「 軽 減 税 率 制 度 」へ の 対 応 に つ い て

加藤博之課長補佐（税制第二課）、

品ごとに適用税率を設定す

スタ」等の調整を行い、商

（３）免税事業者からの仕

れる。

テムごとで事情は異なるも

懸念もあり、事業者のシス

ればならないのか」という

とに適用税率を設定しなけ

いては、インボイスに記載

税事業者からの仕入れにつ

できなくなる。これは、免

仕入税額控除を行うことが

仕入れについて、買い手は

入後は、免税事業者からの

原則、インボイス制度導

入の管理

の の、「 軽 減 税 率 制 度 」 に

そ の 際、「 商 品 コ ー ド ご

る必要がある。

適用対象とはならないこと

お い て は、「 飲 食 料 品 の 譲

財務省主税局担当者との意見交換を実施
日、全菓連三役は、財務省主税局
％）の適用

に 留 意 ）、 容 器 な ど の 材 料

の管理等の場面で、菓子製

導入後の「仕入」や「売上」

れているかということの確

の必要事項が適切に明記さ

ちんと区分され、税額など

ど困難ではないものの、き

えられ、その判断はそれほ

対象となることが多いと考

考えられる。

場合が多いのではないかと

率の設定により対応できる

きな分類の段階での適用税

であることから、比較的大

渡」が軽減税率の適用対象

る。

ることができないことによ

載したインボイスを交付す

業者は、当該消費税額を記

ることがないため、免税事

すべき「消費税額」が生じ

は標準税率（

も考慮し、システム等の改

造小売事業者が特に留意す

月より実施）及び「適格請求書等保存方式（いわゆるインボイス制度）」

修に早期に着手する必要が

べき事項等について、次の

年

同意見交換会において、

ある」と強調し、事業者に

を仕入税額控除の要件とす

い て は、「 売 り 手 」 か ら 交

「仕入」管理の場面にお

（１）基本的な考え方

製造小売事業者の場合、菓

要となる。

しているか、この確認が重

と仕入先（売り手）で一致

している場合

（２）発注システムを導入

に留意。

ス（修正インボイス）の交

し、正確な内容のインボイ

は認められず、売り手に対

買い手が自ら修正すること

があり修正が必要な場合、

たインボイスの内容に誤り

なお、万が一、交付され

発注システムの商品マスタ

スタを利用している場合、

ジシステムで共通の商品マ

また、発注システムとレ

えられる。

減されるのではないかと考

いう作業の手間は大幅に軽

どの適用税率の「確認」と

入）については、取引のつ

に基づき行われる取引（仕

確に行ってしまえば、それ

この商品マスタ作りを正

考えられ、それほど大きな

者や食品メーカーが多いと

取引先（仕入）は食品卸業

菓子製造小売業者の場合、

得ることに留意（※この点、

とが必要となることもあり

て、取引の前に確認するこ

事業者）なのか否かについ

交付することができる課税

録 事 業 者 」（ イ ン ボ イ ス を

制度導入後は、仕入先が「登

したがって、インボイス

月より導入）への具体的な対応等について、意見交換会を開催した。

加藤課長補佐は、適格請求

対し早めの準備を求めてい

認は必要となる。

るもの」と説明した。

付された請求書等について

子の原材料はおおむね軽減

年

書（インボイス）について

ような説明があった。

また、加藤課長補佐は、

「適格請求書（インボイス）

税 率（ ８ ％）（ ※ ケ ー キ な

インボイス制度について
「現行の請求書等の保存に
代え、インボイス等の保存

発注システムを導入して

を設定してしまえば、レジ

支障が生じることはあまり

適用税率について、菓子

１ 「仕入」管理の場面

さらに、インボイス制度

レジシステム等の早期改修

の法定記載事項を適切に充

ールのようなもの」とし、

の 必 要 性 に つ い て、「 軽 減

たしているか」ということ

どの菓子を作るための原材

想定されないと考えられ

年

の直前はベンダー等の需給

をまず確認する必要があ

