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日、

回全国菓子大博覧会

ることなくスムーズに会場

地元の皆様にご迷惑をかけ

策を心配していましたが、

郊外ということで、交通対

の会場は伊勢市と鳥羽市の

もてなし〟と古くからお伊

で発信された三重県の〝お

ていました。このサミット

きるよう大きな使命を担っ

り上がりを菓子博で継承で

なイベントであり、その盛

のサミット後の最初の大き

は過去最多の１７４作品を

インテーマである工芸菓子

います。また、博覧会のメ

することができたかなと思

るバリアフリー観光に寄与

聴きました。三重県が進め

けたことがない〟との声も

ご利用されている方を見か

れだけたくさんの車椅子を

〝地方開催のイベントでこ

だけるよう準備しました。

客様から〝あたかも全国一

える機会になりました。お

報や産業情報を知ってもら

菓子だけではなく、観光情

全国のお菓子の展示は、お

な素晴らしい作品でした。

が、プロが見ても驚くよう

芸菓子も展示されました

上初めて高校生が作った工

参画してもらいました。史

門学校の生徒にも積極的に

ができました。高校生や専

く、団結力につなげること

り、技術の向上だけではな

合わせて一つの作品を作

様々なお菓子の技術が力を

菓子だけではなく洋菓子や

様中心に作成しました。和

菓子工業組合の青年部の皆

で、どのブースも長い列が

展した夢横丁は大変な人気

た。大手菓子メーカーが出

ＰＲをしていただきまし

業組合の皆様によるご当地

は連日、全国各地の菓子工

提供しました。いせ舞台で

重県の食材を使った飲食を

ドコートでもふんだんに三

もてなしをしました。フー

内の菓子、三重県の器でお

お茶席では県産のお茶、県

集まり、連日大盛況でした。

夢の市では、１８００点が

同に販売させていただいた

ました。全国のお菓子を一

を親子で楽しんでいただけ

しさ、お菓子を包む楽しさ

室も行い、お菓子作りの楽

日、無事に

百人で、ほぼ目標入場者数を達成した。
第

分から、約１０

・三重の閉会式は５月
午後５時

回全国

万４千

きなトラブルもなくここま

ら行政等の助言を得て、大

まいりました。準備段階か

極力、細心の注意を払って

ものである事故が無いよう

こういう大きな大会につき

ざいました。菓子博では、

した。大変、ありがとうご

重県の名が世界に発信され

摩サミットが開催され、三

はちょうど１年前、伊勢志

できました。また、三重県

アクセスを確保することが

混乱することなく会場への

アナウンスをしてもらい、

機関をお使いください〟と

関の協力を得て〝公共交通

る方やご高齢の方、妊娠し

設しました。ハンディのあ

ボランティアセンターも開

お体の不自由な方のために

子博は菓子博史上初めて、

と思いました。また、本菓

ひ博覧会でもお伝えしよう

てきた〝おもてなし〟をぜ

勢参りの方たちをお迎えし

芸菓子で再現しました。県

川清重の絵をモチーフに工

伊勢参宮の様子を描いた歌

開催地らしさということで

した。また、テーマ展示は

っていただくことができま

子の持つ芸術性を皆様に知

通じて広く拡散され、お菓

た。数々の写真がＳＮＳを

展示することができまし

ではなく、三重県のいろい

ンジしました。お菓子だけ

製品化することにもチャレ

たレシピをお菓子屋さんが

できました。高校生が作っ

み、出品してもらうことが

子を色々なメーカーに頼

三重県の産品を使ったお菓

もいただきました。また、

周した気分になる〟との声

あった。

上げます」と主催者挨拶が

し、大きな感謝の心を申し

りましたことに心から御礼

きな事故もなく無事に終わ

また「

告があった。

いただけました」と結果報

でき、親子連れで楽しんで

日間の大会が大

で開催をさせていただくこ

ている方にも楽しんでいた

お客様をお見送り

た１年でもありました。そ

「入場者は

27

日間の幕を閉じた。多くの方たちに感

24

動と夢を与えた「お伊勢さん菓子博２０１７」だが、会期中の来場者は

菓子大博覧会・三重は５月

「お菓子がつなぐ〝おもてなし〟を世界へ」をテーマに開催された第

回全国菓子大博覧会・三重

万４千百人

０人が出席し、菓子博会場

へ輸送することが大きなテ

来場者は

内・いせ舞台で挙行された。

ーマでした。これも交通機

27
14

とができました。また、こ

58

20

14

27

58

第

万人となりま

式は濱田実行委員長より

58
大会旗を返還

で、三重県産品の様々な発

出来たことは大きな成果

ろな物作りの皆様とコラボ

面参照）。

状が授与された（詳細は２

受賞の代表者一人一人に賞

行された。栄誉に輝いた、

続いて、褒賞授与式が挙

ど、雨が降ることなく、た

れました。会期中はほとん

とハイタッチで帰っていか

りがとう、おつかれさま〟

し、たくさんのお客様が〝あ

ど中央ゲートでお見送りを

続いて岡会長より「先ほ

（岡会長御礼の挨拶は２面

た」と御礼の言葉があった

当にありがとうございまし

る程度達成できました。本

にして渡すという目標もあ

を吹き込み、新しいバトン

上続いた菓子博に新しい風

力を全国に発信することも

催することにより、三重の

した。

大会旗を返還し、式を終了

博協議会大窪会長に博覧会

最後に岡会長より、全菓

に掲載）。

できました。また、百年以

だきました。この大会を開

くさんの来場者に来ていた

お菓子教室とラッピング教

信にもつなげられました。
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11個の円…①和菓子②洋菓子③煎餅④
飴砂糖菓子⑤豆菓子⑥おこし⑦甘納
豆⑧チョコ⑨ビスケット⑩スナック
菓子⑪ガム 菓子11種全部の集まり
中心の C…菓子のConfectioneryの頭文字
横串の５個の円…団子と団結を表わす
全形…橘の花、中心の金色の円とCは
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（１） 平成29年６月15日

褒賞授与式を挙行、受賞の

・三重は閉会式内において、

つ公正な審査が行われたと

ら消費者も加わり、厳正か

一般菓子については今回か

２３００点余りあるなか、
りに作ることができるの

材料でここまで本物そっく
承しつつも新しい工夫をこ

して造られた品、伝統を継

域、その土地の食材を生か

般菓子についてもその地

か、と驚かされました。一

く表現することができるの

か、ここまで技術的に美し

▽名誉総裁賞・和菓子部門

◎褒賞授与式・代表受賞者

は次の通り。

す」と述べた。代表受賞者

くことを期待しておりま

留まらず世界に広がってい

し、日本のお菓子が国内に

のテーマを皆さんで共有

りました。今後は本博覧会

らした品が数多く目に留ま

来場者の投票による
感動大賞も実施

ｒｅａｍ（㈲ツマガリ）

▽同右・洋風工芸菓子・Ｄ

庵）

子・彩華瑞鳥（宗家源吉兆

▽名誉総裁賞・和風工芸菓

◎工芸菓子

館）

家源吉兆庵）

▽感動大賞・彩華瑞鳥（宗

えぷろん）

いがた食育・保育専門学校

芸菓子・フルーツの妖精（に

▽農林水産大臣賞・洋風工

第 回全国菓子大博覧会・三重

代表者に賞状が授与され
伺っています。また、会場
・待兼の鏡（御菓子司京屋）

位３点を感動大賞に決定し

彰慰霊祭は５月

・三重の物故菓業功労者顕

も目標にしていたのが、三

旅立った義弟が何をおいて

大門長正氏は「志半ばで

菓子博が大成功を収めて、

常に思っておりました、今、

この菓子博を成功させると

換させていただきながら、

の菓子職人と出あい情報交

を通じたくさんの同じ思い

白松がモナカ本舗）をはじ

た。加賀谷忍氏（株式会社

優良従業員表彰式が行われ

この後、同所で永年勤続

ます」と謝辞を述べた。

ぞ喜んでいることだと思い

いた強い思いが成就し、さ

祝辞が述べられた。

れ、大窪幹夫大会長よりは

回全国菓子大博覧会

褒賞授与式を挙行

た。授与式には農林水産省
を拝見させていただきまし

・三重ではお菓子の匠工芸

た。結果は次の通り。

部門・稲ほろり（㈱西洋菓

県営サンアリーナ・国際会

重県では初めての開催とな

幕を閉じようとしているこ

第

食料産業局丸山審議官が出

館に来場者した方の投票で

○１位「彩華瑞鳥」株式会

のうち、総得点数の高い上

コラブラウニー（株式会社

決定する、感動大賞も実施

○２位「錦上添花」両口屋

回全国菓子大博覧会

マサール）

した。投票は４月

菓匠・清水利仲

第

たが、工芸菓子はお菓子の

▽同右・せんべい部門・た

に行われ、工芸菓子１７４

○３位「天昇墨龍」山口家

▽同右・洋菓子部門・ショ

席され「今回、出品数が約

べりん（スギ製菓）

作品から、来場者に作品５

社源吉兆庵

▽同右・米菓部門・浪の詩

点を選んでもらった。その

日

（㈱あみだ池大黒）

・江口方弘

子倶楽部）

同祭では御遺族代表とし

議場で挙行された。

るこの菓子博でした。菓子

表者が神殿に玉串を捧げ

▽茶道裏千家家元賞・最優

て、三重県菓子工業組合故

博での準備委員会の集まり

回全国菓子大博覧会

秀賞・和神（㈱刀根菓子会

濵田修氏の御親族大門長正

学校要覧と掲示用ポスター配布

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

名であ

変えながら、現在まで受け

氏をはじめ各菓子団体の代

ましたが、次に繋げるバト

た。功労者名簿は

継がれて参りました。三重

います。

ンはしっかり磨けたかと思

った。

色々な対応すべき問題点も

大会では、大幅な改良をす

何より会場内でのお客様

日、三重

工芸菓子、テーマ展示も

発生しましたが、迅速に臨

備段階での勉強会に、高校

の笑顔がうれしく、最終日

６月

日、お伊勢さん

菓子博褒賞伝達式、ホ

日、講習会「食

テルグランテラス富山、富

６月

山市

このほど同センターの加盟

（理事長大窪幹夫氏）では、

していただくと共に、進路

ーを全国の高等学校に掲示

を求めているため、ポスタ

次世代を担う意欲ある若人

また、和洋菓子業界では

ローチ

造業の食品ロス削減のアプ

７月

東京菓子会館、台東区

寺岡精工知的財産企画部）、

いて」、講師・小池正城氏（㈱

品の原材料等表示につ

ったご支援ご協力を頂きま

学校要覧と掲示用ポスタ

指導の際、加盟学校要覧を

日本菓子教育センター

行事予定

き、大変心強く感じました。

機応変の対応が出来たと思

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

お伊勢さん菓子博２０１

非常に高い評価を頂く事が

生や専門学校生への指導も

め１１９名の方が表彰さ

出来ました。また、その準

７が、

改善要求は、完璧にクリア

行い、菓子博では初めてそ

こなし閉幕しました。

しました。バリアフリーも

ることになり大変ではあり

まずは、関わって頂いた

非常に高い評価を頂きまし

っています。全菓連様には、

皆様に深く感謝を申し上げ
ます。
広島大会から、４年間、

した。ありがとうございま

ー、チラシ（写真）を新し

博覧会にするべく、準備を
進めて参りました。全国の
各県菓子組合役員の皆様に
は、当初、これまでとは違

日本菓子教育センター

した。菓子博あり方検討会

く作成し、全国約５０００

井 出 留 美 氏（ ㈱

これまでの菓子博では無か

で、これから一年間の検証

活用して頂き、菓子学校の

ついて、学校見学について、

学費など。

い合わせると良い。

岐阜市

の 視 点 」、 講 師・

office3.11

日、和菓子講習

（梅ぞの）、香梅六条工場、

会、講師・鈴木美典氏

７月

代表取締役）、台東区

26

とか成功させ、次に繋げる

期間でしっかり検討を頂

の高等学校に配付した。

各校は同センター会員であ

通り。

同要覧の掲載項目は次の

皆様のお陰をもちまし

○校名、所在地、交通、

日、講習会「食品製

き、次期開催に繋げて頂き

う取り組みに理解しがたい

岡 幸男
のお見送りでは、多くのお

たいと祈念いたします。

三重県菓子工業組合理事長
の学生の作品を会場に展示

客様に「お疲れ様」と声を

た。

かけて頂き、胸が詰まる思

り、菓子づくりのために必

電話、ＦＡＸ、ホームペー

詳細については日本菓子

しました。次代の養成とし

要な理論や技術を学ぶため

教育センター（電話０３―

て、関わった県若手菓子職

て、無事、菓子博を終える

に最も適した学校である。

ありがとうございました。

ことが出来ました。

ジ、学校の特色、募集要項、

三重県中のグルメを集め

いでした。
菓子博覧会は、１００年
以上の歴史の中でその形を

募集人員、選考方法、資格

たフードコートも、朝早く

人とともに良い取り組みで

日 間 の 開 催 期 間 中、

10

12

進学を教示してもらう。

部分が多々あって、半信半

から大盛況で、しっかり三

あったと思います。

岐阜

同要覧に収載されている

疑の質疑応答のやり取りが

重のグルメを紹介できたの

３２３２―０２８２）に問

ありました。３回の各ブロ

かと思っています。

24

取得について、就職状況に

ック会議で説明を重ね、ご

歴史ある菓子博覧会をなん

26

21

とで、義弟が心残りにして

三重大会への省庁からの

第

物故菓業功労者顕彰慰霊祭を挙行

～

▽同右・飴菓子部門・霜ば

結果、回答数１，０３４名

候様（津具屋製菓㈲）

26

心より感謝申し上げます。

▽農林水産大臣賞・和菓子

24
14

理解とご協力の意思を頂

全国菓子大博覧会三重大会
の閉幕にあたって

富山

東京

86

▽同右・半生菓子部門・堀

しら（㈱九重本舗玉澤）

27

27

彩華瑞鳥（宗家源吉兆庵）
感動大賞

27

日間の日程を無事

全国物故菓業功労者顕彰慰霊祭

27
24
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第８回 近 畿 ブ ロ ッ ク 大 会 実 施

