げ︑毎日繰り返してい

る﹂と善意で言ってくれる︒

ら使い勝手がいい︒だから︑

女性は︑ものを大事に使う︒

ばっているので︑紛失して

周りの人に教えてあげて︑

て下さい﹂と︑どこの職場

もわからない︒小さい工具

くことが５Ｓをするという

抜けて混入するかわからな

書き出し︑記号をつける︒

は品物と一緒に異物になっ

みんな自分で買って使って

ことだ︒

入っている備品のリストを

このラインで使っている工

います﹂と言った︒これも

通りだと確かめて︑一日の

ではなく︑包装室では使え

具箱には何が必要なのか︑

てもわからない︒工具の管

日本特有のパートのいいと

５Ｓのポイントは︑人を

作業を終える︑こうルール

ないけれど外回りで使いま

理は大事だからと︑管理を

ころだが︑管理をする側か

動かすこと︒人を動かさな

ホームセンターに行った

す﹂と言うと︑案外出して

清掃用具ボックスと理屈は

しようと思ったら︑一度提

ら見たら︑支給したことも

いルールは作るだけ無駄

時︑使えるんじゃないか︑

い︒入っている備品はきち

同じだ︒ただ︑工具という

出してもらわなければなら

ないものが︑工場内にある

３倍くらいの工具が出てき

んと決められただけ収ま

くれる︒清掃用具ボックス

難しさがある︒特に職人が

ない︒提出するかしないか

から︑これほどやっかいな

た︒工場の中に工具が散ら

次に清掃用具ボックスだ

り︑余分があるのは不可だ︒

といっても︑いろいろな形

いる職場は︑自分が使って

は︑最初に受け持ち分担を

図面に我が部署の工具はこ

が︑最初にどういうタイプ

備品のリスト以上に何かが

がある︒要はあるべき場所

いる工具は使い慣れている

決めた時の班長の力量だ︒

だ︒人を動かせるルールを

人を動かす
に︑あるべきものが︑ある

ので︑会社で支給していて

作ろうと思ったら︑動かさ

ういうように置いてあると

か︑自分の受け持ち分担区

入っていた時︑隣にあるボ

べき個数だけきちんとあ

も自分の道具だ︒一旦出し

ことはない︒仮に壊れたり

れる人が作らなくてはなら

なので︑口で言うより写真

画のどこにあるかを図面上

ックスで入っているべきも

る︒それがきちんと分かる

して︑異物の混入になった

で 示 す と 良 い︒﹁ 捨 て る の

に入れ︑識別記号をつける︒

のが１本無くなっている︑

ようになっているかだ︒そ

﹁私が必ず責任持って戻す

ら﹁うちの工場にそんなも

すると﹁私は丁寧に使って

つけた後は︑どういう備品

という状況を作り上げるま

たら戻ってこないのではな

から︑とにかく一度提出せ

いるからまだ大丈夫︑使え

が入っているのかだ︒何の

でお互いにきちっとしなけ

して︑限度見本は︑その近

よ﹂と出してもらう︒

次は工具類だ︒受け持ち

提出してもらう︒それくら

に︑責任者のところへ１回

ている工具を作業場ごと

しようと思ったら︑今使っ

慌ててパート従業員に聞い

それも買えば安いものだ︒

が結構たくさん出てきた︒

ば︑供給もしていない工具

備品として配置もしなけれ

この作業からは︑会社が

低限どの道具が何個必要な

にある︑この工具箱には最

この部署の︑このライン

ってもらえない︒

の高いものを作っても︑守

人間が︑最初からグレード

ない︒満足できるレベルに

分担区画には︑常設で設置

い作業場の中には散らば

のはない﹂となってしまう︒

している工具置き場やライ

り︑整理がされていない︒

ばいい︒該当しない部署の

なったらグレードを上げれ

ンごとに箱に入れている工

必要最低限の原則

具箱など︑いろいろある︒

