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第 ７ 代 理 事 長・社 長 に 齊 藤 俊 明 氏 が 就 任

年度第

期

日東京・明治記念館で開催。任期満了に

52

ならびに手数料決定の件」

理事・取締役

により各ブロックから残り

人、監事・

は同時上程され原案通り承

年度の賦課金は昨年度と同

認可決した。この結果、本

面参照）

監査役６名を選出した。（２

の役員改選と併せて行うこ

つき改選の件」はビル会社

「 理 事・ 監 事 任 期 満 了 に

した。

俊明氏を選任し、会計を担

出、理事長・社長には齊藤

常務理事・常務取締役を選

・社長、副理事長・副社長、

取締役会を開催し、理事長

この後、新理事は理事・

明され、横山監事より「財

とが承認され、先ず、理事

当する常務理事・常務取締

円にすることと

産目録、剰余金処理は法令

名のうち員外理事で

様、１株

および定款に適合している
定数

株数を報告し、株主総会が

始められ、出席株主数と持

会議は先ずビル会社から

と監査意見があり、同期の

示していることを認める」

および財政状態を適正に表

れており当期中の収支決算
え案承認の件」は内容が説

処分案並びに積立金組み換
参照）」「平成

年度賦課金

よび予算案承認の件（２面

年度事業計画お

があり原案通り可決した。

を承認した。この後、慣例

うち員外監事は奥野和夫氏

本領氏を、監事定数７名の

専務理事・専務取締役の山

れた。関連記事２面。

菓子工組理事長）が再任さ

役には白松一郎氏（宮城県

常総会が開催され、出席会

甘利明衆議院議員が駆け付

親会が開催された。本年は

者約百四〇名が参加し、懇

当局、関連団体、業界関係

会場では引き続き、関係

す。この日本の芸術を世界

日本のお菓子だと思いま

など、微妙な感性の作品が

やせばこういう味は出ない

す。砂糖をあと１ｇでも増

ルに行っていると思いま

菓子の技術は芸術的なレベ

トを取りますが、日本のお

た、私は食事の後はデザー

掛かって行きます」と挨拶

え、これからの国際交渉に

なるという世界戦略を踏ま

す。いいものが世界標準と

シニアフェローをしていま

ール形成戦略研究所でも、

した。また、多摩大学のル

を発足し、会長に就任しま

こでルール戦略の議員連盟

す。皆様が取り組みやすい

取り組みが有効と考えま

れる場合は、第三者認証の

への取り組みをアピールさ

たな販路開拓のため、安全

ます。また、国内外での新

動き始めていると聞いてい

入のための手引き書作成に

思いますが、菓子業界で導

「平成

定数を満たし成立したと宣

員数を報告し通常総会が定

け「私がいつもご案内をい

ら平成

年３月

日まで）
続いて全菓連の第

の食品マネジメントシステ

実に努めています」と挨拶

ムの普及やＪＡＳ制度の充

さ れ た。 ま た、（ 一 財 ） 食

続いて農林水産省食品産

のお菓子が国際的に評価を

品産業センター村上理事長

業局丸山審議官より「日本

得るには、食品の安全性や

のを作れば売れるという時

どう取って行くかが大事に

品質確保への取り組みが求

代でなく、ルールや標準を

なります。標準に合わせる

党だからと思います。いま、

品が揉めておりますが、こ

のでなく、日本の製品の優
心配がされておりますの

本的なリセットにつながる

いわば戦略が必要です。そ

う世界標準にして行くか、

位性を発揮できる標準をど

制度化に不安の方も多いと

討されているＨＡＣＣＰの

められます。一方、現在検

発声がなされた。

協会細田会長よりの乾杯の

より来賓挨拶、全国和菓子

の代表取締役社長を仰せ付

連共済ビルヂング株式会社

組合連合会の理事長、全菓

このたび、全国菓子工業

対し、心より御礼を申し上

変ご苦労いただいたことに

事長、社長には、３年間大

います。まずは、大窪前理

かりました齊藤俊明でござ

力を合わせて運営していき

んのご指導を仰ぎながら、

ーが変わりましたが、皆さ

事・監査役の皆様もメンバ

また、理事・取締役、監

あります。

る思いをしているところで

での就任で、身の引き締ま

事長、社長の後を引き継い

申し上げまして、簡単では

ますよう、よろしくお願い

分にもご指導、ご協力賜り

あります。皆様方には、何

て、粉骨砕身努める所存で

りよい経営向上を目指し

が、知恵を絞り組合員のよ

がある状況ではあります

者問題等、いろいろな課題

厳しい状況の中、的確な

げます。

ありますが、ご挨拶とさせ
れ、菓子業界の発展に多大

ＨＡＣＣＰの義務化、後継

菓子業界では表示問題、

リーダーシップを発揮さ

なる貢献をされた大窪前理

て頂きます。

たいと存じます。

齊藤新理事長の就任挨拶

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

で、政府は兼ね合いを見な

11

がら努力をしています。ま

の妥結内容がＴＰＰ

の抜

日・ＥＵではチーズ、乳製

通常総会・定時株主総会

告書、財産目録、貸借対照

期通

る原案が承認された。

20

表、損益計算書及び剰余金

貸借対照表および損益計算

％）とす

書、株主資本等変動計算書

数を満たして、成立したこ

普通配当百円（

および個別注記表ならびに

とを宣言したあと議案に移

された。

年４月１日か

剰余金処分計算書案承認の

に周知するために、いいも

期（平成

件」について営業概況なら

ただくのは政界きっての甘

28

小出監査役より「書類はい

環境を整えるため、日本発

年度事業報

31

53
ずれも正確、適正に処理さ

52

29

懇親会も開催

株主配当金は１株につき、

面掲載）また、大窪幹夫氏の後任には齊藤俊明氏（岩手県菓子工業組合理事長・

19

っ た。「 平 成

29

びに決算状況が説明され、

29

㈱さいとう製菓取締役会長）が第７代理事長・代表取締役社長に就任した。

50

ものと認める」と監査報告

通常総会・定時株主総会を開催 全菓連・ビル会社
期定時株主総会は６月

全菓連、同共済ビルヂング㈱（理事長、社長齊藤俊明氏）は平成
通常総会、第

29

伴う理事・取締役及び監事・監査役改選を行い、新理事、取締役を選出した。（２

53

言した。議案審議では「第

20
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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
デザイン
雄しべ雌しべ、周りの白い円は花弁 東京藝術大学池田政治名誉教授
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第三種郵便物認可）
新
業
工
子
菓
（毎月 15 日発行）

（１） 平成29年７月15日

平成

我が国の経済は、総じて
みれば緩やかな回復基調が
続いているものの、個人消

年春闘のベースアッ

費の改善は停滞気味であ
り、
プが前年を下回る状況の中
で、先行きが懸念される。
また、米国の新政権の政策
が期待通りの効果を上げる
ことができるのか、原油相
場等の動向、中国をはじめ
とする新興国経済、欧州経
済の動向、円相場の動向等
今後の経済の先行きは内外
ともに不確定要素の多いも
のとなっている。一方で、

年の

海外からの訪日者数は増加
が続いており、平成
推計値は約２、４００万人

年度事業計画
菓子原料に係る栄養成分デ
換え食品の表示の見直し検

消費者庁は、遺伝子組み

し、それぞれが果たすべき

する者全体で情報を共有

めたフードチェーンに関係

く、消費者、マスコミを含

ングパウダーへの切り替え

ュウムを含有しないベイキ

れた。引き続き、アルミニ

会への諮問を行うこととさ

して策定した手引書等を参

踏まえ、厚生労働省と調整

業界団体が事業者の実情を

般衛生管理を基本として、

化基盤整備計画認定事業に

による高度化計画及び高度

なお、ＨＡＣＣＰ支援法

ている。政府の対外政策の

交渉等が進められようとし

地域包括的経済連携協定）

は、小麦、乳製品等の原料
めていく。

に役立つツールの作成を進

が議論されると考えられる

大、コンタミ率の見直し等

表示義務対象作物の拡

られるとともに、昨年１月

重要とのメッセージが発せ

役割に取り組んでいく事が

④ＨＡＣＣＰ手法の制度化

いく。

等、前広な対応を推奨して

生管理の基準（Ｂ基準）に

力的な運用を可能とする衛

考にしながら、７原則の弾

る問題

⑵原材料の安定確保に関す

引き続き取り組む。

が不利になることの無いよ

と連携し、国内菓子製造業

動向を注視しつつ関係団体

Ａ ）、 Ｒ Ｃ Ｅ Ｐ（ 東 ア ジ ア

ータの収集整備をすすめ、
討を行うとしている。

と前年対比２割増となり、
価格、資材等の価格の上昇、

ので、その動向を注視し、

って取り組んでいく。

中小菓子製造事業者の対応

インバウンド消費も前年対
３）原料原産地表示への対

及び国内農政の動向等を注

⑷中小企業、地域活性化対

ていく。

う所要の対応を政府に求め

視しつつ、適正価格での菓

策

中間とりまとめ」の公表、

国際標準化に関する検討会

引書の作成を進めたいとし

のための業界団体による手

れと並行して、Ｂ基準適用

実味が乏しくなりました

り、ＴＰＰ協定の発効は現

米国の新政権の発足によ

⑶貿易交渉への対応

く。

策の充実を国に要請してい

充実等の施策の拡充を国に

保、中小企業税制の一層の

ンフラ整備、人材の育成確

加速化が実現するよう、イ

加え熊本地震の震災復興の

及するとともに、東日本に

中小企業、地域経済にも波

厚生労働省は、

子原材料を確保するために

世界の穀物等の需給状況

応

よることが適当であるとし

高止まり、人手不足など、

への対応等

依然として難しい経営環境

基本原則の一部が改訂され

厚生労働省では、食品の

比１割弱増加しているもの

事業者が実施可能なものと

衛生管理手法としてＨＡＣ

の、円相場が円高方向に推
原料原産地表示について

ました。消費者の菓子に対

におかれている。

する信頼確保のために、組

移したこともありその伸び
なるよう菓子業界が一体と

常国会への食品衛生法の改

アベノミクスも５年目に

パブリックコメントを経

菓子業界としては、今後

が、代わって日米ＦＴＡ（自

要請していく。

年の通

なって対応することとする。

ＣＰ手法を制度化するべく

入るが、その効果が着実に

ている。

日に検討会

合員へのさらなる浸透に努

小麦、米、小豆、砂糖、乳

月

の中間とりまとめが公表さ
②食品事業者の５つの基本

製品等原材料の安定供給対

は、昨年

小菓子業界の発展に資する
れ、今後夏前にも予定され

正法案提出に向けて検討を

以上の状況を踏まえ、中

また、小売り段階におい
観点から、以下の事業に取

進めていくとしており、こ

率は低下している。

ては依然としてデフレ傾向

日「食品衛生管理の

検討を進めていたが、昨年

食品中のアルミニュウム

て、

の動向を注視するととも

由貿易協定）交渉、日・Ｅ

月

める。

本原則について、最近の意

による健康被害を防止する

りまとめ」を公表した。そ

に、中小零細事業者の実情

Ｕ経済連携協定交渉（ＥＰ

③アルミニュウムの使用基

原則の改訂への対応

図的な毒物混入事案等を踏

ために残留基準の策定につ

の中で、コーデックスＨＡ

を十分踏まえた手引を作成

年に制定された基

ている食品表示基準の改正

ることとなる。当初懸念さ

まえ、業界、消費者、マス

いては、

ＣＣＰの７原則をそのまま

すべく菓子業界が一体とな

平成

り組んでいく。

れた事項の多くは改善され

コミ、有識者からなり意見

加物部会にパン、菓子類１

実施することが困難な小規

に向けた手続きが進められ

が続く中で、中小菓子業界

ているものの、今後とも、

交換会が農林水産省の主催

㎏当たり１００㎎以下（ア

模事業者等については、一

①適正な食品表示の推進等

題
いく。

適用に向けて準備を進めて

１）引き続き表示の適正化

年４月１日に食

に取り組む。
２）平成

準の作成への対応

その動向を注視し、実行可

により開催され、より一層

ルミニウムとして）とする

１．事業環境を巡る諸問題への対応

能性が確保されるように菓

の食品の安全・安心の確保、

案が示され、食品安全委員

年４月１日からの

子業界が一体となって対応

食品ロスの削減を図る観点

の平成

特に、新たに義務化され

することとする。

から、食品事業者だけでな

⑴食の安全安心に関する問

る栄養成分表示について

４）遺伝子組み換え食品の

を行った。

３・会員校教職員を対象と

関する諸問題の取り組み、

行う。②新食品表示法など、

講習、講師の紹介と派遣を

の周知を図る勉強会を開催

法律改正に伴い、会員校へ

ている。

は、昨年度に引き続き、全

表示に関する検討への対応

⑺優秀学生の表彰

日には「最終と

日本菓子協会、全国和菓子

対し、訓練校に対する理解

月

協会等関係団体と連携して

を深めてもらうための広報
全菓連ホームページ「お

拡充するほか、原材料情報、

日の添

品表示法の施行に併せて公

回全国菓子大博覧会

する、となっている。

年３月

表された改正食品表示基準

援を行う。

和洋菓子製造に必要となる
につき

した研修会の開催、４・会

菓子何でも情報館」による

た。

①加盟校より推薦された優
一般消費者への情報提供の

③全組合員を対象としたＰ

平成

促進に努める。

を提出した。現在、同省で

とめ、厚生労働省へ陳情書

員校より要望事項を取りま

文の応募作品の中から優秀

いて」をテーマとした小論

「働きながら学ぶことにつ

②技術専門校生を対象に

与した。

専門学校、技術専門校間の

格取得者の待遇改善、７・

員校の紹介を行う。６・資

ジにより、事業活動及び会

教育センターのホームペー

ターを統一製作する。５・

長沼

久村

面澤

堤

福岡

副理事長・副社長

寛

昭夫

俊昌

義昌

公一

洋介

年度卒業時に日本菓子教

は検討がなされているが、

作品に対し賞状と記念

小谷

理事長・代表取締役

役員研修会を

月に東京で

実施を予定する。

あり方の検討を進める。
⑺その他

優秀学生表彰

菓衛生師に関わる諸問題に

約３，５２５万円で昨年対

書籍の販売の総頒布高は

む、①和洋菓子業界の技術

子業界への広報事業に取組

対し行う広報活動を支援、

山本

領

専務理事・専務取締役

白松

黒川

博道

高藏

耕次

一郎

常務理事・常務取締役

齋藤

理事・取締役

高野

日現在）

岩永

刈谷

大谷

駒井

野村

平山

岡

芳信

徳二

喜明

博国

良章

泰弘

伸治

幸男

年６月

田口

奥野

丸山

宮武

横山

若月

北條

舩見

和夫

道和

孝昭

長尚

正章

正明

亮悦

監事・監査役

（平成
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事業を実施した場合、１校
需要喚起方策、材料メーカ