全菓連
青年部
が切磋琢磨して、情報をお

いう時だからこそ、同業者

を得ないと思います。こう

き残っていくかを考えざる

より監事講評が行われた。

る事が発表され、中島監事

ブが担当し、大阪で開催す

大会は大阪生菓子青年クラ
第８回近畿ブロック大会

全国菓子工業組合青年部

っている事業

よかったと思

全員がやって

れたメンバー

て参加してく

体が発展し、定着して歴史

ケースもあります。業界全

の一環として和菓子を学ぶ

子を勉強する高校生も勉強

作るのは和菓子だが、洋菓

んこパフェを販売し、ほぼ

博で中部ブロックはいせわ

と感謝申し上げます。菓子

の皆様のお力添えの賜物だ

した。これも近畿ブロック

来年

次第です。全菓連青年部は

敬服するとともに感謝する

盤の様な役割をしていると

のパイオニアであり、羅針

名の青年部員が参加し

ンズガーデンで開催され約

ラ・スイート神戸オーシャ

大会兵庫大会は、６月６日、

連合会青年部近畿ブロック

近畿ブロックとしては、大

終了する事が出来ました。

が、皆様のご協力の元無事

年間色々な事がありました

もって終了となります。２

度の事業がようやく本日を

ック長より「平成

年

和を行った。天野近畿ブロ

事が出来ました。現在の日

が日本のお菓子を紹介する

くことができ、３日間です

際交流基金から補助金を頂

た。外務省の外郭団体の国

文化を伝える企画をしまし

学で、和菓子と日本の菓子

トナムのダナン市ダナン大

玉として、国際交流会をベ

いました。今回の事業の目

す」と挨拶があった。

うにご協力をお願いしま

た青年部の活動ができるよ

仲間を増やし、より充実し

を大いに使っていただき、

す。みなさん近畿ブロック

い材料ではないかと思いま

意義で、切磋琢磨できる良

青年部の集まりは非常に有

らないと思います。全菓連

いる、全国和菓子甲子園と

しました。大阪ではじめて

つながりが広がる事を実感

と一緒に事業を行い、横の

加し、大阪以外のメンバー

マイ、今回のダナンへも参

海外事業で、前回のチェン

ク長より「近畿ブロックは

斉唱の後、松田近畿ブロッ

では、綱領唱和と愛の菓子

大会式典が行われた。式典

た。今回、槌

っていまし

と、実感で思

業ではない

どめておく事

大阪だけにと

ていますが、

まで幅広く来

道から鹿児島

し込みは北海

です。参加申

ました。第

期は松田ブロ

けて頂きありがとうござい

９期は天野ブロック長に助

青年部槌谷部長より「第

長の挨拶があった。

介の後、全菓連福岡副理事

があった。続いて来賓の紹

いと思っています」と挨拶

して、全国に広げていきた

で、皆さんのお力をお借り

になると確信していますの

きな成果を上げられたこと

んざいを販売され、更に大

ロックの皆様がクリームぜ

継いでの広島での中四国ブ

げられました。それを引き

を販売され大きい成果を上

スを設けて、城下町パフェ

で初めて青年部としてブー

近畿ブロックが姫路菓子博

が出来ました。もともとは、

目標に近い数字で終える事

ク役員の紹介と各団体の紹

と挨拶の後に、近畿ブロッ

に、心からお願いします」

引っ張って頂けますよう

様が全国の青年部の仲間を

として、近畿ブロックの皆

菓連青年部の中心的な役割

いますので、これからも全

活動を展開したいと考えて

い活動を目標としながら、

近畿ブロックの皆様の力強

名の青年部員が参加
引き続き、近畿ブロック

周年を迎えますが、

客様へ発信し続けないとな

た。全菓連からは、福岡副

阪の３つの単組、兵庫県、

本のお菓子、経済状況から、

・

理事長、槌谷青年部部長が

京都、滋賀県の青年部が中

第８回全国菓子工業組合

参加した。

心となり、様々な活動を行

の支部長も、長年お世話を

に選任されました。中野氏

れ、中野英文氏が新理事長

られた小泉泰方氏が勇退さ

長年にわたり理事長を務め

新たな青年部員の発掘、育

山支部の運営のみならず、

とめられた経験があり、松

て中四国九県の青年会をま

蓮の中四国ブロック長とし

部長を務められた後、全菓

だいて初めてお客様と一緒

菓子を作り人に食べていた

て考えています。特に、お

いるのを、一番の問題とし

が、我々に影響を及ぼして

口の減少です。高齢化社会

我々が危惧しているのは人

中西統括幹事より、予算案

認が行われた。事業計画は

て、規約の改正、監事の承

れた事が報告された。続い

あん庵の松田明氏が承認さ

近畿ブロック長に株式会社

の決定事項の報告と今期の

た。議事では、代表者会議

菓子業界を背負っていく子

を見ていると、これからの

を作ってくれます。その姿

以上に情熱をもって和菓子

とんどであり、思っている

てお菓子を作る高校生がほ

和菓子を作る大会で、初め

８回を迎えます。高校生が

いう大会があり、今年で第

有意義な大会だと過去７年

スは和菓子だが、洋菓子志

だけに、ベー

をうっている

子甲子園と名

います。和菓

思いを持って

きたいという

に伸ばしてい

谷部長も将来

まり、３０００人以上にお

０００個以上のお菓子が集

した。全国から合計約１７

んのお菓子をお預かりしま

子配布においては、たくさ

伊勢さん菓子博の初日の菓

い事業を示されました。お

菓子甲子園という素晴らし

ック長を輩出して頂き、和

考えると、近畿ブロックの

を上げる事が無かった事を

ら、このような大きい成果

スを持つ努力をしなかった

近畿ブロックの皆様がブー

出来ました。姫路菓子博で

し、大きな成果を出す事が

クも菓子博でブースを出

を受けまして、中部ブロッ

部交流懇親会が行われ、マ

が行われ、会場を変え第２

協賛業者展示、銘菓展示会

撮影の他、会場内では関連

ク国際交流活動報告、記念

よる記念講演、近畿ブロッ

学名誉教授田辺眞人先生に

続いて、園田学園女子大

介があった。

り切り、落雁、州浜等の和

は坂上副会計幹事より説明

菓子の調理実演実習が行わ

になれる業界としては、口

ン大学生だけでなく、近隣

れた。飛び入りも多く、材

の数が減る、そして、口の

の中高生、子連れの家族な

料をやりくりして行われ

ジックショーも披露された。

会場にはベトナム文科省

ど多数の参加があった。竹

皆様が様々な青年部の活動

副大臣が視察され、日本人

本洋平氏による「日本のお

菓子を配布する事が出来ま

近畿ブロック国際交流活

商工会からも支援があり、

望の方も出場しています。

動報告では、大阪半生菓子

現地新聞、テレビ局による

た。展示試食ブースは、近

間おこなって肌で感じてい

研究クラブ部長久米氏より

菓子の歴史」の講演後に練

供たちに参加してもらう、

ております。縁といえば、

「この事業は最初兵庫県立

取材もあった。また、ダナ

があった。松田ブロック長

私の幼稚園の頃からの親友

大学の當間先生から天野氏

中身が大きく変わるこれか

には、ご商売でのご苦労や、

のお母さんが、娘時代に菓

に発案があり、当時の全菓

ます。実際にスタッフとし

日ごろの愚痴を松田さんに

子組合の事務員をしていた

連青年部長兼近畿ブロック

教えていくという意味で、

聞いてもらい、スッキリし

という話を聞いて、驚いた

より、次回の近畿ブロック

て組合を後にした方も多か

ことがあります。新理事長

にも他県の菓子組合の事務

を探していたところ、偶然

また、後任の事務員さん

ながら、人と人との縁の不

で、世の中狭いなあと思い

をされていたころだそう

中野英幸氏が初代の理事長

の中野英文氏の御祖父様の

れ２年前にタイ、今回はベ

国際交流事業として認定さ

うと、経産省から日本文化

見本となる海外事業にしよ

員長と一緒に全国に先駆け

長の中島さんが天野実行委

で、組合員が激減していま

菓子組合も後継者不足

熱い思いで参加していただ

都の上田さんがすばらしい

た。今回は初メンバーの京

トナムダナンへ行きまし

愛媛県菓子工業組合広報
部長・白石恵一

動内容をまとめたＤＶＤの
上映があった。

％、

％強と概ね

お茶は好評であった。

た。また、甘くない日本の

るという感想も多数あっ

好評ではあったが、甘すぎ

文化を感じた

悪かった０％、菓子で日本

結果は、良かったが

あった。試食のアンケート

がとう」と日本語でお礼が

くの来場者は試食後「あり

定より早くなくなった。多

が、多数の来場者により予

の試食品の提供があった

畿ブロックの各社より多数
松田さん、長い間お世話

をされていた方が、ご主人

思議を感じます。

お願いすることになりまし

すが、皆で力を合わせて次

の縁の意味）といいますが、

きました」と紹介のあと活

の世代に引き継いでいきた

昔から、袖振り合うも多

人とのご縁の不思議を感じ

いと思っています。

た。

て、その方に組合の事務を

の転勤で松山に来られてい

になりました。

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

新理事長 が 選 任 さ れ る

いただいた黒光敏夫氏が勇

中野氏のリーダーシップに期待

日に定時総

部長に選任されました。

退され、亀井哲也氏が新支

愛媛県菓子工業組合で
は、さる５月
会が菓業会館において開催
されました。

は若いころは松山青年会議

成にも力を貸していただけ

亀井氏は、愛媛県の青年

所の理事長も歴任された方

氏が退職されることになり

生の縁（人の縁は前世から

ました。お菓子屋さんの中

90

今年は役員改選の年で、

で、リーダーシップを発揮

るものと、期待をしていま
愛媛県菓子工業組合の事務

愛媛県菓子工業組合定時総会
を担当して頂いた松田直美

近畿ブロック国際交流活動報告

27

また、二十数年にわたり

す。

ったのではないでしょうか。

らにおいて、いかにして生

次に総会の議事が行われ

まず総会が開催され、開

20

会の辞の後、青年部綱領唱

80
して頂けると期待をしてお

また、愛媛県の県都松山

ります。

95

26

10

28
松田ブロック長

80

媛
愛

第939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）
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平成二十九年度総会を開催