る）。

税率実施（平成

が逼迫し、想定以上の時間

改修の手間も大幅に軽減さ

のか」等のご質問もよく聞

れるのではないかと考えら

かれることではあるが、そ

いる場合、まずは、取引先

し て は、 例 え ば、「 イ ー ト

（仕入）との間で「商品マ

インの方は申し出てくださ

料である洋酒等は「酒類」

ブルも生じかねない。そう

であることから軽減税率の

いう事態を適切に回避する

のような場合、販売を行っ

る。特に、適用税率及び税

し、交付することとなり、

い」というような店内掲示

額の認識が自分（買い手）

その対応はおおよそ現実的

観点からも、複数税率対応

た事業者が２％（

と金銭負担が生ずるおそれ

２ 「売上」管理の場面

なものとはならないのでは

等をすることで対応するこ

％と８
のレジを早期に導入等する

た、お客様との関係でも、

ができると考えられる。ま

上」管理は適正に行うこと

む）していれば、基本、
「売

入（既存のレジの改修も含

複数税率対応のレジを導

が生じることとなる。さら

に非常に手間をかける必要

する、などオペレーション

商品ごとに適用税率を判断

いない場合、販売のたびに、

やレジそのものを設置して

ジを導入等していない場合

他方、複数税率対応のレ

ペースがある菓子店におけ

後、例えば、イートインス

「軽減税率制度」の実施

トインの区別

（２）テイクアウト／イー

ば、お客様との間でのトラ

そのような事態となれ

「テイクアウト

イートイ

者の方は、食品の販売時に、

備を持つ菓子製造小売事業

たがって、イートインの設

率が異なることとなる。し

率８％を適用）後、お客様

してケーキを販売した（税

な お、「 テ イ ク ア ウ ト と

方法を検討する必要がある。

して、効果的かつ効率的な

レーションへの負担も考慮

態等を勘案し、現場のオペ

とも許容される。販売の実

行うことであり、販売した

売り手が販売をする時点で

ない。適用税率の判定は、

て計算することは何ら問題

ても８％分の課税売上とし

なく、消費税の申告におい

お客様から徴収する必要も

％の差）分の税額を改めて

いかと考えられる。

適正な適用税率での販売を

（１）基本的な考え方

円滑に行うことが可能とな

10

り、レシートを通じたイン

に、買い手からインボイス

イクアウト（８％）又はイ

るケーキなどの販売は、テ

とが必要となる。

ン」をお客様に確認するこ

のケーキを食べた場合、適

がイートインスペースでそ

費等するかは関係ない。

後に買い手がどのように消

（２面に続く）
ートイン（

用税率をどう考えればよい

の交付を求められれば、手

お客様に確認する方法と

書き等でインボイスを作成

％）で適用税

ボイスの交付もスムーズに

or

ことが重要と考えられる。

ないかとの懸念がある。

がある。そういったリスク

10

付を求める必要があること

月）

（平成

「売り手が、買い手に対し
くスタンスを説明した。

成

農水省関係者との間で、菓子製造小売業者における消費税「軽減税率制度」（平

２月

消 費 税
て、正確な税額を伝えるツ

10
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（１） 平成30年３月15日

︵１面より続く︶

判 断 に つ い て は︑﹁ 事 業 者

なお︑この﹁２／３﹂の

対象となる︒

合︑全体が軽減税率の適用

か り 話 を し ま し た ﹂︑ 槌 谷

る様に代表者の皆様にしっ

で各県を回り︑協力を頂け

園は︑２年は見守るつもり

とが︑嗜好の差につながっ

えるチャンスがなかったこ

今まで我々も教育機関も教

文化︑和菓子自体の継承は︑

い﹄など︑将来のお客様を

との和菓子を食べてみた

も っ と 知 り た い ﹄﹃ 季 節 ご

たちが﹃和菓子がすきだ︑

いる﹁食玩﹂のようなもの

もちゃ﹂を一体で販売して
ターの形をした容器﹂がラ

ある︒その場合﹁キャラク
ち食品の原価の占める割

で あ れ ば よ く︑﹁ 原 価 の う