充実、国の補助により作成

よび会員校の学校要覧を制

の支援

ーの情報提供、品質管理・

育センター理事長および関

作、配布する。技術専門校に

き実施する。

表示に関する情報の提供等

⑸製菓衛生師検討委員会で

係菓子業界４団体の代表者

員校のＰＲ。専門学校につ

回全国

年４・５月に三重

した県組合ホームページへ

は、製菓衛生師資格制度に

ついて、入学案内書とポス

再度申し入れを行う。

な

交流を図り、事業に反映す

いて、ポスター、チラシお

県で開催される第

により紙面の充実を図る。

の組合員店舗の登録の拡充

による表彰状と記念品を授

秀な学生

Ｌ共済保険制度のほか、引

大菓子博の開催計画等に対

⑵「お菓子何でも情報館」

関する諸問題について、会

支援を行う。

万円の助成を行っ

き続き任意ＰＬ保険の加入

し、必要に応じて助言など

を図る。

⑶全国役員研修会、ブロッ

⑹関係官庁への協力

品を授与した。

るよう努める、８・和洋菓

また、三重菓子博の実績

（無料アプリで動画配信に

①厚生労働省医薬局食品安

⑻出版物など販売事業

ク会議の開催

日本菓子教育センター

つながり、かつホームペー

全部企画情報課に対し、製
加盟学校要覧を作成し、全

ついて、情報交換や資料提

振興、資質向上のための事

１・製菓衛生師並びに技

助成する、９・本頒布事業、

俊明

最近の訪日外国人の増

（理事長大窪幹夫氏）では

ジ に リ ン ク で き る も の ）、
回通常総会

国約五千の高校に配布。会

比１００・３１％と報告さ

能検定制度の普及、２・製

齊藤

②各県組合相互の情報交換

加、アジア諸国の経済発展

日に、浜松町東京會
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並びに全菓連の事業推進の

等から、日本の菓子製造技

６月

も踏まえ、今後の菓子博の

ためのブロック会議を継続

術に対する関心が高まって

舘において第

①全中の助成を受け、全国

実施する。

来ており、全日本菓子協会

を開催した。

日 本 菓 子
教育センター

⑷各県組合活動の支援

等関係団体と連携して菓子

供等に協力。
年度

員校の生徒募集に貢献した。
同センターの平成

れた。

な 事業報告

組織活動対策補助、菓子

業界としての国際貢献方法

②技能検定試験の問題作成
事業報告についての主な内

職業能力開発協会の依頼に

菓衛生師制度等資格制度に

術専門校が和洋菓子業界に

業に協賛、助成する、②技

⑶技術専門校入学案内およ

◎平成

より、和洋菓子検定委員を

年度の事業計画

の委任を受けている、中央

推薦し、交通費などの助成

びポスターを平成

した。

容は次のとおり。

⑷技術専門校が菓子業界に

に、同センターで統一制作
た研修会を開催。

・その他①和洋菓子実技

⑵ポスターおよびチラシ

⑴会員校教職員を対象とし

年

月

ど

祭り等の助成、全菓連ブロ

３．情報提供

通常総会を開催

の充実及び組合員店舗登録

の促進

⑹第

各県組合情報提供制度を

ンター、アルコール製剤等

30

の必要資材の斡旋を引き続

14

名に対し、平成

14

26
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２．組合活動
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を検討する。
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⑴需要喚起対策
①菓子需要喚起キャンペー
ン