十一日にホテルシティプラ

九年度総会は、去る五月三

菓子博褒賞授与式を行う

岩手県菓子工業組合（齊
藤俊明理事長）の平成二十

平成二十八年度の決算のほ

ザ北上を会場に開催され、
同購買事業も三年目を迎え

合では、主要事業である共
置された「いわて６次産業

中小企業団体中央会内に設

を作れるよう頑張る方々も

して家庭でも気軽にお菓子

回の菓子づくり教室を計画

為に皆熱心に学んでいます。 磨く為に入校されることを

様々ですが技術を習得する

ず一般の主婦の方、動機も

す。生徒は業界人とは限ら

一人でも多くの方が技術を

根県菓子技術専門校に是非

低くされども理想は高い島

講師陣は６名（内材料屋２

講義・実技に励んでいます。

を沢山習得する様に熱心に

は８名ですが皆が講師の技

っています。今年の入校生

業が始まり、色々な餡を作

いう話や１年間熱心に技術

頭に並べ好評を得ていると

が、習ったお菓子を早速店

基礎・実技コース出身の方

技術を学ぶことです。現に

開発コースでのより高度な

の実力を養うことと、技能

学校の目標は技能士２級

に動画を掲載しましたので

今年度よりホームベージ

おります。

ります。見学も受け付けて

い方は連絡をお待ちしてお

しい内容をお知りになりた

すので、入校希望の方・詳

コースは７月から始まりま

お待ちしております。実技

日より授

います。

沢仁

を磨き現在は、和菓子屋に

今年度は５月

化支援センター」と連携し、

は、組合員皆様の多様なニ

各種事業展開を進める予

ーズに応えるよう、積極的

定着期になるが、組合員各

事業計画によると、平成

位の積極的なご協力をお願

二十九年度は、原材料や消
に事業に取り組む意向であ

か、賛助会員規約の改定、

り込んだ事業計画を採択し

耗品による共同購買の拡充
る。

地元の食材生産者と連携し

た。総会では、先頃閉幕し

と普及を進めるほか、定例

定。岩手県菓子工業組合で

た「お伊勢さん菓子博２０

となっている各種菓子技術

いしたい。」と挨拶した。

１７」事業の各種表彰伝達

た６次産業化推進などを盛

も行われ、各受賞者が一般
講習会を開催する。岩手県

岩手県菓子工業組合・小

菓子の機関賞、永年勤続功

年度より現役の

らも菓子業者が互いに切磋

の誇るべきものがあり、そ

さな組合ですが、いくつか

島根県菓子工業組合は小

す。例えば、韓国からの生

おり各地で活躍していま

では韓国の方まで修了生が

京・山形・南は長崎、海外

９名で県内はもとより、東

方もいます。昨年の修了生

和菓子作り教室を開催する

勉強をしたいとの事で年４

の方々の中には、もう少し

ける様に頑張っておりま

をより多くの人に学んで頂

強をして、すばらしい技術

ます。また講師陣も日々勉

舗の工場長が在籍しており

かしい称号を持つ者・各老

には「選・和菓子職」の輝

充実させました。講師の中

講師を４名迎え授業内容を

が可能なのです。バリヤは

えた講師なので、この運営

その上講師陣は使命感に燃

的にしていないからです。

ともと組合運営で営利を目

すべきは学費の安さで、も

格されたと聞きます。特筆

お勤めではないが２級に合

さい。

県菓子工業組合でご覧くだ

下記のアドレス又は、島根

名）で、

琢磨して更なる技術研鑽に

の中で菓子技術専門校は、

徒さんは修了後に母国で自

•••••••••••••••••••

励まれるよう期待する。今

国の認定した訓練校であ

博覧会での受賞、誠におめ

島根県菓子技術専門校

現在までの卒業生は２８

は本年１月中旬から開懐世

でとうございます。これか

バリヤは低くされども理想は高い

回のお伊勢さん菓子博よ

り、全国でも数少ない公立

界の祭典である全国菓子大

り、審査方法も変わり、一

分のお店を出店されまし

新しい形となっている。組

本菓舗」の６軒の和菓子店

利六菓匠６人で作業を開

られました。三重県菓子工

側から淡路までの旧五国の

できあがった「ひごまる」

わりを持たせて頂き、事務

頂けたものと思います。

様方に兵庫県の菓子をご覧

町時代末期からの歴史を誇

熊本市の南に位置する、室

んでいることなどが評価さ

通じてまちおこしに取り組

作や展示、実演指導などを

年２月には、工芸菓子の製

サントリー地域文化賞、今

全国の皆様の熊本地震へ

子博会場へと運ばれました。

示されたあと、三重県の菓

城の観光地「城彩苑」に展

す。

昨日のように思い出されま

当させて頂いた事が、つい

出身地やお住みの地域の菓

子が集う展示で、ご自身の

お客様にとって全国の菓

る刃物製造や桶の製造、赤

団体が表彰され

した。

の誓いが伝わればと思いま

のご支援への感謝と復興へ

おいて、兵庫県は今年開港

「全国お菓子であい館」に

れる美味しい菓子の並ぶ

各都道府県組合の特徴溢

に召し上がられた菓子の思

い時や悲しい時、その時々

けたりも致しました。嬉し

子の思い出話を聞かせて頂

様から昔召し上がられた菓

な喜びです。ご年配のお客

お客様の心に残るものだと

い出や感動は、いつまでも

今回の素晴らしいメイン

再認識させて頂きました。

島根県菓子技術専門校事

務局・高島佐枝子

回目の全国菓子大

長補佐・日崎隆広

兵庫県菓子工業組合理事

たいと思います。

子文化の街道を作って行き

博覧会の開催に繋がる、菓

次回第

菓子業界が一層協力して、

次の使命は、私達全国の

のと思います。

大切な要素となっていくも

様への働きかけにおいても

や物語そして浪漫は、お客

こうした菓子における歴史

街道」に関する展示ですが、

した。これは今話題の「橘

皆さまのお力で実現されま

に関する展示が今回鳥羽の

「橘」や菓祖神「田道間守」

する菓子の祖と言われる

古事記や日本書紀にも登場

ご紹介させて頂きました、

在しています。兵庫県でも

街道の様に、様々な道が存

各地から集まる街道毎の餅

展示で拝見した伊勢神宮へ

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

次に繋がる菓子文化の街道を

界遺産の国宝姫路城をはじ

全国菓子大博覧会を終えて
回全国菓子大博覧会
るにも関わらず、地元川尻

石垣は落雁をバーナーで焼

めとする城下町の伝統の和

第

の町興しのために手を結び

いて表現、瓦には竹炭を混

・三重（お伊勢さん菓子博

祭を期に生まれた熊本市の

結成したグループです。小

菓子を、茶色を基本色にし

始。発泡スチロールで作っ

イメージキャラクターです。

中学生向けのお菓子教室を

業組合と、博覧会実行委員

た構成で展示展開致しまし

は、平成４年から続けてい

局の一員として企画運営、

た。全国の様々な優れた菓

る毎年２月にくまもと工芸

そして纏め迄の４年半を担

子とともに、ご来場のお客
っており、その名前は県内

会館で開催される「和菓子

酒や焼酎の醸造といった伝

れ、全国

回姫路博の際に、関

わせり）六菓匠」が製作し

外に知られています。平成

とのふれあい工房」や熊本

統産業が現在も継承されて

る、共同通信社主催地域再

第
ました。

年度サントリー文化財団

いる、歴史と伝統文化が息

「開懐世利六菓匠」とは、

づく職人町の川尻町で、平

生大賞優秀賞を受賞しまし

１５０年を迎えた神戸港を
熊本県菓子工業組合事務
局・野田尚美

http://www2.crosstalk.
or.jp/cake/senmonko.html

般消費者の視点からも審査

の和菓子の専門校です。

齊 藤 俊 明 理 事 長 は、「 業

労などの各賞を受領した。

12

されたことにより、褒賞も

ま す。「 ひ ご ま る 」 は 平 成

が、本来ライバル同士であ

た。又、体験型古民家での

年、熊本城築城４００年

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

お伊勢さん菓子博にて
「ひごまる」展示
昨年の熊本地震で大きく

ぜたカステラを約８キロ使

会の皆さまに心からの感謝

洋菓子、そして兵庫の恵み

傷ついた、熊本県民の誇り

開いたり、共同で新商品を

いました。

２０１７）が、盛況の内に

でもあり心の拠り所となっ

開発したり、和菓子と町お

た型に、生地を塗り重ね、

の熊本県ブースでひときわ

ている熊本城の一日も早い

多き農産物を産する日本海

目を引いていたのが「ひご

復興を願って「開懐世利（か

日間の開催を無事に終え

まる」の工芸菓子だと思い

開懐世利六菓匠

24
起因とする阪神地域や、世

子を見つけられた時は大き

成 ２ 年 に「 天 明 堂 」「 菓 舗

「ひごまる」の工芸菓子

た。

25

先月開催されました第

島根県菓子技術専門校
と敬意を申し上げます。

24

いしはら」「立山菓舗」「菓

50

28

庫

兵

根
島
26

舗梅園」「菓舗かずさや」「岩

全国お菓子であい館

19

こしを結びつけた活動を行

「ひごまる」の工芸菓子

回全国菓子大博覧会・三重
の「全国お菓子であい館」

27

27

平成二十九年度総会
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本
熊
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滋賀県発もちもちプリン

は︑滋賀の特産品を使うこ

発の中で大切にしたこと

発を進めていきました︒開

土産を作ることを目的に開

﹂というお

年 記 念 事 業 と し て︑﹁ 滋 賀

かさを追求し︑かつ本来の

くことにより舌触りの滑ら

糯︒極限まで微細に粉を挽

ったのは︑その滋賀羽二重

のもちもちプリン︒こだわ

が絶妙にマッチした新食感

な生クリームの深い味わい

かくなめらかな食感と濃厚

滋賀羽二重糯のキメが細

品である湖の餅を据えると

て︑その第一弾として本商

の中で滋賀県知事である三

として記者会見を開き︑そ

まいりました︒今後の予定

し︑県外に対して発信して

披露するなど

とＰＲ漫才をご

において試食会

ん菓子博の会場

して︑お伊勢さ

たってのＰＲと

した︒販売にあ

ロゴが完成しま

ージのブランド

る﹂というイメ

が重なってい

﹁２羽のうさぎ

と書くことから

が二つ重なる﹂

初代部長の上田孝博氏は

います︒

ことを夢見るばかりでござ

き︑県内各地で販売される

ランドの商品が地域に根付

展開していく﹁ｔａｅ﹂ブ

いです︒本商品も含め今後

土産物を作りたいという願

りは︑滋賀県を代表するお

し上げます︒すべての始ま

完成したことに深く感謝申

支援ご協力があり本商品が

所様をはじめ多くの方のご

ただいた高杉デザイン事務

様やデザインを担当してい

滋賀県中小企業団体中央会

Ｒまで幅広くご支援頂いた

本商品の企画立案からＰ

き︑販売開始の運びとする

と︑目新しい商品であるこ

極上の風味を損なわない製

今までにない食感で滋賀を

いう戦略を立てました︒お

日月知事に試食していただ

﹁日本を代表して︑ダナン

共通認識と﹁羽

と︑そして何より食べて美

法を選択しました︒そして︑

滋賀県産の風味豊かな茶葉

販売においては︑滋賀羽

味わっていただけます︒

月さんでお餅をついている

に負けないくらい立派に運

で菓子教室ができたことは

お伊勢さん菓子博にてＰＲ漫才

味しいことです︒商品の企

その味わいをさらに引き立

を使用し︑滋賀県産食材を

のはうさぎという日本人の

営されている︒長い人生や

湖の餅

画は青年部が中心となり部

たせるために︑黒蜜と緑茶

前面に押し出しました︒濃
二重糯からとった﹁ｔａｅ﹂

つ︒年齢層も広く︑経験豊

仕事では大変な時も訪れ

計画を進めております︒

員からアイデアを募り︑そ

の２種類のソースを考案し

というブランドを立ち上げ

富な先輩︑発想力のある若

二重糯﹂は﹁羽

の中から老若男女幅広い人

ました︒黒蜜には和を連想
厚なもちもちプリンに絶妙

細井由美子新会計が予算案

い者が力を合わせて︑切磋

〜 湖の餅 〜

気のあるプリンを滋賀県の

なソースが加わることで︑

を発表し︑審議の上︑可決

と言えばこれ

50

定時総会を開く

部・堀内規雅

業界でも︑この青年部でも

ことができる︒これはどの

繰り返し︑何百キロも飛ぶ

後ろの鳥が前に出ることを

組み︑先頭の鳥が疲れると︑

り鳥は﹁へ﹂の字の編成を

は成長できたかと思う︒渡

菓子工業組合の横山長尚代

の名工受賞を報告︒京都府

の紹介︑北川善英氏の明日

島達也氏の退部︑新入部員

業も提案したいと話し︑福

も若者はぐくみ局﹂との事

都市に新しくできた﹁子ど

の作品製作状況の報告︑京

また島田新部長は菓子博

挨拶を頂き︑次いで関前部

続いて横山理事長よりご

と挨拶︒

指して頑張っていきたい﹂

らと思う︒部員数３桁を目

なども相談していただけた

ない経験をし︑仕事の悩み

して頂き︑普段の仕事には

たい︒事業に積極的に参加

ないことを推し進めていき

琢磨し︑この部でしかでき

よりご挨拶を頂きました︒

歴代部長会の坂井英夫会長

部の狩野琢也部長︑当部の

京都府生菓子協同組合青年

をして頂きました︒その後︑

江口誠一氏に乾杯のご発声

続いて青年部担当理事の

挨拶を頂きました︒

い発展を望んでいる﹂とご

が残る︒青年部の素晴らし

先に何にも変えられない物

越えてほしい︒乗り越えた

る︒そこから逃げずに乗り

部長＝島田嘉寛

ました︒

部長の祭り締めにて閉会し

に上がり挨拶︒最後は関前

言葉のあと︑新役員が壇上

感無量だ﹂と話し︑水口氏

の夢を叶えることができ︑

かれたが︑今や自分の長年

一人でもやれ︑と肩をたた

ち上げの時には水口氏に︑

光栄だ︒思えば︑青年部立

京菓工組
青 年 部

同じだと思う︒支えていた

表理事より﹁青年部の外部

長から来賓の水口勇誠氏に

新入部員の紹介では江口

副部長＝白井謙吾︑杜下正

氏 嵯峨嘉︶
新部長に島田 ︵

だいたことに︑深く感謝す

向けの事業が︑当組合の評

ついて﹁現代の名工であり︑

製菓の江口真一氏︑越後家

人

る︒﹂と挨拶︒

価にも繋がっている︒関部

工業組合の専務理事︑煎餅

多齢堂の半井裕之氏が自己

人委任状

議長に野崎雄大氏を選任

長のもと︑部員も増え︑新

組合の理事長の功績をもつ

司会は西井一樹︒部員

にて総会成立を確認︒始め

し︑事業報告を白井謙吾氏︑

たなステージに来た︒島田

お方︒青年部の立ち上げ時

人中︑出席

に関部長が﹁部長になり２

会計報告を島田嘉寛氏︑監

新部長のもと一層の活躍を

34

京都府菓子工業組合青年
部 は ４ 月 ５ 日︵ 水 ︶︑ 平 成
年度定時総会を東山区の

年︑皆さんのサポートがあ

査報告を北川善英氏が行な

期待する﹂と総評を頂きま

中締めは白井新副部長の

ました︒

新役員は以下の通り

人が出席

懇親会は親組合︑関連業

と︑今の青年部の姿を見る

人数での立ち上げ時を思う

ご紹介し︑水口氏より﹁少

その後も支えて頂いた﹂と

いて︑報告を行いました︒

英氏がスライドショーを用

の国際事業について北川善

ックのベトナム・ダナンで

続いて︑全菓連近畿ブロ

広報＝武中俊樹

会計＝細井由美子
55

19
新役員一同

ハイアットリージェンシー
京都で行いました︒

い可決︒役員改選では︑関

和

に感謝を込めた花束を贈り

部長が︑新部長に島田嘉寛

紹介をしました︒
嵯峨嘉︶を

し︑杜下正和氏の司会で進

と嬉しく涙が出る︒親組合

庶務＝小尻義人︑太田浩一

行︒島田新部長が﹁当青年

者様を合わせ
島田新部長が新役員案を

部は他にはない幅広さを持

た︒

発表し︑可決承認︒続けて

部・西井一樹

京都府菓子工業組合青年
島田新部長が事業計画案を

指名し︑可決承認されまし

氏︵御菓子処

には多大なご尽力を賜り︑

都

した︒

53



周

特産品である滋賀羽二重糯
させるしょうゆを隠し味に

り︑なんとかやってくるこ

承認されました︒

!!

滋賀県菓子工業組合

を使ってもちもちの新食感

とができた︒新しい事業も

滋賀県菓子工業組合青年

にした案が採用されました︒ 深いコクを増し︑緑茶には

取り組むことができ︑少し

賀
滋
京
28
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廃業を引き継いだ清風亭

紅葉、池には優雅に泳ぐ鯉

所「 東 行 庵 」。 梅 や 菖 蒲 に

す。その高杉晋作が眠る墓

ンの取り組みを行っていま

ーに様々な観光キャンペー

高杉晋作を公式キャラクタ

５０年に向けて山口県では

祭。来年迎える明治維新１

やまぐち幕末ＩＳＨＩＮ

くるんだものの２種類で

のと、その餅を紫蘇の葉で

ぶあんを包み込んでいるも

は紫蘇を練り込んだ餅につ

が２つあります。晋作もち

た晋作もちを販売する店舗

子組合新製品部会が開発し

１２０年を記念して下関菓

愛した梅をモチーフに没後

いには高杉晋作がこよなく

道を選択したのは昨年のこ
絶えさせてはならないと屋

種を卸す手島柳太郎氏が途
土産品を並べ、店舗の半分

ちと朝生和菓子や仕入れた

がとにかく続けることが今

課題はたくさんあります

うです。

と。引き継いでくれるとこ

の目標。組合員減少の理由

西部では有名です。
その一つ、晋作もちとと
は食堂になっています。晋

で最たるものは高齢による

作もちは鉄板で焦げ目をつ

廃業です。このような形で

号そのままに店舗を引き継

けた熱々焼立て販売が特

店とお菓子が残る幸せを何

ぐことを決意しました。飲

長。常にお客様を迎える態

より感じているのは前店主

ろがあればという前店主の

食業の許認可も取得してお

勢を整え、鉄板を温め、気

かもしれません。現実は店

思いを感じながら、組合員

り初期投資は最低限で済ん

の休まる暇がないと店頭販

舗の所有権や商標権など複

年の「清風亭」が高齢で

だとのこと。最中種の製造

売の苦難に直面します。ま

もにお土産や軽食を扱って

がどこも躊躇する中、最中

は三代目息子康太郎氏が主

して清風亭は食堂併設でソ

ら次に誰かと言うのは容易

雑な要因もあり廃業したか

の里・天然酵母アレルギー

わりのレモンケーキ・角鹿

ミエールアイドルは名前の

その中でも一番人気のプル

ん・バナナ・カスタードク

生クリーム・イチゴ・みか

を手で丸く伸ばし焼き上げ

とは無理」と開き直ったそ

レットタイプでボリュウー

ロファンで包みます。オム

からかぶせ半分に切ってセ

理事・恒松恵子

後継者不在を理由に廃業の

歳を前に家族を巻き

体で行っていることも幸い

フトクリームもあり菓子と

ではないけれど、組合は新

して
込んで一念発起しました。

一つは平日と休日の繁忙

違った準備もありました。

世におもしろく」高杉晋作

あれから３ヶ月。手島氏、

の辞世の句です。俺がやら

奥様と娘さんの３人で店舗

言います。反面、休日や東

なければ誰がやる。娘さん

しい菓子屋のモデルとなる

行庵のイベント時は息つく

が優しいお父さんと言いま

格差。特に観光名所である

を運営しています。晋作も

まもない忙しさ。一つは顧

す。だから家族で卸から激

「おもしろきこともなき

客の多様すぎる声。一つ一

変した環境を楽しめるので

ことを願います。

つ真剣に向き合い家族の心

ことからその差は激しく、

が疲弊した時期もありまし

しょう。

うどん一杯の日もあったと

たが、あるときに「１００

ます。一部商品をあげます

ごとく（一番のアイドル）

山口県菓子工業組合専務

と、開店当初より人気のケ

対応食パン・クロワッサン

ムもあり懐かしい味と評判

人全部に満足してもらうこ

ーキ、プルミエールアイド

リームをカステラで上と下

TEL：083-284-0884
という意味でカステラ生地

下関市大字吉田1179 ー1

等々まだまだありますが、

清風亭

とにかく続けることが今の目標

といった四季折々の風景は

しないお土産として山口県

す。東行庵限定の日持ちが

その東行庵を挟んだ向か

観光名所でもあります。

静かなたたずまいにあるスイーツ店

かめ、ちょっと聞きなれな

店舗名は、アイドルつる

度空気を読みながらやって

築、新商品開発などその都

ます。又、店舗の改装、新

きた結果お客様の支持を集

舗を構えて営業していまし

す。一時は敦賀市内に３店

し洋菓子店（パティスリー

をしていただく方の目線

にお客様へ感謝とお買い物

妻、引退をした父、母で常

が、この月日頑張って私、

持していただいた商品を常

た。その中で今まで長年支

ーロッパ調に仕上げまし

を新築し駐車場を完備しヨ

ング）・（プルミエカフェ）

の店（ブランジェリージパ

プルミエールアイドル

アイドルつるかめ

年を迎

い名前ですが創業
える老舗です。言い忘れま
め今に至っていると思いま

と申します。最初の店舗名

たが

ティシエとして洋菓子を始

で、最初の頃は年中無休、

に前面に出し大事にしてい

めて早、

プ ル ミ エ ）・ 天 然 酵 母 パ ン

10

年を過ぎました

年前、１店舗に集約

駄菓子やからすると２代目

したが私、宮村秀美（

歳）

54

になります。私が社長・パ

66

私の代になって月１回の休

40

みで頑張ってやってきてい

アイドルつるかめ

美

め代表取締役社長・宮村秀

有限会社アイドルつるか

組合組合長・宮村秀美

敦賀支部・敦賀市菓子工業

理事・福井県菓子工業組合

福井県菓子工業組合専務

提供しています。

いエスプレッソコーヒーを

ェ・有機栽培の珈琲豆を使

じめ、パティスリーノパフ

います。ケーキセットをは

べて頂けるよう工夫をして

ーキ・パンをカフェにて食

です。イートインとしてケ

で常に売れ続けている逸品

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

高杉晋作が眠る東行庵

60

ル・ショートケーキ・こだ

店舗データ

30
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山
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福
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しかし、今回の博覧会参