は︑本年８月

日に大阪で

年目を迎える全菓連青年部

来︑和菓子屋という仕事を

るいは我々の子供たちが将

たと感じています︒我々あ

の事業はボランティアと

ると確信をしています︒こ

作っていくための一歩とな

﹁軽減税率制度﹂
への対応について
青年部部長より﹁来年度

︵ ３︶﹁ 一 体 資 産 ﹂ の 適 用

じめ一体となっているよう

と食品以外の資産があらか

﹁ 一 体 資 産 ﹂ と は︑ 食 品

菓子など︑それが﹁一体資

ーの形をした容器のラムネ

他方︑例えば︑キャラクタ

ことが多いと考えられる︒

は︑﹁一体資産﹂に該当する

税抜価額が１万円以下であ

﹁ 一 体 資 産 ﹂ の う ち︑ ①

要が出てくることとなる︒

否か等を勘案し判断する必

﹁通常必要なもの﹂なのか

ムネ菓子の販売に付帯して

いる場合には︑仕入時に適

入れて︑そのまま販売して

ま た︑﹁ 一 体 資 産 ﹂ を 仕

いることができる︒

売価の占める割合﹂等を用

合﹂や﹁売価のうち食品の

供たちにとっての登竜門に

和菓子の門をたたく若い子

りません︒永く続けていき︑

期だけで終わる事業ではあ

とになりました︒これは今

業を始めさせていただくこ

全国和菓子甲子園という事

ます︒しかし︑和菓子に親

なる方は︑今もたくさんい

代になり︑和菓子が好きに

菓子が好きだったが

らない時期が来ていると感

のか︑真剣に考えないとな

様をどのように育てていく

継ぐにあたり︑次なるお客

よう宜しくお願い申し上げ

ます︒お力添えを賜ります

チャンスであると考えてい

たちとっても和菓子と言う

必ず︑皆様にも地域の子供

ではないと考えています︒

か︑仕事の傍らで行う事業

代

動と新たなビジネスを生む

副理事長︑千

からは︑面澤

年部員が参加した︒全菓連

名の青

日︑三井ガーデンホテル千

す﹃そだねー﹄などの方言

と思います︒彼女たちが話

っており︑何よりかわいい

上位ランクの国を次々と破

ました︒女子カーリングも︑

メダルは素晴らしいと思い

トとスピードスケートの金

たいと話をしました︒これ

失敗を恐れずにやって行き

ないと先に進まないので︑

選大会を行います︒実行し

り︑育てるため全国的に予

子を作る子供たちを見守

お菓子を作りました︒お菓

し︑子供たちが素晴らしい

の全国和菓子甲子園を見学

展開をしていきます︒去年

と開催していたのを︑全国

ら︑授業で持ったことが無

中で教えることが難しいか

深すぎて︑カリキュラムの

であるが︑和菓子は文化が

度先生を確保する事が可能

た︒また︑洋菓子はある程

イーツであると話されまし

強することはほとんどがス

たちにとって︑お菓子を勉

お話を伺ったところ︑子供

調理科がある学校の先生に

と回答されました︒地元の

地域の高校生や子供たちと

全国和菓子甲子園を通して

部のメンバーにとっては︑

なっています︒全菓連青年

夢を提供することが目標と

が︑和菓子を通して感動と

参加した主役の子供たち

す︒全国和菓子甲子園は︑

いう危機感を抱いていま

だけることが無くなる︑と

勉強したい﹄と言っていた

﹃和菓子が好きだ︑もっと

講演が行われた︒その後︑

による栄養表示についての

では︑㈱デリコ武田正貴氏

とが発表された︒記念講演

会は東京都で開催されるこ

豊部長が︑次期ブロック大

県菓子工業組合青年部鈴木

紹介︑各県青年部参加者紹

ち︑来賓紹介と青年部役員

須理事長より来賓挨拶のの

を毎年計画し︑できないと

後に次期ブロック長に千葉

長野県・昨年７月に小学

っている︒

伊勢神宮に参拝した︒旅行

場が無いと聞いたので︑講

上 新 粉
も ち 粉
米
粉
玄 米 粉
き な 粉
ご
ま

冷凍白玉もち

各種製菓材料取り揃えております。

TEL.06-6307-7331

が合理的に計算した割合﹂

税率

な資産で︑その一体となっ

産﹂に該当するか否かにつ
用された税率により判定す

なるべく︑進めていきたい

アイテムを通し︑様々な感

ている資産に係る価格のみ