11

ック会議開催補助、パソコ
ン導入促進融資などを行う。
⑸青年部活動の支援

⑴菓子工業新聞（全菓連ビ
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27

29
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29

全日本菓子協会が窓口と
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第

九州ブロック長崎大会

とと、長崎を楽しんでいた

員の皆様とお会いできるこ

業青年会九州ブロックの会

震災から

にありがとうございます。

くの皆様にお越し頂き、誠

会では、地震直後ながら多

手宏一郎会長より「熊本大

回

全菓連
青年部

回全

回菓業青年会九州ブ

だくことを考えて、長崎菓

端 島（ 軍 艦 島 ）に も 上 陸

国菓子工業組合連合会青年

業青年会メンバー一同準備

菓子博におきましては、九

国のお菓子屋が協力して、

ことはもちろん、先輩方が

われた。軍艦島は長崎港よ

への上陸周遊クルーズが行

挨拶ののち、乾杯の発声が

の周囲を覆い、鉄筋コンク

で採掘していた。岸壁が島

下１０００ｍ以上の地点ま

㊤現在の軍艦島、㊦戦艦土佐

培ってきました『九州は一

り南西に

あった。懇親会では、長崎

リート造りの建物が建ちな

り、南北約４８０ｍ、東西

本会議終了後、長崎大学

菓青会平井栄一会長率いる

らぶ姿が戦艦土佐に似てい

回全菓連青年部九州ブロック長崎大会

若い人にお菓子に対する愛

つ』の思いをより一層深め

産学官連携戦略本部副本部

平井餅まんじゅう金管合奏

る事から「軍艦島」と呼ば

られる場であればとメンバ

長教授・嶋野武志氏による

団による演奏と各菓青会対

れるようになった。国内の

を展開したいと準備を立て

へ、お菓子を配布すること

「美味しいお菓子ってどん

抗ゲームなどが行われた。

主要エネルギー源が石炭か

第

州ブロックの皆様から多く

情を深めて頂くような事業

㎞の沖合にあ

の菓子をご提供賜りありが

ができました。これもひと

なもの？売れるお菓子って

最後に大会旗伝達式、次期

ら石油に移行したため、１

とうございました。全国か

えに、九州は一つの合言葉

どう作るの？」の講演が行

開催地代表者挨拶、万歳三

約１６０ｍ、周囲約１，２

を合唱されている、そのパ

われた（以後掲載）。

唱が行われ閉会となった。

９７４年１月に閉山し、同

ーが一丸となって準備しま

ワーのおかげだと感謝申し

その後、懇親会に移り、九

翌日のエクスカーション

（次号に詳細）

年４月に無人島となった。

ています」と祝辞があった。

上げます。全菓連青年部も

州ブロック長崎大会白水竜

では、世界文化遺産に登録

ら集まったお菓子は１万７

間で言えば成人の年で、節

也実行委員長より「今回の

された端島（通称軍艦島）

００ｍ、面積約６３，００

目の年を迎えることになり

長崎大会も九州ブロック内

０㎡の海底炭鉱の島で、地

周年記念

の友情をさらに深められる

した」、長崎県菓子工業組合

事業の具体的な計画を立て

岩永徳二理事長より歓迎の

ていくことになります。全

次に参加菓業青年会の紹介

祐哉部長より「三重県で開

があった。

催されました、お伊勢さん

千個以上にのぼり、開会日

全菓連堤公一副理事長より

副理事長、槌谷青年部部長

参加した。全菓連からは堤

れ約１２０名の青年部員が

ワシントンホテルで開催さ

しかない交流の機会です。

臨みます。大会は年に一度

明日、一期一会を合言葉に

してまいりました。今日と

まだな事が多いことが現状

上が戻らなかったり、まだ

が、お菓子屋の中では、売

は良くなってきています

などはほぼ再開され、景気

の現状としまして、大型店

1

な大会となりますよう尽力

11

及び事務局主任が参加した。 皆様が交流を深めて有意義

年が経ち、熊本

挨拶があった。青年部槌谷

日～

った。次に長崎県中村法道

は、６月

です。これからも熊本菓青

知事、長崎市田上富久市長、

ます。これから

年を迎えます。人

大会では、永川功式典副
します」と歓迎の言葉を述
会一同力を合わせて頑張っ

来年で

委員長よりの開会の辞の

てまいります」と挨拶があ

20

20

10

おいて中四国ブロック会議

７月５日（水）鳥取市に

リ、フェスタなどを実施し

なってスイーツグランプ

子関係団体、業界が一体と

合を中心に洋菓子協会等菓

とで協力要請が来ている。

に特に力を入れたいとのこ

和菓子の人を増やし和菓子

っており、今年は審査員も

これまで洋菓子が中心にな

「ひろしま酒香スイーツ」

力を得て酒粕を活用した

品工業技術センター等の協

の特徴を生かすべく、県食

ん菓子博に向けて酒処広島

で、第２弾としてお伊勢さ

ンスイーツが成功したの

品のレモンを使用したレモ

子博を契機に開発した県産

えている。（香川） 広島菓

して協力していきたいと考

いといっても解決しないの

をして売れない、儲からな

がない。従来通りの作り方

からないと後継者が後を継

と思っている。（岡山） 儲

なると思うが、努力したい

題もありこれからも難しく

ことができた。高齢化の問

お願いし、幸い協力を得る

元気な企業に特別協賛金を

り、伊勢菓子博では県内の

めであること、また、砂糖

ない砂糖への誤解を解くた

要喚起対策の目的は謂れの

で実施している菓子砂糖需

請に関し、砂糖業界と共同

らの砂糖の効用に関する要

全菓連からは、島根県か

くなってきている。（山口）

ありご多分に漏れず、厳し

をお願いしたが、高齢化も

に向けて一律の特別賦課金

ＣＤの形態で組合員限定の

ールの作成を進めており、

造事業者の対応に役立つツ

子業界として、中小菓子製

養成分表示については、菓

等について報告した。①栄

の海外協力の在り方の検討

への対応、菓子業界として

保に関する問題、貿易交渉

化の動き、原材料の安定確

る動き、ＨＡＣＣＰの制度

ないかと思われる。③遺伝

あまり複雑化しないのでは

示することとなっており、

の場合にはその製造地を表

中間加工食品が多いが、そ

糖、小麦粉、餡、乳製品等

で第１位となる原料は、砂

得ない。菓子の場合重量順

担保するとこうならざるを

判も強いが、実行可能性を

で、消費者サイドからの批

も要請があったが、菓子業

方については、徳島県から

界としての国際協力の在り

を要請している。⑥菓子業

する新製品開発等への支援

中小菓子製造事業者等に対

保、菓子の輸出への支援、

品の国境措置の整合性の確

産大臣に対し菓子原料と製

り、菓子業界として農林水

を迎えているといわれてお

名な知事らしく、マスコミ

が、アイデアマンとして有

銘打ったお話がありました

から生み出す広報戦略」と

井伸治鳥取県知事の「ゼロ

る」で一躍有名になった平

バはないけどスナバはあ

記念特別講演として「スタ

菓子工業組合の創立

鳥取県
開

周年

彰、受賞者代表謝辞が執り

対するブロック幹事長表

組合役員永年功労者８名に

業組合理事長の挨拶の後、

ック幹事長・鳥取県菓子工

の歓迎の挨拶、小谷寛ブロ

ブロック会議は、主催県

発してもらいたいとの要請

ある文旦を使った菓子を開

助を受けて、地域特産物で

（徳島） 高知市が国の補

るようにしてもらいたい。

能実習受け入れが可能とな

ン業界のように外国人の技

増している。菓子業界もパ

かこの３年間で組合員が微

組合への加入を勧誘する必

組合には加入していない。

は増えているが、菓子工業

員が減少している。洋菓子

高齢化による廃業で年々会

当県も理事長が交替した。

たいと考えている。（愛媛）

にも積極的に協力していき

補うべく、こういったこと

観光客の増により少しでも

人口減少による需要の減を

の紹介・販売、和・洋工芸

「ひろしま酒香スイーツ」

市内のデパートで開催し

日の４日間広島

ん伊勢菓子博閉幕後、５月

ているが、今年もお伊勢さ

菓子フェスタを同時開催し

て広島ケーキショウー、和

くポスト菓子大博覧会とし

がりを業界振興に活かすべ

た。また、菓子博の盛り上

を菓子博でデビューさせ

の開発に取り組み、９商品

めていきたいと考えてい

問題等への対応を中心に進

し、表示問題、ＨＡＣＣＰ

するため斡旋事業を整理

合として必要な事業に注力

る必要がある。（島根） 組

としても砂糖の効用も訴え

害を言われるが、菓子業界

い。医療関係者から砂糖の

会等に力を入れていきた

への支援も必要。技術講習

必要。また、若い人の努力

訴えるような菓子の開発が

けでなく、若い人の感性に

で工夫が必要。観光中心だ

組み換え食品の表示に関す

示、原料原産地表示遺伝子

勢報告に入り、栄養成分表

次いで、全菓連からの情

いることを紹介しました。

とりまとめ公表する等して

しては同じであること等を

ネルギー量、ブドウ糖量と

１ｇもデンプンの１ｇもエ

びついたものであり砂糖の

プンもすべてブドウ糖が結

ること、糖類は砂糖もデン

り、必要不可欠のものであ

の唯一のエネルギー源であ

者に依頼し、ブドウ糖は脳

の効用についての研究を学

大括り表示等かなり複雑

については、可能性表示、

きたい。②原料原産地表示

員の方々に注文していただ

にはできるだけ多くの組合

決まってくるので、その際

る。全体の注文数で価格は

ようにしようと相談してい

年中には予約注文をとれる

には提供することとし、今

年３月末）する１年前まで

も猶予期間の終了（平成

ソフト会社も内定、遅くと

安価に提供することとし、

般の栄養成分ソフトに比べ

菓子の栄養成分ソフトを一

済連携協定）交渉が大詰め

る。⑤日・ＥＵのＥＰＡ（経

業界として投げかけてい

う、厚生労働省に対し菓子

心とする基準を設定するよ

の一般衛生管理の励行を中

規模事業者については現行

Ｐの制度化については、小

要請している。④ＨＡＣＣ

業界としては冷静な検討を

ていることなどから、食品

産物の生産が著しく進展し

輸出国における組み換え農

係する問題ではなく、主要

いては、食品の安全性に関

子組み換え食品の表示につ

いとの提案があり了承され

月の初旬の開催を予定した

のことも考慮し、高知は

旬に行ってきているが台風

県から、これまでは７月初

最後に次期開催地の高知

の挨拶が行われた。

県からの協力に対するお礼

から三重菓子博の報告と各

事長）及び濱田実行委員長

長（岡三重県菓子工業組理

このほか、三重菓子博会

明、報告を行った。

して検討している、等の説

制度の拡充について業界と

界における外国人技能実習

して総員１００名近い参加

されており、合同懇親会と

ックの青年部の大会が開催

は同じ会場で中・四国ブロ

親会となりましたが、当日

さらに、別室に移動し懇

た。

示唆に富む有益な内容でし

知恵がある」という非常に

た、まさに「金は無くても

るかという実践を中心とし

もらい金をかけずに宣伝す

にいかにうまく取り上げて

周年記念式典

行われ、齊藤俊明全国菓子

があり、菓子組合として現

要があると考えている。組

菓子の展示等を行った。（広

る。（鳥取） 当県は菓子博

創立

工業組合連合会新理事長

在取り組んでいる。秋には

合員の役に立つ実技講習等

島） 菓子博の協賛金の確

催

（岩手県菓子工業組合理事

発 表 す る 予 定 で い る。（ 高

に力を入れたいと考えてい

保が難しくなってきてお

菓子工
業組合

長）の挨拶、出席者紹介の

知 ） 理 事 長 が 交 替 し た。

る。また、県が進めている

日から

第１議題のブロック各県

県が実施しているスイート

和三盆の活用に菓子業界と

10

後、議事に入った。

コンテストが今年で９回目

した懇親会となった。

者となり、和気あいあいと

の近況報告としては、組合

を迎えるが、名称のせいか

50

員の減少を食い止めるため

50

その後、別室にて鳥取県

と鳥取県菓子工業組合創立

ている。その効果もあって

全 菓 連 中・四 国 ブ ロ ッ ク 会 議 及 び

周年記念式典が開催され

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

た。

べた。次に、前回九州ブロ

に合計３千名以上のお客様

19

ック熊本大会熊本菓青会井

19

後、菓業青年会九州ブロッ

19

ク田中耕太郎会長より「菓

ロック長崎大会・第

日、長崎

部九州ブロック長崎大会

第

19
63

に３年前から県菓子工業組

た。

50

18

21

32
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饅頭祭りを挙行

浄因の功績を讃える饅頭祭

日本の饅頭を考案した林

が和菓子の故郷だというこ

﹁祭りが有名になり︑奈良

菓子工業組合福岡理事長は

林浄因の功績を讃え

日︑奈良市漢国

りが４月
とが知られてきた﹂と話し

神社のそばで開いた饅頭の

ったとされる︒浄因が漢国

煮込んだ餡入りの饅頭を作

う︶を改良し︑小豆を甘く

詰めた中国の饅頭︵まんと

る︒

日に例大祭が挙行されてい

神社に祭られ︑毎年︑この

路町の名が残る︒浄因は林

店は人気となり︑今も林小



ワンマンで頑張ってます！

ように閉店に追い込まれる

シャッター街と言われる

は素晴らしい職業だと誇り

も定年のないお菓子屋さん

体が健康であればいつまで

︵静岡市︶

和五年に元から来日し漢国

商店が増えている中でお菓

御菓子処 松木屋

神社付近に居住︒肉食が許

林浄因は南北朝時代の貞

ている︒

されない僧侶のため︑肉を

が並んだ︒
祭礼後は一般参列者にも

ぎ餅﹄がありますが︑この

②﹃追分羊かん﹄③﹃うさ

言われる①﹃安倍川もち﹄

市には﹁駿河三大名物﹂と

は四代目となります︒静岡

老舗で現店主の松木伸公氏

区︶は創業明治四十三年の

子 処 松 木 屋 ﹂︵ 静 岡 市 駿 河

今回︑ご紹介する﹁御菓

の従業員を抱えておりまし

ったようです︒以前は大勢

色々な意味で良い勉強にな

旦︑外の世界を見たことは

屋﹂を引き継ぎました︒一

子を学び家業である﹁松木

東京製菓学校に入学して菓

ーに勤務します︒その後︑

して最初に︑一般のスーパ

ます︒伸公氏は大学を卒業

子が塩梅良く陳列されてい

ンサーを利用して製造に携

には商品を揃え︑店番もセ

場に入り開店︵九時︶まで

す︒午前四時に起床して工

んが手伝ってくれていま

すが必要な時︑嫁いだ妹さ

販売も一人で担当していま

品構成がなされています︒

蔵庫を上手く利用して︑商

な機械類を揃え︑冷凍・冷

工場に自動包餡機など必要

力を借りながら︑百坪程の

造は先代からの職人さんの

﹁ありがとう﹂という言葉

様から﹁美味しかったよ！﹂

もあります︒しかし︑お客

直のんびりしたいと思う時

るのか聞いてみました︒﹁正

どうしてそんなに頑張れ

されております︒

がら組合の為にも日々奮闘

など︑お店の暖簾を守りな

食品衛生指導員もつとめる

合の理事と食品衛生協会の

わり︑現在は静岡市菓子組

﹁世界の菓子まつり﹂に携

工業組合青年会会長として

ました︒私は取材でお菓子

います﹂と熱く語っており

めに不可欠なものと思って

分が菓子屋を続けていくた

工場に隣接の店舗

でも元気に頑張っておられ

﹃うさぎ餅﹄の製造販売を

たが︑次第に従業員も減っ

わり配達は店を閉めて出か

松木伸公氏

ます︒中には後継者の問題

一手に継承されているのが

て家族だけとなり︑父親が

四代目

で閉店を余儀なくされる方

松木屋さんです︒お店には

逝去されてからはとうと

に思っています︒

もおりますが︑人様に夢を

﹃うさぎ餅﹄をメーンに苺

屋とはどんな厳しい条件の

子屋さんだけはどこの地域

与えられる仕事ができ︑身

大福︑串団子に水羊羹と四

を掛けられると嬉しくて︑

事長・森田紀

印が入ったどら焼き﹁お美

﹁太鼓楼﹂イチョウの焼き

ップも入れている︒

を入れ市内の観光名所のマ

菓子ふく田︑メルヘン洋菓

ナペティ・ヤナギヤ︑郷土

由来がここまで使ってきた

いる︒和洋菓子店５社がそ

作られ︑消費期限が２日間

れぞれ地元に伝わる伝統菓

求めになる︑本当に地域に

静岡県菓子工業組合副理

けます︒お店は﹃うさぎ餅﹄

いました︒組合も﹁共通の

う︑伸公氏が一人になって
季の朝生や上生菓子と焼き

仲間であり情報源であり自

中でも努力と工夫で頑張れ
しまいました︒それでも製

また︑伸公氏は︑組合員

る有り難い職業だと改めて
祥︒ここには今も江戸時代

の信頼も厚く︑静岡県菓子

もっともっとお客様に喜ん
菓子など三十種類程のお菓

さながらの母屋でご商売を

で頂けるお菓子を作ろうと
焼き目がついていること︒

されておりますが︑名前の

の評判でメディアの取材も

駿河三大名物﹃うさぎ餅﹄

綺麗なドーナツ状が食欲を

多く地域の人気店として大

店で︑商品は基本的にへん

そそります︒毎朝早朝から

強く感じました︒

ば餅一品が中心︒地元の方

頑張れるんです﹂と仰って

子博でのディスプレイも今

が毎日かなりの数をお買い

変繁盛しております︒

までで一番良かったのでは

です︒



﹁三重県

ないかと個人的に思う次第

今年４月から５月にかけ
て全国菓子大博覧会︑通称

の形を模したまんじゅう

和歌山県菓子工業組合御

馬を返した場所であること

﹁ 紀 州 御 坊 の 天 神 さ ん ﹂︑

鎮座する馬の鞍や数々の江

坊支部の和洋菓子店５社が

という菓子の王道をいく銘

幸せくるるお菓子

御坊市内の本願寺日高別院

戸時代の道具を見れば分か

の太鼓楼を模したクッキー
とした餡の食感はまさに絶

ります︒このようなシンプ

土産用新製品５点を販売
この菓子ができたのはや

根ざしたご商売をされてい

その中でも老舗中の老舗

﹁お伊勢さん菓子博﹂が大

た︒この事は本誌でも他の
記事で多く取り上げられて
おりますので割愛させてい
ただきますが︑成功のポイ

子を再現した︒文武天皇の

堂さん﹂の５種類︒それぞ

子店︑幸栄堂︑それぞれ１︐
御坊市の魅力をＰＲしよう

年度の御坊市わが
ルで歴史がそのまま息づい

平成
はり近くの神宮さんへの参

０００円〜１︐５００円で

務局長・高橋義明

和歌山県菓子工業組合事

販売をしている︒

所が支部に観光客増加にと

まち魅力発信事業の業務委

包装紙には﹁幸せくるる︵幸

菓子の製造を依頼した︒

託を受け︑御坊市商工会議

せをくれる︶御坊のお菓子﹂

れ﹁学問成就﹂や﹁健康・

﹁ 宮 子 ﹂︑ 金 山 寺 味 噌 が 入

と地元の方言を使った言葉

長寿﹂
﹁金運﹂
﹁良縁﹂また︑

ったパイ菓子﹁夢くるる﹂︑

妃として知られる宮子姫を

製作を依頼した御坊商工会

地元の伝統工芸品御坊人形

イメージしたまんじゅう

議所は観光客を呼び込むき

と︑土産用の菓子５点の新

みがあることは日本が世界

っかけにしたいと期待して

製品を作り︑販売を始めた︒
川を超えれば向こうは伊

に誇る財産と言って良いの

ているような店と︑今も変

勢の地という伊勢市小俣町

ではないでしょうか︒

わらぬ餅を作られている営

に位置し︑街道の最終宿場

拝に根ざしています︒

で︑餡を餅で包んで平たく

町の風情が残る場所が発

店さんです︒

仕上げたスタンダードな一

います︒

品です︒特徴は両面に丸く

湖月堂︑ボ

今から２４０年以上前の

参加組合員
１７７５年に創業された銘

ントは地元三重県の多くの

妙としか表現できません︒

から馬を返す＝返馬︵へん

ます︒へんば餅は餡を外に

ば︶である事が本店の中に

した有名な赤福餅とは真逆

菓︒香ばしい焼き目がつい

として知られるのが︑へん

たなめらかな餅と︑とろっ

ば餅で知られるへんばや商

好評の内に開催されまし

菓子店が一致団結してご準

和歌山

餅を中心として老舗の多

尾関 勇



や商店様﹂

有限会社へんば

抹茶が振る舞われた︒同県

全国から奉納された菓子箱

た︒社殿の脇のひな壇には

神社内の林神社にて営まれ

19

い三重の菓子は多彩で︑菓

【16】

幸せくるる御坊のお菓子

岡
静

良
奈
備をされたとの事と伺って

28

全国から奉納された菓子箱

平成29年７月15日 （４）
（毎月 15 日発行）

聞
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業
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子
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第940号