頭伊部屋）そして、一般菓

と自負しております。工芸

負けない協力ができたもの

の皆様には、その実情報告

ものでもありました。岡山

の、今後の厳しさも感じる

県や他の市町村にも協力を

も協賛を頂きました。岡山

機関賞を受賞された方から

受賞されました。栄えある

機関賞５品、大会賞

品など他県に

理事として組合運営に関わ

菓子の部で宗家源吉兆庵の

と今後のお願いをしたいと

章審査申込

ってまいりました。ここ数

「彩華瑞鳥」が名誉総裁賞

思います。博覧会への参加

私、過去３代の理事長に

年来で一番感じますのが、

を受賞しました。一般菓子

品となり、

組合員の減少とそれに伴う

の部では、全国で２１７５

子審査申込も

財政的な逼迫です。組合の

加は好結果をだせたもの

の組合員の方に岡山の現状

資金源としては、組合費、

組合員の皆様に感謝と報告

をお伝えし感謝の意を表し

品が

今回の菓子博を終えて本

たいとと思います。

ご存知のように今回は三

る収益でした。

れる全国菓子大博覧会によ

を埋めるのが数年毎に行わ

続いております。この赤字

で、ここ数年は赤字決算が

益事業を行っていませんの

ありますが、現在大きな収

料、全菓連の利息配当等が

賛助会費、保険などの手数

今回の賞は本数も少なく、

官 賞 は 当 社 の「 細 谷 川 」。

福 ま ん じ ゅ う 」、 観 光 庁 長

浦志満本舗の「本酒むし小

鮎 」、 食 料 産 業 局 長 賞 は

官 賞 は く ら や の「 加 茂 川

桃 ゼ リ ー」、 中 小 企 業 庁 長

「 花 柚 子 」、 清 風 庵 の「 白

誉総裁賞は佐藤玉雲堂の

は５品が受賞しました、（名

が機関賞に選ばれ、岡山で

品がエントリーし３７２品

いたしました。ここで、あ

仲間がいるもので、感激を

う時には力になってくれる

山というのは、いざ、とい

の願いをいたしました。岡

うかたちで組合員に再出資

した。そこで特別協賛とい

全く予算がたたない状況で

るのか？展示協力も６品、

す。当初審査申込数は集ま

や商品等展示負担を伴いま

は、博覧会予算の各県負担

ました。組合員の皆様のご

と危惧される状況でもあり

い時代がくるのではないか

ひいては組合運営すら厳し

今後、博覧会への参加、

ます。

お借りしてお礼を申しあげ

とができました。この場を

き、岡山の責任を果たすこ

他にも組合員様の協力を頂

全てを紹介できませんが、

頂きました。紙面の関係で

円を目標に行われ、来場者

８億円、経済効果１３０億

り厳正な審査でした。従っ

１次審査を行なわない、よ

い ま す。（ 源 吉 兆 庵、 廣 榮

き感謝の意を表したいと思

えてお名前を挙げさせて頂

とさせていただきます。

以上博覧会、組合現状報告

協力をお願いいたします。

岡山においては、協賛金

舗の内田剛さん。内田さん

なげて頂きたいと思います。

自信を持って販売向上につ

生労働大臣賞を受賞したの

般菓子・洋菓子部門）で厚

今回、菓子博の褒賞審査（一

橘香堂、國和産業、大手饅

堂本店、敷島堂、白十字、

のは、まさに内田さんのこ

うな大きな賞を獲得できた

た審査基準のもと、このよ

長・宮武孝昭

た。

品、褒

は、５年前から伊万里の素

をはじめ出展品数

太一郎は菓子業界のパイオ

材を使った新商品の開発に

岡山県菓子工業組合理事

て、その商品は評価も高く

重において、総事業費

・

17

43

数は５８４，１００人でし

12

ニアとしての地位を歩むこ

88

とになります。

れまでの努力の賜物ではな

をつくりだ

のクッキー

紹介したいのがさかえ菓子

この商品が

里支部・大島敏雄

佐賀県菓子工業組合伊万

いります。

いい菓子作りに精進してま

琢磨して、時代を切り開く

う、これからも互いに切磋

員もこの二人に負けないよ

の菓子職人。我々他の組合

菓子博で認められた二人

６１３）

話番号０９５５―２２―３

ただければと思います。（電

ので、皆様もぜひご賞味い

口どけのいいクッキーです

などで味付けをした非常に

の梨、イチゴ、黒米、お茶

万里の米粉を基本に伊万里

いかと敬服しています。伊

です。以前より厳しくなっ
っきい」と

全国菓子大博覧会の前身で

伊勢さん菓子博２０１７）

しました。

観客を動員し大成功のうち
赤坂溜池で開催）では栄え

伊万里ふんわりくっきい

着手し「伊万里ふんわりく

いう新食感

その第１回菓子飴品評会

回全国菓子大博覧会（お

から１０６年後の今年、第

日間、三重県伊勢
ある「第１回帝国菓子飴大

でわが組合の仲間が快挙を

大な貢献をした人物です。

回全国菓子大博覧

成し遂げました。二人目に

日から５月

時代を担う伊万里の菓子職人たち

今年の４月
日の

市で第
品 評 会 」（ １ ９ １ １ 年、 太

にその幕を下ろしました。

ある名誉大賞牌を賜り、そ

好の機会となりました。こ

そこで今回は、菓子博の成

れがきっかけとなり、その

の前年に受けた「日英大博

一人目は、伊万里出身で

後の「紙サック入りミルク

覧会」での名誉大賞牌とと

森永製菓の創業者・森永太

キャラメル」の大ヒット（１

功を祝し、菓子博にまつわ

一郎。太一郎は１８６５年

９ １ ４ 年 ）、 日 本 初 の カ カ

森永太一郎

る伊万里出身の二人の菓子

伊万里で生まれ、１８９９

オ豆からのチョコレート一

もに、この品評会は「森永

年に森永西洋菓子製造所

貫生産（１９１８年）など、

職人の話を皆様にお届けし

日本菓子産業の近代化に多

（現在の森永製菓）を設立、

の菓子」を国内外に示す絶

会が開催され、
一郎の創業地である東京・

27

ようと思います。

60

賀

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

菓子博今昔物語

出展商品

お伊勢さん 菓 子 博 ２ ０ １ ７ を 終 え て

当にほっとしました。ここ

43

で、この紙面を借りて岡山

山
岡
佐
14

21
万人近い
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新

聞

︵一社︶菓子・食品新素材技術センターでは第
89

ました︒

回収コストは概算です

が︑①回収による商品原価

損害１︐０００万円︑②他

その②

食品事故に伴う危機管理

回

お菓子フォーラム研究会で高橋勝氏︵ＡＩＵ損害保

険株式会社リスクコンサルティング部長︶を講師に

先月号より続く︒
の社告費用１︐５００万円︑

⑥ブランド劣化に伴う喪失

利益５︐０００万円︑合計

社からの請求分の損害賠償

カメラの設置があります

迎え﹁食品事故に伴う危機管理〜商品回収事例に学

が︑他にも菓子製造をして

製品事故事例に学ぶ危機管理対応

で約９︐０００万円の損害

ぶ危機管理対応〜﹂をテーマに講演会を行いました︒

入し︑その後虫が混入して

いる会社で︑製品に不要な

ンの内容物にガラス片が混

１︐０００万円︑③本社倉

いたとクレームがあり︑一

食材が混入していたケース

庫への回収費用１００〜２

がどのような状態であった

週間後にまた虫が混入して

もありました︒

００万円︑④運送費を含む

のか︑調査をして頂きまし

いたとの知らせがありまし

でした︒

※本稿は︑講演内容を当会事務局にてまとめたも
ので︑表現等に若干の齟齬がある場合もありま
すので︑お許しを頂きたく存じます︒

た︒具体的に﹁抜け毛だっ

た︒さらに︑その後混入す

入していた製品回収事例が

あります︒消費者が瓶の栓

産業廃棄物処理費用４００

たのか︑切断された髪の毛

問題発覚を受け︑監視カ

危機への局面

〜５００万円︑⑤全国紙へ

だったのか﹂などについて

るはずの無い異物が見つか

メラを設置したところ︑１

事故が及ぼす事
態と影響

です︒調査結果は切断され

週間後に行為者が分かった

を抜いた時に注ぎ口の周り

り︑明らかに異常な状況で

事故が起きた際︑その事

あり︑従業員による故意と

このように食品事故が発
た髪の毛でした︒切断され

覚した場合︑その対応に不
た髪の毛であれば︑作業中

が欠けており︑ガラスの破

のですが︑原因は﹁上司と

片が瓶内に落ちて入った事

のトラブル﹂だったようで

故が及ぼす事態と影響に

しか考えられないケースで

す︒

は︑情報不足に伴う対応処

に何らかの理由で切断され

した︒対応は︑工場内の巡

ど︑事前準備をしっかり行

適切な処理があった場合︑

回点検︑その後に保健所に

近年︑従業員が薬品を混

の①の事故・事実の確認は︑

故でした︒

たか︑若しくは故意に混入

入したケースも︑給与や待

理への混乱や︑広範囲にわ

されたか︑ということにな

第１報の報告書を提出し︑

遇などの変化によりコミュ

経営に危機的な局面を迎え

警察にも報告相談をし︑そ

るケースがあります︒不適

ります︒しかし︑結局どの

の他︑出荷停止︑店頭回収︑

原因は蓋をする工程で︑

ような原因で混入したかは

ビンに不必要な圧力が掛か

先程の判断を迷わせるケー

分からなかったのですが︑

うこと︒正確・簡潔明快・

たる被害者並びに関係者へ

スに該当し﹁何とか過ごせ

誤らないように慎重に行う

の対応による負担︒マスコ

そうなので︑対応しなくて

ニケーションが上手に採れ

切な処理の項目には︑問題

の発覚を認知したにも関わ

異物検査強化を行っていま

ことが必要です︒

り︑その影響でビンが破損

らず︑それを軽視・無視︑

そのまま無視する訳にもい

ない労働環境で発生するこ

ミからの批判や取材報道・

機械のセッティングミス

も良いのでは⁝﹂と判断が

とも多いようです︒

したようです︒

若しくは遅延させてしまう

す︒悪意的行為の可能性が

問合せ︑営業停止等の行政

により不要な圧力が掛った

あるので︑取引先等と協議

処分︑賠償責任︑事故処理

に係るコストなど︑様々な

かず︑謝罪をすることにな

商品回収事例に学ぶ危機管理対応
高橋 勝 氏（ＡＩＵ損害保険株式会社リスクコンサルティング部長）
す︒

りするので︑留意が必要で

なり︑風評被害が拡大した

遅れた対応で後手︑後手と

ので︑迷いの無い迅速な対

して捉えられることもある

軽視として不適切な処理と

結びついた時には︑無視︑

対応は︑後々大きな事故に

が︑本事例では︑施錠強化︑

再発防止策を提出します

した場合︑保健所に事故の

た︒このような事故が発生

し︑製品回収を判断しまし

ある事例で︑髪の毛が混

社内研修や危機管理の見直

監視カメラ設置︑定期巡回

しなどの報告を行っていま

強化体制や労務面の改善︑

があり︑たて続けにクレー

す︒

他にも︑商品に異物混入

ムが入った事例がありま

応が必要になります︒

応をしていたところ︑その

す︒発見の経緯としては︑

入したとしてクレームが入

後も頻繁に発生していると

ったので︑いつもとおり対

の相談がありましたので異

ある商品に不要な食材が混
この再発防止策に︑監視

物混入として入った髪の毛

求められる説明
責任
態度といった原則を守り︑

失言や不用意な対応︑例え

ば感情的な態度や推測・憶

平易に・結論から・真摯な

りました︒

発覚した際︑当事者︵担当

遅れ︑結局問題が発覚して︑

測による説明をすると︑揚

必要な対応

やはり対応しなければなら

事故を知ってから今まで

げ足を取られるので︑注意

人命に関わる事故や︑緊

過失︑訂正・改ざん・虚偽

どのような対応を行ってき

が必要です︒

・隠ぺいの故意は︑不祥事

者︶が︑その食品事故に関

たのか︑その経過を公表す

万

する文書を作成しますが︑

るわけですが︑遅れると隠

時から︑気付いた日までの

ない事態となります︒結果︑

生菓子としてジャンルさ

上司が﹁これ表現がおかし

ロットから想定すると

件につながります︒過失は︑

そのような歴史を持ちな

食品事故における企業の

いとか︑少し違う﹂との理

事故処理に係るコストに

本を超える製品回収になり

では間に合わないという事

れても良い︑蒸し饅頭であ

対応をお話させて頂きまし

20
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影響があります︒

ついて一例を挙げると︑ビ

健やかなものに心の和みが

がらも肝心の薄皮饅頭は漉

たが︑まとめると①事故・

変化に気付かないままの

株式会社柏屋様﹂

から自動化・機械化は長年

りながら︑ギフトとしても



要る﹂との思いで作られた

喜ばれる地位を確立されて

﹁福島県

前々回から饅頭の件を取

し餡と粒餡を自慢の自家製

急性がある事故になると記

餡にて昔と変わらぬ素晴ら

しかし世に無いものを作

蔽と疑われることもありま

の夢であったそうです︒

由で︑加筆・訂正をするこ

そう︒当時このような饅頭

事実の確認②事故情報の収

は珍しく︑大変な評判にな

いる事は中々他店が出来る

り上げさせていただいてお

しい風味を保ち︑おいしい

者会見になります︒また︑

りますが︑薄皮饅頭といえ

るという事は大変な事︒今

す︒日頃の指導・教育・管

その前に取材が来たりしま

とがあるようです︒その上

すが︑少なくとも１００項

集③原因究明④関係当事者

理は具体的にどのように行

ことではないと思います︒

っていたか︑過去に同様の

饅頭の座を不動のものにし

司の思いや推測が事実に加

や世界的な企業となったレ

わることがあり︑事実と推

48

ったようです︒

近年になり︑今では当た

時間以内

への連絡⑤対応方針の決

目くらいのＱ＆Ａを作って

定︒これを大体

事故の経験はあったか︑関

同店ではこの薄皮饅頭を

測が混在した文書となって

主力商品としながら︑独特

に行う︒⑥事故の公表⑦再

私見ですが︑ふんわりと

なタルトである檸檬﹁れも﹂

ています︒

やわらかい皮︵生地︶が美

準備して対応しなければな

72

ば東北︑福島の柏屋さんで

す︒おそらく有名な饅頭の

中で一番饅頭の皮が柔らか

く︑おやつの様にぱくぱく

頂くことの出来る饅頭では

りません︒

安全・品質関連の対応で

係当事者へはどのように責

ために具体的な対策はどの

は︑従業員の指導や教育︑

管理は具体的にどのような

任をとるのか︑再発防止の

在した文書に基づき食品事

ようにすべきかなどの説明

しまいます︒きちんと切り

うのが目安となります︒こ

が求められます︒

分けておかないと︑その混

県を代表する菓子店となっ

故を公表することになりま

時間以内に行

為にあるのかなと思います︒

す︒事実と相違した部分が

ことを行い︑そのエビデン

れらは︑順次行うものでは

スも用意して説明責任を果

なく同時進行する必要があ

福島ばかりか︑日本人に

記者会見の際の質疑応答

たします︒

ています︒

についても︑キーメッセー

発防止策の実施⑧安全宣

柔らかく炊き上げた餡

露見した場合︑発表をした

ジの整理と想定問答集な

言︑これを

オン自動機さんのご協力を

は︑この饅頭のこの大きさ

経営者等が︑責任追及され

や︑多くの和菓子・洋菓子

得て高度成長期の１９６０

る恐れもありますので︑こ

を製造され︑文字通り福島

り前となった饅頭の包餡機

年代に遂に自動包餡機を完

例えばこの中の①の事故

ります︒

・事実の確認では︑事故が

味しいのは勿論で︑やはり

と呼ばれる機械の開発のル

尾関 勇
中の餡のおいしさを楽しむ

２年︑当時の奥州街道郡山

ーツが同店にある事を知る

創業は江戸末期の１８５

宿の茶屋にて︑餡がたっぷ

成させたそうです︒

ないかと思います︒

りで皮の薄い饅頭を初代が

このことは菓子業界の歴

とっても無くてはならない

方は多くないと思われま

史に残る画期的な事でした︒

にしてするりとお腹に収ま

考案されたと言われていま

す︒薄皮饅頭が大量に生産
菓子︑存在だと思います︒

されるようになり︑手包み

ってしまう絶妙のバランス

す︒その初代の本名善兵衛

を保っています︒

氏は﹁病に薬が要るように︑

【15】

子

全菓連斡旋

お菓子の
新しい食品表示制度について

「お菓子の新しい食品表示
制度について（表示冊子）」

A4 280ページ 250円（税別）

「わかりやすいお菓子
の表示（表示ポスター）」

平成２8 年７月
菓子の表示制度研究会

A2版 20円（税別）

わかりやすいお菓 子の表 示
わかりやすいお菓子の表

①名称
菓子の一般的な名称を記載する。
（注）１ 欄名は
「名称」
に代えて
「品名」
「品目」
、
「種類別」
、
「種
、
類別名称」にしてもよい。
２ 名称は枠内でなく商品の主要面に表示することがで
きる。その場合、内容量、固形量又は内容総量も同じ面
に表示することができる。

