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博覧会開催にあたりまし

年開催されました、菓子大

かれ、齊藤理事長より「昨

会議終了後は新年会が開

年４月１日か

ますが、まず改正食品表示

な諸課題が取り巻いており

長より「菓子業界では様々

会議では齊藤理事長・社

るのに、途絶えることが頻

り、事業がうまくいってい

継者難の上に税金が被さ

甘利明衆議院議員より「後

ます」と挨拶された。次に、

事を、改めて御礼申し上げ

１月より事前予約の受け付

専用計算ソフトについて、

成分表示のための菓子業界

らご要望のありました栄養

らの適用に向け、かねてか

は話をする余地があるが、

業と接していると〝税務署

す。菓子業界以外の中小企

時間管理を入れることで

いところについて、無理に

ードを押して帰る職種でな

れていることは、タイムカ

度化についてですが、菓子

標準であるＨＡＣＣＰの制

ている食品衛生管理の国際

また、厚生労働省が検討し

けを開始致しております。

ように、警鐘を鳴らしてい

旨を踏まえた指導ができる

な、本来の働き方改革の趣

という話があります。適切

局、行政不況になるのでは

が失速するとしたら、基準

いています。アベノミクス

管理計画作成の手引書につ

衛生管理を主体とした衛生

模事業者を対象とする一般

してきました。併せて小規

省及び農林水産省へ、要望

度とする必要がある旨を同

例外設定などの弾力的な制

対応が困難であり、義務の

零細企業・業者について、

業界では、大半を占める小

クが開催され、色々なイベ

リンピック・パラリンピッ

プが、２０２０年は東京オ

でラグビーのワールドカッ

オリンピック、来年は日本

と思います。２月の平昌の

年は色々な意味で節目の年

国菓子大博覧会・三重が終

方見直し方向（案）では「全

全国菓子大博覧会の在り

の後、議事に入った。

んで参る所存です」と挨拶

ような活動に、鋭意取り組

の皆様の経営の一助となる

報提供など、本年も組合員

合の活動に対する支援や情

原材料の安定供給や各県組

したいと存じます。その他、

ほぼそのまま使えるように

お示しし、組合員の皆様が

生管理計画の例示を当会で

す。製造方法で分類した衛

ながら作成を進めておりま

いて、他の団体とも協力し

信していくことが必要であ

全安心とともにきちんと発

に発信していく中では、安

ると承知しています。世界

の為の手引書を作成してい

り、本業界でもＨＡＣＣＰ

法の改正も予定されてお

があった。

使える形にしたい」と説明

の例示を示し、そのままで

たい。また、衛生管理計画

り、プラスアルファを加え

に規模・生産施設などによ

を基本として作り、その上

であればどこでもできる物

準Ｂについては「お菓子屋

う 」、 Ｈ Ａ Ｃ Ｃ Ｐ 制 度 化 基

後、次期開催地の募集を行

案（３面参照）として決定

菓子大博覧会協議会で指針

とりまとめを行った。全国

に検討し、見直しの方向の

えた意見を頂き、それを元

了後、各県から実績を踏ま

新年拡大合同役員会を開催

て、皆様方には様々なご支

発しています。それが無い

日、東
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り、この点からも皆様から

年にユネスコの無形文化遺

ントがあります。日本には、

産に登録され、５周年とな

ます。また、私が貴会に呼

きな楽しみは食であり、中

ります。インバウンドの増

労働基準監督署は問答無用

でもスイーツは非常に人気

加とともに日本食レストラ

ようにする対応をしていき

っています。甘

になっていると承知してい

ンが急激に伸びています。

が来場されました。事故も

党クラブを財界

ます。お土産で買っていく

その中、日本の豊かな食文

のご尽力を賜りたいと考え

と一緒に作って

食品は４０００億円近くで

ています。和食が２０１３

おり、お酒が好

す。電化製品に替わり、日

多くの方々が訪れて頂いて

きな方は一杯い

化をもう一回見直すととも

いる状況です。観光客の大

ますが、甘いの

本のスイーツが世界にお客

に世界にも再発信していく

因するのかと思

が好きな方もた

様の手により、伝播してい

ことを考え、

ばれるのは、甘利の甘に起

くさんいます。

ると思います。日本の伝統

月の和食の
日本の菓子産業

でどうしようもない〟と聞

第７回全菓連青年部交流会を開催（３面掲載）

ます。働き方改革で懸念さ

げさまで来場者

基準の平成

約１４０名が参加、公務多忙の中、甘利明衆議院議員も駆け付けた。

府県の理事長が参加した。会議終了後には業界関係者を招いての新年会も行い

京・明治記念館で新年拡大合同役員会を開催。本年も理事・監事以外の各都道

全菓連、同共済ビルヂング㈱（理事長、社長齊藤俊明氏）では１月

新年会には関係者１４０名が参加

万４千人

援・ご協力いただき、おか

全菓連・ビル会社
無く、盛会裏に閉幕できた
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新年拡大合同役員会

より「２０１８

産省新井審議官

続いて農林水

す」。

も思っていま

できないといつ

本の職人にしか

す。これは、日

味覚と思いま

の凄さは絶妙な

行われています。食品衛生

導入することが、並行して

ある、ＨＡＣＰＰを業界に

に、世界のスタンダードで

日本の食を発信するため

のが、今の時期と思います。

いう形で世界に広げていく

ウンドだけでなく、輸出と

中でも菓子の分野をインバ

芸、大きな技術である食、

った。

事長より、乾杯の発声があ

ン製菓機械工業会・増田理

よりと挨拶され、日本製パ

品産業センター村上理事長

この後、一般財団法人食

っています」と挨拶された。

を皆様として行きたいと思

日を中心に色々なイベント
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（１） 平成30年２月15日

際に販売するためのプロモ

た商品を試作・改良し、実

夏休みを経て実際に考案し

の歴史・概念、商品企画、

ています。最初は、お菓子

ティングの部類の授業をし

・４時限目を使い、マーケ

６月から１月まで月１回３

から地元の商業高校にて、

槌谷部長より「３年ほど前

式典では、全菓連青年部

大きく飛び越えた新しい感

仕上がりました。高校生は、

個位販売する大きな商品に

をすると、２日間で各２千

生まれました。実際に販売

ない、すばらしいお菓子が

菓子は、職人には思い至ら

たが、３年間で作らせたお

ると、勝手な推察をしてい

い至るレベルのお菓子にな

人間から見れば、十分に思

ることなので、菓子業界の

持った時は、高校生が考え

て、共に感動を共有して次

れからやるべき活動につい

と内容、全菓連青年部がこ

皆様が取り組んできた活動

大阪府生菓子青年クラブの

は今まで８年間続けてきた

様に私が得た感動、あるい

と感じました。今日は、皆

べき行動がリンクしてきた

校での授業とこれからやる

して、３年間続けてきた高

を昨年８月に目の当たりに

事ができました。その事業

る中で、ある事業と出会う

ク長と一緒に行動を共にす

います。昨年、松田ブロッ

いく価値は十分にあると思

を含めても、一緒に動いて

次なるお客様を育てる意味

恵や行動力、想いを我々は

いただきました。おかげさ

大勢で、袋詰め等でご協力

の提供や、開会式の前日は

た。全国の皆様からお菓子

懸命盛り上げて頂きまし

お伊勢さん菓子博では一生

事より「青年部の皆様には、

し い 事 で す 」、 山 本 専 務 理

会と飛躍されたことは喜ば

が大きくなり、今や全国大

ただいています。毎年規模

子園の会場として使ってい

ます。毎回、全国和菓子甲

にも、私たちも協力いたし

をして頂きたい。そのため

力を出せるようなお手伝い

して、より良い環境の中で

生たちが十二分に力を発揮

「まずは競技者である高校

菓専門学校の金澤教授より

交 流 会 の 目 的 で す 」、 辻 製

ようにしていくのが今回の

て、よりよい活動ができる

で、柔軟な知恵をもってし

の中では若い仲間ですの

部に加わる人間は、菓子屋

考えています。全菓連青年

な指針を作っていきたいと

年部が独り立ちできるよう

った。

とが必要です」と挨拶があ

ことで、盛り上げていくこ

ます。日本のお菓子という

もあたらしい試みをしてい

り入れていますし、和菓子

洋菓子も和のテイストを取

のお菓子を作っています。

菓子ですので、日本人向け

菓子と言っても、日本のお

あると思います。和菓子洋

な意味で刺激を受ける面が

のヒントを得るなど、色々

は、それにより新たな発想

ありました。逆に専門家に

できるという物がたくさん

が、専門家でないから発想

作品を写真等で見ました

ています。高校生が作った

り規模を大きくすると聞い

の青年部の事業として、よ

という話で、今年から全国

国的な行事として開催する

てきた、和菓子甲子園が全

生菓子青年クラブが開催し

ています。これまで大阪府

もご努力頂き心から感謝し

達成でき、また、三重の方々

まで、結果的にほぼ目標を

本選で審査に臨む。

ームが、１階は６チームが

作会場となる２階では

・更衣室にあてられる。製

３階は生徒・引率者の控室

表彰式、閉会式に使われる。

よるプレゼンテーション、

を借り切り、４階は生徒に

けた。Ｂ棟の１階から４階

に使われる教室の説明を受

と松田ブロック長より実際

て訪問となった。金澤教授

した。授業中でもあるので、

では辻製菓専門学校視察を

やかに行われた。

事長の乾杯の発声の後、和

大阪府菓子工業組合野村理

い、会場を変え懇親会では、

た。その後、記念撮影を行

谷澤幹事長より説明があっ

を大阪府生菓子青年クラブ

ック長より、第８回の内容

ら第７回の内容を松田ブロ

部長より行われ、第１回か

園の開催概要の説明が槌谷

次に、第９回和菓子甲子

全国和菓子甲子園の会場
辻製菓専門学校を視察

月

覚で発想する事を実感しま

なる大人になった全菓連青

名が参加した。同会

日、大阪市浪速区のホテルモントレグラスミ

第７回全国菓子工業組合連合会青年部交流会は、
１月
ア大阪で開催され、青年部員
では、大阪で式典を挙行し、本年より青年部が主催
する全国和菓子甲子園の会場である、辻製菓専門学
校を視察し会場の説明を受けた。

月、１月に

ーション活動を行い、
に販売して、

人位のグループ分けをし

チ
12

第７回 全菓連青年部交流会を開催

まとめに入る流れの授業で
した。そのような彼らの知

翌日のエクスカーション

す。当初、この講座を受け

11

第 回優良経営食料品小
売店等全国コンクール
（公財）食品流通構造改

◎農林水産省食料産業局長

は次の通り。

等全国コンクール」の入賞

田中千佳代氏（奈良県五條

▽パティスリークリアン・

賞

善促進機構主催による「第
回優良経営食料品小売店

店がこのほど決定した。同

◎日本経済新聞社社長賞

ントが開催されている。

▽株式会社ティー・ケイ・

域の老舗として親しまれる。

エヌ（カラベル岡崎南店）

パ？・太田亜

▽プルクワ

市）

・長村隆司氏（愛知県岡崎
食べログで静岡ベストス

美氏（静岡県藤枝市）

のお店デザイン表彰の特別

▽ケーキハウス

ランド力で、多店舗展開。

チーズケーキ専門店のブ

賞も受賞されている。無農

里・野村フミ代氏（宮崎県

イーツの１位を獲得。地域

薬一番茶から作った抹茶を

西諸県郡高原町）

食料品小売店、また、食品

を上げている全国の中小の

る。「 カ キ タ タ ン 」 は 都 会

地元農家のものを使ってい

いる。小麦は五條産、柿も

こだわった商品作りをして

店舗の奥には海底喫茶室が

展示会にも参加している。

使用。また、パリや京都の

になっており、色々なイベ

金物屋」というギャラリー

併設され、２階は「奇妙な

「あんばた」を看板に、地

一氏（長野県長野市）

▽有限会社東洋堂・駒村賢

促進機構会長賞

◎（公財）食品流通構造改善

品も販売されている。

岸健一氏（埼玉県鶴ヶ島市）

▽つるがしま最中本舗・根

促進機構会長奨励賞

◎（公財）食品流通構造改善

ケーキ店。

て大人気の「体に優しい」

ふるさと納税お礼品とし

くるみの

使ったクッキーや藤枝産の

流通の効率化、環境対策、

の方にも好まれている。生

レモンやりんごを使った商

地域活性化などを共同で展

クリームも無添加のものを

無添加、オーガニックに

市）

開する組合などを発掘し表

技術を駆使し、優れた業績

彰する。菓子関係の受賞者

優良経営食料品小売店等全国コンクール表彰式

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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コンクールは独創的な経営