工具類の管理

いかとなり︑なかなか出し

でも言っているだろう︒し

道具が必要なのかという

ればならない︒また︑スイ

次に︑限度見本だ︒現場

洗浄用具の使用限度見本

てもらえない︒工具を整理

かし︑特に年配のパートの

時︑どこからどこまで清掃

ッチボックスは︑何も無い

で使用するブラシがめくり

くに掲示する︒

い︒﹁ こ う な っ た ら︑ 新 し

しているのかが分かってい

ことが正しいからリストは

いるかどうかが分からな

れば︑例えばバケツが本当

清掃用具等収納ボ
ックスの管理図面
へのマッピング

に３個必要ですかなどを吟

必要ない︒

場合︑大抵色分けし︑使う

上がっていたら︑いつ毛が

限度見本作成

味して決められる︒１個で
間に合うのだったら１個に

場所が違うというようなル

してもいい︒バケツ３個の

ールがある︒決まったら︑

工具類の管理

いものに交換するから言っ

配電盤・ スイッチ
ボックスの管理図
面へのマッピング

清掃用具等収納ボックスの管理

作る︒リストが無いと︑次

佐藤 邦裕 氏（公益社団法人日本食品衛生協会）

に点検で開けた時︑合って

改めて異物混入防止
を考えてみよう！

麻布法人会では︑木﨑海洋氏︵行政書士︶を講師
に迎え﹁相続と事業承継﹂について講演会を開催し
ました︒

その④
使えなかった制度である︒

が１つか２つかによって︑

使ってもいいという︑玄関

くて済んだけど︑遺言書の

たちの納税する金額は少な

税対策のおかげで︑子ども

ざ相続が始まると確かに節

士は

産税で︑精通している税理

だ︒相続や贈与は個人の資

もいい﹂というのは間違い

人に１人くらいしか

これはおかしいと制度改正

住宅は︑税金的に少し有利

いうものだ︒また︑二世帯

ば相続税を安くするため︑

が抜け落ちてしまう︒例え

考えていると︑大切なもの

は多い︒ただ︑税金ばかり

ら︑と目が向いてしまう人

対策︑納税対策は大切だか

が向いてはいけない︒節税

しかし︑税金ばかりに目

宅は有効だ︒

つしかない場合︑二世帯住

行っている︒特に土地が１

され︑今は二世帯住宅が流

で残してくれたほうが︑あ

も︑骨肉の争いをしない形

たちは税金が安くなるより

れない︒ほとんどの子ども

る︑くらいでもいいかも知

があったら節税対策をす

できる内容で分けて︑余裕

もたちが納得して︑仲よく

らなくなる︒なるべく子ど

に財産を相続したのかわか

の争いをしたら︑何のため

った︒裁判所で何年も骨肉

内容をめぐって大喧嘩にな

とがある︒相手は国税で︑

遭った地主を何人も見たこ

士選びを失敗し︑痛い目に

ないことも多い︒私も税理

んぷんな答えしか返ってこ

相談をしても︑ちんぷんか

な贈与税︑相続税︑節税の

たことがない税理士に大切

い税理士はざらにいる︒し

対策を一度もしたことのな

立てている︒相続税や節税

の確定申告をして︑生計を

会社の決算をしたり︑個人

いない︒ほかの税理士は︑

先月号より続く︒

策をしている︒引き下げは

になったから増えていると
節税対策を一生懸命したけ

りがたいと言っている︒

し︑相続税をたくさんかけ

国民にとって負担の重いこ

れど︑子どもたちが喧嘩し

地の特例を使えないという

後見人になったら︑任され

いちゃんがいよいよ成年被

ながっている二世帯住宅は

を防ぐことができる︒

をうまく使うと不要な争い

子がいる場合などは︑信託

ていなかった方がいる︒い

信託を使うといい︒

にはいかない︒そんな時︑

で︑全く同じに考えるわけ

続と事業承継は別問題なの

となるが﹁税理士なら誰で

勝負だ︒中小企業の事業承