①名

③添 加 物

また︑第三者に正しく事

実関係を説明するため︑ポ

ジションペーパーを作成す

ることを勧めます︒説明が

二転三転したり︑と説明が

ぶれたりしないように︑統

一した情報︑見解を伝える

ために︑また主張論点を明

示して公平性や透明性を明

らかにするのに役立ちます︒

質疑応答内容

質疑応答は︑記者の観点

から見ると組織的な活動な

のか︑構造的な問題なのか︑

推測や憶測に対する確認が

必要です︒また︑失言など

をとられないように配慮

し︑オフレコの話やノーコ

メントを連発しないように

します︒

次号に続く︒

いちご、砂糖／ゲル化剤（ペクチン）
、酸化
防止剤（ビタミン C）
（３）表示方法は、
・物質名で記載する（例：ソルビトール）
・使用する用途名と物質名を併せて記載する
（例：甘味料（キシリトール）
）
・一括名で記載する（例：乳化剤、香料）
など大きく３つに分けられる。

▼輸入菓子製品の原産国名・輸入者等の表示
輸入菓子製品は、
⑥と⑦の間に原産国の項目を設け
て「原産国名」を記載する。
製造者欄の項目は、国内で表示内容に責任を持つ輸
入者又は加工者・販売者として記載する。

義務表示項目についての留意点
◎どこに表示すればよいか
容器又は包装の見やすい箇所。外装する場合は外装
紙に表示するか、又は容器の表示が外装紙を透かして
読めるようにするか、隠れないようにする。
個包装に表示した菓子を詰め合わせて外装する場合
であっても、その内容が読めない場合には外装に表示
が必要。
◎誰が表示を行うのか
表示内容に責任を持つ製造業者、加工業者、販売業者
（製造業者等と合意があった場合に限る）又は輸入業者
◎表示の大きさ
８ポイント以上の活字。
（表示可能面積がおおむね
150 ㎠以下のものは 5.5 ポイント以上）
◎商品名が一般的名称の場合又は商品名に近接した箇
所に一般的名称を併記した場合は、名称の項目を省
略することができる。
（例：○○味のポテトチップ）
◎原材料名、内容量、賞味期限及び保存方法の別記表示
一括表示部分に表示することがどうしても困難な場
合、
「商品表の上部に記載」など様式の中に記載箇所
を表示し、他の箇所に別記することができる。
◎様式による一括表示以外の方法
○価格などを表示するシールに、まとめて分かりやす
く表示する。
○容器包装の形態にあわせた工夫の表示として、様式
を基本としつつ、表示順序を変更したり、様式の項
目名を同一の意味と容易に判断できる項目名で記載
したりすることができる。

和半生菓子
砂糖、カスタードクリーム（全粉
乳、卵、砂糖、小麦粉）
、還元水飴、
寒天
甘味料（ソルビトール）、着色料
（クチナシ）

④内 容 量

250ｇ

⑤賞味期限

平成 28 年 11 月 30 日

⑥保存方法

直射日光、高温多湿を避けて保存
してください。

⑦製 造 者

○○○株式会社＋Ａａ
（※）
〒OOO－OOOO
東京都○○区△△－▲▲

お客様ダイヤル 0120（〇〇）
〇〇〇〇
栄養成分表示（製品 100ｇ当たり）
※
エネルギー
たんぱく質
脂質
－飽和脂肪酸
炭水化物
－糖質
－食物繊維
食塩相当量

③添加物
（１）使用した重量の高い順に記載する。
（栄養強化目的の添加物、加工助剤及びキャリー
オーバーの物質を除く）
（２）添加物欄を設けず原材料名欄に併せて記載する場
合には、記号、改行、区分線などにより原材料と
明確に区分して表示する。
例：原材料と添加物を記号「／」で区分

称

②原材料名

原材料の中に、
「アレルゲンを含む食品」
、
「遺伝子組換
え食品」
、
「特色のある原材料」
、
「米や米粉」
、
「原料原産
地表示が必要な食品」等が使用されている場合には、右
頁を参照して記載する。

平成28年4月1日現在
平成 32 年 3 月 31 日までに製造・加工・輸入さ
れたお菓子は従前の表示によることができます。

食品の表示は食品表示法によって義務付けられています。

〈様式〉
②原材料名
（１）使用した全ての原材料について、使用した重量の割合の
高い順に最も一般的な名称で記載する。
（２）２種類以上の原材料からなる「複合原材料」は、その名
称の次に括弧を付して、当該複合原材料の原材料をその
原材料に占める重量の高い順に記載する。
（例：カスタードクリーム（全粉乳、卵、砂糖、小麦粉）
）
（注）１ 消費者がその内容を理解できない名称、複数の原材
料を単に混合した場合などには、複合原材料を分割し
て表示できる。
２ 複合原材料の原材料が３種類以上ある場合、重量割
合順が３位以下、かつ、５％未満のものについては、
「そ
の他」と記載することができる。
３ 複合原材料が製品の原材料に占める重量割合が５％
未満の場合、又は複合原材料の名称からその原材料が
明らかである場合には、当該複合原材料の使用した原
材料名は省略できる。
（ただし、アレルギー表示の表
記には注意すること。
）

298kcal
11.4ｇ
10.5ｇ
8.3ｇ ☆
36.5ｇ
24.0ｇ
12.5ｇ ☆
0.3ｇ

栄養表示
○表示項目
【義務表示】
熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウムの順で
表示。（注）ナトリウムは食塩相当量で表示
ナトリウム（mg）×2.54÷1,000≒食塩相当量
（g）
【推奨表示☆】
飽和脂肪酸、食物繊維
（食物繊維と糖質は従前どおりセットでの表示が必要）
【任意表示】
ミネラル
（亜鉛、
カリウム、
カルシウムなど）
、
ビタミン
（ビ
タミンA、ビタミンB１、ビタミンC など）など
○表示食品単位※
100g、100ml、１食分（量を併記）
、１包装その他の
単位を表示
○表示する数値
（１）当該製品の分析によって得られた一定の値又は上下限
値（一定の値の場合の許容差については食品表示基準
別表第９を参照）
（２）合理的な推定により得られた値
表示された値が食品表示基準別表第９の第３欄に掲
げる方法によって得られた値とは一致しない可能性が
ある場合、
「推定値」
「この表示値は目安です。
」
「○○
は推定値」等の文言が必要。
○義務免除事業者
・消費税免税事業者
（全事業の課税売上 1000 万円以下）
・当分の間、中企法の小規模企業者（おおむね常時使用
する従業員の数が 20 人（商業又はサービス業に属す
る事業を主たる事業として営む者については５人）以
下の事業者）

表示を全部又は一部を省略できる場合等
◎店頭量り売りで、持ち運び用の容器に入れられるものは表
示義務がない。
◎表示の一部を省略できる場合
○チューインガム、冷菓及びアイスクリーム類は賞味期限及
び保存方法を、常温で保存すること以外、注意すべき事項
が無いものは保存方法を、原材料が１種類のみであるもの
は原材料名を省略可。
○容器包装の表示可能面積がおおむね30㎠以下のものは、
原材料名、添加物、内容量又は固形量及び内容総量、栄養
成分の量及び熱量、製造所又は加工所の所在地及び製造者
又は加工者の氏名又は名称、遺伝子組み換え食品に関する
事項、原料原産地名、原産国名は省略可。
○内容量を外見上、
容易に判断できるものは内容量を省略可。
◎製造し、又は加工した場所（同一施設・敷地内）で容器包装
された菓子を販売する場合、以下の事項の表示は要しない。
原材料名、内容量又は固形量及び内容総量、栄養成分の量及
び熱量、食品関連事業者の氏名又は名称及び住所、原産国名、
原料原産地名、気密性容器に密封し加圧加熱殺菌した旨

④内容量
内容重量（グラム又はキログラム単位）
、内容体
積（ミリリットル又はリットル単位）
、
内容数量（個
数などの単位）で、単位を明記して記載する。
（注）計量法の規定により、次のお菓子を密封する場
合は下表の、許容される誤差を超えない範囲で、内
容重量をグラム、キログラム単位で記載する。
○ビスケット類、米菓、キャンディー（ナッツ類、
クリーム、チョコレートなどをはさみ、入れ、又
は付けたものを除き、1 個の重量が３ｇ未満のもの）
○油菓子（１個の重量が３ｇ未満のもの）
○水羊羹（くり、ナッツ類を入れたものを除き、缶
入りのもの）
○プリン及びゼリー（缶入りのもの）
○チョコレート（ナッツ類、キャンディーなどを入
れ、もしくは付けたもの又は細工物を除く）
○スナック菓子（ポップコーンを除く）
・許容される誤差
表示量

誤差

5ｇ以上 50ｇ以下

４％

50ｇを超え 100ｇ以下

２ｇ

100ｇを超え 500ｇ以下

２％

500ｇを超え１㎏以下

10ｇ

１㎏を超え 25 ㎏以下

１％

⑤消費期限又は賞味期限
品質の劣化が早い食品は「消費期限」
、それ以外
は「賞味期限」を記載する。
（例：平成 28 年 4 月 1 日、28.4.1、2016.4.1、16.4.1）
（注）賞味期限が 3 ヶ月超のものは年月だけで表示
することができる。
（例：平成 28 年 9 月、28.9、2016.9、16.9）

⑥保存方法
菓子の種類の特性に従い、例えば「10℃以下で
保存すること」等と記載する。

⑦食品関連事業者の氏名又は名称及び住所
表示内容に責任を持つ食品関連事業者（製造者、加工
者、輸入者、販売者（製造者等との合意が必要）
）の氏
名又は名称と住所を記載する。また、
同欄には電話番号、
ファックス番号、メールアドレス、ホームページアドレ
スなどの記載も可。

⑧製造所等の所在地及び製造者等の氏名又は名称

最終的に食品の衛生状態を変化させる製造又は加工が
行われた所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称を
⑦に近接して表示することが義務付けられている。
ただし、⑧と⑦が同一である場合には、⑧は省略できる。
※
【製造所固有記号】
包材の共有化の観点から、原則として同一製品を２以
上の製造所で製造している場合に、食品を製造した製造
所などを表すアルファベットなどの記号を、消費者庁長
官に届け出ている場合にはその記号を製造・販売者名の
横に記載することによって実際の製造所の所在地などの
表示と代えることができる。
（届出時点では 1 か所で製
造している場合であっても、記号の有効期間である 5
年間の内に２か所以上で製造する計画があれば製造計画
書を添付して届け出ることができる。
）
なお、製造所固有記号を使用する場合、問い合わせへ
の応答義務があるので、枠内又は枠外に以下のいずれか
を表示する必要がある。
ア 製造所の所在地、製造者の氏名・名称の情報提供を
もとめられたときに回答する者の連絡先
イ 製造所固有記号があらわす製造所の所在地や製造者
の氏名、名称を表示したウェブサイトのアドレス等
ウ 当該製品を製造している全ての製造所の所在地や製
造者の氏名・名称、製造所固有記号
また、旧制度による表示と区別するために製造所固有
記号の前に｢＋｣を付す必要がある。
【製造所固有記号届出方法】
消費者庁の製造所固有記号制度届出データベースによ
るオンライン届出になる。
「製造所固有記号届出制度データベース」と入力・検
索する。

〈 両方とも送料別 〉

（１）
アレルゲンを含む場合は、その旨の表示が必要（アレルギー表示対象品目は 27 品目）
【義務表示対象品目】
『えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生』の７品目は、食物アレルギー
症状の重篤度などから特定原材料として表示が義務付けられている。
【推奨表示品目】
『あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、
くるみ、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、
ゼラチン』の 20 品目、は、特定原材料に準ずるものとしての表示が推奨されている。
※表示の対象となる加工食品は、特定原材料等を原料とする加工食品（これを原料とする
ものを含む）及び特定原材料等に由来する添加物を含む加工食品であり、抗原性が認め
られないもの及び香料を除く。
※一般的にアレルゲンを含むことが予測できると考えられてきた特定加工食品及びその拡
大表記は廃止され、今後はパン（小麦を含む）やマヨネーズ（卵を含む）のようにアレ
ルゲンの表示が必要
（表示方法）
【原則：個別表示】個々の原材料及びアレルゲンに由来する添加物ごとに個別にアレルゲン
を表示…消費者の選択の幅を広げる。
（原材料の例：植物油脂（大豆を含む））
（添加物の例：レシチン（卵由来）、カゼイン（乳由来））
【例外：一括表示】すべての原材料名等の最後に、一括して全てのアレルゲンを表示
（例：（一部に卵・小麦・大豆を含む））

（３）
特色のある原材料
特色のある原材料を使用したことを表示する場合、
又は製品の名称がその旨を示す場合には、その表示に
近接した箇所又は一括表示の原材料名の次に括弧して
「小豆（A 県産○○％）」などその産地名等とその割
合をともに表示する。ただし、100％の場合は割合の
表示を省略することができる。
○どのような原材料が「特色のある原材料」に該当す
るか
①特定の原産地のもの（○○産小豆使用など）
②有機農産物、有機畜産物および有機加工食品
有機ＪＡＳマークが付けられた有機農産物又は有機
農産物加工食品を直接原材料として使用した場合にの
み、「有機○○使用」等の表示ができる。
③非遺伝子組換えのもの（右の
（５）
参照）
④特定の製造地のもの（○○県で精製されたこんにゃ
く粉入りなど）
⑤特別な栽培方法により生産された農産物
（特別栽培米入りなど）
⑥品種名など（エリモ小豆使用など）
⑦銘柄名、ブランド名、商品名（宇治茶使用など）
ただし他法令、行政機関の定めるガイドライン等に
より、表示方法が定められているものについては、そ
の方法により表示することができる。