27

平成30年２月15日 （２）
（毎月 15 日発行）

聞
新
業
工
子
菓
（第三種郵便物認可）

第947号

史は、我が国において他に

る。このような菓子博の歴

また、海外からの観光客

博にすることが望まれる。

しめる消費者参加型の菓子

う要望を満たし、心から楽

しになったという効果もあ

場者に喜んでいただける催

られ、より多くの多くの入

内容、運営体制の充実が図

の制約が生じる一方、その

より開催内容、運営に一定

となってきている。これに

１度の開催を目処としてき

これまで慣例的に４年に

４、開催時期・間隔等

まれる。

らず、開催されることが望

子博の規模や形式にこだわ

を考慮して、これまでの菓

えるためには一定の期間が

たいとの入場者の要望に応

い全国各地のお菓子を求め

き、日常的には求められな

多くの人に楽しんでいただ

摘がある一方、出来るだけ

開催日数は長過ぎるとの指

業組合等が参加しやすい形

など、菓子業者及び菓子工

負担を可能な限り軽減する

るものであり、協賛金等の

者の協力を仰いで開催され

行事として、全国の菓子業

菓子博は菓子業界全体の

取しながら進めるものとす

せるよう、前広に要望を聴

ど出展者がより工夫が凝ら

品提供、限定商品の販売な

別パビリオンへの出展や製

企業の出展については、個

入場者に人気の高い大手

すべきである。

よう小間の規模は選択制に

規模組合に不満が生じない

れぞれの事情を考慮し、小

すべて同一小間とせず、そ

模については、各組合とも

各菓子工業組合の陳列規

②適切な案内板の設置

①入場者の導線

し、

していただくことを第一と

ては、入場者に快適に過ご

会場施設の設営に当たっ

⑷設営上の留意事項

類を見ないものであり、菓

全国菓子大博覧会を開催するにあたっての指針

全国菓子大博覧会は１９

子の製造・販売に携わる者

１、目的と意義

年）の第１

今後どういった体制で開
点から、開催間隔について

未来へと引き継いで行く観

ついては、開催地の立地条

したがって、開催日数に

実施内容に可能な限り意見

係者に情報を前広に伝え、

また、出展の際にも、関

い評価を受けているが、入

示の華ともいえるもので高

工芸菓子は、博覧会の展

⑴工芸菓子

８、その他

力、研鑽の成果に対する評

界人がその創意工夫や努

しつつあるものの、菓子業

いては、その価値観も変化

菓子博における褒賞につ

⑤体の不自由な人への十分

風雨対策（足元を含む）

④入場者の行列時の日射、

の死角とならないよう措置

の出展パビリオンが入場者

１１年（明治
回帝国菓子飴大品評会に始
の急激な増加に伴い、我が

催するかは、引き続き、開

が反映できるようにする必

③①、②と相俟って、一部

国のお菓子に対する海外の

件等諸事情を考慮し主催者

要がある。

な対応（車椅子、足の不自

⑶褒賞

が等しく誇りとするととも

人々の関心の高まりがみら

が決定する。

価を受ける場として最も誇

由な方の走行に支障のない

る。

に、国民とともに我が国の

は慣例にこだわらず、参加

６、入場料

場者に対しては、菓子業界

りとされるものである。

を工夫する必要がある。

まり、当初は菓子の製造技

菓子文化の伝承、発展を図
催地の関係者の方針に委ね
する事業者の負担の軽減に

からの一方的な展示となっ

必要となる。

術の向上を目的とするもの

れるところであり、菓子博

十分配慮して適切に決定す

また、日常的には求めら

ている面が否めない。この

ているが、菓子博の歴史を

であった。その後、１９３
っていく上で意義深い催し
られるが、開催地自治体と

れない全国各地のお菓子を

った。

回

の共催等の手法を採用する

年）の第
においても海外への情報発

５年（昭和

信に工夫を凝らすことが必

大会以降全国菓子大博覧会
へと名称を変更し、菓子の

消費者指向の観点から、

この機会に求めたいという

⑥雨天時の仮設パビリオン

る。

消費者負担の軽減に留意

への雨、水の入り込み防止

場合には、開催地として立

し、博覧会の内容と関連し

とともに、透明性を高める

⑦菓子博の目的にかんが

要になっている。

また、開催時期は、でき

観点から消費者等審査の導

に照らした場合、最も重視

るだけ多くの入場者に快適

ため、お菓子の伝統文化と

入、褒賞体系の整理等抜本

製造技術の向上のみに止ま
候補する前に関係自治体等

技能を入場者に知っていた

回答

今回の業界専用ソフ

ダウンロードできるのか。

がら、できるだけ今回と同

がでた場合には状況を見な

します。なお、今後「八訂」

して対応することをお勧め

応のみです。ご理解をお願

１ＰＣ（

回答

可能か（ＰＣが動作不能に

か。１ユーザー・２ＰＣは

各製造所分の購入になるの

製造が３か所で実施の場合

できるソフトはあるのか。

は行っておりません。エク

ｏｆｆｉｃｅ等）への対応

ソ フ ト（ 例 え ば、 ｗ ｐ ｓ

セル類似の汎用の表計算ソ

が必須要件とあるが、エク

❺エクセルのインストール

１万４千円）と安くなって

は１万２千円（８月以降は

約を受け付けており、価格

同ソフトは現在、事前予

快適に行える環境のメモリ

ＸＣＥＬ２０１０の動作が

省が主催し、生産者、乳業

興機構において、農林水産

で農林水産省より平成

全菓連では「菓子業界専

Ａにしてまとめた。

今回は、１ソフト・
ユーザー）の対

日（金）までに。また、注

一堂に会する乳製品需給等

需者、消費者団体の代表が

事業者、流通事業者体、実

た。

輸入枠の案が説明されまし

度のバター及び脱脂粉乳の

せん。

月号で組合員に

情報交換会議が開催されま

エクセル以外の汎用

文の際、

した。

加基調にあるが、都府県は

回答

引き続き需給の安定に努力

状況等が報告され、さらに、

非常に高くなります。

お配りした注文表にメール

会議では、牛乳生産者団

引き続き減少基調にあるこ

日（独）農畜産振

年度はバターで

意見交換の中で、菓子業

は２万６千５百トンとする

供給したことから、需給は

界からは、こういった情報

に国は、

安定して推移しています。

交換会は我々ユーザー業界

の意見を直接伝える機会と

❻動作環境（ＰＣのスペッ

アドレスを記入する欄が無

体及び乳業メーカーで構成

１月

輸入枠について在庫見通し

して非常に有意義と考えて

ク、ＯＳのバージョン、エ

いため、空いている箇所に

する（一社）Ｊミルクから

月

年度の

これらの状況を踏まえた上

を基に、バターは前年度同

このため、国は

年

おり、また、現場の実情を

作不能になったパソコンは

クセルのバージョン、メモ

記述していただく（無けれ

、

年度とも回復・増

産は、表に見る通り北海道

は

たものと評価している。一

等の意見を述べました。

大に努力していただきたい

と生産者には国内生産の拡

方で、国産バター等に対す

が、需給の安定につながっ

実施していただいたこと

国内の流通状況の調査等を

る需要は強いことから、国

踏まえて輸入手法の改善、

の１万３千トン、脱脂粉乳

使用せず、替わりに他のパ

リ容量など）について、何

ば フ ァ ッ ク ス 番 号 ）。 注 文

❶ソフトの販売時期（

ような舗装等）

と十分意思疎通を図り共通

入場者の強い要望に応える

だくとともに、より入場者

られる水準とする。

トに関しては、最新の２０

様な価格での業界専用ソフ

いします。登録していたＰ

セルのマクロ機能を使用し

いる。ご注文は事務処理も

菓子業界専用栄養成分計算ソフト【Ｑ＆Ａ】

１７年版（「２０１５年七

トの作成を検討したいと思

Ｃが動作不能になった場合

ていますので、他のソフト

あるため、なるべく７月

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

用栄養成分計算ソフト」の

訂」の更新版）を出荷する

います。

には、ＣＤは残りますので、

ではエラーが出る可能性が

回答

ソコンを使用するとの考え

か 制 限 等 あ り ま す か。（ エ

現在独自行っている

審査の公平、公正を期す

菓子博は、元々菓子業界

とともに、少しでも参加費

２、自治体との関係

て、消費者の「見たい、食

用を捻出するためには、会

すべきなのは、入場してい

べたい、買いたい、作って

ただいた多くの方々に、入

に過ごしていただく観点か

みたい、知りたい」という

らず、我が国の菓子文化、

認識を形成しておく必要が

ら、天候等を勘案し適切な

お菓子の持つ役割、菓子産
による博覧会であり、業界

時期を主催者が決定する。

場してよかったと満足して
ある。

業の現状に対する国民の理

３、事業規模

独自で開催していたが、１

み、全国菓子めぐり館にお

９８９年（平成元年）に松

的な見直しを行ったところ

いただくことであり、今後

に楽しんでいただくため、

とも、消費者志向を強め、

場における菓子の販売の拡

解を広めていただき、我が

要望を充たし、入場者にと

国の食文化、食生活の向上、

５、開催日数

いては、菓子そのものを見

近来、菓子博は開催の都

ていただくことを旨とし、

江市で市制１００周年記念

であり、今後もそれを基本

来場した消費者のお菓子及

に実施するべきである。

ひいては菓子産業の振興に

より多彩なテーマで品揃え
展示する菓子の鮮度維

したり、入場者による投票
持、労力の提供、施設の管

販売の形態については、

度事業規模の増大がみられ

充が必要となる。

るが、その時々の経済・社

って支出に見合う満足が得

回大会以降、開

行事とのタイアップで開催

菓子の性状等により困難な

された第

場合にあっては少なくとも

びお菓子文化を「見たい、

また、必要とする経費等

写真を添付する等について

食べたい、買いたい、作っ

を考慮の上、賞状の大きさ、

資することを目的とするお

等を実施するなど、内容や

スタイル、楯など受章者の

菓子の祭典として１００年

これまでの経験も踏まえ、

展示方法等について工夫す

７、菓子業界の参加の仕方

る必要がある。

工夫を凝らす必要がある。

理等の面を考えると現状の

大手流通業者に委託、出展

喜びとなるよう工夫する必

方針を説明し、了承されま

会の状況や開催地域の事情

団体（県またはブロック単

⑵各菓子工業組合の陳列規

要がある。

した。

予定ですが、その後の更新

❸ラベルソフトのプリンタ

新たなＰＣにインストール

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

催地自治体との共催が慣例

ｄｏｗｓ７以降、ＥＸＣＥ

位）で実施等経費捻出の観

模

１万３千トン、脱脂粉乳で

事前予約を受け付中だが、

サービスは含まれていませ

ーと連動できるのか。東芝

して頂く形になります。動

くるファイルはエクセル

方であり、このＰＣが１ユ

クセル２００３やウィンド

とから、全国レベルでは減

一方で、これを補うため

97.1

てみたい、知りたい」とい

メールアドレスはユーザー

Ｌ２０１０以降のもので

点から工夫が必要である。

３万４千トンの枠を設定し

組合員より多数、質問があ

ん。ただし、今回のソフト

テック・イシダ等メーカー

タを入力することが可能と

（表）なので、使用プリン

ーザー分としての扱いとな

生乳及び牛乳製品の需給見

少を続けています。

101.6

余の歴史を刻んできてい

制限とは、関係ありません。

す。Ｗｉｎｄｏｗｓ７、Ｅ

平成 年度のバター及び
脱脂粉乳の輸入枠決定

ったので、次のようなＱ＆

には、各自によるデータ追

対応についてどうか。

なっています。また、㈱デ

ターがエクセルを取り込め

ります。

書が無い場合は、各都道府

通 し が、（ 独 ） 農 畜 産 業 振

99.5

ー容量であれば問題ありま

販売）を前倒しできないか。

加機能があるため、これを

回答

リコに更新をお願いするこ

るのであれば連動は可能で

ウズＸＰでの動作の可否、

県菓子工業組合に問い合わ
せていただく。

30

フトでも動作するのか。

例えば、４月を第一の締切

使用して、必要な更新デー

菓子原料の追加データの収

とも可能ですが、その場合

す。なお、設定はプリンタ

メモリの推奨容量等）

97.9

なった時の予備として）。

りにして５月に販売にする

集作業、㈱デリコにおける

は個別対応になるため料金

回答

100.5

ことができないか。

当該データの検証作業等を

が割高になる見込みです

社内の複数枚購入の場合

30

計算結果として出て

考えると、販売の前倒しは

ー側で行って下さい。

は、同一で問題ありません。

説明によると国内生乳生

困難です。ご理解をお願い

（市販ソフトでは数万円と

❹１ソフト・１ＰＣとなっ

※メールアドレスですが

致します。

ているが、２台以上に登録

興機構からバター等の輸入

の こ と ）。 し た が っ て、 ソ

99.3

30

フトの更新の必要性を検討

動作環境は、Ｗｉｎ

30

29

21

❷７訂データが変更された

（対前年比：％）

このような菓子博の意義

となっている。

44

10

時、その更新は行えるのか。

生乳生産量の地域別動向

26

1

29

北海道 都府県

年度
全国
（見通し）

29

12

13

30

10
10

第947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）

（３） 平成30年２月15日

信州りんごを発信
株式会社二葉堂
ます︒長野県はりんごの産
地として︑青森県に次いで

㈱二葉堂は長野県の北部

ました︒

の製品に挑戦︑発売してき

に着目し様々なりんご素材

の特産品である﹁りんご﹂

工房ＢＥＮＩ︱ＢＥＮＩ﹂

イ専門店﹁信州りんご菓子

の仲見世通りにアップルパ

さらに昨年４月︑善光寺

年始は大晦日の夜からお正

さに戸惑いながらも︑年末

と閑散期のギャップの大き

めてということで︑繁忙期

株式会社二葉堂です︒

店舗を展開する

方々の努力により甘くシャ

い ま す︒ そ し て 生 産 者 の
す︒創業は古く江戸期文化

和洋菓子併売の菓子店で
近年ではりんご素材の商

をオープンしました︒こち

月三が日で約５５００個を

エリアに

州りんご﹂と連想される方

売上げ︑毎日朝から行列が

全国２位の生産量を誇って

信州信濃といえば﹁国宝

できる嬉しい悲鳴のお話を

伺いました︒オープンから

らは善光寺に参拝にお出で

わずか

になるお客様にその場で又
は食べ歩き用としてアップ

まだまだ未知数の店舗です

品を広く県内外に発信する

ルパイを召し上がっていた

とともに︑観光マーケット
にも参入しその拡販に努め

だくというコンセプトの店

元年︵１８０４年︶とお聞

子製造部門を受け持つのが

３年ほど前︑北陸新幹線

ているようです︒

が︑将来が楽しみな業態に

きしました︒㈱二葉堂の菓

グループ会社の二葉屋製菓

舗です︒店内に３段差しの

キシャキの高品質なりんご

今回ご紹介するのは長野

株式会社です︒二葉屋製菓
延伸に伴うＪＲ長野駅ビル

が毎年出荷されております︒

県長野市から﹁信州りんご﹂

年程前から信州

が大勢いらっしゃると思い

をお菓子に託して発信して
㈱では︑

カ月ということで

いる地元老舗菓子メーカー

歴史と心構え〜菓子博を終

に︑三重と徳島との深い関

うエピソードをかわきり

からお納めいただいたとい

があるということで︑徳島