って︑②食品の価額の占め

と考えています︒ある調査

代の頃は洋

が提示されているものをい
いて︑個々の実態等により
ることも可能である︒

ます﹂と挨拶があった︒

じています︒

う︒例えば︑玩具メーカー
る割合が２／３以上の場

しむチャンスを我々が積極

次に全菓連面澤副理事

代の成年男女の和

的に作っていかないと︑

葉県菓子工業

が流行っているらしく︑日

を行う事で︑より関東甲信

懇親会が開かれた︒

長︑千葉県菓子工業組合黒

組合黒須理事

本を盛り上げてくれると思

コミュニケーションをとる

代の若い子供たちが

長︑ほか青年

います︒昨年︑菓子業界の

いという回答を頂きまし

代

部槌谷部長︑

越の絆がつながるのではと

介と活動報告があった︒最

松田近畿ブロ

ビックイベント︑全国菓子

チャンスであり︑その子供

を水戸で行った︒年に１・

葉県は親会の黒須理事長を
○各県の活動報告
はじめ役員の皆様のご尽力

きはお菓子屋の工場見学を

大会では︑

生への菓子講習会を初めて

兼ねて現地の青年部との交

愛の菓子斉唱

２度集まり会合を開いてい

流を検討している︒７月に

東京都・東京菓業青年会

行い︑保護者含め１００名

のおかげで︑無事参加する

近く集まった︒本年も実施

製粉会社による講習を行っ

・全菓連青年

栃木県・年に２回の勉強

を予定している︒他︑懇親

山梨県・昨年は︑三重菓

会員を募っている︒

る︒

会と︑総会で集まっている︒

のサポートに回っている︒

３月の総会で新しい会長の

菓子屋を回り挨拶しながら

習会の後︑跡継ぎ座談会の

青年会の報告として︑昨年

もと︑毎月１回勉強会を行

千葉県・昨年菓子博のＰ

日のイベントに
参加する目的で視察旅行に

っている︒

子博に参加︑総会開催︑親

ような会を催して︑会員の

事ができました︒青年部で

行きました︒ブロック大会

神戸に行き︑工場見学を行

会の年に２回のイベントの

Ｒイベントに参加して︑お

拡大を図る︒

は︑５月
千葉県菓子工

は︑夏ごろから動き始め︑

った︒来月は総会があり︑

手伝いをした︒今年は︑６

菓子を千個配った︒同時に

た︒今後も毎年講習会を計
業組合青年部

本日を迎えることができま

会長の改選がある︒

月の展示会に親会と一緒に

画している︒千葉県の一部
鈴木部長より

した︒これを皮切りに皆様

茨城県・毎年７月にソフ

参加する︒

新潟県・７月に部長の改
﹁世間ではピ

と親睦を深めて︑今後も邁

トボール大会を行ってい

会を年３回実施している︒

ョンチャンオ

進していければと思いま

る︒表示についての勉強会

月に岡山県と

リンピックが

す ﹂︑ 木 内 関 東 甲 信 越 ブ ロ

で︑息子世代の交流を持つ

盛り上がって

ック長より﹁今回︑槌谷部

選を行った︒若い世代を募

います︒フィ

部綱領唱和の

葉で開催され︑約

ック長が参加

た︒子供たちへの和菓子の

％が洋菓子に愛着がある

菓子と洋菓子の嗜好は︑約

では︑

判断する必要がある場合も


長がお菓子の甲子園を掲げ

ました︒今まで大阪府生菓

40
10

思います︒全国和菓子甲子

子青年クラブの皆様が脈々

30

20

FAX.0283-23-5401

20

等が﹁小さなガム﹂と﹁お

21

大博覧会がありました︒千

第 ９ 回 全 菓 連 青 年 部 関 東・ 甲
信越ブロック千葉大会を開催
第９回全国菓子工業組合
連合会青年部関東甲信越ブ
ロック千葉大会は︑２月

20

20

した︒

66

ギュアスケー

後︑開催県の

30

TEL.0283-23-7331

栃木県佐野市村上町903

消費税

全菓連青年部関東・甲信越ブロック千葉大会

21

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

10

本社工場

http://www.namisato.co.jp
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ェスティバル２０１７」で