（６）
原材料の原料原産地表示について
◎原料原産地名の表示が義務付けられている品目
・原料原産地表示とは、加工食品の原料に使われた一次産
品（農畜水産物）の原産地に関する表示のことで、義務
表示対象品目の 22 品目群については、原材料及び添加
物の重量に占める割合が 50 ％以上である一次産品につ
いて表示する。
・主に菓子類に関連した品目は、次のようなものがある。
○餅：まるもち、のしもち、切りもち、草もち、豆もちなど（大
福餅など砂糖で調味したもの、餡を入れたものは対象外）
○いりさや落花生、いり落花生、あげ落花生及びいり豆類
（塩味をつけただけのものは対象になるが、砂糖を絡めた
ものは対象外）
○干し柿、干しバナナなどの乾燥果実
○黒糖加工品（原材料及び添加物に占める黒糖の割合が
50％以上のもの）
：かりんとう、ようかんなど
◎表示方法
（表示する箇所）
①事項名を設けずに原材料名の欄に対応する原材料名の次に
括弧書きで表示
②原料原産地名の欄を設けて表示
③原料原産地名の欄に表示箇所を表示した上で、枠外に表示
（表示方法）
①原材料が国産品であるものには「国産である旨」を、輸入
品にあっては「原産国名」を表示する。また、国産品の農
産物の場合、都道府県名その他の一般に知られている地名
で記載できる。
②主な原材料について、２箇所以上の産地のものを混合した
場合は、重量の割合の高い順に記載する。
③主な原材料の原産地が３箇所以上ある場合は、全て記載す
るか、重量割合の高い順に２箇所以上記載し、その他の原
産地を「その他」と記載することができる。

※アレルゲンはたとえ微量であっても、人間の生命に重大な影響を及ぼすおそれがあること
から、表示が義務付けられているものであり、
「卵が入っているかもしれません」などの
可能性表示は一切禁止されている。また、加工助剤、キャリーオーバーなど添加物の表示
義務がない場合であっても、特定原材料については表示義務があり、これに準ずる原料も
表示が望ましい。
※ただし、食品を生産する際に、原材料として使用していないにもかかわらず、特定原材料
等が意図せず、ごく微量、最終製品に混入してしまう場合には、欄外に注意喚起表示をす
ることが推奨されている。
（欄外表示例：本製造工場では、そばを含む製品を生産してい
ます）
※
「乳」のアレルギー表示は、「乳成分を含む」と表示する。添加物の場合は、
「乳由来」と
表示する。
※繰り返しになるアレルゲンについては、いずれかの原材料等に表示すれば他は省略可。
※例外的に一括表示が認められるのは、表示面積に限りがあり個別表示が困難な場合、添加
物に含まれるが加工助剤、キャリーオーバー等に該当し、当該添加物の表示義務がない場合、
包装されていない複数の食品の詰め合わせで、容器内で接触する可能性が高い場合など。
※店頭量り売りなどの場合、アレルゲンの表示義務はないが、自主的なアレルゲン情報の提
供が望まれる。

（2）
アスパルテームを含む食品
は、
Ｌ－フェニルアラニン化
合物を含む旨の表示が必要

原材料名 小麦粉（有機小麦粉 90％使用）
、
砂糖（上白糖、黒糖）
、コーンスター
チ
（遺伝子組換え不分別）
、
鶏卵、
マー
ガリン（大豆・乳成分を含む）
、ブ
ドウ糖、牛乳、洋酒／甘味料（ステ
ビア）
、
膨張剤、
レシチン
（大豆由来）
、
酸化防止剤（ビタミンＣ）

（４）
黒糖を使用した場合
・パッケージに「黒糖」「黒砂糖」と表記し
たい場合：黒糖以外の砂糖を使用している
場合には、一括表示に、使用した砂糖の種
類を多い順に記載
（例：砂糖（黒糖 氷砂糖 上白糖）
）
・パッケージに「黒糖」
「黒砂糖」と表記し
ない場合：一括表示に、上記の表示又は単
に「砂糖」と記載
※黒糖、黒砂糖は砂糖を細分化した一般的名
称であり、特色のある原材料表示には該当
しません。

（5）
遺伝子組換え食品の表示について
○対象となる農産物（８作物）
・大豆（枝豆、大豆もやしを含む）、とうもろこし、ばれいしょ、
なたね、綿実、アルファルファ、てん菜、パパイヤ
○対象となる加工食品
８作物を原料とする 33 加工食品群について表示の義務があ
り、お菓子では、きな粉（大豆）、枝豆を主な原料とするもの、コー
ンスナック菓子（とうもろこし）、コーンスターチ、ポップコー
ン（とうもろこし）
、コーングリッツを主な原料とするもの、
ポテトスナック菓子（ばれいしょ）、ばれいしょでん粉、これ
らを主な原料とするものなどがあり、原材料の重量に占める割
合の高い原材料の上位３位までのもので、かつ原材料及び添加
物の重量に占める割合が５％以上のものについて表示が義務づ
けられている。
○表示は次の三つの方法による
ア、遺伝子組換え農産物を原材料とする場合
「大豆（遺伝子組換えのものを分別）」等を義務表示（※）
イ、遺伝子組換え農産物と非遺伝子組換え農産物が不分別の農
産物を原材料とする場合「大豆（遺伝子組換え不分別）
」等
を義務表示
ウ、非遺伝子組換え農産物を原材料とする場合
表示の義務はないが、「大豆（遺伝子組換えでないものを
分別）」等を任意で表示できる。（※）
※遺伝子組換え農産物と非遺伝子組換え農産物を、農場から
食品製造業者まで生産、流通および加工の各段階で相互に
混入が起こらないように管理し、そのことが書類等により
証明されている場合に限る。
（注）
１ 遺伝子組換えによって、組換えＤＮＡおよびこれによっ
て生じたタンパク質が、加工後に検出できない加工食品（大
豆油、しょうゆ、コーン油、異性化液糖等）については表
示義務はないが、
「大豆（遺伝子組換え不分別）」
「大豆（遺
伝子組換えでないものを分別）」等を任意で表示できる。
２ 組成、栄養価等が著しく異なるもの（高オレイン酸大豆等）
「大豆（高オレイン酸遺伝子組換え）
」等を義務表示
ただし、脱脂等により当該形質を有しなくなったものを除く。

◎米や米粉等を使用した場合
米や米粉等を原材料に使用した菓子類：
「だんご（餡類
等を入れて包んだものは対象外）」「もち（もち生地に甘味
料以外の副原料を練り込んだものを含む）
」「米菓（あられ
や煎餅など）」や、「赤飯」「おこわ」などの米飯類は、消
費者に販売・提供する際、消費者に産地情報を伝えること
が米トレーサビリティ法により義務づけられています。
以下のいずれかの方法で行う必要があります。
（１）
商品の容器・包装、又は商品の近接した場所のポップ
等に記載
（国産米の場合）
・
「国内産」
「国産」等と記載

作成者：菓子の表示制度研究会

全日本菓子協会
全国菓子工業組合連合会
全国和菓子協会
全日本洋菓子工業会
日本洋菓子協会連合会
ポスターの内容に関するお問い合わせは上記まで

都道府県や一般に知られた地名でも可
（外国産米の場合）
・
「国名」を記載
・原産国が複数の国になる場合は、原材料に占める重量
の割合の高い順に記載
・産地が３か国以上ある場合には、上位２か国のみを記
載し、その他の産地を「その他」と記載可能
（２）
店頭・店内での掲示、店内配布チラシ等への記載
・使用した商品名
・原産地名（上記
（１）
に準ずる）

食品表示法・食品表示基準等に関する問い合わせ先
●消費者庁
（代） 03-3507-8800
消費者庁食品表示企画課
●最寄の各都道府県
（保健所含む）
の食品表示相談窓口
電話番号は、
「○○県食品表示相談窓口」などと入力・検索し
てください。

〈 お申込み方法 〉
郵便番号、住所、会社名、
御 担 当 者 名、電 話 番 号、
FAX 番号、必要部数を明
記の上、全菓連まで FAX
でお申込み下さい。
おり返し FAX にてご案内
を送ります。

全国菓子工業組合連合会
FAX．03－3407－5486

日︵水︶〜

日︵金︶に東京

日本食糧新聞社︑協同組合全日本洋菓子工業会
は２０１７年４月
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６次プランナーが支える未来の事業連携
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ので︑お餅のお菓子が多い︒

がある︒秋田は米どころな

る直売所には︑必ず加工品

と︑秋田県の野菜を販売す
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されている︒
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また︑その生産物を使って︑

お焼きのような焼き餅と呼

変わった名前のお菓子があ

進んできた事業であるかと

６次化がどういう法律で

狙いとなっている︒

所得向上と地域の活性化が

ばならず︑農林水産業者の

ーズに応えた生産でなけれ

とある︒まさに消費者のニ

施策﹂が盛り込まれている︒

進する地産地消法に関する

域の農林水産物の利用を促

業化に関する施策﹂と﹁地

工販売への進出等の６次産

には﹁農林漁業者による加

公布された︒具体的な内容
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用 促 進 に 関 す る 法 律 ﹂﹁ 六

ともに全国に直売所が増え

増えた︒こうして道の駅と

が売れて︑生産者の所得も

地域の活性につながり︑物

の駅に直売所を作ることで

ず直売所が入っている︒道

駅が増えたが︑そこには必

が思い浮かぶ︒全国に道の

直売所では先ず︑道の駅

う地産地消が生まれた︒

買いに行き︑消費するとい

専用道路が走るようにな

かわらず︑その上を自動車

なると欲しくなる︒例えば

くなった︒しかし︑季節に

が︑お母さんはもう作らな

ツで︑昔は家で作っていた

る︒地域にしかないスイー

直売所にはお菓子もあ

るようになった︒

り上げを上げることができ

売所で販売することで︑売

が︑消費者の手にわたる直

ってきたお餅やお菓子だ

された︒加工所のお母さん

整備され︑商品開発が促進

売れた︒このため加工所は

ができて︑加工品を作れば

る︒

という特色で人気が出てい

しかないお菓子も手に入る

れるだけでなく︑その地域

を買ったり︑安く仕入れら

このように道の駅は野菜

に進化した︒

蛮こ︑なんばこという名前

に似ているので︑南蛮︑南

たい感じだが︑唐辛子の形

菓子で︑ドーナツよりもか

産業者が生産・１次︑加工
・２次︑販売・３次まで一

直売所で地域活性

６次化は進んできてお

ある︒

くなってきている︒客足の
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ていった︒

商品を作ることにより︑そ

ばれるものも︑売り上げを

る︒多分この地域の人でな

月に﹁地

この２つを実現するため

いる︒直売所は安心・安全

り︑国道なのに車が通らな

無いところでは︑加工品が
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た︒近くに直売所ができた

れまで手がけていなかった

伸ばしている︒これは生産

域資源を活用した農林漁業

に︑地域の直売所が生まれ

な食材を使った地元の総菜

くなった︒通行量は激減し︑

なんばこ

加工分野にも︑進出するこ

物で商品を作るという︑ま

者等による新事業の創出︑

工品を製造・販売すること

や手作りおやつを食べるこ

２番目の課題は季節によ

送料は実費。
県菓子工業組合までは
全菓連負担。

その①

とができるようになった︒

また︑別の道の駅の直売

そして︑販売まで手がける

及び地域の農林水産物の利

もできた︒野菜を入れたケ

とができるので︑好印象で

ければわからないが︑人気

り︑国から発表されたＨＰ

林水産業者の所得の向上︑

んもんとしていた女性たち

ーキも一時期︑流行してい

さに６次産業化である︒そ

から引用した内容では﹁消

地域の活性化につながる﹂

の輝く場所に位置付けられ

たし︑最近は米粉の利用が

ようになり︑６次化となっ

費者のニーズに応じた生

ようになった︒普段︑畑に

てきた︒こうして直売所は

たちもいろいろなアイデア

がある︒米粉で作った揚げ

産︑供給が可能になり︑農

しかおらず︑家に帰ると話

いろいろなコミュニティを

お客様は来なくて︑物が売

れまでは︑家族のために作

体的に取り組んだり︑２次

以前は農作業に追われてい

す相手はお姑さんしかいな

活用されてきた︒

た︒直売所には地域の方が

・３次業者と連携し︑新商

た︒直売所ができたら︑最

いとなれば︑ストレスはた

促進され︑今も継続されて

１次＋２次＋３次＝６次で

品やサービスを生み出した

初は５〜６人が物を持って

生み︑地域活性のキーとな

６次産業化とは﹁農林水

りすること﹂を意味する︒

いった︒すると家族以外の

まっていたが︑表に出られ

年

直売所のグループのお母
人 と﹁ お は よ う ﹂﹁ き ょ う

いえば︑平成

さんに次のような話を聞い

り︑地域の生鮮品確保が激

を盛り込み︑商品開発した︒

所に卸した結果︑直売所で

ところが︑消費者が付いて
は︑野菜１品１００円の無

今︑直売所は変化をして

売れないことが影響してお

れない︒これは︑まさに計

人販売所がある︒ボックス

減することである︒秋田の

り︑加工所のお母さんは経

算外で︑大きな課題だと考

ら離れることが可能とな

に﹁１００円入れて持って

は物不足となり︑人が来な

話題となるが︑雪の降る地

また︑秋田県の直売所に

り︑気分転換になった︒そ

おり︑いろいろな課題を抱

くなくなった︒また︑生産

来なくなり︑その数も少な

れを聞いたお母さん達が

行って下さい﹂とある︒お

えている︒コンビニエンス

えている︒

﹁自分の商品も置いてもら

金を支払わなかったり︑盗

４番目の課題は︑生産者

いたい﹂と集まってきた︒

が加盟している直売所以外

営者なので︑経営ができな

る︒多くは漬け物で︑秋田

で︑生産品を販売してしま

くなって困っている︒

県はいぶりがっこで集客で

域は冬の間︑野菜が採れな

が︑加工所の方々は客足が

きる︒ただ︑生鮮品が少な

いので加工品で賄おうとす

落ちると物が売れなくな

者はスーパーマーケットで

きたので︑地域の直売所の

る︒この課題は来客数が増

野菜が売れると収入になる

環境は激変した︒消費者は

ストアやスーパーマーケッ

便利なのでスーパーマーケ

うこと︒出す場所が変わる

トに直売所のコーナーがで

また︑時には観光客も来

いと客足はどうしても伸び

と︑直売所の活性化はでき

まれると思われるかもしれ

る︒その土地に行き︑何か

えないと解決できないの

ない︒名前だけは直売所に

ないが︑意外と売り上げて

畑にいた時は泥だらけで︑

ットの直売所で買うように

ない︒これはスーパーマー

女性がたくさん集まれば︑

ほおかむりをしていたが︑

珍しい物を買いたいという

ケットでも同じ状態である︒

賑やかになる︒それから︑

野菜を売るために町に出か

で︑地域全体で取り組んで

置いているが︑売る場所は

いかなければならない︒

３番目の課題は︑地域の

全然違うことが増えてきた︒

なった︒コンビニでも手に

直売所ならではの加工品が

入る︒忙しい方はあちこち

直売所の課題の１番目

発達しない︒以前は直売所

時︑直売所に行くと︑野菜

は︑幹線道路の発達だ︒道

はもちろん︑珍しいスイー

行くより︑まとめて買える

の駅を国道に作ったにもか

けるので﹁今日はブラウス

ところで買いたい︒生産者

を着て行こう﹂となった︒

が生鮮食品を一番売れる場

ツも手に入る︒
さらに店頭に並ばない規

次号に続く︒
格外の生産物を活用し︑加

それを見た別のお母さん

いる︒

出荷しに行きます﹂と家か

12

おしゃれになっていった︒

全国的に広まった﹁直売所﹂に課題
が生まれている

った︒

たなか のりこ 氏（株式会社ワンダーマート代表取締役）

る よ う に な っ た︒﹁ 野 菜 を

６次産業化及び地産地消法により
生まれた直売所

スイーツ編﹂をテーマに講演を行いました︒

た！

に 迎 え﹁ ６ 次 化 産 業 の 第 ２ ス テ ー ジ が や っ て き

氏︵株式会社ワンダーマート代表取締役︶を講師

カリー展を開催しました︒同展ではたなかのりこ

ビッグサイトで第

14

はどう？﹂と言葉を掛ける

６次プランナーが支える
未来の事業連携 スイーツ編

は︑スカーフを巻いたりす

定価：3,500円（税別）

定価：3,050円（税別）

定価：1,429円（税別）

定価：3,250円（税別）

６次化産業の第２ステージがやってきた！
る︒直売所は︑畑にいても

決定版 和菓子教本

洋菓子教本
～ Les Bases de la Pâtisserie ～

製菓衛生師・菓子製造技能検定
受験練習問題と解答

22

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 12

た︒地域に直売所ができる

道の駅の直売所

第939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29年６月15日

全菓連では、全国組合幹部研修会で二条彪氏（株
式会社国際後継者フォーラム代表取締役）を講師に
迎え、「後継者問題について」をテーマに講演を行
いました。
先月号より続く。