島県の吉野川沿いに白い石

では手配できなくなり︑徳

界へと伝えていくことこそ

元の魅力を日本全国へ︑世

ていないことを痛感し︑地

けて地元の魅力を伝えきれ

しながらもまだまだ外へ向

１２００年もの歴史を保持

して︑大変ご多忙の中貴重

この場をお借りいたしま

くのお客様をお迎えできる

のこもったおもてなしで多

年のオリンピックでも︑心

えていくことが︑２０２０

ます︒そしてその魅力を伝

くださるそうです︒

り﹁お土産﹂にとお買上げ

素材には興味を持って下さ

した︒やはり観光客は地元

たお客様に大人気となりま

を投入︑観光客を中心とし

り合わせた﹁りんご小径﹂

んごとバームクーヘンを取

ＡＨＯ﹂に出店し︑信州り

２Ｆお土産品フロア﹁ＯＲ

の全面リニューアルを機に

徳島県菓子工業組合・菓

にありがとうございました︒

り御礼申し上げます︒本当

ただきました濱田様へ心よ

なお時間を頂戴し御講演い

観光地エリアへの出店は初

ンジしたということです︒

従来とは違う業態にチャレ

しでも対応できるように︑

都市のマーケット縮小に少

と︑少子高齢化による地方

水隆雄氏にお聞きします

菓株式会社代表取締役の清

いう新業態です︒二葉屋製

てホカホカをご提供すると

オーブンを設置し︑焼き立

市

ガーデンホテル千葉︑千葉

︵ 株 式 会 社 デ リ コ ︶︑ 三 井

念講演︑講師・武田正貴氏

平成

日に徳島

も精進したいものです︒

菓子製造販売に携わる我々

が望まれます︒地方都市の

全体の活性化に繋がること

発信することにより︑地域

方の名産品・素材を全国に

・二葉屋製菓㈱のように地

違いありません︒㈱二葉堂

のではないかと思います︒

おり︑そこで人々を癒す和

和菓子の美しさを徳島の地

年素晴らしい作品を通して

もお披露目されました︒長

れた︒

田巖氏は２月７日に逝去さ

徳島県菓工組元理事長多

子屋の仕事委員長・吉田恵
子

而して告別会は２月
日︑徳島市・ベルモニー会
館蔵本でしめやかなうちに
も盛儀にとり行われ︑業界
関係者多数が焼香した︒

日︑東菓工・協

行事予定
２月

市

２月

日︑菓子技術講

日〜

日︑春の

３月６日︑菓子研修会︑

県地場産業センター︑甲府

・山梨県菓子まつり︑山梨

山梨県地場産業まつり

２月

㈱カリョー３Ｆ︑福井市

氏︵御菓子處絹笠工場長︶︑

習会︑講師・前野欣司

福井

地元の魅 力 を 世 界 へ 伝 え る
年１月

県菓子工業組合の新春講演

講演冒頭で︑濱田様から

われました︒

菓子の役割があって︑全国

から多くの人々にお伝えし

力会新春講演会︑講師
・石川顕氏︵フリーアナウ

日︑第９回関東

ン サ ー︶︑ 上 野 精 養 軒︑ 台
東区
２月

甲信越ブロック大会記

25

回全国菓子大博覧会にお

強する機会となりました︒

敬 弔
徳島県菓工組元理事長

へ売り歩くよりもこの地に

てこられたことは︑徳島に

展と全菓連傘下組合の組織
〜

年春には黄綬
年秋には旭日双光

また︑平成
褒章︑

章を受章されている︒

23

23

会が開催され︑講師に︑第

菓子博では︑実際にやっ

同日の新年互礼会におき

年に一度の

ましては︑当組合会員で現

伊勢神宮では

てみなければ顕在化しない

いて実行委員長を務められ

ことや︑お伊勢参りをされ

代の名工にも選ばれている

遷宮の際に昇殿に敷き詰め

る方々は当時１日８里︵約

谷﨑勉さんの黄綬褒章受章

られる御白石が三重県だけ

新春講演会

山梨

23

た株式会社赤福顧問の濱田

20

30

典保氏をお迎えし﹁赤福の

㎞︶歩かれて参拝されて

もっと足を運んでほしいと

多田巖 氏逝去

の想いからおかげ横丁も発

とっても大きな財産といっ

化に尽力され︑平成

16
年に全菓連監事を務めた︒

10

３月６日︑地産地消﹁富

加茂市

員︶︑県食品研究センター︑

食品研究センター専門研究

講師・本間紀之氏︵県

新潟

ンテラス富山︑富山市

養 学 科 教 授 ︶︑ ホ テ ル グ ラ

子氏︵富山短期大学食物栄

動セミナー︑講師・深井康

山の旬﹂応援団支援活

富山

故人は中小菓子業界の発
展したとのお話をとても興

しても︑和菓子が作られ︑

全国どの土地におかれま

ても過言ではありません︒

日本の四季の美しさを菓子

徳島は四国八十八ケ所の
発心の地︑第一札所がある

という世界に表現されてい

10

19

21

味深く拝聴しました︒

ことから１年中を通してお

15

東京

千葉

32

遍路さんをお迎えします︒

14



理事・赤川和弘

長野県菓子工業組合専務

えて〜﹂と題した講演が行

が現在の和菓子屋にとって

長野駅ビルに出店

10

の使命であることを深く勉

30

わりについて楽しく講演が

焼き立てのアップルパイ
始まりました︒

新春講演会開催

善光寺﹂
﹁そば﹂そして﹁信

10

野
長
島
徳
27

平成30年２月15日 （４）
（毎月 15 日発行）
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組合外史 盛立会のこと
う官位を受領しています。

虎屋大和大掾藤原伊織と言
その運動が全国に広がり、

ち早く廃止運動も起こり、
対して様々な景品を提供し

ていたようで、小売業者に
かれた景品箱があり、それ

懸」「原檜」「住吉山」と書

ますので、ご披露申し上げ

貴重な資料であると思われ

よります。業界にとっても

務めていたと話したことに

事長・豊下正良

大阪府菓子工業組合副理

る次第です。

を貰い受けたものです。（参

その切掛は母方の祖父の

考画像）

葬儀で、わたくしの曽祖父

ていたようです。戦後、豊

親戚に、菓子小売業を営ん

が何代目かの盛立会会長を

下に嫁して来た母の実家の

でいた檜原と言う家があ

十一年の歳月を経て同二十

り、その蔵に「會立盛」「賞

九年二月に廃止されるに至

菓子屋にとってそのよう

そして文献により確認でき

に「大阪菓子仲間組合」と

な厳しい情勢の中、江戸時

るものでは、安政五年八月

言う公益組合が設立され、

大阪の菓子業界を牽引
目的に据えた組合は、日本

申合規約及び総代・取締を

明 治 ～
昭和初期

各地においても誕生し、廃

りました。

明治の半ば頃その会は産

止され、再編されを繰り返

菓子教室で留学生交流

京都府菓子工業組合青年部

高校（北区）の生徒と、オ

その後練り切りを食べなが

ャーのもと一緒に作った。

る練り切りを青年部レクチ

が、これをきっかけに和菓

は練り切りのみであった

作った。今回作った和菓子

を掛け合いながら和菓子を

ながらも生徒と留学生が声

お互い通じる言葉が少ない

は同校の生徒も初めてで、

たが、練り切りを作ること

こと自体初めての生徒もい

•••••••••••••••••••••••••••••

ひ わら

まれました。盛立会と言う

代後期から菓子関連業者が
集まっていた大阪の松屋町
では、卸売業者が勢力を強
めて行きました。それに対

れらの組合が新政府の命で

しかし、明治五年にはそ

定めています。

実益組織です。公益を中心
して現在に至
っています

廃止されました。以降、陳

が、実益を中
心目的に据え

― 紫野高校にて ―

ーストラリアからの留学

子に興味を持ってもらえた

し

して危機感を抱いた雑菓子

れ、さらにそれらに大同団

ら、青年部上田孝博氏によ

ら嬉しく思う。

が

屋など、製造卸が主体であ

結の機運が生まれ、同二十

る組合の活動紹介から菓子

日、京都市立紫野

し て「 雑 菓 子 商 組 合 」「 餅

生、ホストファミリー含む

のルーツに至るまで、菓子

月

饅 頭 商 組 合 」「 砂 糖 漬 物 商

名の参加のもと、京都

ざ

情を重ねて明治七年三月に

った業者に三結社が生ま

る菓子屋に関

四年四月に盛立会が結成さ
約

や

いと思います。 「大阪菓子商組合」が設立

た組織は珍し

され、同時期に準則組合と

連する同業組
組合」も設立されました。
れました。これによって卸

大阪におけ

織の記録は多
ところが、贅沢品と見なさ

ん。古くは土

布告され、菓子業界は全国

八年七月一日に菓子税則が

れた菓子に対して、明治十

事により、多数の業者が移

昭和八年の松屋町筋拡張工

物を申せる環境が生まれ、

売業者主導から製造業者も

リエ校と交換留学を続けて

同校はシドニーのシュバ

子教室を開催した。

府菓子工業組合青年部の菓

にまつわる講演を行った。

受領があり、

と記録にあります。そのよ

しく、多くの廃業者が出た

に大阪での運用は殊の外厳

た。この盛立会が隆盛な頃

り発展的解消に至りまし

転を余儀なくされた事によ

この日は京菓子の１つであ

間ホームステイしていた。

紫野高校の生徒宅に約２週

おり、今年は

切りを作ることが初めて

作った。参加者全員が練り

― 東本願寺渉成園にて ―

婚活パーティで菓子教室を開催

京都府菓子工業組合青年部

部広報・武中俊樹

京都府菓子工業組合青年

くはありませ

御門家による

的に打撃を被りました。特

例えば鶴屋八

には様々な販促活動がされ

留学生は和菓子を食べる

と言った官位

「大掾」「小掾」

幡の前身であ
うな事から、同九月にはい

名の生徒が

る虎屋伊織は

るといわれる通り商品やサ

成園内にて開催された婚活

で、参加者同士で作り方を

使用し続けてこそ価値が生まれる

ＡＮＡ京都クラウンプラザ

について、また平成４年よ

標権が及ぶ範囲や類似商標

あと指定商品における商

や注意点、

取扱い方法

ては、その

商標につい

の地域団体

解されていない所も多いの

まだまだ商標は複雑で理

した。

合員の関心の高さが伺えま

ての活発な質問があり、組

及ぶ範囲やその影響につい

質疑応答では、商標権が

子が子どもと親との会話の

に持って帰った時にはお菓

とで和菓子職人と小学生の

けでなく、お菓子を作るこ

だの食べ物としての存在だ

を行う時には、お菓子がた

者同士の会話のきっかけ作

時間の中であったが、参加

がった。

ち等、和菓子談義に盛り上

くい和菓子の歴史や成り立

月

ホテルで開催致しました。

り導入された役務商標につ

今後の活用

部は

今回の研修会は京都商工

いての説明も頂きました。

方法をお聞

分と限られた

最後に商

を、組合でもしていく必要

し踏み込んだ商標の勉強

菓子がなれれば嬉しい」と

コミュニケーション役にお

子教室も参加者の皆さんの

っていきたい。

ニーズに合わせた事業を行

行事のなか

標は使用し

性を感じました。

長・横山長尚

人ずつ集まるテーブルに青

部広報・武中俊樹

16-T24464

平成29年3月作成

※このご案内は全国菓子工業組合連合会 PL 保険制度の概要を紹介したものです。
保険の内容はパンフレットをご覧ください。
詳細は契約者である団体の代表者に渡してあります保険約款によりますが、
ご不明な点がございましたら代理店にお尋ねください。

「盛立會」と書かれた景品箱

ービスと共に成長し、使用

パーティの一つの行事とし

確認し合い、また小学校で

年部員が１人ずつ対応し、

次に京都

し続けてはじめて権利や価

てお菓子教室を行った。は

の開催時には話題になりに

京都府菓子工業組合青年
府菓子工業

値が生まれてくるもので、

じめに青年部島田部長より

会議所との共催で、商標に

この役務商標は菓子を販

りになった。今後も様々な

新年研修会

組合で取得

ブランドを構築していく上

「普段、小学校で菓子教室

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

している、

ではなくてはならないもの

練 り 切 り の「 桜 」「 菊 」 を

「京菓子」

であります。

年１月

日に東本願寺渉

標が登録できるのか具体的

せんべい」

「京飴」「京

催

な例を挙げて説明を頂きま

開

京都府菓子工業組合では

した。

商標についての研修会を

日（月）に

平成

ついての研修会を、みのり

売するサービスに対して屋

きっかけになる。今回の菓

新年会並びに新年研修会を

特許事務所より所長で弁理

きしました。 で、引き続き今後はもう少

婚活パーティ内の様々な

士の徳岡修二様にお越しを

号などの名称を登録できる

なければ取

交流に繋がり、お土産で家

名参加の

もので、会社名などはある

り消しをされる場合もあり

頂き、組合員約

程度の地域でしか同一名称

ますが、商標は生き物であ

もと約１時間の研修を行い

ているお店には必須の商標

ました。

を使えませんが、この商標

と言えます。

京都府菓子工業組合青年

まず初めに、商標とは何

で登録すれば全国で適用で

挨拶の後、男性女性が各３
きるので、全国展開をされ

京都府菓子工業組合理事

かの説明から始まり、登録

－365 日 24 時間のサポート体制－
東京海上日動のサービス体制なら安心です。
事故のご連絡・ご相談をフリーダイヤルで承ります。 ○事故の受付・ご相談
いざというとき、全国どこからでも、ご利用いただけます。 ・受付時間：365 日 24 時間
・受付：フリーダイヤル 0120-119-110 “事故は 119 番 -110 番”

※本制度にご加入できる方は、全国菓子工業組合連合会の組合員に限られます。

事故受付
サービス

※この保険は全国菓子工業組合連合会が保険契約者となる団体契約です。

☎03-5781-6577

東京都港区南青山 5-12-4

引受保険会社：東京海上日動火災保険株式会社／〒108-6111

製造・販売を行った食品に起因して健康被
害等の発生またそのおそれがある場合に、
その被害の発生または拡大の防止を目的
として回収等の措置を実施することによ
り生じた費用を補償します。

食中毒の発生により営業を阻害され、また
は休止を余儀なくされた場合、休業期間中
の喪失利益（営業利益＋経常費）等を補償
します。

12

（オプション）

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

（オプション）

（オプション）

☎03-3400-8901

東京都港区港南 2-15-2 品川インターシティー B 棟 11 階

取扱代理店：全菓連共済ビルヂング株式会社／〒107-0062

資料請求・お問合せ先

（リコール費用担保特約）

5.リコール（回収）費用保険

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

16

4. 施設賠償責任保険

（食中毒利益担保特約）

12
50

商標についてどのような商

50

3. 食中毒休業補償保険

（オプション）

13

＋

2. 初期対応費用担保特約

12

組合員の皆様が販売提供した飲食物により、お客様に身体の障害（食中毒や病気・ケガ）を
与え法律上の損害賠償責任を負ったことで被る損害を補償します。

1. 生産物賠償責任〈PL〉
保険（基本加入）

制度の概要

15
70

● 更新申込締切日：平成29年3月31日
（金）

※中途加入は随時受付いたします（
。お申込日の翌月1日から開始となります。）

● 保険期間：平成29年7月1日午後4時～平成30年7月1日午後4時
〈1年間〉

● 新規申込締切日：平成29年5月26日
（金）
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京
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（５） 平成30年２月15日