流イベント「ジャパン・フ

ランダで開催された日蘭交

て、佐賀県菓業青年会がオ

昨年末こちらの誌面に

し、先進科学技術を導入す

に目を向ける人材を育成

ンダとの交流によって世界

ます。幕末・佐賀藩はオラ

末維新博覧会」が開催され

年を記念して「肥前さが幕

本年は明治維新１５０周

オランダとの交流事例を紹

集める現在のオランダ及び

分野をはじめ世界で注目を

とともに、クリエイティブ

との交流の歴史を顕彰する

の原動力となったオランダ

端技術を取り入れ明治維新

では幕末維新期に西洋の先

館します。オランダハウス

す。来年１月までの博覧会

ープワッフル」を提供しま

ル タ ル ト ）」 及 び「 ス ト ロ

ッチアップルパイ（アップ

は、オランダの伝統菓子「ダ

伝える「ダッチカフェ」で

接するオランダの食文化を

またオランダハウスに隣

けた交流活動が行われます。

ティビティなど、未来に向

動）や水辺を活用したアク

し、その製法を菓子業界の

パティシエを１週間招聘

ルダムの有名菓子「 Lanskro
（ ラ ン ス ク ル ー ン ）」 の
on

我々は、オランダアムステ

ついて全くノウハウのない

す。そこでオランダ菓子に

協力することになっていま

形で、佐賀県菓業青年会も

りでカフェに納めるという

期間中、その菓子を月替わ

未来を見ている」とありま

ていた。そして今、佐賀は

会」のキャッチフレーズで

「肥前さが幕末維新博覧

ます。

っかけになったと思ってい

菓子文化が佐賀に根付くき

の職人との交流は、新たな

分があり、佐賀とオランダ

佐賀の郷土菓子に通じる部

わりをいっぱい詰め込んだ

せんが、素朴さの中にこだ

らびやかな菓子ではありま

ープワッフル共に決してき

で、アップルパイ、ストロ

ークショップはどれも満席

ベントとした、計３回のワ

幕末維新博覧会」のプレイ

力を仰ぎながら「肥前さが

行政、イベント会社の協

ショップを開催しました。

学生にまで伝授するワーク

愛好家、そして製菓学校の

みならず、一般の菓子作り

思っています。

来の菓子職人に残す番だと

がストロープワッフルを未

に残したように、次は我々

子職人が「丸ぼうろ」を我々

して３５０年前の佐賀の菓

めたいと思っています。そ

素晴らしさを多くの方に広

当時から連綿と続く佐賀の

素晴らしい功績を、また、

に佐賀の人々が成し遂げた

新１５０年を機に、県内外

は佐賀の人々。この明治維

大きな形を作ったのは、実

近代化を進め、今の日本の

いう新しい時代に、日本の

つ藩でありました。明治と

目を向けていた先見性を持

り、他藩に先んじて世界に

中から注目される存在であ

術を有した佐賀藩は、日本

す。当時、国内最先端の技

連
携

佐賀銘菓「丸ぼうろ」の製

ることによっていち早く近

介し、アーティスト・イン

との
クリエイティブ

作実演を行ったことを紹介

代化を成し遂げました。博

・レジデンス（滞在型創作活

オランダ

し ま し た。「 丸 ぼ う ろ 」 と

覧会ではパビリオンの一つ

佐賀県では、２０１６年
から製法を教わり、佐賀に

た際にオランダ人や中国人

エイティブ分野での連携

佐賀県とオランダとのクリ

携・交流協定」を締結し、

使館と「クリエイティブ連

「丸ぼうろ」を焼いており、

大半がそれぞれで自慢の

す。今では佐賀の菓子屋の

持ち帰ったとされていま

彰式や、ゆる

その素朴な風合いは飽きる

キャラや子供

や、文化芸術・スポーツを

ども、友人同士の話題が弾

たちによる楽

ことのない味として、進物

む。そんな仕事で地域貢献

用そして観光客の佐賀土産

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

できる菓子屋のじいさんに

はじめとする幅広い分野で

て子どもたちにお菓子教室

の交流を進めていくことと

もしたい、と考えています。

として利用されています。

てきたこの店が地震を乗り

しています。

越え、地域にあることが、

人気投票の表

当店は私の祖母が１９０

いわてＳ ―１スイーツフェア