で１００人受けて、ストレ

中小企業診断士は難しいの

い」と思っていたのだが。

屈で経営はできるわけな

私の事業継承 失敗経験から学ぶ
閾値を超えるまで
やっているか
＝量は質を超える

その②
ルで定着し続ける。何事も

もゼロに戻らず、高いレベ
る。

し、体を壊さない程度であ
１つに秀でているから素晴

クと言われる人たちだが、

はとてもよい。

年

に傲慢になってしまう。長

と言う。当時、中国は何か

ます、民衆が苦しみます」

る。

ろから学ぶことが必要であ

ものにならない。結果も出

一歩前に出る。これが物事

でも長く働き、考えた人が

ないとするならば１分１秒

た新しいことができる。一

次から次へと乗り越え、ま

動意識が身についている。

に秀でた人は乗り越える行

とがたくさんあるが、一芸

説している人の隣の人も気

経営者は大体気が短い。演

演説が始まってしまった。

だが、質問を聞いたのに、

お聞きした。よくあること

に「質問がありますか」と

の方がお越しになり、最後

だ。いろいろな権力者の人

れている。今の時代も同じ

その座から追われると言わ

が全能感にとらわれた時、

てしまう。昔から、権力者

分が偉いのだと傲慢になっ

に行くと相手を見下し、自

でもある。自信も悪いほう

が強くなる。自信の裏返し

するとどうしてもうぬぼれ

長々と演説する社長と今か

すか」とお聞きしたのに、

講演会で「質問がありま

った。

全能感にとらわれることだ

太宗が恐れていたものは、

もらうと、褒美を与えた。

宗は耳の痛い言葉を言って

るような時代だったが、太

言うと、その場で首をはね

部下が気に入らないことを

ば、皆様がしくじったこと

付け加えていく。そうすれ

が痛い目に遭って１つ２つ

すべからず」は、当代の主

とを家訓に残している。「～

の企業は失敗談を伝えるこ

は同じ間違いをする。老舗

えないとあなたの次の世代

ことを伝えてゆくこと。伝

えると、あなたが失敗した

これを事業承継に置きか

い間とは、同じ仕事を

ないし、身にも付かない。

の道理である。後継者の皆

芸は多芸に通じる、という

が短いから「早く質問しろ」

を見ているが、傲慢になる

ある講演会で創業社長の

そのボーダーラインを閾値

様は、閾値を超えるまでし

ことがある。戦国武将は剣

と余計なことを言ったら

いないということだ。今の

いない。人の心は変わって

た唐の太宗は何も変わって

こんなように授業料を払

いる。こんな人に騙された、

を伝えることは凄く勇気が

てゆく必要がある。失敗談

む。そうして企業は進化し

代の３００人くらい

という。

ないとだめだ。創業社長は

術が得意、そろばんが得意、

「おれの話が聞けないのか」

今から１４００年ほど

時代も私たちは同じことを

い、金をドブに捨てたなど、

、

私がなぜ中小企業診断士

大体閾値を超えるまでして

力持ちなど「一芸に秀でた

らしい。仕事には困難なこ

に合格したかというと、閾

いる。毎日働いているだろ

者を召し抱えよ」と皆、言

を次の世代はしないで済

人の能力がさほど変わら

値を超えるまで勉強したか

う。そうすれば閾値を超え

ら１４００年前に生きてい

閾値を超えるまでしないと

らだ。ただそれだけである。

る。あまり毎日すると、今

と、足を引っ張られ、最後

前、中国の唐という時代、

長く続けてゆくと、うぬぼ

そういう話である。それを

当時、受かるまでに総勉強

とけんかが始まってしまっ

２代目皇帝・太宗は中国の

れが強くなり、全能感まみ

伝えると次の代は気をつけ

時間は８００時間必要と言

っていた。

子に「おとなしく黙って座

憲政史上ナンバーワンと評

れになってしまう。太宗も

度は仕事中毒になり、仕事

っていなさい」と言っても、

価の高い名君だった。太宗

それに気をつけていた。皆

る。成功した話は、その時

われていた。私は会社もな

言うことを聞かない。まさ

はなぜあの広大な中国を１

の運もあるし、時代背景も

ートで受かる人は５人いる

は去ってゆく。

よく「なぜ失敗したんで

に指示が理解できず、発達

つにまとめることができた

様にお伝えしたいことは、

ある。ヒントにはなるかも

私のような会社を潰した

た。発達心理学で指示理解

すか」と聞かれる。失敗の

段階だとなる。これは、子

昔の人がしくじったこと

時まで１日
正月土日も無く、

ば、社長は半人前だと思う。

る。資金繰りができなけれ

という言葉がある。小さい

があると何をしたらよいの

一番の原因は傲慢になって

どもだけではなくて、大人

のか。それは、自分にだめ

は、現代の私たちも同じこ

をしていないと落ち着かな

かわからない。ボーッとで

しまったことだ。社員を見

出しの家臣を作ったから

しれないが、後継者には、

くなる。私は完全な仕事中

きず、会社に行ってしまう。

下し、取引先を見下した。

になっても指示を理解でき

だ。諫義太夫（かんぎたい

気をつけて行くべきことに

く、仕事もなくてすること

か月間

時間、盆暮れ

完全に中毒だが、実はその

実際、社員には「給料を払

経営者は、長く社長の座

ない人がいる。

とをする可能性がある。経

ならない。

がないから毎日勉強してい

勉強した。ただ、それだけ

くらいしないとなかなか物

っているんだからちゃんと

営をうまくしてゆくために

かだ。私はおかげさまで、

だ。これが閾値である。要

事はなし遂げられない。

働け」と言っていた。それ

ふ）という。諫言の諫で、

は、昔の人が失敗したとこ

１年で受かった。私は頭が

するに量は質を超えるとい

後継者の皆様に申し上げ

太夫は役割なので、だめ出

人間に、世の中は想像を絶

かない。お客様の反応がな

うこと。圧倒的な量をこな

たいのは、人を採用する時、

にいると「おれは何でもで

し専門の家臣で「世が乱れ

するほど冷たい。周りから

かったのはなぜか。それが

いからと止めてしまうと、

すことにより、物事をなし

きるのだ、何でも知ってい

学ぶ姿勢を失わ
ない

閾値である。中小零細企業

元の状態に戻ってしまい、

遂げる。これを経営に置き

がだめだった。今、事業で

るのだ」と全能の神のよう

毒なので、たまに休みの日

子や娘は小学校５年と３年

の新規事業は、なかなかも

今までしたことがゼロにな

うまくいっている社長を拝

時、１

でまだ小さかった。その中

のにならない。なぜならば、

ってしまう。大手企業は人

仕事でなくても何か１つを

見すると、謙虚な方の業績

た。朝８時から夜

で仕事をしていくには「国

ちょこちょこ小出しでいろ

極めたものを持っている人

よくない。高校の時に１学

家資格でもとらなければだ

いろなことをしなければな

かえると、休まず働くこと

を採用したらという。オタ

誰もいなくなる。信じるこ

めかな」と思ったので、中

・物・金があるので閾値を

になる。経営の本質は休ま

年５００人いる男子校で４

小企業診断士という資格を
らないからだ。人・物・金

ず働くことだと思う。ただ

９８番だった。それでも受

取った。２代目社長をして
超えるまで一気に投資がで

し、最後は沈んでしまった。

い。子どもは子どもだ。

親しかできない一言があ

歳の親父さんが

ているよ」と慰め、褒めて
会社は、ミスが少ないこと

もくれた。しかし、親父は
がわかった。ミスが少ない

なかなか難しい」と何を言

い。

彼は、バカなふりができな

ざし、怒っても、怖くて言

無いので、褒めることがで

れない。褒められた経験が

社長をして、誰も褒めてく

ると、後継者の人の肩の力

っているな」と言ってあげ

やっているな、しっかりや

命しているのだから「よく

計算書とキャッシュフロー

数字は、貸借対照表と損益

が押さえなくてはならない

く多い。中小企業の経営者

決算書が読めない方が凄

ていく時、既に資金繰りが

ならば、自分が会社に入っ

る。これができない。なぜ

ポイントは資金繰りであ

後継者の一番のウィーク

次号に続く。

あなどられる。

話はできない。銀行からも

資金繰りが入っていないと

うに借りたい」など、頭に

年も要るから去年と同じよ

歳の息子

えるところだけを持ってい

金融機関と話をしても、資

った。こういう人が商売人

る。先代社長から、褒めて

金繰りが頭に入っていなけ

が話したことは、どこかで

こんな経営者・後継者が
っても全部アドバイスをは

人が教えてくれる。

危ないというのをご紹介す

うことを聞いているだけ

きない。跡継ぎの皆様に必

は抜ける。これは、先代社

計算書と資金繰りと借り入

されている。多くの中小企

なか実行に移せない

った１つ「金は要るの？要

京に出てきたから会いた

で、心から従っているので

要なのは、褒めてあげるこ

私が跡を継いだら、親父

長にしかできない。

れの５つだけで十分だ。作

業ではお母さんがしてい

う。経済学は突き詰めてい

切れて「何しに来た」と言

い」と電話がかかってきた。

社員を褒めることができ

はない。このため、褒めて

と。バトンを渡す方からす

るわけでなく、読めればい

らないの？」だけだ。それ
会社にいたので、お目にか

ない。褒めることが大事だ

あげる、認めてあげる。「凄

ると、跡継ぎはまだまだ未

の親友などは「そんなに一

いのだから簡単なことだろ

に対して「夏の商戦でうま

った。彼は「おれはおまえ

か っ た。「 こ う し た ら ど う

とお伝えすると「社員は叱

いね」と言わなくてもよい。

生懸命にしなくても大丈夫

くと大学に行き、４年間勉

より頭がいいのだ」と言い

ですか」と言うと「なるほ

らなければだめだ」とよく

「ありがとう、助かったよ」

熟だろう。逆に言えば「あ

だよ、お父さんが見てくれ

強しなければならないほど

に来たのである。自分が利

ど、君はさすがだねえ」と

言われる。知っていただき

いつは大丈夫だ、任せてよ

歳くらいの方から「東

の引き出しを全部開け、使

聞いて知っているだろう

死んでおり、どう思ってい

あげてほしい。魔法の言葉

れば、何もできない。銀行

もあるのだ」とバカなふり

るかわからないので、しゃ

である。

をしていると、いろいろな

だ半人前だから譲らない」

かりきになって店を増や

をつかまえて「こいつはま
のではないか。

と言った方がいた。子ども

ことは、恐らく業績もいい

人を褒めるためには、自

は子どもで何歳になって

だ。

分が褒められた経験がない

も、未熟に見える。その中

に、バカなふりをして、私

とできない。社長は実は褒

でも跡継ぎの人は、一生懸

歳の

にするものはない。人の元

年間

口であることを自分で実感

メモをする。また言うと「苦

たいことは、今、全世界で

でも、立派な褒め言葉であ

い」という日は永遠に来な

が皆様に聞きたいのは、た
気ややる気を奪うものであ

められてない。私も

しても、得することは何も

労の仕方が違うねえ」とメ

る。ある学者が研究した結

社員をなかなか
褒めることがで
きない

分かりましたと言って

ない。傲慢の反対の謙虚に

モをする。おだてると何と

開発されている心理療法

果で、褒め合う文化のある

をもらっても、なか

も、なかなかしない。先日、

なるためには、どのようし

で、どなったり、怒ったり、

くいって、今はお金がある

歳で３代目になった方が

たらのよいのか。バカなふ

かも木も登るで、いろいろ

叱ったりして人の心を元気

のたくさんあるが、そんな

相談に見えたが「こうした

なことを話してしまった。

から去年ほど要らない」「今

らどうですか」というと「う

りをすることだ。知ってい

人を動かすのがうまい。私

には要らない。

ちの業界ではどうですか

ることや経験があることで

65

も「なるほどそういうこと

決算書が読めな
い、数字が苦手だ
る。強権的に権力を振りか

95

12
10

13

ね 」「 友 人 の 会 社 が し て う

他人からアドバイス

ねのける。仏の私も最後は

35

る。

こんな経営者＆後継者が危ない！

きる。すると途中で止めて

とができるのは、家族だけ

10

の経営資源が少ないので、

70

少しずつ様子を見ていくし

60

いる時は「資格で経営でき

になる。とはいえ、私の息

二条 彪 氏（株式会社国際後継者フォーラム代表取締役）

について

るなら世話がない、理論理

後継者問題
68

ま く い か な く て 」「 そ れ は

35

32

平成29年６月15日 （10）
（毎月 15 日発行）
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第939号

キャンティ

オーナー︶を講師

全菓連では︑全国組合幹部研修会で川添隆太郎
氏︵レストラン
に迎え︑﹁地域と共に繁盛する名店〜レストラン
キャンティの歴史と事業継承について﹂をテーマ
に講演を行いました︒聞き手は本紙でもおなじみ
の尾関勇氏︵株式会社アンゼン・パックス代表取
締役社長︶にお願いしました︒