「全国菓子工業組合連合会PL保険制度」のご案内

◇大切な商品にPL保険をご契約頂くことで『大切なお客様』と『皆様のくらし』を守ります◇

土佐文旦 菓 子 に 新 食 感
「もちっと土佐文旦ゼリー」

作品が完成いたしました。

たび無事にそのお菓子の試
で、１つは「もちっと土佐

公開された菓子は２種類

す。

月

その開発製品の公開セミ
ナーとした発表会の
日には、県・市他の食品加

文旦ゼリー」という文旦の
大きな〝実〟が入っている
工業者約

高知を代表する果物の一つ
である「土佐文旦」を使用
ことが特長のゼリー菓子で

名が参加。組合

したもので、試作を重ねパ

産物となる加工菓子の開

昨年の５月に「新たな土
を進めている開発事業が最

県菓子工業組合が取り組み
で皆様に提供できる運びと

ッケージも決まりましたの
ランチピール」という文旦

す。２つ目は「土佐文旦ク

開発にいたるまでの経緯、

氏、小笠原氏両名より商品

より開発に携わった刈谷

製造工程の説明等のお話を

の皮を原料にした一見金平
糖風の新食感菓子になりま

日に発

月

表会が開催されました。
それぞれお聞
かせいただき
ました。両氏
が大変ご苦労
の上に開発に
取り組まれた

塚
軍
小
小
斉
川
組

本
司
信
松
国
輝
藤
口
雅
合 員 一

高
幸
彰
也
稔
丈
同

秋田県菓子工業組合
理 事 長

同

副理事長

同
専務理事
事務局長

秋 田 市 卸 町 三 ― 二 ― 七
㈲酒井商会二階
〇一八（八六五）三五三六
〇一八（八六二）七〇一五

だき、ぜひと

味わっていた

の皆様方にも

お菓子を県外

この二つの

で地産外商に貢献できるよ

け、更に積極的に取り組ん

子開発にバックアップし続

場の特産果樹を使用した菓

た、当組合もこれからも地

るよう願っております。ま

しい土産物」に育てて下さ

額の件も含め随分優遇され

局長・森下広和

いたします。

てこられた両名の方に感謝

と思っております。

う努力していかなければ…

電 話
ＦＡＸ

も高知の「新

就いていない若年者を対象

ているように感じる。一概

様子がうかが

を押されたこともあるが、

に半年間の職場体験実習を

えました。

歳未満の２級、

高知県菓子工業組合事務

今回の菓子の開発に携っ

という問題に直面した。一

今年度は

土佐文旦クランチピール

請が１件あったということ

級技能士の資格が検定委員

もちっと土佐文旦ゼリー

お知らせしましたが、この

なり、昨年の

「土佐文旦クランチピール」

15

終段階まで来ていることを

に掲載いただいた折、高知

15

技能検定実技試験実施

平成 年
度 後 期

助員１名の推薦依頼ととも

う技能検定委員２名及び補

開発協会より主に審査を行

士の推薦が望ましい」との

会から「出来れば一級技能

の必須条件では無いが、協

れたため受け易かったとの

数料が９，０００円減額さ

３級の受検者は実技試験手

ク」と題して様々な職種の

年生を対象に「キッズワー

行ったり、小学４、５、６

ならないが、この条件の良

転職しないと言うことには

に資格を持てば違う業種に

１名から試験実施 若手職人育成へ
が実施された。今回は２級

いうちに一度チャレンジし

日（月）大分

てもらい、経験を積み自信

去る１月

仕事を学ぶ場を提供した

に繋げることで、菓子業界

り、ものを作る人材の育成

で高みを目指す若者が増え

こと。受検手数料はこれま

にはかなり力を入れていた

ることは十分考えられる。

で学科試験の手数料と合計

ので、今後も職場定着率を

声もあったので、なんとか

で２１，０００円だったが、

上げる目的の事業は続いて

最終的にはベテラン技術者

一気に１２，０００円に下

に、以前に３回ほど和菓子

に協力してもらい試験も無

がれば、この機会にチャレ

一級実技試験を行った当組

年先

事に終えることは出来たの

を受検希望の大分市在住の

合の研修室で試験を実施し

だが、今後

しかし、検定委員の選定

している可能性が高く、い

菓子一級技能士の方は引退

場合に県下のほとんどの洋

に試験を実施しようとした

はないが減額制度の実施期

で、あと何年続くか定かで

るケースも考えられるの

める会社が全面的に協力す

現れるのは必然であり、勤

ンジしようと考える若者が

で受検希望者のモチベーシ

か実施が確定できないせい

試験が実施できず、なかな

揃わないと経費等の問題で

れまで３名以上の受検者が

験においても、当県ではこ

いくと思われ、技能検定試

広く周知し、将来的にはベ

よう技能検定試験の概要を

級技能士が一人でも増える

いる現在、まずは２級、３

不足が深刻な問題となって

の検定委員に推せる人材の

組合員の減少と洋菓子製造

年先、

たいと言う要望も聞き、検

にとりかかってみると、前

ざ受検を希望する者が現れ

間中は若手職人のプロ意識
れており、その時の検定委

ような残念なことにならぬ

を高め、将来の指導者及び

ョンが保ちにくい状況にな

テラン技術者の協力と指導

実施から

員は既に現役を退いている

の下で一級を取得するまで

する。

若手を育成する流れに期待
ば実施することになるな

ることもあったのだが、今

ど、過去の受検者と比べる

回から１名でも申請があれ
元々若者の職場定着率が

と、これからの受検者は減

検定委員等となる技術者を

低いことから数年前から国

育てるチャンスとも言える。
ちなみに今回の受検者に

が経費を助成し学生や職に

よう今のうちに手を打つべ

申請のきっかけを尋ねる

き案件と言える。
級技能士の資格を持った者

と、勤務先の店長から背中

ため勝手がわかる者がいな

が少なく、候補として推薦

局長・早瀬大雄

大分県菓子工業組合事務
できる人材が不足している

い上に、組合員に洋菓子一

16

こととなった。

回の洋菓子技能検定試験の

た際に、検定委員がいない

20

理由で他県での受検を促す

10
年もの歳月が流

準備まで当組合で協力する

定委員の選定から材料等の

若きパティエシエからの申

技能検定実技試験

県菓子工業組合研修室にて

29

洋菓子の技能検定実技試験

35
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発表会

11

で、窓口である県職業能力

〒010-0061

11

発」と題して菓子工業新聞

60
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大
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第947号