いただきたい︒そこからが

る︒

と︑社長の相談に乗ってい

かにやってもらいましょう

い︒だから︑私も何とか誰

けてほしい︒

が相続して住もうとして

庭裁判所が許可しない︒後

た息子の出番である︒契約

〜７倍ある︒従って︑日本

継は︑創業何十年の中で最

税金の話をしたい︒一番

見制度とはこういうもの

の内容に則って節税対策や

の中小企業は︑後継者がい

大のピンチになりかねな

も︑土地を売って納税をし

小規模宅地の特例は︑自

だ︒すると︑５千万円のま

納税対策︑資産運用ができ

なくて加速度的に事業を閉

い︒後継者が決まった場合

なければ住めなくなってし

分の住んでいる土地に対

ま︑更地のまま︑相続税評

る︒よくある信託銀行に任

鎖している会社が多い︒し

私が最初に後継者の方に言

の改正点は基礎控除の引き

家族信託の話をしたい︒

価額が高いまま︒同居して

せると何百万も手数料をと

事業承継について︑私は

かし︑日本は大企業だけで

うことは﹁社内の信頼から

下げ︒これで相続税を納税

民事信託とも言う︒数年前

いる親子でも︑おじいちゃ

られるが︑家族でするから

十数社の中小企業や個人事

はなく︑中小零細企業のい

まう︒このため﹁自宅の土

に改正があり︑最近じわじ

んが亡くなるのを︑指をく

基本的に無料︒ただ︑難し

業主の経営のお手伝いをし

い商品やいい技術︑いいサ

しなければならない対象が

わと流行している︒複雑で

わえて待っているしかな

い制度なので︑専門家の相

ている︒その中で︑事業承

地には︑なるべく税金をか

トラブルになりそうな家系

い︒亡くなると高い評価額

談料はかかる︒

継のお手伝いをすることが

けるのはやめましょう﹂と

は︑この家族信託が有効な

で相続税を持っていかれて

また︑家族信託は複雑な

増えた︒だから︑みんな一

手立てである︒後見制度や

一巻の終わりとなる︒無理

家系や︑事業承継に力を発

始まる事業承継﹂だ︒後継

生懸命に節税対策や納税対

てしまうとせっかく子ども

とだが︑住民にとってはい
思う︒今までは１階と２階

ないような財産分けを考え

相続節税問題

いこともある︒小規模宅地
変な法律だった︒１階に玄

遺言書には限界がある︒後

に契約しても︑売買契約や

ービスがあって成り立って

待ったなしだから︑気をつ

関が一つあり︑内階段でつ

見制度は認知症が進んで自

賃貸借契約は全部無効にな

増えてきた︒中小企業の社

事業承継

ら︑そのまま置いておくだ

ておくだけ︒更地があった

たらそれを普通預金に入れ

い︒５千万円のお金があっ

に言うと何もしてはいけな

る︒ただ︑この管理は極端

たら︑ここに５千万円ある

い︒﹁ お れ が 具 合 悪 く な っ

している息子でも娘でもい

かりしているうちに︑同居

じいちゃんがまだ頭がしっ

契約をしておくのだが︑お

決できる場合も︒親子間で

ところが信託を使うと解

や︑兄弟の仲が悪い家系︑

場合︑子どものいない家系

不要である︒複雑な家系の

嘩する相手もいないから︑

しか遺産は行かないし︑喧

らなくても︑その子どもに

を使うどころか︑遺言書す

いないという場合は︑信託

うちには子どもが１人しか

は信託を使う必要はない︒

と呼ばれ︑普通の倒産の６

方が多い︒これは隠れ倒産

分の代で会社を終わらせる

のに︑後継者がいなくて自

上がり︑返済もできている

えていること︒売り上げが

する﹂という隠れ倒産が増

継者がいなくて事業を閉鎖

る︒ここで重要なことは﹁後

ならない時期にさしかか

よいよ事業承継しなければ

長が

歳になると︑い

の代でなくなるのは忍びな