（５） 平成29年７月15日

菓

（毎月 15 日発行）

青

森

大きなシャコちゃん駅のある町で

たいま菓子店

日本の和菓子作り文化を

び集客に繋げていくよう︑

は七月下旬には人形ネブタ

後世に残していけるよう︑

青森県つがる市︑古代縄

や扇ネブタが十数台町内を

和菓子と言うよりも︑物

光を全国に広めたいです︒

練り歩き︑八月下旬には﹁馬

日々頑張っています︒

地方の方は大変な人口減

文の時より︑津軽の大地に

で不況の中︑市のイベント

亀ヶ岡文化を築いた現つが

の風習もあり︑お客様のご

70
造りは奥が深く︑終わりの

注文に応じて︑祝儀︑仏事

る市に︑和菓子作り創業

りんごを使ったりんごまん

今日も菓子造りです︒

無い夢のある仕事だと思い

じゅう︑アップルパイ等︒

市まつり﹂という︑馬ネブ

ます︒一日一日精進してい

つがる市では︑季節の移

には参加するのが一番︒春

年余りの当店︒当主は︑遮

り変わりと共に一年を通し

にと菓子の需要もあり︑地

光器土偶が産み出した人々

中で︑地元の高校生と合同

かぼちゃの時期にはパンプ

※シャコちゃん

くだけです︒

で考案し︑シャコチャンケ

て︑特産品として︑メロン︑

前面に貼り付けられた大き

の素顔と︑素朴な生活その

ーキを製作販売し︑また︑

タで農耕馬の霊を昇天させ

上段中央がシャコチャンケーキ

當麻氏作成の工芸菓子

た︒

店舗データ

木造駅の

る行事があります︒他の地

全国菓子工業組合連合会
FAX．03－3407－5486

祭りには桜餅︑うぐいす餅︑

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。

わらび餅︒また︑つがる市

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

域の人達の要望にも取り組

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

んでいきたいと思います︒

作成者：菓子の表示制度研究会

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）

キンパイ︑等々︑地場産品

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

を多種多様に菓子造りに利

◎米や米粉等を使用した場合

スイカ︑りんご等の野菜や

（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。

果物が沢山あります︒メロ

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。

（４）黒糖を使用した場合

私自身としては和菓子の土

⑧製造所等の所在地及び製造者等の氏名又は名称

ビア）、膨張剤、レシチン（大豆由来）、
酸化防止剤（ビタミンＣ）

・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。

偶最中を製造販売するよう

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。

ガリン（大豆・乳成分を含む）、ブ
ドウ糖、牛乳、洋酒／甘味料（ステ

な土偶のモチーフの愛称︒

⑦食品関連事業者の氏名又は名称及び住所

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

でも同じだと思いますが︑

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。

小麦粉（有機小麦粉 90％使用）、

の観光地︑日本百選に指定

⑥保存方法

原材料名

商工会︑つがる市の観光物

１％

○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。

用しています︒

配られることが多いそうで

１㎏を超え 25 ㎏以下

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）

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。

〈 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。

ンの時期にはメロンケー

す︒

10ｇ

（5）遺伝子組換え食品の表示について

になりました︒その様な地

病息災や魔除けを祈願する

２％

（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

青森県菓子工業組合常務

年中行事で食され︑大福は

100ｇを超え 500ｇ以下
500ｇを超え１㎏以下

（３）特色のある原材料

理事︵西支部長︶當麻正雄

よみがえりました︒もちろ

２ｇ

我々商人には観光客相手に

ん並んで購入させて頂きま

◎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％

都会化が進む仙台駅周辺にある

表示を全部又は一部を省略できる場合等

誤差

5ｇ以上 50ｇ以下
50ｇを超え 100ｇ以下

宮城県菓子工業組合事務

○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）

表示量

商いをする時代になりまし

０個ほど︒添加物を一切使

福の字にあやかって︑今も

栄養表示

・許容される誤差

局・佐藤あや子

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

された公園﹁ベンセ湿原﹂

用してないので︑朝作った

した︒

○○○株式会社＋Ａａ
（※）
〒OOO－OOOO
東京都○○区△△－▲▲

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

や︑﹁亀ヶ岡遺跡﹂︒行事で

んです﹂とのこと︒延命餅

大福餅が売れれば店を閉め

直射日光、高温多湿を避けて保存
してください。

栄養成分表示
（製品 100ｇ当たり）※

〈 両方とも送料別 〉

節分など厄よけ行事などに

平成 28 年 11 月 30 日

⑦製 造 者

※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。

昔小豆を使った料理は無

◎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。

250ｇ

⑤賞味期限
⑥保存方法

【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））

産協会の協力の下︑市民一

とは﹁白大福餅﹂のことだ

ます︒お客さんが行列して

義務表示項目についての留意点

平成28年4月1日現在

（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）

延命餅本舗

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。

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）

丸となって︑つがる市の観

そうです︒宮城県産の餅米

まで手に入れたい人気商品

▼輸入菓子製品の原産国名・輸入者等の表示

甘味料（ソルビトール）、着色料
（クチナシ）

④内容量

つがる市は︑まだ農業が

﹁みやこがね﹂を使ってい

（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。

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

お客様ダイヤル 0120（〇〇）〇〇〇〇

③添加物

いちご、砂糖／ゲル化剤（ペクチン）
、酸化
防止剤（ビタミン C）

和半生菓子

盛んな所で︑未だに昔から

るそうで︑ご夫婦︑四代目

なのです︒

③添 加 物

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。

（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

キ︑メロンババロア︒りん

の英俊︵息子さん︶夫婦四

①名

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

ごの収穫が始まる頃からは

でもある︒店頭に並ぶ商品

人で︑朝５時から仕込みが

わかりやすいお菓 子の表示

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）
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。
）

域に根付いた商品開発をす

は草大福︑田楽餅︑桜まん

始まるそうです︒

ご健在のころ技術講習会で

A2版 20円（税別）

①名称

第940号

る事で︑つがる市の観光及

創業は１９３０年︵昭和

じゅう︒それから毎日お客

仙台を訪れました時に︑当

「わかりやすいお菓子
の表示（表示ポスター）」

城



年という

さんが列を作る︑主な商品

延命餅は︑一つ一つ餅の

県前理事長の遠藤さんとお

５ 年 ︶︒ 今 年 で

歴史のあるお餅屋さんで︑

中に餡を入れて優しく包む

今から二十年近く前︑元

当県組合常務理事の今野英

である﹁延命餅﹂の由来は︑

ように仕上げていくとのこ

全菓連故古谷理事長さんが

夫さんが三代目を継承して

﹁お隣の阿弥陀寺さんの延

店に寄らせて頂いた記憶が

「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）

平成２8 年７月
菓子の表示制度研究会

宮

聞 （平成元年２月９日
第三種郵便物認可）

新

命地蔵さんからいただいた

87

全菓連斡旋

お菓子の
新しい食品表示制度について

業

いる︒仙台駅東口から近く

と︒その数２００個〜３０

延命餅本舗店内

工

そしてお寺さんが多い地域

延命餅本舗

子

たいま菓子店
営業時間：8時〜19時
定休日：年中無休
青森県つがる市
木造照日28-3
TEL.0173 42 2232

地域に根差した和菓子屋を目指して

「 が ん じ き 」、 約

年前か

わかさ菓子店

当店は、秋田県南部の湯

おり、祖父の代では小豆、

小麦粉、餡、等を使用して

蒸し菓子です。卵、砂糖、

んでいる姿をイメージした

夜に雁が〝ふわふわ〟と飛

とき帰郷されたお客様に

です。お盆期間やお彼岸の

薩摩芋を使用した田舎饅頭

テト＝じゃがいもではなく

「 ポ テ ト 饅 頭 」 と は、 ポ

売もしております。古くか

と連携して商品の開発、販

農業協同組合、商工会議所

がとれ、今は、公共機関や

らんぼ、りんご、ぶどう等

す。米、小豆、黒豆、さく

産物や果樹が豊富にとれま

お抹茶を頂いてもらう事で

れる色とりどりのお菓子で

します。目の前で仕上げら

らい、その場で実演販売を

四季の上生菓子を選んでも

りました。イベントでは、

せて頂く事が出来る様にな

卵、醤油の三種類の味で始

〝郷土の味〟がしたと親し

まり、現在では抹茶、黒糖

まれております。

ら造り始め、人気商品でも

開業し約

ある「ポテト饅頭」をメイ

「和菓子をより身近に感じ

年になります。
ら秋田県に伝わる在来種で

沢市にあり、戦後に祖父が

また、地元湯沢は山間部

の味も増えて地域の皆様に

る」という子供たちや若い

ンに製造販売しております。

年齢の人の声もありまし

当店では、この湯沢地域
ある「五葉豆」と地元産の

喜ばれております。
小豆、もち米、を使った「黒

「がんじき」とは満月の

た。お客様や他の職人との

当店は地域のお客様に支

豆 大 福 」。 山 間 部 で は 山 ぶ

えられて長年営業させて頂

交流により今までには無い

を使用した焼き菓子「深山

きました。地域の食文化を

和菓子も誕生しつつありま

の恵」などを造りました。

大切にしつつ和菓子を通じ

どうが採れ、餅生地と餡に

地域の人々との交流を大切

て地域のお客様や生産者の

山ぶどうを使用した「山ぶ

にし、地元ならではの付加

す。

価値のある商品でお客様に

かさ菓子店・若狭誠一朗

秋田県菓子工業組合・わ

店を目指しております。

皆さんに喜んでもらえるお

が集まるイベントに参加さ

地域のいろいろな若手職人

子に注目してもらい、県南

そして、最近では茶席菓

喜んでもらっています。

ど う 大 福 」、 餡 に 山 ぶ ど う

と平野がありいろいろな農

に昔からのある郷土菓子

がんじき

70

スイーツは、他にもマンゴ

のです。みやざきテゲウマ

パウンドをアレンジしたも

のフルーツで、生産量も日

広まった生粋の宮崎生まれ

ているのを偶然発見されて

年間、宮崎市の庭先で育っ

日向夏は江戸時代の文政

夏の黄色がまずアクセント

刻んで練りこみ焼成。日向

がシロップ煮の後、細かく

一番の難関だったそうです

む際苦みを軽減させるのが

囲気の方です。こだわりを

当てはまりそうな温和な雰

しくて力持ちという言葉が

行されたことがあり気は優

三代目は横浜、広島で修

キとなっています。

ー、サツマイモ、米粉、冷

と言われてます。皮を煮込

汁の味噌とありますが日向

した。

ました。そもそも五年前「み

菓子考案で誕生した日向夏

やざきテゲウマスイーツ」

最終便を待つ
中部国際空港で

第二十七回全国菓子大博

観光庁長官賞受賞

いなはる菓子司

覧会・三重での一般菓子審

う か が っ た と こ ろ、「 基 本
に忠実にを大事にしてい

となり、食した瞬間香りが

る」との事でした。どの分

本一。ビタミンＣが豊富で

口の中に広がって程よい甘

夏を使ったお菓子が大半で

さでしっとり感のあるケー

局・大西みつ子

宮崎県菓子工業組合事務

うございます。

観光庁長官賞受賞おめでと

つながることを願います。

場商品の需要、販路拡大に

くの方にご賞味いただき地

リジナル菓子が開発され多

今後も色んな食材でのオ

だと思います。

と忘れてしまいがちなこと

野においても慣れてしまう

内皮には食物繊維が含まれ

プロジェクトでのみやざき

の吉報でした。不慣れな土
地での作業を終え、お土産
が重く感じられていた私た
ちに笑顔が戻りました。今
までと異なる審査というこ
とで特別な思い、そして嬉
しさがあります。さぞかし
伊勢の神様は大忙しだった
事でしょう。
観光庁長官賞に選ばれた