年間愛されるお菓子＆お店

蟹江町 ㈲パリジャン

鉄富吉駅近くのテナントで

今の本店から少し離れた近
様をとりこにしています。

一円、及びその周辺のお客

だけで作った単純なお菓子

に、スポンジと生クリーム

べられることをコンセプト

ゃくちゃおいしかった」と

たものを食べた時に「めち

ションケーキを作ってくれ

い５歳の時、家でデコレー

流れが自分の家とは全然違

出るが、その店での仕事の

り合いの店へ３年半修行に

大学を卒業し、先代の知

つは人を育てれん」と口癖

大好きで「花を育てれんや

修業先の社長は花がとても

るまで実行し続けた。また、

色々なことを学ばなければ

先 代 か ら は、 ま だ ま だ

え、社長に就任しました。

の時に先代の突然の死を迎

ャン」に関わりのあった諸

ト、家族、そして「パリジ

員、パートさん、アルバイ

やっていられるのは従業

れました、と自信に満ちあ

で、食べやすさを追求し、

ふれた返答でした。

この名品「パリジャン」は、

トップになって店の舵取り

先代社長が考案し、今でも

をして行くには越えなけれ

オープンされ、７年後には

にもとても厳しく、３年間

今の本店となる蟹江店を、

技術というより人間として

先輩の支えの元でやってこ

が、自分が何の為に修行に

ならなかったのに、自分が

来ているのか、と自問自答

のように話していた。挨拶

先代がバラや動物を上手に

っていたので戸惑い迷った

作ってくれて感動し、とて

いう想い出や、粘土遊びで

を汚さずに食べられること

袋に入れることによって手

から生まれました。

年

このお店には、創業以来

ばならない山がいくつもあ

頭武司

愛知県菓子工業組合・鬼

の有り様を教わったとのこ

円からスタ

し「よし、一番に仕事に入

値段の方も

しまえば今こうして元気で

年が経ち、過ぎて

もうれしかったという記憶

生地の配合も変えずに

売り続けているロングラン
先代社長の「パリジャン」

歳

ったが

歳で実家に戻り、

とです。

年経った今でも

自然と先人に感謝して

な城下町に当店はありま

ントにつながっており、お

品質向上、新商品開発のヒ

１土曜日、日曜日には商工

まで作られます。２月の第

が、

選」「平成の名水百選」「水

す。私は三代目として、菓

菓子は原因と結果、自然の

の郷百選」などに認定、選

福井県の東部に位置する

子専門学校を卒業後、関東

会 議 所 協 力 の も と、「 で っ

な ヒ ン ト が あ り、「 材 料 の

大野市。最近では、雲海に

など数店で修業をさせて頂

ち羊かんまつり」が開催さ

特 性 を 考 え る 」「 乳 化 さ せ

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

う」と決意し、修行が終わ

っていちばん最後に帰ろ

ートし、

がケーキ屋さんとなってか

１２０円という「おやつ菓

らは、毎日工場に入っては

先代が独立し、自分の家

が今でも深く残っている。

尾張中央道沿いにオープン。

ト大会の準備でお忙しい

への思い入れは、まず小さ

洋菓子協会主催のコンテス

中、お時間を頂戴してお話
ヒット商品、その名も店名

い子供からお年寄りまで食

今回は、名古屋の西隣の
蟹江町に店を構える㈲パリ

を取った「パリジャン」が

前と同じ製法で作り続けて

ジャンさんをご紹介させて
を聞かせていただきました。

店の大黒柱となって、蟹江

いる逸品です。

いただきます。２代目社長

月、
子」には最適

卵を割ったりしてお手伝い

になってからは俄然やる気

越

法則によって創生されてい

回（市内

定される名水の郷とも知ら

になって、学校が休みの日

城が浮かぶ「天空の城

きました。修業時代は店で

ると感じております。

２日間で来場者約２万人、

る」「麩を出しやすくする」

には１日中工場に入って他

前大野城」が、テレビ・雑

の仕事の他、研究会や幾多

催されました「お伊勢さん

カップ入りが約２万５千個

れ、その名水を使った「で
さて、こん

っています。

の職人さんに混じってでき

誌等でも取り上げられ、頭

の先生方と接することがで

菓子博」では、当店のお菓

奥越菓庵やまうち

な順調にお店

る仕事をしていたそうです。

に浮かぶ方もいらっしゃる

き、和菓子の基礎や知識、

子が農林水産大臣賞を受賞

っち羊かん（水ようかん）」

を経営されて

しかし、先代は工場の中

のではないでしょうか？人

意匠など何でも習得せん

など、何気ない話が商品の

いる２代目、

では他の従業員と同じ目線

口は３万４千人程ながら、

と、充実した日々を過ごす

「卵の気泡を安定化させる」

和也氏がこの

で自分を見て、褒められる

北陸の小京都として、歴史

月頃から翌年３月頃

世界に入った

こともあるが怒られる時は

・文化・伝統が息づくそん

れ、
きっかけは、

目一杯怒る厳しい父であり

年に開催された第７

店舗参加）では、

の他、箱入り１枚流しや名

そんな流れの中、昨年開
先代がまだ他

師でした。

することができ、大変栄誉

ロ入り）を食した後同商店

ラ キ ラ 丼 」（ イ ク ラ、 マ グ

幸がふんだんに入った「キ

営業にこぎつけ日々の生活

「旧さんさん商店街」での

思いますが先ず仮設店舗

並大抵の事ではなかったと

す。又ロールケーキ（チョ

土産品になっているようで

た。南三陸志津川銘菓のお

アイ伝説」の焼き菓子でし

に飛び込んできたのが「モ

並べられその中でも一際目

の先生方の話の中には色々

せて頂きました。講習会で

イベント等のお手伝いをさ

し、年数回の技術講習会や

創設メンバーとして参加

士会を創設。私は両会とも

になりました。

作ったお菓子で、大変自信

の特性を自分なりに考えて

ヒントを参考に、油脂ごと

脂を使うなど、講習会での

思っております。

恩恵と、先人からの賜物と

これひとえに、自然からの

なまつりとなっています。

ン類

街内に店舗を構えました

の中で２年くらい前に南三

コ、生クリーム味）も美味

要な器具類の調達に動き、

「㈲雄新堂」さんを訪ねま

陸町を訪れて下さいました

わらず阿部さん

ない状況にも関

と諦めざるを得

んは山形で修行中とのこ

を構え後継者となる息子さ

さん商店街」に店舗と工場

は四代目としてその「さん

㈲雄新堂の阿部雄一さん

おりました。

未だまだ復興工事が続いて

大活躍中、しかし旧町内は

の一助を担いイベント等に

藤あや子

青年部会直前会長）

浩一（福井県菓子工業組合

奥越菓庵やまうち・山内

ております。

らも歩んでいけたらと思っ

に感謝を忘れずに、これか

でも恩返しし、自然の恵み

る者として、わずかながら

を、和菓子を生業としてい

伝授してこられた和菓子道

の先人の方々が築き上げ、

匠にも師匠がと和菓子業界

私にも師匠がいる。その師

私の父にも師匠がおり、
天皇・皇后陛下さまにお励

は奥様と手を取

と、取り扱っている和洋パ

ま た 大 野 市 は、「 名 水 百

お正月の忙し

かったです。

した。

ましの言葉をかけて頂き大

アイ像５体が送られてきた

い時期にお伺い

そうで、海越えて南三陸と

（南米チリ）イースター

そのころ県菓子組合の理

絆を結び、町の希望のシン

変光栄でした。とお話下さ

事及び南三陸支部の支部長

ボル「モアイ像」は観光地

したにも関わら

に就任され組合発展等にご

応対して頂きま

尽力下さっております。

り合い復興に向

宮城県菓子工業組合・佐
け菓子造りに必

した。
津波で全財産

島より震災から２年後にモ

阿部雄一さん

を失い通常です

いました。

30
ず優しく親切に

された新しい商店街で海の

ことが出来ました。実家に

そして商店街も高台に移

受けました。

産品・特産品なども売られ、

高台に災害公営住宅として
建てられ被災された方々の

り昨年の３月オープンの

オ ク ト パ ス 君 」（ 志 津 川 産

一部が昨年入居されたよう

又南三陸町役場もやはり

の 蛸 の 水 揚 げ 日 本 一 ）） に

㈲雄新堂
れました。元の町内は嵩上

高台に新庁舎が完成し復興

「 さ ん さ ん 商 店 街 」「 蛸 の

被災から７年になりま
げの工事中で迷路を縫うよ

迎えられ現在

です。

す。沿岸部で未取材であり

事業に一区切りついた感を

28

㈲雄新堂の四代目

店舗で構成

うに通過、被災者の住居は

モアイ伝説

ました宮城県南三陸町を訪

蛸のオクトパス君

こぶし

東日本大震災復興だより （南三陸編）
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15

食文化発信事業として盛大

年

な値段でお客

17

店でお仕事を

11

29

お店の創業は、先代社長
のお父様が昭和

様に喜ばれ、

31

80
されていた幼

をしていたが、中学一年生

26

43
売上の柱とな

井

福

の松田和也様には、愛知県、
岐阜県、三重県３県合同の

〒 497-0055

店舗データ

（蟹江店）

なことと思っております。

２代目社長の松田和也さん（右）

有限会社パリジャン

このお菓子は、数種類の油

10

戻ってしばらくし、県菓子

50

工業組合が青年部会、技能

電話：０５６７−９５−１１０５

43

種類以上がケースに

㈲パリジャン蟹江店

愛知県海部郡蟹江町源氏３ー２１７

43

知
愛
城
宮
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（７） 平成30年２月15日

西日本食品産業創造展では﹁洋菓子店２世︑３
世のオーナーシェフに聞く﹂をテーマにパネルデ
ィスカッションを行いました︒︵敬称略︶

先月号より続く︒

先代から継承されたものは何か

の勉強会に行き︑

〜

名

が集まって出資し︑メーカ
ーに機械を発注したそうで
す︒今はそれを続けている
方はほとんど無く︑うちに

年前のものを使って

ある生クリーム製造マシン
も︑

リットル弱

います︒大手乳業メーカー
が試作で作る
くらいを仕込めるタイプで

ことがあります︒生クリー
ム製造で福岡県版の現代の

たそうです︒父は生クリー

す︒当時１︐３００万円し

ムを自家製造することで

年近く前︑始めた

ュ ゲ・ コ ー デ ィ ネ ー タ ー︶

名工で表彰されています︒

先代が

先代から継承されたものは
す︒コンパウンドの生クリ

その②

と思います︒

い入れをつないでいきたい

４回くらいは父の技術と思

ないですが︑年間を通じて

す︒たくさん作るわけでは

て︑皿盛りでお盆に出しま

着色し︑水仙やスイカにし

のお菓子︑イトーのお菓子

をしています︒また︑地域

素材の商品というとらえ方

子・洋菓子というより︑和

も長い子が多いので︑和菓

ませんが︑うちのスタッフ

わいいのがいいのか分かり

を作るのは︑女性スタッフ

描くとか︑マジパンで人形

ションケーキにイラストを

りしていたので︑デコレー

伊藤

やっていますよね︒

マジパン風に作ることもは

ていることは︑特にありま

父からの継承とか伝え聞い
今も一生懸命に守っている

伊藤

様からの継承ですか︒

伊藤浩二︵㈲菓子のイトー︶ お菓子がありますね︒お父

れだけは言われました︒﹁商

ると盆菓子の落雁と練り菓

作る﹁たち鯉﹂やお盆にな

す︒端午の節句の時︑餡で

す︒リアルがいいのか︑か

を作るのも難しいくらいで

にしていますが︑まだ金魚

伊藤

るんですね︒

職人が︑和菓子を洋菓子の

池田

いようです︒

のを作ることは︑苦ではな

回か日本の催事にあったも

というとらえ方で︑年に何

す︒

した﹂と︑楽しくしていま

です︒こんな﹁鯉ができま

になっても抵抗がないよう

習して覚えます︒素材が餡

は得意中の得意で︑すぐ練

歳に

というか︑印象に残ってい

品は工夫して開発していい

子の細工菓子があります︒

うちの親父も

せん︒父の言うことはすご

５月の節句に錦鯉の

気がします︒

なり︑現場にほとんど入っ

り先に動いたのですが上手

ていませんが︑季節ごとし

に引っかかるそうです︒

ることは﹁商品は何を作っ

池田

池田

てもいいから地域の人に愛

てきた商品はつないでいま

瀬 川 隆 司︵ 瀬 川 菓 子 舗 ︶ くいきませんでした︒

くべたな話で﹁人より先に

年前︑こ

労働時間は長いけれど生産

が︑お菓子を通してどう地

練り菓子は生地を作って︑

もともとケーキばか

起きて︑人より長く起きて
されろ﹂です︒

力 は 上 が る ﹂︒ そ ん な 感 じ

域の人に愛されるかは考え

伊藤さん自身も作れ

いて︑その間働けばいい︒

で言われました︒戦前生ま

なさい﹂だけは守っている

スタッフは一生懸命

れの父は﹁道具を大事にす

最近の女性の和菓子

る ﹂﹁ も の を 大 事 に 使 う ﹂
と言い︑小さいころから当

あるとのことです︒生クリ

関する法律は︑乳等省令が

ら︑生クリームや乳製品に

します︒保健所に確認した

いし︑時代に合わせて進化

れは継承しなくてはならな

たお菓子がほぼ中心で︑こ

基本構成は︑父が作ってい

テムが増えても売り上げの

テムくらいあります︒アイ

たから﹁何だろう﹂と思う

りで﹂とずっと言われてき

ったけれど﹁この子は跡取

でした︒意味が分からなか

く覚えた言葉は﹁跡取り﹂

おり︑小学校の時︑一番早

くらいの空気を醸し出して

たいというのが読み取れる

頃は︑親のケーキ屋にさせ

娘がいます︒自分のその年

加藤

と︑自分が行きたい道がう

ことになったのかという

もなかったです︒何で継ぐ

げ﹂と言われたことは一度

瀬川

は分かりません︒

事なので︑どちらがいいか

親の圧力を突破する力も大

いと思います︒その一方︑

子供には自発性を尊重した

のでは？﹂と思いました︒

﹁将来は自分で選んでいい

は特殊だったな﹂と気づき

たちの考えを聞けて﹁うち

れていたのでいろいろな人

ので︑逆に継承することを

分が起こした初代ではない

いう気持ちもある反面︑自

かに﹁どうなんだろう﹂と

子供がするとなったら確

ました︒

がどれだけ大事かを痛感し

いとできません︒家内労働

から何から全部巻き込まな

るのは難しく︑家族は休み

スタッフとできる状況にす

していると︑親父が１人で

りしました︒小さな家庭で

が巻き込まれる﹂とがっか

母と姉が﹁これでまた家族

修行しに行くと言ったら︑

を継ぐからお菓子屋さんに

れまで漠然としており︑家

じるようになりました︒そ

も︑きっと商売をしたいと

ったりしている親を見て

休みの日に﹁疲れた﹂とぐ

ちに伝えないといけない︒

こそ得られるものを子供た

とで︑商売をしているから

かモチベーションというこ

たが︑それも１つです︒何

よ﹂と助言をいただきまし

車を買ったら子供が継ぐ

ようにしたい︒先輩に﹁外

ないが︑何か楽しさがある

労働時間も長く︑休みも少

ラリーマンや公務員よりも

めだと思います︒一般のサ

力ある環境を作ることが務

ちがしたくなるような︑魅

立候補はいません︒子供た

悟を持って入ってきたと思

っています︒本人たちは覚

め︑朝から晩まで工場に入

作りを最初から覚えるた

っています︒婿殿はお菓子

２人で帰って来て会社に入

あと心配しましたが︑去年

言われました︒いい人かな

くと﹁連れて行きます﹂と

れ﹁結婚するのか？﹂と聞

に入ってやりたい﹂と言わ

てきていいか？一緒に会社

同僚の男性を捕まえ﹁帰っ

ていただきました︒昨年︑

さんの営業を３年ほどさせ

なり︑菓子屋さんやパン屋

た︒結局︑そこでお世話に

いてきていると心配しまし

業界関係に就職することを

ムと比べ︑自家製の特徴は

ームを自家製造し︑自分の

しなければならないと思い

感じでした︒後になって親

まくいかなかった時︑おい

聞いた時は︑こちらに近づ

どういうところでしょうか︒

池田

基本はコンパウンド

製品として使うことはカス

ます︒カロリー表示などい

に聞くと﹁おまえの好きな

しいものを作りたいという

わ な い︒﹁ 誰 か す る？﹂ と

加藤

タードクリームを作るのと

ろいろ出てきて︑先にしよ

ようにさせた﹂と言うけれ

たまに話を振るんですが︑

なので︑生乳の風味は少し

同じ扱いでオッケーでし

うとしたのが去年で︑人よ

ど︑自分が好きな方に向く

年を継ぐことの重みを感

抑えていますが︑バターが

た︒ただ︑作った生クリー

自社製造を行い︑一切の添

後継者はどうするのか

入るので︑割とコクがあり

ムを販売すると︑その法律

加物もなし︑栗製造にあり

います︒結局︑うちの母が

売り上げの比重の大

たり前の感覚でした︒

ます︒ただ︑自家製のせい

て作り上げた栗落雁で同店

思わないので︑そこは意識

池田

か︑熱に弱く︑夏場は苦労

は創業されました︒現代で

どう伝えていけるかと思い

ドルをひく機械やローマジ
パンを作る石のローラーな
ども並行輸入し︑作れる副
素材は極力作るようにして
います︒
メーカーの生クリー

えですか︒

池田

以前このコラムでも小布

町時代に当時の領主が丹波

を軸に菓子作りをされてい

﹁栗菓子である﹂という事

現在も同社のこだわりは

のパイオニアとしての姿に

ど︑その本物を貫く栗菓子

手詰めで作業されているな

から洗脳された感じで︑ほ

お菓子屋さんで︑小さい頃

ます︒自分はたまたま家が

者の方に広島のお菓子屋さ

たこともなかったので︑業

わからない︒今まで相談し

は高３︑高１︑中１で女︑

ればいいと思います︒子供

で︑何か見つけ出してくれ

資格を取りに行くことが決

長女が大学で管理栄養士の

れが長く続きました︒その

って来て︑整えなければい

がありますが︑娘たちが入

けばいいかなというところ

うちは中１と小６の

っと作られているそうです

〜
アイ

父の代は商品が
種類でした︒今は

瀬川

が︑それも継承ですよね︒

きいお菓子は︑お父様がず

通の河川と違う光景を目に

よりは︑やったことがダイ

使っていたアーモンドプー

すると思います︒これは小

と強制的に︑道が変わって

小さい時から洗脳したのか

後継ぎは︑どうお考

元々︑小布施の栗の歴史

がちな漂白もせず︑栗その

しています︒

施の栗菓子について記述し

るところ︒

小布施の地で初めて栗菓子
を作ったのが桜井甘精堂様

今を遡る事２１０年前の

になります︒

さえも︑品質に変化が起き

缶に詰める作業も︑最中で

同社がパイオニアである

は︑長続きもしないと思い

ん︒自発的に思わない限り

に継いでとは思っていませ

自分の経験を踏まえ︑無理

り苦しい思いもしたので︑

どこにどう行っていいかも

いないし︑突然だったので︑

す︒私は専門学校も行って

お菓子屋を継いだ気がしま

を試したいという気持ちで

子供たちが自分の商売の中

が生きがいになる﹂など︑

を作って喜んでもらうこと

る の が 楽 し そ う ﹂﹁ お 菓 子

にするためには﹁商売をす

に長女を預けて仕事し︑そ

から︑同じ敷地の両親の家

い仕事に取りかかってきた

す︒

伊藤

自分の代なら思うように動

伊藤

すよね︒

一つと言えば落雁ですが︑

江戸時代︑最高級菓子の

を︑特殊な設備で一貫して

る事がめったにない栗餡

他の和菓子店では手がけ

顧客は魅了されているのだ

かの就職の選択肢が思い浮

んを紹介していただきまし

ています︒誰もするとは言

まえがしろ﹂となすり合っ

男︑男ですが︑３人で﹁お

た︒そして︑資格を取り︑

けるんだ﹂と思っていまし

まった時﹁自分の道を見つ

ています︒

けない部分はあると心配し

次号に続く︒

た︒今考えると︑２〜３年
高校は長崎で︑地元を離

の経験で︑家に帰ったので︑

と思います︒

かばなかったんです︒

そうですね︒ただ︑

伊藤さんも嬉しいで
と言われる歴史がここにあ

てしまうのを防ぐ為︑全て

小布施を訪れた方はお気

その落雁を︑栗を粉にひい

る貴重な栗菓子のスタート

ります︒

付きかと思いますが︑川が

１８０８年︵文化５年︶に

なと思います︒

り栗による菓子作りが発展

池田

したということでしょう︒

私は娘が３人いま

から取り寄せて植えたのが

歳から自分のやりた

始まりだそうです︒

し︑小布施の栗の名が国中

真っ赤に錆びた色になり普

尾関 勇

に広まったと言われていま

【23】

す︒

25

た事がありましたが︑その

栗落雁を創製し︑その後地

私は親から﹁跡を継

は︑同社のホームページに

は生に近い︑栗かのこ︑栗

ます︒強制ではなく自発的

・吉祥寺のゴッツエさんで

また︑私が修行した東京

何かありますか︒
加藤幸平︵ケーキのカトウ︶ ームになります︒父が大阪

株式会社桜井甘

布施の土壌が酸性で栗の育

レクトに分かり︑自分の力
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全菓連では全国組合研修会で長沼昭夫氏（株式
会社きのとや会長）を講師に迎え「地方のお菓子
屋での製造・販売事情について」をテーマに講演
会を行いました。