ち上げた会社だから︑自分

にしてほしい︒苦労して立

する︒もちろん社長は誰か

業を続けましょう︑と提案

ってもいいから︑何とか事

り︑外から第三者を引っ張

員の方をピックアップした

継者にならなくても︑従業

てしまう︒私は子どもが後

ったら︑良い技術力が落ち

もいる︒中小企業がなくな

い︒

ろ社内の信頼がついてこな

頼を優先的にすると︑むし

る後継者が多い︒外部の信

ろが︑外部の信頼を優先す

後で必ず付いてくる︒とこ

機関といった外の信頼は︑

先や取引先︑お客様︑金融

の信頼を得られたら︑納品

の信頼を得て欲しい︒社内

者の方は︑最初に社員から

代の社長はホッとしないで

けで︑何もできない︒同居

から︑更地があるから︑節

あるいは兄弟１人︑子ども

後継者問題

している息子でも︑節税対

税対策や納税対策︑資産運

の１人に障害を持っている

民事・家族信託

分の名前も住所もわからな

揮する︒ただ︑単純な場合

事業をしている方も︑相

くなったおじいちゃん︑お
る︒

策も納税対策も︑アパート

用をしてくれ﹂と親子で信

︑

を建てて資産運用も一切で

託契約を結んでおく︒おじ

次号に続く︒

きない︒リスクがあること

70

後継者が決まっても︑先

ばあちゃんの財産を管理す

税金の専門家は税理士に

で玄関が別々の完全分離型

10

の二世帯住宅は︑小規模宅

木﨑 海洋 氏（行政書士）

の特例と二世帯住宅だ︒

相続 と 事業承継

はしてはいけないので︑家

60
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教師

【基礎編】
千葉 良一

【配合】
強力粉……………１００％

パン酵母（生）……１・２％
せる。

ベンチタイム…………５分
ホイロ…

分（

℃

％）

…下火２００℃約

ミキシング………１速５分
成形…麺棒で薄くのばした

卵黄を塗り、フォークで

～分

焼成…………上火２２０℃

………２速２分
生地をピケし、冷やし固め

❸１個１２０ｇに分割し、

たフィリングに被せ包み込

食塩………………０・８％
℃

生地温度………………
％）

発酵……

℃

棒状にして冷凍で冷やし固

模様をつける。

20

の一部で震度７強の地震が

を目指し、新たな顧客を取

菓鋪松陽軒

の方で、カステレ松沖軒で

町、魚屋町の創業明治

の加藤清正が作ったお寺の

菓鋪松陽軒４代目大竹保晴

り入れる為、従業員も増や

あり、電気、ガス、水道、

いたが、時代の流れととも

し、商売としてやり続けて

道路などのライフラインが

ラ、朝鮮飴、羊羹の店を開

修業ののち、熊本に縁があ

砂糖を溶かす。

さん。あまり和菓子屋では

り、熊本の魚屋町でカステ

❷①をボールに移し、ケー
寸断され、予測不可能な事

キクラム、クルミを入れて

に洋菓子を辞めざるおえな

態に陥りました。２日後早

くなり、和菓子一筋でやっ

急な対応で、全菓連の方々、

業する。昭和６年天皇が熊

混ぜ合わせ、ラム酒とシナ

本陸連に視察の時に、国産

モンを加え混ぜ合わせる。

九州ブロックの方々に支援

ＦＡＸ ０３－３４０７－５４８６

１代目松尾左平は長崎県

が、松尾左平はもう一度熊

て奪われ長崎に帰国する

第２次世界大戦後、すべ

う。季節に応じた商品が桜

いいあんばいになるとい

豆と小豆を一緒に炊き上げ

塩どらやきで、赤えんどう

つの新商品を出す。１つは

百年プリンは、お客さん

い商品に仕上がってます。

プリン。濃厚で口どけが良

のジャージー牛乳を使った

年 プ リ ン 」、 熊 本 阿 蘇 牧 場

が、ネーミングが面白く「百