５年に創業。オリジナルの

子を通じて、お年寄りと子

日で一時閉店。半

りのめどが立ち、２０１７

大串久昭

年３月

１１０年続くしぼりや
い一歩を踏み出したい」３

司

年後の再開をめざし準備を

イ」など独自の和菓子を製

るみ入りパイ「わさもんパ

「漱石まんじゅう」や、く

という気持ちで、心を奮い

はず。気持ちに応えたい。

あの人たちの誇りにもなる

の お 手 伝 い 』。 う ち の お 菓

菓子でコミュニケーション

「当店の経営理念は、『お

なれたら、最高です」

しいダンス、

立たせ、２０１６年８月の

締役・岩原和哉

催

開

•••••••••••••••••••

いわてＳ ―１スイーツフェア

となった。

かなイベント

どもあり賑や

お菓子まきな

出演者による
すすめてきましたが、建設

造販売してきました。店舗

御菓子司しぼりや代表取
業の繁忙や建設職人の不足

傾いて全壊扱いとなった

た私の思いでした。

日の復

第一次公募の後期募集に間

で２０１８年１月

に合わせ、認定を受けまし

菓子店舗兼、工場で製造を

兼住宅は築１００年以上の

旧、開店となりました。

岩手県菓子

私を支えてくれました。母

れた元従業員たちの存在が

を訪ね、見舞金を届けてく

が、震災直後に心配して店

るのは大きな負担でした

自力で膨大な書類をそろえ

称、グループ補助金を申請。

は商売の再開をめざし、略

ある店構えでした。震災後

した店になりました。受け

建具などを活用し、趣を残

した。新店舗は、昔からの

と再建に一歩を踏み出しま

０１７年１月につき、解体

融公庫の融資の見通しが２

から話し合ってきた政策金

でしたが、２０１６年６月

後のため、資金繰りも不安

みは店舗の再建、支払完了

グループ補助金の振り込

の自慢のお菓子・パンを楽

はあったが、岩手県内各地

雪によるあいにくの荒天で

ヤアリーナで開催された。

日、盛岡市本宮の盛岡タカ

二月二十四、二十五日の両

子 工 業 組 合 共 催 ）」 は 去 る

実行委員会主催・岩手県菓

幡平元気まるごと発信事業

フェア２０１８（盛岡・八

「いわてＳ―１スイーツ

ほかご当地グルメも並ん

キやクレープ、大福などの

りの地元食材を使ったケー

六十三店舗が出店。こだわ

手県内を中心に過去最多の

開催六回目の今回は、岩

いさつを行った。

県菓子工業組合理事長があ

市長に続き、齊藤俊明岩手

開会式では、谷藤裕明盛岡

しむ多くの人で賑わった。

し投票した。ステージでは、

がらお気に入りの逸品を探

ブースを回って食べ比べな

が行われ、来場者は各出店

店の「スイーツ人気投票」

だ。会場では、参加した各

岩手県菓子工業組合・小

展開して行く予定である。

を図りながら、組合事業を

今後も引き続き地域と連携

し、来場者の好評を得た。

販売会を開催

き、全国銘菓

ご協力いただ

関係者様より

全国の各組合

工業組合は、

が寝たきりになった時には

継いできた菓子木型も使っ

オリジナリティ れあるふお菓子が大集合

世話までしてくれた従業員

沢仁
もいる。長年頑張って務め

た。

町屋で、建物内の中庭には

続け、解体や再建、資金繰

「御菓子司 しぼりや」新店舗

しぼりや」を営んでき

代にわたり、約１１０年地

オランダの有名パティシエに学ぶ講習会
錦鯉が泳ぐ池もある、風情

手
岩

15

元従業員の思いに応え、新店舗再開へ

「 震 災 を 乗 り 超 え、 新 し

震災で傾き一時閉店した時の店舗

15

月

日にオランダ王国大

新たな菓子文化定着のきっかけに

はポルトガル伝来の南蛮菓

としてオランダハウスが開

佐賀県菓業青年会会長・

子で、約３５０年前佐賀の

31

域で愛されてきた「御菓子

「その時、佐賀は世界を見

人が長崎出島に学びに行っ

賀
佐
10
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熊
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の後、１時間半ご講演頂き