千歳空港で売っている「北

本日は皆さんに札幌の新

北海道焼きチーズ

送っている。

部分を北海道で作り世界に

北海道で取り組んでいる事
・・そして自己紹介
本日、㈱日仏商事の上村
究先生のお話を伺い大変興
味深かった。お菓子も食べ
させてもらったが、どれも
美味しくてフィリピンで作
っていると聞き驚いた。ど

その①

貼る場合はシール代も含め

１枚につき１円〔シールを

た。このクッキーの販売数

公開して作り方も共有し

来るようにした。レシピも

菓子の技術は日本古来のも

体が古いと思っている。和

とジャンル分けすること事

今の時代に和菓子、洋菓子

したいと考えている。私は

５年ほど前に息子が東京で

新しい店がオープンした。

が経営する「ＢＡＫＥ」の

る。ホーチミンに協力会社

らしい大変魅力的な国であ

全く同じであった。ほとん

と商品も店作りも見た目は

した「ベイクチーズタルト」

物である。私共が開発出店

伝もすごかった。ただし偽

では、いまだに１日１００

である。博多の天神地下街

海道以外では大体２００円

札幌駅でも売っている。北

る。新千歳空港にも、ＪＲ

て貧しい学生を支援する

春から北海道大学と協力し

も恩返しできればと、来年

の気持ちを込めて、少しで

返り世の中の皆さんに感謝

た。人口８千人の小さな町

に新冠町に行き新規就農し

の企業の就職試験も受けず

れた。何かの縁と思いどこ

緒に牧場をやろう」と誘わ

数キロ離れた

からさらに

ートしたいと思っている。

「きのとや奨学金」をスタ

は２５０円、香港で３２０

私の父親は長野県から

万近く売れている。上海で

も近くの路面に出店してい

円、シンガポールで３５０

ど同じ時期に「ＢＡＫＥ」

始めて、新宿駅東口にわず

る。値段は偽物のほうが１

「ＢＡＫＥ」という会社を

外から学んだものである。

か２・７坪の店を出した。

のであり洋菓子の技術は海

組合と北海道洋菓子協会に
しかし洋菓子の技術は日本

て２円〕を北海道菓子工業

寄付してもらっている。ス

山奥の開拓離農地を買い農

ってないが、今のペースだ

タートしてまだ１年しかた

れ販売される洋菓子は今や

変化してきた。日本で作ら

人の口に合うように進化し

はもともと「きのとや」で

専門店である。このお菓子

「ベイクチーズタルト」の

っている。偽物のチーズタ

ＢＡＫＥは約２８０円で売

個１８０円ぐらいと安く、

いる。

相場で値段を変えて売って

円と、それぞれの国の物価

た。初めはブラジルに移民

もない北海道に渡って来

歳の時、単身で縁もゆかり

り、オスの子牛を買ってき

収入を得ながら酪農家を回

卵を産ませ、少しずつ現金

業をはじめた。鶏を飼って

と年間１５０万円くらいに

た。その子牛を

で満

歳になった。

たが先輩の１人が全部引き

子協会と菓子工業組合を一

カ月育成

し本州の肥育業者に売ると

ルト専門店はアジアに３０

しようとしたが家族から反

０店舗くらいあるという。

対され「せめて北海道にし

開発し販売していたお菓子

いうビジネスをはじめた。

である。この店がたまたま

ちょうど田中角栄首相の日

日本独自のお菓子であると

ろ」と言われたそうだ。そ

本列島改造論の頃で、物価

言っても過言ではない。日

の父親の夢は大きな牧場を

の上がり下がりが激しくオ

はなるので組合や協会の貴

経営する事だった。ところ

イルショックで牛の値段が

重な活動費になると考えて

が、病弱だったこともあり、

大暴落した。私は４年間頑

農業に挑戦して
失敗

歳で

年生まれなの

自分の夢を果たせないまま

この様に海外ではそっくり

「きのとや」という菓子屋

亡くなってしまった。私が

売れたので全国に広がり、

年にな

本で製造販売されるお菓子

を始めたので創業

いる。

ーからデザイン、箱の形状、

る。父親は私が中学１年の

私は昭和

大きさから全て真似してい

真似される。ホームページ

し、その後シンガポールや

る。ホーチミンの高島屋の

受けてくれて私は幸い債権

から持ってこられて、カラ

店舗ほど

ベトナムのホーチミンなど

アジアにも広がって香港に

要がある。その意味からも

アジア９カ国で

海外最初の店をオープン

菓子の業界関係者は意識改

は和菓子、洋菓子の区別な

体にしたところが画期的で

革が必要だと日頃いつも思

けでは分からないが、包装

聞いた。それが頭の片隅に

債務を全部放棄し逃げるよ

く菓子として広く捉える必

あると自負している。北海

この企画については洋菓

道は事務局も一緒で、私は

原料がフランスから来てい

あり、学生時代日高地方の

ベイクチーズタ
ルト

張ったが赤字が積み重なり

した時はもう両親はいなか

新冠町で養鶏業をしている

大学に入った頃、母親から

った。高校や大学は特別奨

時に病死し、母親１人で育

でも、食べると明らかに違

学生として日本育英会の奨

地下の一番いいところに店

う。最後に勝てるかは味し

になった。

シアの食品会社〔？〕が「北

かないと痛感した。

っている。

紙を開いて中を出してもら

海道ベークドチーズタル

組合の理事長をしているが

るそうだ。アジアの現地の

以前は北海道洋菓子協会の

ト」としてホーチミンの高

借金も返済できず挫折し

会長だった。現在の洋菓子

昨日、ベトナムから帰っ

た。３人の共同経営であっ

プリを受賞したのは私の会

協会の会長は菓子工業組合

てきた。ベトナムは若い人

うに新冠を去り札幌に戻っ

「お父さんの夢は北海道で

社「きのとや」のパティシ

の副理事長もして頂いてい

先輩のところに手伝いに行

牧場をすることだった」と

うと、個包装に「北海道菓

エであった。このグランプ

る。それぞれの活動は尊重

学金で卒業させてもらっ

味しそうに見えるデコレー

歳の時に病死し、結婚

子工業組合・北海道洋菓子

リ作品を横展開し、北海道

チーズタルトは、札幌で

ケーキを作れる職人

ションケーキを６種類作っ

ててくれた。その母親も私

材料で作ると、こういう味

協会」認証と書いてある。

菓子工業組合並びに北海道

島屋に出店した店である。

を始めてしまった。最初は

てもらい全て生クリームに

が

にはならない。実は私ども

これは去年行われた「北海

が多く真面目で細かいとこ

喫茶店をするつもりだった

お菓子の本を持って

目な男だった。私が

し超えた素直で真面

は売れない事も分かってき

ンフレットを置いただけで

トも作ったが、ただ店にパ

る事になり

さんを探し始めた。

がありすごく混んでいた。

の関連会社がアジアに幾つ

道スイーツコンテスト」で

し合うが一体化出来るとこ

す か 」「 何 代 目 で す か 」 と

が、喫茶店は場所と時間を

縁あって１人入社す

誰も偽物だとは思わない。

か店を出していて、いろい

洋菓子協会加盟の店は自分

よく聞かれる。「きのとや」

売る商売なので、どんなに

してもらった。パンフレッ

今回、ホーチミンで初め

ろ挑戦したが海外で作ると
グランプリを獲得したお菓

いい仕事だね」と言った。

と言う屋号からか相当古く

頑張っても売上は数万円程

歳を少

て見たものがある。マレー

なかなか美味しいお菓子を

てきた。

「どうしてですか」と聞い

歴史がある様に思われるよ

年前に菓子屋

のままで良いのだろうか」

たら「お菓子を買いに来る

う だ。「 修 行 は ど こ で さ れ

らないまま

と考えて新聞広告を見て大

人を見てたら、みんなニコ

「実家はお菓子屋さんで

手のスーパーに中途入社し

ニコして幸せそうだ。外か

「お菓子屋さんというのは

くことが出来ずアルバイト

た。そこはやりがいのある

度だろうと考えテイクアウ

歳の時に「人生こ

農業に一生をかけていた
や居酒屋の店長など色々な

たんですか」とも聞かれる

いた。

こともあり、札幌に戻って

ら見てこんないい仕事はな

トできるお菓子を売ったら

会社だった。ダイエーとい

が、私は素人で菓子業界で

うチェーンストアで北海道

いといつも思っていた」と

た。
に本格的に進出してきた時

今、この会場の皆さんに、
どうかと思った。自分はお

現在「きのとや」で使って
菓子も作れないのでケーキ

そうだから作ってく

はまったく働いたことがな

れ」と言うと一生懸

い。お菓子のことは何も知

いるパンフレットをお配り

言う。義父は小樽市の出身

していますがご覧下さい。

で、街が斜陽になってもお

命頑張って似たよう

全てバースデーケーキのパ

期だった。ダイエーは徹底

なものを作ってくれた。私

的に実力主義の会社でとて

は彼に「バースデーケーキ

を仕入れて売り始めた。

ればならない事が辛かっ

らない。人脈も無く何も知

た。何とか捨てなくていい

菓子屋さんだけが繁盛して

ので何をしていればいいで

も楽しかった。ただ５年ほ

すか」と言われ「座って本

いた。それで「お菓子屋が
も売れるより捨てるほうが

いい」と考えていた。そん

ンフレットと言えます。こ

ど経った頃にサラリーマン

を作ってほしい」と頼んだ。

とはこんなものかと限界を

方法はないかと考え予約を

客様は少ない日は１日

でも読んでいてください」
な言葉がきっかけで私は何

菓子専門店は数少ないと思

次号に続く。

多い。朝９時に店を開け夜
感じて退職してしまった。

類、それに生クリームで３

う。

れだけの種類のデコレーシ

種類あれば良い方だった。

10

バースデーケーキ
の予約注文を取る

また、お菓子を仕入れて

私はいろいろな本を見て美

ョンケーキを揃えている洋

販売していたのでは商売に

当時はバタークリームとチ

店で毎月赤字が積み重な

ならない事も分かってきて

ョコレートのせいぜい２種

る。それよりも、せっかく

とって作ることが出来たら
素人がする菓子屋で仕入

程度だった。パートさんを

仕入れたお菓子を捨てなけ

と思った。

も知らないお菓子の世界に

１人使っていたけれど、そ

と話した事など忘れられな
入 る 事 に な っ た。「 お 菓 子

れて売るお菓子だからか１

の人から「あまりにも暇な

い。創業時は全く売れない

次は「自分で商売を」と

日の売上は１万円から２万

人
考えダイエーでは果物や野

は仕入れて売ればいい」と

円程度しか売れない。しか
35

の９時まで営業しても、お

菜を売っていたので、八百

いう軽い気持ちで始めたの
年前だった。

が

24

屋でもやろうかと考えてい

仕事を転々として生活して

35

た。そんな時、私の義父が

来て「これがおいし

30

「きのとや」創業

っている頃「卒業したら一

12

た。そんな学生時代を振り

海道焼きチーズ」というお

20

は１個１７０円で売ってい

うしてこんな味が出せるの

17

見るからにおいしそうで宣

菓子をお配りした。外側だ

22

ろに良く気づく笑顔の素晴

だろうと思ったら、やはり

35

35

70

ろは一体化し効率良く運営

40

の店で作り販売する事が出

長沼昭夫 氏（株式会社きのとや会長）

子である。たまたまグラン

製造・販売事情について

作る事が出来ない。今は大

地方のお菓子屋での
29

からは、まともな仕事につ

北海道焼きチーズ

第947号
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代表取締役︶を講師に迎え﹁刑事塾
oods

麻布法人会では︑森透匡氏︵株式会社
ウソ

clearw