二十三年カステラのお店と

（資）いなはる菓子司は昭和

して開業され、昨年、三代
目の稲垣雄一様により日向

稲垣雄一様

ており美容と健康にも良い

査機関賞に一品選ばれたと

崎

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

一本の電話

ポテト饅頭
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田
秋
宮
夏パウンドケーキが完成し

日向夏パウンドケーキ

平成29年７月15日 （６）
（毎月 15 日発行）

聞
新
業
子

工
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第940号

菓子博視察旅行
フリートークによるＰＲ

て︑盛況ぶりが

員は舞台上で千葉県のＰＲ

んどのエリアを

おかげで︑ほと

を終えることが出来た︒

盛況のうちにＰＲイベント

分程ですべて配り終え︑大

﹁ちばっ娘ミルフィユサンド﹂配布

ご提供頂いたお菓子も

トークによるＰＲを行った︒

動画を流しながら︑フリー

それでも早め

窺えた︒

に現地入りした
伊勢神宮内宮のみの参拝を

見学することが

日間の見 学 と Ｐ Ｒ イ ベ ン ト
予定していたが︑時間もあ

年５月９日︑

り︑交通の便も良かった為︑

できた︒

去る平成

業組合青年部が︑菓子博の
外宮から内宮のルートで参

菓子博が混雑することが
菓子博のイベントの参加者

調べたら︑某歌舞伎役者も︑

いハプニングもあり︑後で

とも出会えたりと︑うれし

内宮では︑某歌舞伎役者

為︑伊勢舞台に

ントの参加の

ンプリングイベ

の千葉県ＰＲサ

メインイベント

年部員は今回の

午後から︑青

今後とも︑千葉県菓子工

日間にすることが出来た︒

来たので︑大変有意義な２

じっくり見学することが出

で︑全日程を通してすべて

羽方面の見学を削ったこと

が︑当初︑計画していた鳥

行の全日程を終えた訳だ

日の日程で千葉県菓子工

視察兼サンプリングイベン
拝出来た︒

予想されたので︑初日は伊
で︑その帰りに伊勢神宮に

集合し︑千葉県

やおかげ横丁も十分過ぎる
盛沢山で終了できた︒

親会を行い︑初日の日程を

会場に着いたらもうすでに

にしたはずだったのだが︑

混雑に巻き込まれないよう

場者に配布すると共に︑部

サンド﹂計１０００個を来

いた﹁ちばっ娘ミルフィユ

菓子ミレー様よりご提供頂

柏市のフランス

いきたい︒

間になるような企画をして

業組合青年部は有意義な時

名の参加が

くらい見学︑菓子屋として
２日目は︑菓子博会場が

入場の為の行列が出来てい

あった︒

来る形で︑計

を企画︒一般会員も参加出

勢神宮見学︑菓子博は２日
寄った模様である︒

初日は︑伊勢までの道中︑

加してくれていたので︑伊

開く前から︑現地入りし︑

見学とした︒

名古屋にて寄り道をし︑昼
は︑ぜひとも寄っておきた
勢市駅付近の料理屋にて懇

その後は︑一般会員も参

食︑名店街見学をしながら︑
い赤福本店でゆっくりお茶

部長・鈴木豊

千葉県菓子工業組合青年

伊勢に着いてからは︑当初︑

繁盛店シリーズ①
愛甲郡愛川町を愛した信の名匠が誇る

菓匠圡門
お店がありました︒

を控えた風光明媚な土地に

奈川県の水がめの宮ヶ瀬湖

川を望み︑更に上流には神

性を追求して地元に愛され

守り続けて︑新鮮さや独創

ず︑昔ながらの味を大切に

節分に創業してから変わら

も炭竈があると言われてい

商品の御炭山もなかは︑今

築され︑中でもお店の看板

開業︒現在は十一年前に改

の心を託した御菓子として

て︑往時の炭焼人の手作り

昭和四十二年二月三日︑

明治神宮に献上されていま

と情熱は誰にも負けないで
あろう重鎮

す︒

今回は第一弾に相応し
い︑まさに神奈川県代表で
お店を訪ねて来ました︒眼

えました︒

いる圡門氏の思いやりが伺

菓子など品揃えを心掛けて

そして洋の焼き菓子や進物

える様に朝生︑中生︑上生

訪れても皆様が喜んでもら

の商品が大勢の老若男女が

った事は故郷を愛してお店

そうです︒この取材で分か

を信じて︑従業員を思いや

愛して師匠を仰いで︑自分

私は実感しました︒郷土を

源になっているんだなぁと

現在のお店の売れ筋商品の

の全国行脚で培った経験が

さんを訪ねたそうです︒そ

なると思い︑全国の菓子屋

多く持つ事が自分の活力に

広げ自分自身の引出しを数

によって︑製品作りの幅を

をお祈り致します︒

周年を迎え︑益々のご繁盛

最後に今年の二月に五十

びました︒

近道だと自分は重鎮から学

る事が繁盛店になる一番の

作る恋心をいつも持ち続け

みに合う菓子を一生懸命に

を運んでくれるお客様の好

日頃︑雨の日も風の日も足

菓匠圡門

関東︑関西︑京都︑北海

り︑そして一番大事なのは

報部・亀岡肇

神奈川県菓子工業組合広
道などの名門店で遍歴修行

姿を巴に見立てて創作した

す︒親子獅子の仲睦まじき

定された三増の獅子舞で

商品は重要無形文化財に指

そして︑もう一つの代表

下には相模川の支流の中津

圡門千次氏の

る和菓子屋﹃菓匠圡門﹄を



その足で︑付近の商店街

目の開場時から入場しての

こうして︑菓子博視察旅

ト参加の為︑伊勢への旅行

を頂くことも出来た︒

30

を重ねて技術を練磨した事

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

TEL.0283-23-7331

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

東京営業所

あり全国で指折りの技術を

生菓子

栃木県佐野市村上町903

11

持ち︑和菓子に対する愛情

店内展示の工芸菓子

本社工場

http://www.namisato.co.jp

URL

2
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葉
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神奈川