れさせていただいて︑後に
光輪閣とレストランキャン
ティと︑新しい挑戦という
流れでさせていただきたい

ありがとうございま

と思います︒
尾関
す︒では︑まず︑川添浩史
さんのご創業の時からのお
話をいただけますでしょう

ランでいらっしゃいまし

ゃいますが︑本業はレスト

舗のイタリア料理店として

で︑今︑東京では一番の老

ご存じの通りイタリア語

か︒キャンティというのは

て︑その辺りも歴史をひも
知られていますが︑スター

西洋文化と人物
尾関
といて︑どうやって東京で

知かもしれません︒現在３

ンのことは皆さん少しご存

キャンティというレストラ

それでは︑自己紹介を交え

いただければと思います︒

歴史の写真を交えてお話し

してきたのか︑その辺りを

の洋菓子・飲食文化が発展

父・祖母︑特に祖父ですけ

川添

ったですね︒

てスタートしたわけでなか

ト時はイタリア料理店とし

東京の飲食の歴史を

背負ってきた名店である︑

代目のご当主である川添さ

そうですね︒私の祖

んをお招きして︑貴重な写

その①

げた家の生まれの良さで集

う方でした︒先ほど申し上

カメラを持っていないとい

で︑写真家と名乗りながら

映画の勉強をしにベニスの

ます︒１９３９年に浩史は

う︑思い出の１枚でござい

りというのがあったとい

けというのは祖父のつなが

ロバートキャパと川添浩史

まった日本人の方々が結構

映画祭に日本代表として行

祖父との出会いがあったわ

をもうけますが︑その後の

タリア人と結婚して１人娘

す︒そういう環境の中でイ

家に師事をして勉強しま

ミリオ・グレコという彫刻

の勉強をしにいき︑当時エ

女は単身でイタリアに彫刻

れさせていただきます︒彼

し︑そこに必ず食事が絡ん

すのが大変好きでもあった

ますけれども︑人をもてな

たのかなというふうに思い

ア時代とかにそれを学ばれ

尾関

うちの祖母だったのです︒

が︑それを賄っていたのが

しに来る家だったようです

いうぐらい人がひっきりな

それが実は今のレストラン

の友人などをもてなした︑

自宅のほうでアーティスト

尾関

っているところに︑あそこ

の日本橋ＣＯＲＥＤＯが建

も︑昔の東急日本橋店︑今

のか小話になりますけれど

ちなみに︑申し上げていい

できたということですね︒

すごいです︒イタリ

けです︒

の開店につながったという

ご結婚された後はご

ことですね︒

にエミリオ・グレコの作品

非常にいいポイント

川添

がありました︒日本橋交差

祖父の家中に居まして︑そ

尾関

点の角ですが︑今はもうな

の湯あみする女という彫像

活したアパートにロバート

しまって大丈夫ですか︒

それは今しゃべって

うと︑同時に海外・西洋文

・キャパが居候していたと

です︒
すごいです︒

化の︑基本的にはヨーロッ

きました︒
尾関

映画祭の中に実は今

のうちの中のカメラを借り
て︑新聞社に写真を売って

川添

れども︑血の流れの中に後

生計を立てていたという︑

て一言いただけますでしょ

くなってしまって東急グル

真を交えながらお話をお伺

ープのどこかにあるのかも

前述させていただい

時の川添家は３６５日

大丈夫です︒イタリ
実はそういう裏話がありま

川添
した︒そんな縁もあって︑

ア人と結婚していたという

をしにフランスに行くこと

いう︑今だと考えられない

がまずは西洋文化と触れ合

ような話です︒そんな中か

藤象二郎という１人がいま

パの本物の文化を同時に日

して︑そういう血筋なのか

本に取り入れようというこ

うか︒

後に関わってくるきっかけ

川添

ます︒

があったようです︒日本の

いしたいと思っておりま

代表として祖父は現地に赴

尾関

うと言われています︒

港区から参りました

す︒六本木︑今は麻布台と

祖父とキャパというのはす

いていましたが︑日本文化

が︑西洋のおでん屋︑高級

しれませんが︑そのモデル

うきっかけになりました︒

をきちんと評価してくれて

なという感じがします︒

間鍵をかける必要がないと

店ですけれども気楽に来ら

のをあえて話しましたの

当時の学生運動の流れで日

ごく親交を深くして兄弟の

爺様がソルボンヌにいらっ

川添

紹介いただいていますけれ

れる︑あえてそういうふう

ら実はのちのちのキャンテ

レストランキャンティの川

ような付き合いになったと

しゃった頃は︑ヘミングウ

の川添梶子という人物に触

ども︑我々はキャンティ料

に当時言われたのはどうい

とを決意したそうでござい

いうところに本店を今でも

その行っている先で︑映画

いないという︑腹立たしさ

ェイとかミラーとかの前で

料理店をスタートだったの

理だと実は言っておりまし

が梶子さんだったという話

祭がありました︒右の写真

と悔しさという経験をしま

一緒にお茶をして︑共同生

でしょうか︒

て︑キャンティ料理とは何

があります︒

本に居られなくなったとい

いうのがございます︒イブ

した︒これを機に日本の本

本木にはハンバーガーイン

川添

は︑その当時︑祖母は料理

う流れがあったのです︒簡

・サンローランは︑どちら

物の文化を海外に紹介しよ

という店しかなかったとい

た通り︑やはり梶子がイタ

が非常に上手かったので

添隆太郎と申します︒川添

でロバート・キャパという

かというと弟分ということ

いてきた頃でしょうか︑い

うふうに当時の記録ではあ

ィさんのご飲食︑東京での

浩史と梶子︑この２人が私

のをご存じの方もおられる

で︑彼も日本に来るきっか

よいよです︒

ります︒

文化につながる交友のベー

構えられて︑大変な繁盛店

単に云うと︑憲兵に目を付

と思いますが︑写真家で有

官︑西ドイツの首相の歓迎

川添

すごい話ですね︒お

で い ら っ し ゃ い ま す︒﹁ 製

けられて日本に居られなく

名な方です︒当時まだ無名

レセプション︑あとは当時

しました︒

エミリオ・グレコさ

酒が好きだというところも

はい︒数店︑洋食屋

ある気がしますね︒なにせ

では︑オープンの時

ジョン︑和食材も使います

何でしょうかね︒お

と言われています︒

にとっての祖父・祖母であ

なって︑フランスに勉強し

ＧＨＱの高官や当時の貿易

のイランのパーレビー国王

川添

りまして︑レストランキャ

に行きました︒映画の勉強

商の人たちが出入りするよ

の晩餐会を取り仕切ったと

う意図があるのでしょうか︒

す︒とりわけイタリア料理

ンティをつくった２人でご

ますでしょうか︒

うな場所となるところとな

なのと具体的に言うとフレ

スがそこでできたいたのか

造と販売とその継承﹂とあ

ざいます︒その話を軽く触

川添

り︑祖父は支配人となりま

リア料理に精通していたと

所在不明なのであえて入れ

ね︒さて次にこの写真は少

る部分もありますが︑そも

川添

なかったのですけれど︑そ

りますが︑もちろんお菓子

し時代が戻るのでしょう

そも戦中︑太平洋戦争の末

尾関

時

はつくっていらっしゃり︑

か︑今のキャンティさんの

あって︑ここで迎賓館の代

はい︒ここで︑祖母

自社製造でやっていらっし

前身というにはおこがまし

して︑それと同時に高松宮

川添

写真とは時代が異な

尾関

期の時に︑祖父はどういう

ンチとイタリアンのフュー

ので︑便利な言葉を使うと

キャンティの命名の由来

父はフランスなので︑基本

融合です︒そういったよう

的にはフランスの食文化に
そうです︒

触れていたので︑私どもの

シリアさん︑ニコラスさん︑
川添

ですね︒

今は無きハンバーガーイン

ようになりました︒

どから申し上げている︑い

川添 １９６０年の４月に︑
尾関

ですから︑普通に民

川添浩史・梶子という先ほ

軍中将と一緒に高松宮殿下

尾関

尾関

戦争はやめるべきだという

川添

でしょうか︒

かこういうところの支配人

くも会員制の迎賓館という

ストランをやる前に︑奇し

が一緒になって飲食店を始

輪閣にいた職人たちと祖母

り︑そのタイミングで︑光

が︑光輪閣もお役御免にな

り︑まさに光輪閣がそのま

くるという様にお考えにな

から自分の行きたい店をつ

分が行きたい店がない︑だ

うことで︑梶子さんが︑自

で︑いろいろな本だとかご

料理というと通りがいいの

川添

ないのですか︒

尾関

レストランになります︒

両方のエッセンスがきいた

レストランというのはこの

ごくいいなと思ったのです

ことで︑このフレーズがす

屋 み た い な も の ﹄﹂ と い う

店を始める︒西洋のおでん

りの方には照れて﹃今度︑

尾関

た︒

なレストランをつくりまし

す︒

尾関

す︒そんな感じです︒

うのが語源だということで

ンがキャンティだったとい

も︑ワインを飲みながら決

そうです︒イタリア

次号に続く︒

ありがとうございま

めていてそこにあったワイ

ことを申し上げておりま

く中には︑高松宮にお付き

をされたというのがベース

ま引き継がれたということ

昭和
す︒それが︑高松宮殿下に

してフランスに行って︑通

めたというのが事の起こり

でしょうが︑なぜイタリア

支配人としてはどう
にお会いする機会を得て︑

いったことをされていたの

ろいろな経験をした２人

とって非常に心にとまって

訳なども兼ねていたようで

でございます︒

資料をひもといてい

おりまして︑気に入られて︑

になっているということで

尾関

本によりますと﹁周

１９４６年に光輪閣とい

すね︒

すね︒そんなことが過ぎて︑

完全なイタリアでは

う︑高松宮邸の中に社交場

だんだん戦後として落ち着

ここは記録によると

年ですね︒六

尾関

昭和
アメリカのダレス国務長

年に開店とい
営というかご商売としてレ

ね︒

24

をつくるのですが︑戦後に

35
そこで国際交流の場として

35

キャンティ開店

んがとにかく好きで好きで
いかもしれませんが︑光輪

いうところが多いです︒祖

大変長らくお待たせ

仕方なかったという方が︑

さんもあったのですが︑シ

ができたということで︑当

川添梶子とイブ・サンローラン（キャンティッシモにて）
期ですね︒

聞き手：株式会社アンゼン・パックス 代表取締役社長 尾関勇 氏
わりになっていたわけです

川添 隆太郎 氏（レストラン キャンティ オーナー）

の特別秘書官としても働く

の歴史と事業継承について

コネかを使って︑当時の陸

レストランキャンティ

閣についてお話をいただけ

地域と共に繁盛する名店

実はお祖母様だったのです

レストランキャンティ １９６０年 月港区麻布台にて開店
4
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羊羹と発色が上品な軽羹を

【葛蒸し羊羹仕込工程】

【軽羹仕込工程】

間蒸す。

分

蒸し枠に流し込み、つゆ取

徐々に加えながら手で溶か

りをして中火の蒸気で

し、絹篩いに通してサワリ

❶ 葛 粉、 浮 き 粉 に 水 を

介します。

組み合わせた上生菓子を紹

〈葛蒸し羊羹配合〉

餡、ハローデックス、食塩

❷グラニュー糖、小豆並
ホイッパーで手早く混ぜ合

く混合し、水（イ）を加えて

❶粉末山芋と上白糖をよ

ｇ

に入れる。

ｇ

㎝角枠）

葛粉……………………

（

浮き粉…………………

教師

その食感故に暑い季節でも

わせる。

礼司

食べやすい和菓子と言える
を順次ホイッパーで混ぜ合
分間ほど休

水…………………２５０ｇ

ませる）

でしょう。

❸中火に掛け、木杓子を

（冷蔵庫で

小豆並餡…………２００ｇ

わせる。

今回は食感重視の葛蒸し

グラニュー糖……１００ｇ

専修学校 日本菓子専門学校
教 育 局 通 信 教 育 部 小野

緑陰
なめらかな弾力が特徴的
な葛粉を使用した製品は、

さを調整する。
❼蒸れ上がった葛蒸し羊
羹が熱いうちに流し込み、
うぐいす鹿の子を散らして
箸などで生地を被せる。

分間蒸す。

❽つゆ取りをして弱火の
蒸気で

❶蒸れ上がって熱が抜け

【仕上げ工程】

たら蒸し枠を外し、シリコ

回西日本食品産業創造展

ン紙を被せて反転し、ビニ

ールを剥がす。

❷シリコン紙を被せて再

度反転し、４・２㎝×２・

８㎝に切り分ける。

松尾潤二（㈱五十二萬石本

会長賞

▽福岡市技能職団体連合会

◎四季の創作和菓子

受賞者は次の通り。敬称略。

•••••••••••••••••••••••••••••

第

コーヒーを使ったお菓子を実演・販売

❷グラニュー糖を徐々に

ｇ

使用して半返しにする。

ハローデックス………

舗）

加えながら、めん棒でよく

▽福岡県菓子工業組合理事

すり混ぜていく。

太子とチーズのグリッシー

※木杓子をサワリの底に押

ニなど九州の食材を使用し

しつけながら固まった葛種

日刊工業新聞が主催し、

食塩……………………１ｇ

九州全県と山口の各菓子工

蜜漬け大納言……１５０ｇ

長賞

菓子体験講習会を開催。来

福岡市菓子協同組合は和

セ福岡で開催された。

〜

業組合が後援する「第

たお菓子が講習された。特

❸全体がふんわりとして

回

をはがしていく。固まりが

後藤由美（㈱五十二萬石本

※ハローデックス：㈱林原

舗）
５月

にあまくさ晩柑は３月から

コシが少し弱まったら、水

出荷される最も遅い晩生の

（ロ）の一部でイスパタを溶

日、マリンメッ

半分くらいになったら火を

西日本食品産業創造展」が

止めて手早く攪拌し、全体

商事
〈軽羹生地配合〉

▽福岡市菓子協同組合理事

か し て 加 え、 残 り の 水 を

柑橘で果汁が多く、さわや

を均一にする。木杓子です

長賞

ｇ

粉末山芋………………

田浦光義（㈲左衛門）

徐々に混ぜ合わせる。

らび餅や葛などのミックス

メーカーが出展したが、わ

古屋正宏（㈲左衛門）

賞

場者に日替わりで朝顔や扇

また、乳業メーカーによ

羊羹などを講習した。

▽日刊工業新聞社西部支社

で混ぜていく。

粉が多くみられ、最近の流

中村雄二（㈱ひよ子）

るミニ講習会では、あまく

◎工芸菓子

❻調整水を使い、めん棒

牟田明（参松堂）

支社長賞

また、和菓子職人による

▽福岡市食品衛生協会会長

行であることが分かる。

▽福岡市技能職団体連合会

さ晩柑のフローマージュや

▽博多マイスター賞

嬉野茶のラメルサンド、明

工芸菓子・四季の創作和菓

賞

通り。

▽福岡県菓子工業組合

事長賞

國松信一（東雲堂）

支社長賞

理

▽日刊工業新聞社西部支社

田中好治（㈲左衛門）

事長賞

▽福岡市菓子協同組合

野田拓史（野田和光堂）

理

も開催され、受賞者は次の

使ったお菓子のコンテスト

販売を行った。コーヒーを

人のコーヒー饅頭の実演・

福岡菓業青年連合会は大

大神政治（㈱ひよ子）

支社長賞

▽日刊工業新聞社西部支社

舗）

佐藤理子（㈱五十二萬石本

会長賞

四季の創作和菓子・理事長賞

金子頼太（㈲種金）

和菓子体験講習会

子と工芸菓子コンテストの

ですくってなめらかにつな

▽福岡市食品衛生協会会長

かな酸味と上品な甘さで注

くって落とした時、つなが

ＦＡＸ ０３－３４０７－５４８６

また、会場では各原材料

目されている。

って落ちる程度の粘りにす

❹黄、青、挽き茶の色素

ｇ

話 ０３－３４００－８９０１
電

15

がって落ちていく程度に硬

で淡い緑色に着色する。

27

40

❺上用粉を加えてめん棒

27

19

15

ｇ

上白糖…………………

る。返しが足りない場合は

水（イ）…………………
グラニュー糖……１００ｇ

❺ビニールを敷き込んだ

合わせる。

言を加え、ゴムべらで混ぜ

❹火を止めて蜜漬け大納

再加熱して調整する。

ｇ

ｇ

イスパタ…………０・６ｇ
水（ロ）…………………
上用粉…………………
うぐいす鹿の子…１２０ｇ
調整水…………………適量

17

60
35 10 15
65 50

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

緑陰

20 75

18

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。

平成29年６月15日 （12）
（毎月 15 日発行）
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