・人間心理の見抜き方﹂について講演会を開催し
ました︒

その③
﹁そうかな﹂と思いがちだ

端から聞いていると確かに

ウソ付きはよく話し︑相手

説得しようとする︒だから︑

まともな情報で一生懸命に

その一言では不安だから︑

と言われる︒こちらがウソ

手から﹁誰が見たんですか﹂

にカマをかけて言うと︑相

がいればいいが︑いないの

やつがいるのかなあ﹂と考

が︑やっている人は﹁見た

ていない﹂と言う︒ところ

いですよ︑だって私はやっ

映っている可能性はありま

た︒そのカメラにあなたが

は防犯カメラを仕掛けてい

があると困ると思って︑実

な場合は﹁平成

を出ていると偽っていそう

という時に使える︒Ａ大学

落とす予定で聞いてしまう

をする︒

と固まり︑聞こえないふり

をいきなり言うんだろう﹂

某議員は印刷会社と話が

が︑そんなことばかり並べ

年のＡ大

るやつは︑説得しているだ

き出そうとすると︑不信感

らくしてから﹁いやそんな

て何も答えられない︒しば

なる︒反応がない︑固まっ

行く時に玄関で靴をはき︑

働く︒男性が︑朝に会社に

に備え︑自己防衛の心理が

を与えられると最悪の事態

人間はネガティブな情報

例えば︑夫の行動が最近

すよ﹂という反応だ︒その

る人は﹁は？卒業していま

固まるだろう︒卒業してい

ある︒ウソをついていれば

う話が３つあったら︑ウソ

い︑何か納得できないとい

問は固まってしまうものだ︒ できるはずだ︒何かおかし

反応で分かる︒変化球の質

を付いていると断定してい

いなければ納得できる話が

曲げているからだ︒曲げて

できないのは︑何か事実を

大切で︑幾ら聞いても納得

矛盾がある︒そういう勘は

合わず︑最終的には認めて

になる︒信頼関係が大事な

可能性はないと思います﹂

家を出ようと思ったら︑普

怪しいという時﹁今日どこ

い︒ウソをついているのか

学の卒業生名簿に︑あなた

ので︑ウソ付きにウソを付

と否定するが︑その間で分

段︑見送りに来ない奥さん

で飲んでいたの？︒新宿で

どっちかなという感じで

すか﹂と聞いたら︑答えら

いてはいけない︒

かる︒可能性がある人だけ

が出てきて﹁お父さん︑今

女の子と手をつないで歩い

は︑追求が甘くなる︒絶対

える︒私の経験からすると︑

﹁この更衣室で何が起き

が反応するので︑これは有

日帰ったら話があるから﹂

ているのを︑私の知り合い

を付いているから答えられ

先ず﹁ロッカーから金を

たと思いますか︑あなたの

効だ︒聞く側と聞かれる側

という︒多分︑会社に行き

に見られた可能性がある

にウソを付いていると思わ

を説得しようとする︒聞い

盗んだのは君だね？﹂は︑

意見を聞かせてもらえませ

の信頼関係ができていれ

ながら﹁何がばれたんだろ

ないと︑こちらも自信を持

けである︒やっていない人

上のうそのサインが表れた

もし犯人だとしたら﹁私じ

んか﹂を選ぶ方が多い︒こ

ば︑一発で﹁でき心でやっ

う﹂と考えるだろう︒何も

よ﹂という︒何もない人は

った取り調べができない︒

出頭した︒記者会見を見た

ら︑解明するための質問を

ゃありません﹂と言うだろ

れは答えがあるようでな

ちゃいました﹂︒中には﹁急

﹁は？あるわけない﹂と明

が︑話を聞いていると何か

する︒

う︒つまりウソを付いてい

い︑非常に曖昧な質問でウ

いでいたので︑隣の人のロ

ない人は﹁何言っている﹂

確に否定するが︑ある人は

が載っていない可能性があ

ある会社で更衣室のロッ

る人間にどんどんウソを付

ソのサインが見えづらい︒

となる︒いろいろある人は︑

りますよね﹂という質問で

カーから︑現金が盗まれる

かせなければいけなくな

雑談として聞くにはいいけ

ッカーを間違えて開けて︑

あれかな︑これかなと一生

れないだろう︒可能性のあ

事案が発生した︒当時︑更

る︒ウソを付かせていくと︑

手を入れちゃったかもしれ

る人しか反応しない︒

衣室を使用した職員が５人

ウソに慣れて︑ウソで固ま

れど︑決め手とするには︑

ない﹂と言う人もいるかも

こういう変化球のような質

おり︑順番に話したところ︑

ってしまう︒だから︑ウソ

相応しくない︒

問に︑人間は答えられなく

Ｂに複数のウソのサインが

はなるべく付かせないほう

ない︒ウソを付いている人

見られた︒Ｂが怪しいとい

がよい︒最終的に﹁おまえ

間にウソをついて情報を引

うので︑再度︑呼び出して

てもいないことをべらべら

私はこの会社に何年いると

話を聞くことになった︒

しゃべるやつは︑要注意だ︒

年

は﹁やっていません﹂の一

ければいけないの？法的に

思っているんですか︑

言である︒やっている人は︑

どうなの？手続きとしてあ

ですよ︒どれだけこの会社

明確に否定しない
これは非常に出やすい︒
﹁薬をやっているのか﹂と

しておきました﹂など答え
のない説明をしたりする︒

これも悪いことをしてい

質問の手順や方
法に文句を言う

ているわけない﹂と否定す
る や つ は よ く す る︒﹁ 何 で

聞かれた時︑普通は﹁やっ

るだろう︒某元野球選手は

やっと退職金をもらって女

か︑来年定年退職ですよ︑

が一番ご存じじゃないです

くない︒できない﹂という

ようなきつい言い方はした

﹁身内の社員に犯人を疑う

か︒注意してほしいことは

をしてウソを見破るだろう

皆さんなら︑どんな質問

いるのを見たやつがいる︑

﹁ロッカー内をいじって

固め︑固まってしまう︒

いくと︑本人はウソを塗り

ら﹁おまえだろう﹂として

です﹂ならいいが︑最初か

やったのか﹂︑﹁はい︑そう

のを見た人がいる可能性な

ていなければ﹁現金を盗む

性 が あ り ま す か ね ﹂︒ や っ

たの指紋が検出される可能

が﹁被害者の財布からあな

または︑警察用の聞き方だ

る可能性がありますかね﹂︒

現金を盗むのを見た人がい

で﹁あなたがロッカーから︑

有効な質問は可能性質問

る︒例えば﹁こういうこと

ウソを見破るには証拠がい

ない︑すいません﹂と言う︒

﹁それがあるならしようが

証拠を見せられて初めて

また︑証拠をにおわせる︒

できる︒

問で︑そこまで導くことが

しれない︒たった１つの質

している疑いがあり︑ほぼ

いなく︑例えば経歴を詐称

ウソをついているのは間違

しい︒採用面接でも使える︒

見抜きたい時だけ使ってほ

強力な質問だから︑本当に

る人しか反応しない︒

懸命に考える︒可能性のあ

固 ま る︒﹁ 何 で そ ん な こ と

こんなところで調べられな

房と楽をしようと思ってい

早く白状したほうがいい

﹁風邪薬はしているけど﹂

解明するための質問

と言った︒普通︑やってい

っているの？﹂のようなこ

これは騙されやすい︒自

るのに︑こんな大事な時期

のはやめてほしい︒第三者

ぞ﹂は︑本当に見ている人

考えてほしい︒

ない人は心当たりがないの

とだ︒手続きに文句を付け

分の会社の社員が不正を働

として質問する時︑どんな

できない︒

答えにならない
発言をする

時という番

ックを話したい︒

を見破るのかというテクニ

る場合︑いかに使ってウソ

次は既に証拠を握ってい

朝ご飯を食べるのにテーブ

来た時の反応を見る︑夫が

リビングに広げて︑起きて

がある︒夫が寝ている間に

いており︑いろいろな意見

うするかを全国の女性に聞

質 問 を す る︒﹁ お 父 さ ん の

次に︑少しずつ具体的な

し過ぎている︒

っ た ﹂︒ こ れ は た く さ ん 話

魚のうまい割烹料理屋でや

に連れていったことのある

んだ﹂︒﹁どんなお店？﹂﹁前

で 飲 ん だ の？﹂﹁ ５ 人 で 飲

﹁毎晩接待で大変ね︑何人

に証拠を出して︑事情を説

それ本当？﹂と最後の最後

で︑ そ し て 聞 く︒﹁ へ え︑

ウソ付きは沈黙が嫌いなの

その後︑沈黙を与える︒

を埋めている︒

核心に近づいていく︒外堀

たもの﹂と証拠には触れず︑

ビール飲みながら帰ってき

りもがらがらだったよ︑缶

いて参ったよ﹂と言われ︑

子がいきなりぶつかってつ

ししたら﹁酔っ払いの女の

ゃんけんをする︒最初に出

到達する︒証拠の後出しじ

に証拠を突き付け︑真実に

う逃げるかを想像し︑最後

相手の立場になって︑ど

もう笑うしかない︒

紅がついているの？﹂と︑

あどうしてワイシャツに口

る︒

あれだけ美味しいものがあ

これはウソだ︒コンビニに

パンと牛乳は当たり前か︒

トである︒張り込みであん

刑事ドラマのウソ・ホン

見つけた時も見せてはいけ

る︒身内や取引先の不正を

も抹消して︑入っているこ

分抹消し︑警察の人事記録

を部下にさせられない︒身

るので︑そんな危ないこと

はウソだ︒ばれたら殺され

入して︑情報を流す︒これ

ザだけれど警察の組織に潜

てから
﹁これは何か﹂
と聞く︒

がるが︑全部言わせておい

おかしいだろう︒いい番組

税金で役者を使っていたら

るのも全部︑本物である︒

ている︒酔っ払いが出てく

いいものを選定し︑放送し

で︑内部調査して︑映して

が本部の広報課に持ち込ん

思われるかもしれない︒あ

組は︑やらせがありそうと

また︑警察

これはウソを見抜くのに

いているので呼び出し︑話

にそんなことをするわけが

質問が有効かという視点で

真実の話で説得する

を 聞 く こ と に な っ た︒﹁ 本

ない︑考えればわかること

くないので︑明確に否定が

質問した時に﹁そういう

じゃないですか﹂という︒

ない︒素人はすぐに見せた

当にやったのか？﹂という

これが証拠の使い方であ

と﹁勘弁してくださいよ︑

はないと言ったよね︒じゃ

質問が出るんじゃないかと

の？﹂﹁がらがらだったよ︒﹂

昨晩︑夫が深夜に帰宅し

ルに座ったら︑それを着て

会社はお祝い事があった時

﹁帰りはどうだった？﹂﹁帰

た︒最近︑接待が多いと深

出ていく︑見なかったこと

ウソを覆せない︒言われる

だの？﹂﹁銀座で飲んだ﹂︒

夜に帰ることが多くなり︑

にする︑写メで取るなどが

明 し て も ら う︒﹁ 昨 日 は 会

て︑雑談をしながら質問を

先ず︑前日の接待につい

の電車は結構混んでいた

んかしない﹂︒﹁昨日︑行き

性とぶつかったりすること

社の女性とハグしたり︑女

ゃあこれ何なの？﹂と聞く︒

前に全部言わせておき﹁じ

組織に潜入し︑本当はヤク

本当は警察官だがヤクザの

た︑潜入捜査はあるのか︒

ダブルフェイスにあっ

るわけがない︒

険に入っているから︑でき

とになっているが︑共済保

なあ﹂と思ってくれる︒

で︑皆さん﹁警察は大変だ

番組を作りたいと企画会社

れは全部本物だ︒こういう

以前より身なりに気を使う

は ハ グ を す る？﹂﹁ ハ グ な

ツの胸に口紅が付いてい

次号に続く︒

た︒これが証拠である︒ど

刑事の雑談②

ようになった︒翌朝︑洗濯

あった︒

24

をしようとしたらワイシャ

証拠がある場合のウソを見抜く
テクニック

す る︒﹁ 接 待 は ど こ で 飲 ん

思って︑事前に答えを用意

しぐさと話し方に２つ以

で﹁やっていない﹂と明確

話し方のウソのサイン

に否定をするが︑人間には
に貢献をしてきたか︑社長

先月号より続く︒

25

ることも多い︒

刑事塾
ウソ（人間心理）の見抜き方

良心があり︑ウソを付きた

森 透匡 氏（株式会社 clearwoods 代表取締役）
30
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第947号