３店舗、大手百貨店のつる

が入る気配がない。取引先、

復されておらず、お店に人

が、やはり周りの建物が修

の恐怖で不安で眠れない毎

最後になりますが、本震

続けているという。

が、震災後売り上げが伸び

年続けてい

本の地で菓鋪松陽軒を始め

どら、栗どらを販売し、ギ

その中でも

る。

フト用にサラリーマンの男

順調に軌道にのって数年、

そこから跡継ぎが生まれ

はないかと作り始めたのだ

ず、隣の炭屋の娘さんが跡

７年前１００周年祭に２

お目にかかれない黒い白衣

冷凍庫で冷めるまで休ま

話 ０３－３４００－８９０１

子の中でも有名である。

で登場で話を聞きます。

年

あれから１年弱、熊本市

がとうございました。

物資を直接運んで頂きあり

菓鋪松陽軒
２回もおこりました。

日、熊本県大分県

シナモン………………適量

４月

１００年を超える老舗

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

分割………１６０ｇ×

分（

める。
む。

78

個

％

％

％

【工程】

％

砂糖……………………
バター…………………
卵黄……………………
牛乳……………………
〔ヌスフィリング〕
個分）

12 78 24
43

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

ヌス ボイゲル
（テーブル
牛乳………………３７０ｇ

ｇ

砂糖………………１８０ｇ
バター…………………
クルミ（刻み）……５００ｇ
ケーキクラム……３５０ｇ
ｇ

28

ていく。

両県ともかなりの災害が

❶手鍋に牛乳、砂糖、バタ

ラム酒…………………

20

朝鮮飴として献上したお菓

ーを入れ火にかけバターと

30

性にも喜ばれています。

日後にお店を再開した

熊本大震災が起こる。震災

箱買いから袋買いになった

るしおがま（落雁菓子）は、

52

37 10 30 13
50
20

20

継ぎになり、大竹の名前に

年しおがま（落雁

変わる。
昭和

菓子）商品を売り出し、カ
ステラ、朝鮮飴、羊羹、し
おがまの４枚看板としてお
店を切り盛りしていくが、
そこから跡継ぎ問題から大
竹保晴さんが大学卒業後、
三洋電機、電器回路設計技
師を４年間勤めあげた後、
熊本菓子工業組合理事長の
大盛堂・堤公一氏の元で３
年間修業後、跡継ぎとなる。
冷凍冷蔵庫を増やし、和菓
子から和洋菓子の新規開拓

もう１つの商品は、和菓

り、毎日完売でヒット商品

子供や女性の方に人気があ

の年齢層の幅も広く、特に

手になった。

旧の目途も立たず大変な痛

魚屋町のお寺町のお寺の復

やデパートや、お得意先の

て助け合う気持ちが強ま

い対応や行動力に仲間とし

九州ブロックの皆様の素早

日でしたが、全菓連の方々、

ク長・松下利文

全菓連青年部九州ブロッ

いと思います。

もてなしさせていただきた

寧に作り、全国の皆様へお

我々はお菓子１つ１つを丁

も 早 く 復 興 す る た め に、

これからも熊本が１日で

ました。

れない中義援金をいただき

北ブロックの皆様も復旧さ

り、感謝をし、まだまだ東

となってきている。そこで

百年ぷりん

子屋にプリンがあったらお

しおどらやき

客さんも喜んでくれるので

11

14

12

電

40

ヌス ボイゲル

購読をご希望の方は全国菓子工業組
合連合会宛て電話か FAX 若しくは
メールでお申し込みくださいますよ
うお願い致します。
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