第940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）

（７） 平成29年７月15日

偽装

●

●

悪意的行為

危機管理対応は︑全体像

なり︑情報共有化により︑

各々の部署の役割が明確に

ロー図を作成しておくと︑

コンプライアンス遵守の観

を把握しながら︑時系列に

の場合などがあります︒ま

右往左往することになりま

沿って対応に漏れの無いよ

れているか︒法令違反は勿

な安全コストの状況で行わ

教育︑管理について不合理

故が発生しているか︒設備︑

それは過去と類似した事

束に導くことを確認するた

いた対応により︑事態を収

危機管理マニュアルに基づ

の危害発生事故を想定し︑

これは商品の不具合や人へ

ュレーションがあります︒

するために︑危機管理シミ

危機管理の実効性を確保

は︑事故が起きた際︑その

ンに立ち会った際の事例で

ます︒実際シミュレーショ

チェックをすることができ

部署がどう動けばよいのか

いざ事故があった時に︑自

の役割分担が明確となり︑

をお勧めします︒関係部署

実効性を検証してみること

ルに基づき︑マニュアルの

る﹂としています︒就業者

を及ぼすと考えられてい

業のパフォーマンスに影響

下や重大事故の発生等︑企

ルスの問題が︑生産性の低

％の企業が︑メンタルヘ

関する調査﹂によれば︑﹁約

の﹁メンタルヘルスケアに

労働政策研究・研修機構

の影響の方が大きいといわ

の悪化による生産性の低下

判断ミス・怪我や業務効率

かないまま業務上のミス・

本人さえもうつ状態に気付

ているのは︑同僚はおろか︑

すが︑それと共に問題にし

招くことは周知のとおりで

休暇による生産性の低下を

うつが原因で退職・休職・

約６︐４００万人のうち︑

るので︑これらシグナルを

のシグナルを必ず送ってく

社員はこのような何らか

ノミヤ︶﹂と呼んでいます︒

て﹁けちな飲み屋︵ケチナ

あります︒これらをあわせ

︵ ヤ メ タ イ の ヤ ︶﹂ な ど が

が 多 い ﹂﹁ 会 社 を 辞 め た い

︵ ミ ス の ミ ︶・ ケ ガ・ 事 故

い︵ノウリツのノ︶﹂﹁ミス

スギのノ︶または能率が悪

トのナ︶﹂﹁飲みすぎ︵ノミ

・ 休 暇 ﹂﹁ 泣 き 言︵ ナ キ ゴ

遅 刻︵ チ コ ク の チ ︶・ 欠 勤

ッキンのケ︶﹂﹁当日連絡の

候 と し て︑﹁ 無 断 欠 勤︵ ケ

って大きな課題といえま

の改善は︑まさに企業にと

指すための健康な職場環境

ています︒生産性向上を目

り回収原因を作ったと聞い

たため︑成分配合ミスによ

の方は︑抑うつの方であっ

回収の原因を作った従業員

ました︒また︑もともとの

になって︑退職してしまい

対応に追われ︑ノイローゼ

保証部の課長さんが一カ月

ました︒回収のため︑品質

い︑

万個の商品を回収し

品会社で成分を誤ってしま

その事例として︑ある食

がることと考えます︒

事故を未然に防ぐことに繋

境を作ることが︑結果的に

て︑従業員が働きやすい環

要は職場環境を改善し

が必要になります︒

管理体制を整えておくこと

ど︑会社として労務リスク

・療養や復職等のプランな

三次予防として実際の治療

身・管理者による早期発見︑

修︑二次予防における︑自

た職場環境の把握と教育研

レスチェックなどを活用し

すが︑一次予防としてスト

ルスの対策が必要になりま

論のこと社内ルールの違反

めに行います︒実施は大変

マニュアルに沿って各部署

を考えた時︑その兆候には
次のとおりいくつか挙げら
れます︒

わせを行い︑タイムテーブ

は︑関係部署の方が読み合

に不備は無いか︑また改善

な作業になりますが︑マニ

が動くようになっていたの

最後に︑健全な労務管理
についてお話しします︒

10

危機の局面から安全管理

されていない状態なのか︒

ュアルは作成しているもの

品質の安全確保に向けて

社内外の対応不備や経営者

の︑いざ実行になると︑関

危機管理シミュ
レーション

の判断の錯誤などがありま

が大切です︒

点から︑これらの発覚の可

事故公表を行うと︑問合せ
す︒事前に社外コールセン

れています︒

た︑自社内での不正を公に

事故原因究明などを行いな

ター設置などの検討を行っ

機対応が機能しなかったこ

能性も十分に考えておく必

が殺到することで対応が追

とが浮き彫りとなり︑マニ

要があります︒

い付かず︑お客様対応等に

ですが︑営業部門から﹁事

する内部告発による厳しい

がら︑行政︑取引先などに

故の原因究明がはっきりわ

ケースもあります︒企業は

一報し︑被害者︑マスコミ

係部署の方が︑そのマニュ

食中毒︑異物混入の発覚

きなりマスコミからの報道

み︑被害者からの届出︑い

第三者からネットの書き込

内部告発

その③

●

回

マスコミ報道

︵一社︶菓子・食品新素材技術センターでは第

引先と連携し︑行政には事

把握できることになるの
で︑お勧めします︒

言動ミス
●

の経緯を見ると︑取引先︑

食品事案を振り
返る︵図２︶

（消費者批判、言い逃れ
責任転嫁、説明の相違…）

成分・内容物等
の相違

被害届け

お菓子フォーラム研究会で高橋勝氏︵ＡＩＵ損害保

故進捗状況の報告や相談を

期限切れ

険株式会社リスクコンサルティング部長︶を講師に

本日参加された企業の皆

行いすすめます︒また消費

●

迎え﹁食品事故に伴う危機管理〜商品回収事例に学

さまは危機管理マニュアル

者に対し回収を周知するた

第３社クレーム

ぶ危機管理対応〜﹂をテーマに講演会を行いました︒

等を既にお持ちかとは思い

めに︑企業のＨＰや媒体を

うに進めますが︑マニュア

●

す︒そのためにメンタルヘ

アルを熟知していないこと

ュアルの実行性欠如が発見

ルの中に食品事故の対応フ

誤表示

※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︒

先月号より続く︒

製品事故事例に学ぶ危機管理対応
など各ステークホルダーへ
の対応をします︒

ますが一般的な危機管理マ

出荷停止や回収などは取

ニュアルをイメージすると
使った公表方法を検討する

食品リコールの
イメージ︵図１︶

図１に示すような感じにな

たうえで公表を図ることが

●

早期に発見・対応すること

この危機の兆候のケース

からないと︑取引先に説明

重要になります︒

取引先

職場で見られるうつの兆

を踏まえて安全対策を立て

などが浮き彫りになりま

しかし︑不用意にＨＰで

必要があります︒

図２

ることをお勧めします︒

基本的には事実の確認や

公表※：人体への危害の可能性が明らかになった場合は、早急な公表が求められる

されました︒

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）
ができない﹂との指摘で危

商品回収事例に学ぶ危機管理対応

す︒マニュアルがある場合

食品事故に伴う危機管理

す︒

危機に学ぶ必要
な対応

●

（判断への迷い…）

異物混入

●

事態の判断ミス
●

不適切な対応
●
●

●
●

（軽視、遅延、隠蔽…）

（ネット書き込み等）

（組織体制や能力不足…）
●

対処不備
発覚経緯

組織的対応不足
●

自社内
食中毒
●

対応評価・再発防止策

対応方針の
決定
社内への周知徹底

その他

実
事

是正・対策等
進捗
公表決定

被害者
消費者

取材・社告・
HP等文書掲載

表※

取材・記者
会見対応

公

問い合わせ窓口設置・教育・対応
個別対応

被害者対策
の決定
出荷・販売等
停止協議

取引先等

事故通知・
回収等協議
ステークホルダー

是正策の
報告
事故報告
回収・是正策
の決定
一 報

政
行

回収等実行・進捗確認
回収ルート・
範囲の特定
原因究明・製品識別・トレース

事実確認

72時間
36時間
12時間

応
対

89

ります︒

図１
65
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第940号

てきた言葉が︑農商工連携

６次産業化と同時に表れ

年から︑自分で

産者は︑６次産業化が叫ば

取り組みを紹介したい︒生

セン＆カフェテリア紅玉の

ゴ畑の生産者とデリカテッ

事例として︑横手市のリン

化だが︑うまくいっている

事業連携による６次産業

せ︑ネット販売した生産者

子にホームページを作ら

場所を探すとなった時︑息

として自分で売った︒売る

﹁○○さんちのジュース﹂

ナーで︑地域の総菜屋とし

デリカテッセン紅玉のオー

にこだわった︒もう１人は︑

者に喜んでもらえるか品種

んなリンゴを植えたら消費

から︑差別化するため︑ど

たくさんいる同業の生産者

し︑商品開発に取り組んだ︒

いろいろな事業所と連携

ーツがある地域では必ずジ

リーで商品開発した︒フル

産していない︑ブラックベ

た︒ほかの地域ではまだ生

お菓子の加工所が連携し

里町のエスポワールという

生産している生産者と︑藤

三種町でブラックベリーを

た例を紹介したい︒秋田県

菓子加工グループが連携し

生産者と地元で起業した

やく少しずつ増やしていっ

言われていた︒今は︑よう

に行くと﹁今年は無い﹂と

るが︑地元の生産者に買い

うにリンゴにこだわってい

ン紅玉は︑店名にもあるよ

してしまう︒デリカテッセ

買ってくれるところに出荷

も地元では売れないので︑

るようになった︒

着目され︑買っていただけ

み︑専用の商品を作ったら

ラックベリーの生産者と組

びなかった︒けれども︑ブ

それだけでは売り上げが伸

は焼き菓子をしていたが︑

ラックベリーを販売する前

れた︒エスポワールは︑ブ

きたいとおしゃれな箱に入

加工して︑消費者に渡すよ

ンが買い︑アップルパイに

ンゴを地元のデリカテッセ

て︑地元で食べられないリ

仕立てた︒肉も比内地鶏の

を使うが︑県内の調味料で

クマムや東南アジアの魚醤

である︒エスニックはニョ

入れている︒秋田県の魚醤

味に隠し味でしょっつるを

エスニックパテは︑魚の風

比内地鶏とシュリンプの

これが田園ハムである︒

食肉加工業者に委託した︒

で︑最初から製造は県内の

工所を作るのも大変なの

ンでは大量生産が難しく加

品化した︒また︑レストラ

客様に好評だったものを商

い﹂といわれた︒しかし︑

買ってもらえるかわからな

きなかった︒また﹁本当に

生産だけを増やすことはで

すいので︑いきなり紅玉の

種のほうがお金に替わりや

ナノゴールドなどの有名品

最初︑生産者はフジやシ

月で出荷されるが︑そこか

いる︒通常の鶏は６〜８か

だけ生産している生産者も

契約をされており︑その分

は買えない︒レストランと

生産が少なく︑スーパーで

を作った︒しゃぽん自体は

で生産した︒その肉でパテ

ブレス鶏の生産と同じ方式

スで称号をいただいている

び︑シャポンというフラン

勢技術をフランスから学

を見なかった︒そこで︑去

はかたくなるので︑日の目

るので流通している︒オス

とれるし︑ふっくらしてい

肉質もメスのほうが出汁も

雪を乗せたまま︑多くのリ

った︒大きな地震の揺れで︑

この年の秋田県は雪害があ

による被害は無かったが︑

日本大震災が起きた︒地震

たらいいかと思った時︑東

の数が少な過ぎる︒どうし

を連携してするには︑紅玉

アップルパイで６次産業化

いので︑これからは農商工

生産者だけでは持続できな

なければできない︒１人の

産業化は︑農商工連携をし

ら脂が香ってくる︒

るので︑ふっくらして中か

最初は生産者２人でスター

す﹂という取り組みをした︒

ら自分のところで買いま

して欲しい︑植えてくれた

しく木を植えるなら紅玉に

さんいた︒その生産者に﹁新

ようと思った生産者もたく

農家の被害も大きく︑辞め

ンゴの木が倒れた︒リンゴ

と加工の２次︑販売の３次

いいか︒農産物生産の１次

い︒そのために何をすれば

ければ︑事業は継続できな

また︑作った物が売れな

う︒

連携が生産者を支えるだろ

る︒

む加工品の開発も進めてい

い︒これを日本酒で漬け込

る︒色素は全く使っていな

と︑きれいなピンク色にな

ている︒コンポートにする

ると中身がピンク色になっ

ゴだ︒真っ赤な果皮で︑割

のは﹁紅の夢﹂というリン

が取り組んでいる

もう１つ生産者

託している︒

域の加工所に︑委

出せなくなった地

直売所に加工品を

く︑加工所を使う︒

のところではな

ートの製造は自分

している︒コンポ

ートにして︑販売

った紅玉をコンポ

生産者から買い取

で増えた︒店主は

トし︑今︑８名ま

ではないかと考える︒

とで︑産業化が成立するの

﹃買う﹄を４次と考えるこ

プラスされるべきである︒

をする︑買うということが

るには︑もう１つ消費活動

し︑経済を支える事業にな

産物が加工品となり販売

えていると感じている︒生

が︑事業が変化の時期を迎

で６次産業化を進めてきた

販売も手がけて︑地域資源

なく︑１次加工品を製造し︑

る︒自社製品の活用だけで

者も紅の夢に着目してい

り組んでいる︒また︑生産

手市で購入されるように取

で︑いずれ紅玉は秋田県横

えると産地化につながるの

した︒協力する生産者が増

で︑協力してくれる方を探

納品数が間に合わないの

こで生産者が１人だけでは

げてもらうようにした︒こ

て︑生産者に売り上げを上

だけ足りなくなるようにし

数も増やした︒売れば売る

を増やし︑生産者への発注

それから︑商品の販売個数

定した仕入れを確保した︒

い︑生産者と連携して︑安

地元の紅玉を使いたいと思

で開発するアップルパイに

り組みをまとめると︑自社

デリカテッセン紅玉の取

ではないか︒

正しい６次産業化のあり方

に活用されていく︒これが

れた物がよりよく︑消費者

生まれ︑日本の中で生産さ

するとニーズにあった物が

ら︑買う側も入って行く︒

わって行く︒売る方がいた

けでなく︑自らも産業に関

色映えする︒

あるし︑何よりもきれいで︑

酸味もしっかりしてキレが

だ︒紅の夢というリンゴは

リンの上に乗って︑華やか

る︒ピンク色のリンゴがプ

の夢のプリンを販売してい

のマーロウという店が︑紅

そのリンゴを使い︑神奈川

用リンゴで販売している︒

はなく︑加熱して使う調理

グアップルにして︑生食で

玉で扱うリンゴをクッキン

ルブランドにした︒この紅

ンポートにして︑オリジナ

するため製菓用リンゴをコ

る︒それから︑他と差別化

もスイーツで採用されてい

レストランが使い︑関東で

を始めた︒関西のフレンチ

全国のパティシェにも販売

を作るためだけではなく︑

分のところでアップルパイ

の活用を促進している︒自

紅いりんごのチーズケーキ

である︒６次産業化を事業

もいた︒しかし︑朝から晩

ャムやピューレの商品から

生産者と一緒に取り組んで

ら４か月育て︑

紅の夢コンポート

化として大きくするために

までメールをチェックし︑

始めると思う︒ブラックベ

スイーツとは違う事例で

て出荷される︒肉質は︑通

その②

は必要な要素となる︒農商

誰が発送を準備して送らな

リーの加工業者は﹁フルー

は︑比内地鶏を使ったパテ

いるので︑新鮮な状態で作

常︑脂身の部分が皮目に入

て生産者が心を込めて作っ

工連携は大きな事業所だけ

ければならないのか︒送っ

ツゼリーを作りたいが︑ジ

がある︒秋田市内のフレン

秋田しゃぽんは︑比内地

ることができる︒

るのだが︑シャポンは肉の

回デザート・スイーツ＆ベー

14

れた平成

６次プランナーが支える未来の事業連携

商品を作って売りたいと︑