全菓連では全国組合研修会で畑主税氏︵株式会社
髙島屋・ＭＤ本部課長︶を講師に迎え﹁和菓子の最
新事情について﹂をテーマに講演会を行いました︒

ら︑今に至るまでの

年間

は︑和菓子にとって過渡期

いた︒大学卒業後︑２００

は興味の無い人生を送って

られたけれど︑甘いものに

れで︑チョコレートは食べ

日︑バレンタインデー生ま

年目から和菓子を希望し

ちに勉強させてもらい︑４

３年間︑そうしたシェフた

ーキを詰めて売っていた︒

横で︑鎧塚さんが自分でケ

新入社員研修時代にはすぐ

ェの方々が出たての時で︑

さんなどのトップパティシ

辻口さんやアオキサダハル

はないので︑逆に伝えてあ

様にとっては︑全く常識で

とは︑一般の消費者のお客

界の方々が分かっているこ

ともあると思う︒ただ︑業

の分かっている﹂というこ

菓子屋の皆さんは﹁そんな

までもなく︑和菓子屋︑洋

させていただく︒私が話す

本日は当たり前のお話を

だったと感じている︒

３年に髙島屋に入社し︑そ

げることが大事になる︒そ

まず自己紹介をさせてい

の時に洋菓子売り場と酒売
て︑今に至るまで担当であ
こに重点を置き︑今の動き

その①
地元では当たり前だが︑東

なお菓子があり︑鹿児島の

チャンスでもあると考えて

らの和菓子を動かしていく

のを広めることが︑これか

には﹁なじみがない︑あま

いう声をいただく︒最終的

ない︒動きが見えない﹂と

く﹁はやり廃りは感じられ

イントになると考え︑いろ

れからの和菓子を支えるポ

して開拓していくかが︑こ

こうしたところをいかに

いう方もいるし︑規模を広

商売のやり方はしない﹂と

る︒すると﹁うちはそんな

も地域性もばらばらであ

がる最後の日は︑見届けに

い思いをした︒のれんが下

〜６軒店をたたまれて悲し

しているお菓子屋さんが５

必ずお邪魔している︒ただ︑

いる︒

げて大きく展開したいとい

京の百貨店ではほとんど知

いろ取り組みをしている︒

られていない︒そういうも

りよく分からない﹂という

経済誌や和菓子について

てきている︒だから︑決し

で︑生菓子に力を入れ始め

のはスーパーやコンビニ

と循環していくものではな

だろう︒和菓子はゆっくり

て安定感があるということ

皆さんの和菓子は息が長く

れているお菓子も含めて︑

通することは︑今主力で売

や考え方は違う︒ただ︑共

う方もおり︑それぞれ立場

いない方もいるだろう︒東

いていることを肌で感じて

くさんいるが︑和菓子が動

れているお菓子屋さんもた

の時代を見据えた動きをさ

は間違いないと考える︒こ

実だし︑循環していくこと

力が生まれていることも事

和菓子全体では︑新たな活

和菓子のもつイメージは

語った文献・文章を見ると

て業界全体としては縮小し

年前を

声が結構多い

﹁縮小している﹂とよく言

いか︒これは

︑

代の女性・

私は日ごろ髙島屋の店頭
に立ち︑

今後どうしていくのかが︑
ポイントになる︒

がゆえに﹁敷居が高くて近

いただく︒その一方でそれ

心感がある﹂という答えを

ある﹂﹁高級感がある﹂﹁安

お菓子なので︑外れはない︒

れ︑ずっと親しまれてきた

んある︒それは並べて売ら

は定番の代表銘菓がたくさ

気持ちになるが︑和菓子に

く投げつけられる︒切ない

げでも生菓子が伸びてい

い︒むしろ髙島屋の売り上

べれば減っているが︑この

の消費量は︑バブル期に比

は思わない︒実際︑お菓子

が︑決して縮小していると

になることが増えてきた

らばらで︑北海道から沖縄

和菓子屋さんは規模もば

ている︒

る場所に偏っていると感じ

廃業が増えていることも事

る︒確かに後継者不足等で

く和菓子屋さんは凄みがあ

を乗り越え︑なお続いてい

戦争や震災など様々な苦難

和菓子には歴史がある︒

がある︒

振り返ると︑思い当たる節

る跡継ぎの方々が増えてき

懸命ものづくりをされてい

も大きなポイントだ︒一生

廃業の一方で次世代の躍動

として現れてくる︒また︑

すく︑ゆくゆく大きな動き

洋菓子と比べて
和菓子は地味

寄 り が た い ﹂﹁ あ ま り な じ

一方︑定番のお菓子がずっ

男性のお客様に︑和菓子に

んいる︒こうしたところを

われる︒確かに廃業される

ていないが︑大量に流通す

み が な い ﹂﹁ 生 活 の シ ー ン

とあるので︑看板商品以外

和菓子業界はシュリンク︵縮小︶し
ている？

洋菓子と比べて和菓子は

店も多く︑さびしい気持ち

老舗としての和
菓子

対するイメージを伺う︒大

﹁地味﹂という言葉も︑よ

では洋菓子のほうがなじみ

〜

体︑老舗だから﹁重厚感が

﹁鹿児島にはどんなお菓子

もあり︑和菓子はあまり食

リームが得意ではなかった

菓子の配属となった︒生ク
大きくなかった︒

年たっ

は︑全国銘菓のコーナーが
で︑それぞれの地域の郷土

和菓子はそれぞれの地方

いると︑今までと全く違う

ないが︑背景としては大事

うした動きにはあまり関係

動きがあった︒和菓子はこ

が売れる爆買いと言われた

ド品やおもちゃ︑化粧品等

興味を持つことは増えてき

い︒でも︑聞かれること︑

ていないし︑説明もできな

若い世代で

％しかいな

いう言葉を知っている人は

餡は知っているが︑求肥と

いただき︑見ていただいて

ろで︑海外の方々に触れて

る方がいる︒こうしたとこ

ションを海外で実演してい

さまざまなデモンストレー

コレクションがあったり︑

パリやシンガポールで羊羹

事ではないか︒

る︒和菓子はこの視点が大

るのかを知って楽しんでい

を見て︑どういう背景があ

ではなく︑でき上がるまで

そのものを買って楽しむの

いる︒外国の方々はお菓子

実感の中でも客単価が︑す

いかない︒多分︑皆さんの

ってきており︑箱で買って

てきている︒買い方が変わ

違った傾向で受け止められ

贈答という需要ではなく︑

きた︒

ん売れることはなくなって

を詰めた箱ものが︑ばんば

いか︒代表的な饅頭や羊羹

ごく下がっているのではな

で知られている栗きんとん

料が栗と砂糖だけの岐阜県

ている︒ローソンでは︑材

は︑ＰＢの和菓子が出てき

ソンやファミリマートで

になっている︒

お菓子を売るのがポイント

場でも︑ばらでいろいろな

比較的こうした動きが出や

京︑大阪などの都市部では︑

文化や風習の上におやつの

があるか﹂というお話をし

を話したい︒

お菓子がたくさんある︒昨

た︒かからん餅や︑ふくれ

たので︑応援したい︒

当時の髙島屋の各店舗

てみると髙島屋に限らず三

日も鹿児島のお菓子屋さん

実で︑今年も︑お付き合い

年２月

り場が空いていた︒私は酒
る︒

越さんも︑西武そごうさん

と一緒に一般のお客様を集

まで散らばっており︑事情

ただくと︑昭和

飲みなので︑酒のほうに行

ので困惑したが︑お客様と

も全国銘菓のコーナーは拡

る︒そこに目をつけている

くのかなと思っていたら洋

話をするにあたり︑商品を

大傾向にある︒私が和菓子

に目が向くことがあまりな

お客様の層が出てきてい

だ︒やはり︑世界の目線は︑

息の長い和菓子
はゆっくりと循
環していく

理解しなければ始まらない

べない﹂という方がたくさ

る︒そうした部分も含め︑

日本に向いている︒海外か

て︑日本のものを見直そう

和菓子を後押しする気運

和菓子を後押しする気運は

という風潮が生まれてきて

では︑どうなってきたの

に持っていくことができ

い︒その分︑和菓子は手軽

ートで︑持ち歩きがしにく

い︒洋生菓子は一番デリケ

すかったり︑日持ちがしな

らしく︑華やかだが壊れや

んで来ている︒

のしない朝生系に︑入り込

で踏み出せなかった日持ち

かんが売られている︒今ま

ァミリマートでは︑芋よう

込んできている︒また︑フ

る︒こういうところに踏み

ースに２個入りで売ってい

と同じスタイルで︑冷蔵ケ

一方で入りにくい︑わかり

舗の風格は素晴らしいが︑

った︒どんと構えている老

悪いイメージがこれまであ

から︑地味という和菓子の

る︒これは老舗のイメージ

切になってきていると感じ

り込める親しみやすさが大

てきており︑日常生活に取

代の人が理解し

か︒﹁ お や つ ﹂ と 言 う と 手

品といえば和菓子で︑老舗

ただ︑髙島屋の店舗でいえ

る表現だと思う︒しかし︑

扱うお菓子屋さんに抵抗あ

られ︑上等なお菓子を取り

急激に伸びている︒

ており︑自家需要の消費が

る︒こういう需要が生まれ

い︒個々人では感じにくい

和生の成長を見逃していな

スーパー・コンビニは︑

菓のコーナーは比較的親し

ーパーはもちろん︑全国銘

い︒その点︑コンビニ・ス

自家需要消費が
急速に伸びる

ば︑日本橋と横浜は年齢層

のお菓子を持っていけば間

和菓子はおやつになる

違いなく喜んでいただける

軽に食べられるものと捉え

増加している︒かつて贈答

という需要がたくさんあっ

上生菓子もコンビニに出

今︑和菓子が盛り上がっ

無視できない︒インバウン

らの旅行客が年々伸びてお

いる︒こうしたところから︑
日本回帰とよく呼んでい

髙島屋の中でもベテラン

た︒今もその傾向はある︒

︑

ていることを感じる方がど

り︑買い物の額というより

ることは間違いない︒日本

る︒日本人がもっと日本の

社員の方に︑洋菓子はおや

方が結構いる︒売り上げを

が高いお客様なので︑贈答

和菓子は贈答品
ではない
のものを知ろうとする海外

つで和菓子は贈答品という

年間
和菓子は機会としてイン

が毎年大きく伸びている︒

逆に洋菓子は︑この価格帯

玉川といった山手線西側の

ちてはいない︒逆に新宿や

需要の和菓子はそこまで落

言われるかもしれないが︑

﹁もっと売れるのでは﹂と

変わってきている︒すると

要は日常的な﹁おやつ﹂に

置かれている︒最近︑ロー

らし団子や大福がレジ脇に

も大手パンメーカーのみた

が︑コンビニ・スーパーで

のコーナーが伸びている

百貨店の中でも全国銘菓

に百貨店の全国銘菓の売り

売が主流である︒同じよう

食べ切れないので個︵バラ︶

ることは間違いない︒ただ︑

ると和生の消費が伸びてい

かもしれないが︑全体で見

られます︒

内の組合員様情報内でも見

※講演の動画は全菓連ＨＰ

みやすく入りやすい︒

価格帯の和菓子は︑

分析すると３千〜５千円の

にくいというのは否めな

ことを知ろうとする動きが

逆に我々日本人は気づく︒
よく考えたら︑日本のこと

バウンドよりアウトバウン

洋菓子の生ケーキは売り上

がよく分からない︒和服と
言われても説明できない

ドのほうが増えている︒海

店舗で売られているギフト

げが微減している︒かわい

％以上下落している︒
し︑和食と言われてもお出

昨年︑今年の中元歳暮でも

は︑圧倒的に洋菓子の需要

で

汁とか︑よくわからなくて︑

外へ行った経験もあると思

が伸長している︒和菓子は

次号に続く︒

食べておいしいくらいしか

％

和菓子は微減だが︑洋菓子
〜

の箱ものギフトは
和菓子に置きかえれば︑

30

話ができない︒

うが︑そうした場に出て説

海外へ発信され
る和菓子

出てきている︒

い︒

れだけいるだろうか︒じわ
ドという言葉がある︒銀座

旅行に使うお金が伸びてい

17

の方々はたくさん出てきて

40

いる︒こうしたところから︑

30

明する機会が増えている︒

10
20

10

インバウンド

じわと来ている感覚は間違
の百貨店等で高級なブラン

年間ほとんど減っていな

のでケーキを食べ続けた︒

菓子という蒸しパンのよう

畑 主税 氏（株式会社髙島屋・ＭＤ本部課長）

めた和菓子サミットをして

和菓子の 最新事情 について

10

担当になった２００６年か

40

40

14

当時はモンサンクレールの

30

30

55

いなくある︒特に百貨店に

15
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（11） 平成30年２月15日

日本菓子専門学校

岩佐 洋一
教師

正月の参拝客の暖として振
ｇ

物ですので、練り上がりに
加えて下さい。

生地工程③の重曹を加え
たら、すぐに粉合わせをし
て包んで下さい。生地を寝

生地……………………

かせると浮きが悪くなりま

舞われたりしています。そ
生地工程②のＦ・Ｄ山芋

ｇ
と水は前日に合わせておく

中餡……………………
【中餡工程】
す。

んな甘酒と発酵食品である
味噌を合わせた半薯蕷饅頭
と、よりコシがでます。

❶味噌に上白糖、蜂蜜を加
え混ぜる。

では、参拝客が休憩される

お菓子屋さんを地域の一番

溢れています。専門学校を

ねた作品は、今も吉野屋さ

店舗データ

味わってみる。思いついた

流根尾川と日本三大桜とし

よりも徹底してやってこら

ておく。

お菓子は、必ず作って食べ

良いお菓子があると聞け

御菓子所

吉野屋

選ぶ楽しみを提供する

•••••••••••••••••••

❶甘酒にグラニュー糖を加

❷小豆こし生餡と白生餡を

え加熱する。

です。
今回は合わせ味噌を使用

ご使用になる味噌の味に
❸並餡位の硬さになった

しました。

豊富な甘酒が用いられてい
合わせて配量を加減して下

ｇ

❸①と②を合わせ、少量の

岐阜市の西に位置し、清

重曹………………７・５ｇ

取り払い、より若いお客様

んの大人気商品です。最近

にも楽しんでいただけるお

は和菓子と洋菓子の垣根を

を学び、更には恵那川上屋

菓子の開発も進め、大変ご

出てすぐに静岡県の「かし

さんで４年間修行された大

はる」さんで５年間お菓子

し、和菓子の技術を身につ

変な勉強家で、修業先では

店に成長させた立役者。大

けられた４代目は、修行を

垣市内の名店、風月に師事

ある３代目は釣りが好き

終えて吉野屋に戻ったと

お休み処と盛菓子を扱うお

本巣市の御菓子所吉野屋さ

で、夏場の菓子屋は暇だっ

菓 子 屋 さ ん で し た。「 父 で
えることを徹底するのは決

たから、釣りばっかりやっ

て知られ、樹齢１５００年

分間むす。

年。地元

を超す「淡墨桜」を有する

して

んの創業は明治

る際、硬いようでしたら加

中餡工程②の生餡を加え

作りへの研鑽に努めてこら

親子２代にわたり、お菓子

知られる古刹、華厳寺への

では「谷汲さん」の愛称で

てたなぁ」と昔話をして下

き、盛菓子だけでなく、吉

技術だけでなく、お菓子作

父である４代目と意見が食

好評を頂いています。ご尊

グラニュー糖……３６５ｇ

い違ったり、喧嘩すること

はなかったですか？という

りを楽しみながら仕事をす

少し意地悪な質問に対して

ること、新しいお菓子がひ

らめいたら即作ってみるこ

「修行から帰ってきた頃は、

野家を代表するお菓子を作

となど、現在のご自身のお

少品種の商売に傾倒しまし

ろうと研究を重ねます。そ

うして生まれたのが地域を

菓子作りの道を決める、大

たが、今は父のいうお菓子

さった吉野屋さんの４代目

象徴する桜の名を冠した焼

切な心も学ばれました。数

を選ぶ楽しみを提供する姿

坂井田良道さんは、まちの

き菓子「淡墨桜」でした。

歳で吉野屋さんに戻ら

多くの技術と知識を身につ

参道として栄えた本巣で、

以来、お客様にお菓子を選

け

創業当時から３代目の頃ま

ぶ楽しみを提供するため

れた御菓子所吉野屋さん

水して下さい。

に、数多くのお菓子を開発

は、そんな普通のことを誰

【注意点】

して容易ではありません。

てみる。お菓子屋さんにと

営業時間：８時 30 分 〜 19 時

って普通のことのように思

れたお菓子屋さんです。

TEL：0581 − 34 − 2034

水で溶いた重曹を加える。

ば、遠くまで出向いてでも

岐阜県本巣市曽井中島宮前 1019−１

❹薄力粉、白双を加え包餡

❷Ｆ・Ｄ山芋と水を合わせ

御菓子所吉野屋 本店

ｇ

ｇ

加える。

ました。昨今では冬場でも、

甘酒みそ饅頭 （約 個）
甘酒は夏の季語です。か
つては夏バテ防止に、栄養
ら、生姜のすりおろしを加

甘酒みそ饅頭

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

中餡工程③の生姜は香り

甘酒………………１５０ｇ

白生餡……………２６０ｇ

小豆こし生餡……２６０ｇ

【中餡配合】

白双……………………

水………………………

【生地工程】

さい。

ｇ

えて練り上げる。

味噌……………………

【生地配合】

30

27 15

話 ０３－３４００－８９０１
電

し、現在の吉野屋さんの礎

れた裕高さんが、最初に開

す」という言葉からも、父

勢が正しいと考えていま

子道のバトンは見事に受け

から子へ吉野屋さんのお菓

そんな４代目の背中を見

んとう饅頭」でした。様々

継がれていることが伺えま

発したお菓子は、当時の岐

て育った５代目社長の坂井

なかりんとう饅頭の名店を

阜県では珍しかった「かり

田裕高さんもまた、お菓子

す。

哉

全菓連青年部長・槌谷祐

いて行くことでしょう。

野屋さんのお菓子作りは続

に、これからも長く長く吉

つ淡墨桜がそびえ立つよう

には１５００年の歴史を持

つ吉野屋さん。お店の近く

１４０年近くの歴史を持

食べ較べ、研究に研究を重

坂井田裕高さん

つくりに対する情熱に満ち

を築き上げられました。

29

生姜すりおろし………３ｇ

16

15

薄力粉……………１８０ｇ

Ｆ・Ｄ山芋……………９ｇ

蜂蜜……………………

上白糖……………１００ｇ
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65
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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
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