勉氏です。丁寧な略歴紹介

田製作所代表取締役の飯田

す。講演会の司会は、㈱飯

ご記憶の方も多いと思いま

中継のアナウンサーとして

言えば、ＴＢＳのスポーツ

二人に何かを聞いたとしま

わけですね。石川さんがお

る。当時の巨人が強かった

努力を見て、周りも努力す

は驚きです。二人の不断の

チームに存在したという事

す。その二人が同時代、同

いて他にはいないそうで

菓子・食品新素材技術セン

組合事務局長原憲太郎氏、

人氏、東京都米菓工業協同

ールセラーズ理事長二木正

一郎氏、商業組合首都圏ホ

組合連合会事務局長渡辺嘉

事山本領氏、全国菓子工業

菓子工業組合連合会専務理

きます。

い。確実に輪は広がってい

なった方と会話して下さ

はいますが、まずはお隣に

たので、顔見知りが増えて

合同での催しが増えてき

懇親会のスタートです。

氏です。高らかなご発声で

東京都菓子工業組合・協力会

歳とは思え

テーマ



えて、いつも真摯に答えら

の問いに対して一生懸命考

す。王さんと長嶋さんはそ

司会は不肖中谷製菓㈱代

大に行われました。

ご来賓７名をお迎えして盛

雅昭氏、熊谷晶子氏という

ター理事岡部裕子氏、布施

いしれた頃、早くも中締め

理に舌鼓を打ち、旨酒に酔

上野精養軒のおいしい料

を楽しみにしています。

れたそうです。忙しいであ

ないお姿にまずは驚きまし

ご趣味はゴルフとのこと

ろう超スーパースターがで

身に纏った東菓工筆頭副理

た。

ですが、トーナメントプロ

東菓工理事長・三黒製菓

事長のマルエ製菓㈱取締役

「一流の人々から学んだ
もの～真のリーダーシップ

とスクラッチで回られるほ

となってしまいました。

㈱取締役会長黒川耕次氏、

会長江川清志氏です。

ご発声は、江戸の粋を全

協力会会長・寺本製菓材料

ーの石川顕氏です。

とは～」というテーマでご

表取締役社長の中谷が務め

～真のリーダーシップとは～

一流の人々から学んだもの

新年合同懇親会・新春講演会

きした講師は、２度目の登
ました。現在



毎春恒例の東京都菓子工
場となるフリーアナウンサ

日（月）に、

講演頂きました。石川氏と
す。人としても超一流だっ

させて頂きました。

今後も積極的な会の運営

業組合・協力会「新年合同

年２月

懇親会・新春講演会」が平
成
上野精養軒において開催さ

今年の新春講演会にお招

れました。

どの腕前だそうです。身体
たということですね。

も、心掛けることは出来る

㈱取締役社長寺本眞一氏、

回の腕立て

とその場にいた全員が頷き

す。目の前で
伏せをご披露頂きました。

ました。

三方にご挨拶頂きました。

ーズ理事長二木正人氏のお

商業組合首都圏ホールセラ

今年が菓子業界にとって

きました。

祈念頂き、二本で締めて頂

明るい年となりますようご

今年一年が皆様にとって

言葉を扱うプロですが、そ

心が一杯になったあと

厳しい時代を乗り越える

良い一年となりますことを