６次産業化を進化させて
未来につなげたい︵

では拡大できない︒

次化︶

事業連携による６次産業化の模索

先月号より続く︒

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 12

焼く地域ではない︒生産者

横手は毎日アップルパイを

材料という方が多い︒ただ︑

用で︑アップルパイに使う

思ったからだ︒紅玉は製菓

元で食べられないのか︑と

元のリンゴなのに︑なぜ地

を始めた理由は︑紅玉は地

取り組んだ︒この取り組み

緒にリンゴを使った商品に

ップルパイだ︒生産者と一

最初に手掛けた商品はア

た︒

た野菜や果物を商品開発し

が取り組む問題ではない︒

た先で不具合があった時︑

ャムやピュレまではでき

チレストラン﹁ルセット﹂

鶏の去勢鶏である︒比内地

間に脂の層を抱き込んでい

日本食糧新聞社︑協同組合全日本洋菓子工業会

全国的に抱えている課題は

どう対応するのか︒この対

る︒その先の一歩抜けたと

が秋田の比内地鶏のための

鶏はメスしか流通しておら

日︵金︶に東京

一緒で︑農商工連携を考え

応は１人や少人数のグルー

ころで女性にきれいと言っ

商品開発をした︒比内地鶏

ず︑オスは殺処分される︒

日︵水︶〜

ていかないと︑生産者１人

プでは難しい︒商品製造し

ていただける商品にした

の生産者団体と組み︑自分

は２０１７年４月

１人で生産しながら加工

て販売してくれる方と︑生

い︒このためフルーツゼリ

のレストランで出して︑お

うになった︒

して︑地元の直売所に新商

産する方を分けて考えれ

ーを作りたい﹂と取り組ん

６次化産業の第２ステージがやってきた！

６次プランナーが支える
未来の事業連携 スイーツ編

比内地鶏の
商品開発

6 次化から 10 次化へ

以上の事例のように６次

品を出し︑集客することは

ば︑それぞれの持ち味を生

だ︒贈答品に使っていただ

と思い購買活動している︒

に欲しい物に巡り会いたい

すわけにはいかない︒本当

者も勝手なニーズだけを出

だけるはずだ︒また︑消費

ーズがあれば︑買っていた

ニーズのある物を作る︒ニ

い波が生まれ︑地域の活性

どのような連携の中で新し

うとする波を感じる︒今後︑

を告げ︑新しい段階に行こ

産業化という事業は終わり

が来ている︒第１期の６次

６次産業化は変換の時期

組み︑支援を続けたい︒

につなげていくのかに取り

次になる︒消費者

としてニーズを発信するだ

足すと

１次︑２次︑３次に４次を

終わりに

大変である︒６次産業化の

かした事業としてお互いが

また︑産業であるなら︑

事業が始まったころ︑生産

成長できるだろう︒

か月たっ

者や農家が商品を作り︑自

たなか のりこ 氏（株式会社ワンダーマート代表取締役）

分の商品として名前を付け

10

10

10
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（９） 平成29年７月15日

全菓連では︑全国組合幹部研修会で川添隆太郎氏
︵レストランキャンティオーナー︶を講師に迎え︑
﹁地域と共に繁盛する名店〜レストランキャンティ

ね︒内装は今でもこのまま

写真③は

階でし

なのが素晴らしいですね︒
川添

その②

写真④

尾関

ピエール・カルダン

イブ・モンタ

なのだなというのがよくよ

う人たちが使ってきたお店

本当にそうい

そうですね︒

いうのがある

少しそれを今ご紹介させて

と︑本に書いてあったので

の数々をつくっていった

ティさんが生み出した料理

ノ風カツレツとか︑キャン

ラザニアとか︑仔牛のミラ

ゲッティのバジリコとか︑

ですか︒島津久永さん︑貴

尾関

ンに添えて﹁忘却とは忘れ

尾関

いているんですよ︒

もどなたでも書いていただ

イン帳は今で

ます︒でもサ

くださってい

な方が書いて

今でもいろん

サイン帳を︑

いるのでこう

の友人の方も

際に祖父自体

ど︑ご来店の

ンスさんな

ローム・ロビ

ルダン︑ジェ

サロンとしての役割という

話を聞く場として︑うちの

うなっているとかそういう

ら人が来る︑海外では今こ

に来る若者も含めて海外か

川添

尾関 それこそ無理ですね︒

です︒

時代ですし︑行けない時代

とがないわけです︒円安の

でない限り海外に行ったこ

うのは︑もうよほどのこと

従事するスタッフたちとい

すけど︑当時ですと飲食に

旅行というのは当たり前で

川添

いてあるようでございます︒

というのがフランス語で書

写真③

代ですから︑お芝居をされ

く記録で分かります︒少し

いただきました︒そんなこ

子さんのご夫妻もいらっし

去ることなり︒だが︑ここ

写真②

さんは﹁どちらへ？

ディ

ン︑シャリー

ていた俳優の方︑あとは音

プロ的な話ですが︑最初の

とがメニューに書いて舌鼓

ゃいますね︒

キャンティ

楽関係のアーティストの人

シェフの方がイタリア︑フ

を打たれていたというふう

川添

つくりました︒これは梶子
がやはりファッションに精

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︒

写真ですか︒

尾関

メニューを黒板に書きます

てわれわれはスペシャルな

川添

しゃるのですか︒

物というかは残っていらっ

尾関

いかと言われているそうで

初めてのブティックではな

す︒これこそ恐らく日本で

する場としてだったようで

現する︑あとは商売として

かいろいろな西洋文化を表

芸術家の自分の血も騒ぐの

通する部分もあったので︑
ンをしました︒

先月号より続く︒

川添

す︒当時のグループサウン

これは今でもこの建

の︑今もあるレストランの
ので︑それが写真②です︒
ズのメンバーの方でも︑う

同じままです︒そし

写真でして︑坂倉準三さん
年代にこうい

歴史を物語る
サイン帳

ナーですか？

がたくさん出入りしてい

ランスなどの各国の大使館

にありますけれども︑当時

尾関

写真①は︑どういう

へ？﹂﹁もちろんですとも﹂

た︒皆さんキャンティに通

でシェフを務めてこられた

は相当やはりにぎわったの

という建築家の方がデザイ

これはかつての地下

ピエール・カ

って︑ここでわいわいがや

佐藤益夫さんという方だと

けれども︑カニのポタージ

んとか︑小川知子さんとか︑

なもの︑サイン帳です︒

が︑今でいう芳名帳のよう

ことが書かれています︒キ

に出入りをしていたという

ということで︑いつもそこ

ティエ＝ブレッソン︑あと

井上靖さん︑アンリ・カル

たのかなとも思います︒

いうところが地の利があっ

ただいていたりとか︑そう

ウンズのメンバーで来てい

うございます︒

がある場所です︒ありがと

川添

と思います︒

入りしていたのではないか

ますね︒ほとんどの方が出

多いということを随分聞き

ビに出ていらっしゃる方も

うふうには聞いています︒

割を当時は担っていたとい

とができるというような役

そういうものを︑店

ュとか︑今では有名なスパ

代の六本木︑キ

いしだあゆみさんとか︑こ

尾関

すごいです︒いろい

バジリコは入ってな

そうです︒

なるほど︒これを考

唯一今日で一番関係
夜遅くまでやっているのと

もといったら失礼ですけれ

ういった

ャンティに行けば必ず芸能

れども︑キャンティさんに

昭和

・マクレーン︑

がやと打ち合わせをしてい

いうことです︒非常にこの

か︑いろんな海外事情とい

て︑今は喫茶店になってい

たと︒今でも松任谷正隆さ

のお菓子の味は忘れられ

るのですが︑創業時にわれ

ちの梶子を慕っている部分

ん︑松任谷由美さんという

の末の第５皇女です︒であ

うのをうちに来ると知るこ

ました︒聞き手は本紙でもおなじみの尾関勇氏︵株

があって︑コスチュームの

も関わる人たちが変わって

でしょうね︒

ん﹂とあります︒

また︑今でこそ海外

うことを始め

依頼を受けたりとかもあり

方は東京でも有名な方でご

川添

われが最初はブティックを

て︑一般庶民

ました︒かまやつひろしさ

のは︑本当に毎週のように

るとか︑私もちょっと知ら

左が三島由紀夫さん

はなかなかで

きたというように思いま

ない伊藤道郎さんですか︑

食べなれた料理だからって

ど︑若い青年の方々も︑非

界の関係者がいると︑デビ

菊田和夫さんはサイ

文化人ぐらい
んもそうですけど︑堺さん︑

川添

尾関

していた時代がありまして

常に戦後の動乱に乗じて

ャンティさんの中心の中か

ューできるに違いないとい

貴子さんは昭和天皇

しか行けなか

は１９６０年代初頭です

レビが出てきたぐらいの時

その影響で︑きっとフラン

らメンバーとして野獣会と

そうですね︒写真④
ざいまして︑もうとっくに

てきて︑大皿料理屋さんみ

スのいろいろなワゴンサー

か︑いい意味で︑ませてい

いうのが結成されて︑ここ

歳を超えていたそうです

来られてお食事をされてい

たいな感じで︑まさに祖父

る方が多かったのではない

かれるようですが︑理由は

のですね︒

が言うおでん屋感覚という

ビスを見てきてひらめいた

かなと思います︒どういう

ですから︑当時はテ

川添

と思います︒

でも日本経済と︑芸能の

いうか︑当時はバジリコと

いです︒

か︑あれがいいこれがいい

尾関

てもお洒落だ

いう名前のパスタです︒バ

というようなかたちでお客

移り変わりとともに︑うち

ジルの葉がない時代にバジ
尾関

様に選んでいただくスタイ

ったのです

尾関
リコという名前のパスタを

案してバジリコのパスタと

キャンティの料理

ろなお弟子さんも輩出され

いうとキャンティさんが最

嘘みたいな話ですけ

つくりまして︑これはハー

では︑結構各国ミッ

ブという意味では一緒です

の迎賓館から始まって︑外

川添

国の方とのおつきあいで日

ですから︑皇族の方

って︑全財産をはたいてキ

本を紹介していって︑そし

尾関

ャンティ詣でをするという

てこうやって日本文化の平

行けばデビューできると思

かって来ていたというのが

か︑そこの前で待っていて︑

和となったいわゆる成長期

うことで︑みんな寄ってた

尾関さんもそうなの

当時の記録でございました︒

食事は高いですけれども︑

に一生懸命後押しする集ま

にナベプロの︑渡辺プロダ

クションの渡邊美佐さんと

川添

当時普通からしたらなかな

り場になっていて︑まさに

状況だったか私はちょっと

か大原麗子さんとかがい

ですが︑港区というのは地

か入れないような値段だっ

そういうのが昭和

クスなのですね︒

分からないですけど︑夜の

て︑芸能人を養成していた

の利があるというか︑テレ

たと思いますが︑そこに行

かにあったのでしょうね︒

ルを今もやっております︒

学校と例える方もいらっし

と︒つまりそういったこと

ビ局も港区にほぼ全部あり

って︑折からの高度経済成

初につくったものですね︒

ゃいます︒

でのインキュベーターとい

ました︒あと︑芸能事務所

長に伴ってティーンエイジ

が︑大葉とパセリを細かく

尾関

うか役割をキャンティさん

も渡辺プロダクションさ

はり本店の料理の写真です

川添

んな集まって︑夜の学校で

が担っていて︑みんな気位

ん︑渡邊美佐さんのところ

川添

本食なのですね︒
和 食 で す︵ 笑 ︶︒ そ

そうです︒すごくミ
ックスです︒余談ですけれ

いろいろと教えてもらって

が高くて︑夜仕事が終わる

ャーがやはり名前を上げる

ワゴンサービスは︑

尾関

ども︑日本にマキシムを持

いたということですね︒

と所属タレントを連れて毎

ことを夢見て来て︑今はそ

これはイタリアにも

最初にされたということで

ってきたのはうちの祖父な

そうです︒

がすぐ近くに当時あったり

うやって有名になってテレ

川添

すね︒テーブルに座ると前

んですよ︒

オープンにされてい

だとか︑田辺エージェンシ

刻んでいました︒

菜を店員の方が持ってき

尾関

川添

週のようにキャンティに行

ーの田辺さんがグループサ

が︑ちょうど写真⑤が先ほ

て︑この中から好きなのは

ところでキャンティさんに

尾関

って︑そこで食事をして︑

すごいです︒実は日

これとこれと言って︑それ

は多くの芸能界の方々も出

る話だと︑芸能予備軍とい

打ち合わせを全部していた

ないので︒

川添

をお皿に取り分けてくれ

入りしていたということで

う方が︑今申し上げた加賀

尾関

バジルの葉ではなく

して写真⑥は仔牛肉のカツ

る︒それが最初にキャンテ

すが︒

まりこさんとか芳村真理さ

尾関

レツです︒これで看板商品

ィさんがされたサービスな

川添

大人の方々もそうで

キャンティさんにみ

二つです︒私の父が代を継

んですね︒

すけど子どもの方も︑子ど

知りませんでした︒

いでやっていく中で一つ変

川添

次号に続く︒

年代と

化を加えたサービスのやり

父がパリのマキシムに修行

そうです︒
方ですが︑前菜をワゴンで

そうです︒ちょうど
皆様のテーブルの横に持っ

40

続きましてこれがや

すね︒

す︒ユーミンさんもそうで

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

井上順さんなどもそうです

川添 隆太郎 氏（レストラン キャンティ オーナー）

ね︒

の歴史と事業継承について

ったそうです

レストランキャンティ

たと思います︒

写真①

地域と共に繁盛する名店

が︑これがと

の歴史と事業継承について﹂をテーマに講演を行い

1

て︑大葉とパセリで作った

10

60

30

ど申し上げていただいたバ

写真⑥

ジリコという︑和の素材と

写真⑤

平成29年７月15日 （10）
（毎月 15 日発行）

聞
新
業
工
子
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（第三種郵便物認可）

第940号

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︒

その③
怒ることは基本的に依存的

る︒怒ることがなくなる︒

くと不思議なことが起き

う﹂と主体的な気持ちで働

業者が潰れていくのは君に

うか﹂と聞かれ︑私は﹁同

のでどうしたらいいでしょ

他社がどんどん潰れていく

で︑その会社の残業はなく

直な人は行動が変わるの

上だが素直な人だった︒素

アを生み出す︒その方は年

村選手に意地悪な質問をし

人が並んでいて︑記者が内

だ︒その後︑記者会見で２

最後に持っていかれたわけ

を取った︒ロシアの選手は

手に外せ﹂と思っていると︑

の番になる︒その時に﹁相

ットを外した時︑次は自分

思わないか︒仮に相手がパ

絶対外せと思う︒なぜそう

たちに対し︑威張ったり︑

引先や皆様がお金を払う人

経営に置きかえると︑取

からリスペクトした︒

のパフォーマンスが落ちる

した休日と残業が無いこと

た︒今の人たちはきちんと

告代理店で過労死があっ

といえば︑先日︑大手の広

ろだ︒価値観の大きな変換

いま中小企業は会社説明会

なった︒ハウツー︑ノウハ

で求人活動しても１人も来

とってどうでもいいことだ

ている会社は︑パフォーマ

ないところが軒並み増えて

である︒失敗した人に対し︑

ンスが落ちる︒誰に対して

いる︒今の時代は働く人が

がないと働かない時代にな

番になった時に︑最高のパ

も敬意を払い︑感謝の気持

会社を１００％選択する時

っている︒私の知る限り︑

フォーマンスを出すために

ちを持って︑幸せを願うこ

代に入っている︒というこ

社員に﹁給料を払っている

か ﹂︒ 要 す る に︑ え こ ひ い

相手の幸せを願う︒これを

とでパフォーマンスが上が

とは︑同業他社を上回り︑

からまじめに働け﹂と言っ

きをしたのではないかと質

ってくる︒これは科学的に

他の業界も上回る待遇を用

自分のパフォーマンスが落

リオオリンピックで金メ

問したら︑内村選手は苦笑

トップアスリートはたたき

証明されている︒周りを見

意しないと来てもらえな

ちる︒相手が外して自分の

ダルを取った選手のインタ

いをしただけだったが︑銀

表面的には素晴らしいス

込まれている︒

ると︑そのようなことをし

た︒﹁ 審 判 が あ な た に 好 意

う強い気持ちではないか﹂

ビューを見て︑これは私た

メダルを取ったロシアの選

ポーツマンシップだと言わ

ている会社は業績がよい︒

を持っていたからではない

と答えた︒彼はそれを守り︑

ち商いをする人間も変わっ

手が﹁何ていう質問をする

れているが︑それは違う︒

ウではなく︑メンタリティ

創業六十数年で過去最高の

ていかないと大変だと思っ

んだ︒内村選手は僕らにと

常に相手をリスペクトし︑

である︒

売り上げと利益を作った︒

た︒皆様も︑大きく変わっ

ってヒーローなのだ﹂と︑

ろう︒君に必要なのは︑業

り︑経営者の方とお話をし

強い気持ちが業績を上げ

ていることを実感されてい

代わりに怒った︒もし私が

界の最後の１社になるとい

ているが︑儲かっていると

る︒ハウツー︑ノウハウで

るだろう︒例えばバドミン

何ができるか考えることが

いう話は一度も聞いたこと

はない︒業界の最後の１社

トンで金メダルを取ったタ

リーダーシップだ︒

年間日本はずっと不景気で

になる︑黒字にするという

年間全国へ講演に回

ある︒では誰が景気を作る

強い気持ちである︒

で﹁決勝戦の相手が凄いシ

カマツペアはインタビュー

ひいきだ﹂と思うだろう︒

﹁あなたが言うようにえこ

ロシアの選手であったら

手も次に種目別の試合があ

マンスに返る︒ロシアの選

結果として自分のパフォー

相手の成功を願うことで︑

ことになる︒これも価値観

ちの力・性能を上げてゆく

いると︑結果として自分た

など︑常に周りの人にして

ちを持つとか︑敬意を払う

従って︑ありがたい気持

う﹂と言うのは自由だが︑

は無理に決まっているだろ

時 代 遅 れ で あ る︒﹁ 残 業 代

きない﹂などと言うのは︑

しいやつはろくな仕事がで

い︒そんな時に﹁休みが欲

歳近くになり︑引

がない︒私の知る限り︑

のか︒私の尊敬する２代目

また﹁残業をなくしたい

ョットを打った︒その時︑

るので︑内村選手に﹁何で

社長は

けれど︑なくせない﹂とい

しかし︑そう思わない︒今︑

金メダルを取ったんだ﹂と

は︑常に﹁自分にできるこ

的ということ︒主体的な人

考えることだ︒それが主体

にできることはないか﹂と

こんな経営者＆後継者が危ない！

経営がうまくいか
な い の は︑ お 金 が
ないからだ

う相談もあった︒私が﹁社

トップアスリートの人たち

淘汰される︒

年前お

目にかかった時に︑素晴ら

こんなにプレッシャーのか

がたたき込まれていること

が大きく変換しているとこ

退されているが︑

しい言葉をいただいた︒﹁景

かる試合で︑よいショット

いう気持ちを持つと︑自分

が２代目社長の時は︑ばり

長は残業をなくしたいか︑

を打つのは︑すごいと思っ

は﹁常に相手をリスペクト

ばりに依存的だった︒店の

なくしたくないか﹂と伺う

す る ﹂﹁ 常 に 敬 意 を 払 う ﹂

﹁銀行が貸さないからう

気は自分で作るものだから

と﹁業界的に﹂や﹁年度末

た﹂と話していた︒私が仮

ということだ︒この源流と

ま く い か な い ﹂﹁ 社 員 が あ

ね﹂と︒世の中の景気はど

にオリンピック選手でその

予算は店長が作ると思って

うでもよい︒あなたの会社

で忙しい﹂という︒最後に

場にいたら﹁こんなショッ

ほ だ か ら だ め だ ﹂︑ 最 後 は

の景気はあなたが作る︑そ

と机を叩いた︒それで私は

﹁残業はなくせないんだよ﹂

い た︒﹁ し っ か り や っ て い

ういう主体的な気持ちがな

るのか﹂と言うのが社長の
今の会社に社員が３人い

いと︑業績は良くならない︒

なっているのがタイガー・

﹁景気が悪いから︑世の中

る︒優秀だが生身の人間だ

ウッズと言われている︒相

が悪いから﹂という経営者

からミスをする︒昔の私な

ト打ちやがって︑頭にくる﹂

手の選手のパットが入れれ

仕事と信じて疑わなかっ
た︒社長の仕事は︑店の売

と思うだろう︒あの２人は

は会社を潰す︒そのような

り上げがいかない店長に︑

﹁残業をなくせないと思っ

﹁すごい﹂とリスペクト・

方は依存的で︑全然リーダ

心構えや考え方を英語に直

ていたら︑残業をなくすア

ーではない︒依存的な人は︑
ら﹁またミスしたの︑今度

イデアは出ない︒必ず残業

自分は何ができるのかを考

すとメンタリティという︒

ガー・ウッズは﹁入ってく

周りにあるいろいろな問題

強い気持ちが大事である︒

れ﹂と願うそうだ︒私なら︑

したらボーナス無し﹂と平

体操の内村選手は︑最後

ただきたい︒理論理屈を学

気で言っていただろう︒今

の最後で逆転し︑金メダル

ぶことは︑勘を磨くために

える︒店の売り上げは店長

めてアイデアが出る﹂と答

は非論理的︑非言語的なも

必要だ︒経営は︑最後は勘で

が作るのではない︒店長と

えた︒強い気持ちがアイデ

のである︒後継者が先代に

しなければならない︒理論

は︑自分の外に原因がある

ば優勝するという時︑タイ

わかっても︑言ってはなら

﹁どうしてそれをするのか﹂

理屈で経営ができるなら︑

と思っている︒社長という

敬意を払った︒

な っ た 方 と 話 し た︒﹁ 同 業

ない︒少し痛い目に遭わせ

と聞くと﹁うるさい︑おれ

ビジネススクールを出た人

もう１つの事例では︑

えていくこと︒体にたたき

る︒そのように失敗して学

の言う通りにしておけ﹂と

は優秀な経営者になってい

は︑﹁ 事 前 に 打 ち 合 わ せ を

込まないとだめだ︒アイン

んでゆく︒落とし穴がある

言われる︒息子はわけが分

るが︑実際にはなっていな

社長で作る︒主体は︑リー

はなく︑感覚的なものだろ

シュタインは﹁教育とは︑

時に﹁落とし穴があるから

からなくなっててしまう︒

い︒会社を潰している人は

リーダーは︑社員が失敗し

う︒それが経営の意志決定

すべて忘れ去った後に残っ

気をつけろ﹂と言ってはな

親父は﹁こういうことだ﹂

たくさんいる︒社長の仕事

継いだ財産を有効活用

歳で２代目社長に

の本質だ︒後継者が勘の力

ているもの﹂と言った︒全

らない︒落ちさせるべきだ︒

という説明ができない︒だ

は車の運転を習うように１

ても︑当たるか外れるか分

経験を積ませていくことが

からない山勘ではない︒当

大事である︒次号に続く︒

し︑新規事業をして失敗す

ため︑後継者の皆様には経

る後継者は多い︒経営者が

営の理論理屈を学ばせてい

年前に

のないうちに︑新しいこと

部︑忘れても体で覚えてい

落ちても手を貸してはなら

から非言語的︑非論理的で

か月教習所に行き﹁はい︑

しよう︑途中で確認しよう︑

をするとうまくいかない︒

る︒経営も同じで︑覚えて

な い︒﹁ こ う す れ ば 戻 っ て

ある︒それを身に付けるた

終わってから反省会をしよ

は勘である︒このようなこ

勘が身に付くのにどれくら

実践している段階はまだま

こられるかも﹂と言い︑そ

めには︑論理的で言語的な

ダーシップの基本的な概念

とを言うとコンサルタント

いかかるか︒跡継ぎ社長に

だだ︒小さな失敗を繰り返

れで終わり︒あとは放って

である︒

は︑仕事がなくなるので言

インタビューすると

し︑跡継ぎ教育をしてゆく

おく︒このようにして︑勘

た時︑問い詰めるのではな

わない︒コンサルタントは

年はかかるという︒社長が

時︑先代は経験豊かで︑知

できました﹂とは行かない︒

く︑失敗した社員に対し﹁私

解決策を示すが︑私はコン

一人前になるのは時間がか

恵もたくさん持っているか

学習が不可欠である︒この

後継者が失敗する原因

サルタントではないので解

かる︒従って︑早めに社長

の力が身に付いてゆく︒

〜

決策は示さない︒勘といっ

にしてあげたほうが︑次は

ら︑跡継ぎがしていること

もう１つ︑勘を磨くため

楽である︒

に何が必要か︒勘というの

たりも含んでいる︒皆様が

は﹁失敗するな︑うまくい

最終的に身に付けなければ

かないな﹂とわかるだろう︒

これをする・しないと決め

勘を磨くためには︑小さ
る時︑そこに論理的な根拠

な失敗を繰り返し︑体で覚

ならない力は︑勘の力であ

継いだ財産を有
効 活 用 し︑ 新 規
事業を立ち上げ
て失敗する

16

16

をなくすのだと思って︑初

後 継 者 問 題

る︒経営の最後の意志決定

15

40
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16
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とはないか﹂と考える︒私

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
10

第940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）

（11） 平成29年７月15日

パン講習
日本菓子専門学校

教師

【基礎編】
千葉 良一

砂糖……………………

％

％

％

％

脱脂粉乳………………３％
バター…………………
卵………………………
水………………………
【仕上げ材料】

オリーブオイル

イトマト

オリーブオイル漬けのドラ

生地改良剤（イーストフー

【工程】

…………２・５％

パン酵母（生イースト）

ド）………………０・１％

フーガス
【配合】

食塩………………１・８％

…………１００％

フランスパン専用粉

スチームをいれ焼成

塗る。

焼成後オリーブオイルを
•••••••••••••••••••

思い受け継ぎ必死の努力で開店

伊吹堂
斐川町に生まれ、更に山間

５年に揖斐川町と合併）の

歌舞伎役者の息子が幼い

入り口で祖父の代から続く

ミキシング…１速３分２速
て父親の背中を追って役者

伊吹堂のお菓子とともに育

部に入った春日村（２００

の道を歩むように、菓子屋

ってきました。春日村は家

頃から歌舞伎に触れ、やが

６分３速１分～

の息子には常に菓子屋にな

３分→１速３分２速５～

対生地１ｋに対してドラ
る道が見えているのでしょ

お手伝いも少しはされてい

た。「 和 菓 子 専 門 の 新 た な

意されました。

伊吹堂の名物は２つあり

ます。１つは修行時代から

磨き続けてきた「どら焼き」

で池田町のシンボルとも言

える池田山をイメージし

「池田のやま」と命名。手

に吸い付くように感じるほ

ど、しっとりふわふわの生

地に甘さを抑え小豆の風味

をしっかり残した餡とバタ

２個目に手が出る美味しさ

ーをサンド。１個食べると

吉野屋さんでの修行が始

伊吹堂を作りたい…」

です。そしてもう１つが「あ

たそうです。細い道ですが

お菓子屋の道を確実に残さ

年もの歳月が経ち

ました。その間に和菓子の

をサンドし、サクッと揚げ

げ ぱ ん 」。 食 パ ン に 粒 あ ん

まって

勉強会で最優秀賞を取るこ

れています。

歳の時。仕事

そんな窪田さんに転機が

岐阜県揖斐郡池田町は町

を賜ると、車に満載したお

り、法要のお菓子のご用命

大切にする風土が残ってお

ーン店舗契約を結び、パン

には、ヤマザキパンのチェ

代目に当たるお父様の時代

いないのが辛いところ。２

ラリーマン人生を送られて

した。その後約６年間、サ

は別の道を歩み始められま

会社に就職。菓子屋の道と

く、高校を卒業後、自動車

対してそれほどの興味もな

物。同期や兄弟子は年下。

最初の仕事は卵割りと洗い

も知らなかった窪田さん、

た。お菓子作りのことは何

んでの修行が始まりまし

隣町の有名店「吉野屋」さ

の道に戻ることを決意し、

事に思いを巡らし、菓子屋

のこと、家のこと、家族の

伊吹堂のままにするか、も

店を始める当初は、屋号を

吹堂を開店されました。お

れ、満を持して池田町に伊

押されぬ菓子職人になら

も取得。窪田さんは押しも

和菓子職「優秀和菓子職」

和菓子協会が認定する選・

と３回、平成

れた逸品です。

併売店だったからこそ生ま

ン屋さんと和菓子屋さんの

客様に愛されています。パ

とも言えるほど、多くのお

子で春日村のソウルフード

るお父様が考案されたお菓

訪れたのは

の東側を揖斐川が流れ、西

菓子をお客様の家にお届け

屋さんと和菓子屋さんの併

きましたが、地元のイベン

℃

たあげパンは、２代目であ

側には池田山を始めとする

するお父様の姿が今も記憶

売店として春日村のお客様

℃（

年には全国

分

山々を有する自然豊かな

に残っているとお話しされ

に親しまれてきました。当

族・親戚付き合いを非常に

ｇ

町。ここで和菓子店を営む

ます。ただ村のお菓子屋さ

うか？

イトマト４００ｇ入れる
生地温度…

分

窪田和仁さんも菓子屋の道

んの宿命か、和菓子一筋で

れる。
ホイロ…

分（

℃

焼成…上火２２０℃
約

分～

ベンチタイム…………

分割……………………

発酵……………………

し葉のようにカットを入

成形…生地を３角形にのば

に舞い戻ってきた一人で

っと小洒落たものにするか

下火２００℃

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。

ＦＡＸ ０３－３４０７－５４８６

ったそうです。必死になっ

間を取り戻すために必死だ

ており、当時は出遅れた時

ため、技術は遥か先を行っ

っかりと勉強してきていた

たくさんいらっしゃるた

まれた古くからのお客様が

町には、春日村から移り住

りたいという思いと、池田

から続く伊吹堂の名前を守

悩まれたそうですが、祖父

と輝いています。

伊吹堂の道は太くキラキラ

田さん自身の努力で、今や

伊吹堂への思い、そして窪

い、代々受け継がれてきた

屋の道。多くの人との出会

窪田さんにとっての和菓子

最初は細い細い道だった

す。窪田さんは、池田町か

同い年は菓子専門学校でし

35
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て勉強したからこそ、窪田

め、お客様にとって馴染み

祐哉

全菓連青年部部長・槌谷

のある屋号の方が良いと決

電話：0585ー45ー0890

80
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20

さんの頭の中には１つの大

岐阜県揖斐郡池田町八幡2511−5

％）

トや祭りの時には伊吹堂の

％）

池田のやま

時の窪田さんは、お菓子に

窪田さんと奥さん

商いが成り立つほどの人は

27

ら少し山間部に入った、揖

27
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24

きな夢が芽生えてきまし

火曜日定休

8時30分～19時

話 ０３－３４００－８９０１
電

伊吹堂

店舗データ
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