うございました。

は、お腹も満たさなければ

心よりお祈り申し上げます。

心に残るお話をありがと

の言葉は体から発せられる
ことを御存じだから、身体
も鍛えていらっしゃるので
しょう。当時と変わらぬ声
量と、活舌には驚かされま

為に、なお一層の協力をと

東京都菓子工業組合副理

宝姫路城を有する姫路市な

な可能性を秘めているよう

加に期待するところも大き

はり王さんと長嶋さんを置

論ですが、小さくとも「日

京のパワフルな牽引力は勿

オリンピックに向かう東

たいという期待の表れと思

体現して、日本の心を知り

ならではの」良さ、特徴を

社１００名の参加と、全国

来に伝えていくための文化

力」が残されています。未

など、まだまだ多くの「魅

的施設の開放や、国立公園

のの良さを伝える歴史的公

こととしては、日本そのも

に実行しなければならない

客様に向けて国を挙げて特

これからの海外からのお

機㈱常務取締役の片山芳夫

子・和菓子の区別なく「日

う、私たち菓子業界。洋菓

日本の食文化の一端を担

ょう。

合いは、年々増すことでし

学び、伝えていく必要の度

ものがあります。よりよく

えていかなければならない

度化への対応など、乗り越

事長・中谷光基

また、ビザの緩和効果で、

ど瀬戸内側はもとより、個

本」を表現する地方の力。

乾杯の音頭はレオン自動

られました。

三氏ともご挨拶の中に込め

屋を移動して行われました。

お待ちかねの懇親会は部

なりません。

と出会っておられますが、

東菓工・協力会併せて

数多の一流スポーツ選手

した。

人生の師と仰げる方は、や

に日本を訪れた訪日外国人

２０１７年はロシアからの

私たち菓子業界は、こうし

・３％増の２８６９

昨年２０１７年の１年間

べて

す。

訪日客が

です。
私たち兵庫県でも港街の

た地域でお客様にご支持を

え て い く た め の「 開 放 」。

財の「保存」と、世界に伝

本の「美味しさ」
「歴史」
「伝

訪日外国人の皆さまに、日

本菓子」として世界からの

います。

ート地として認知されてき

このバランスを取りなが

神戸市や世界文化遺産の国

またそれに伴う消費も４

いただきながら営みを続け

びたそうです。

た。そのトップは、やはり

ています。近年、日本料理

統」そして「未来」と「可

ている淡路島、そして内陸

ら、図っていく必要がある

の旧街道沿いの宿場町の風

の世界文化遺産登録があ

兆４１６１億円というとて

情を残す各地域にと徐々に

も大きなものです。
東京オリンピックの開催

中国で、７３５万６０００

人、また台湾の４５６万４

能性」をお楽しみいただけ
るように業界挙げてアピー

と思います。
海外へのアピールとして

り、これがきっかけとなり、

ルしていきたいものです。

ミラノ万博でも一番人気の

は、菓子業界としても「世

兵庫県菓子工業組合理事

海外からの観光客の方が緩

パビリオンが日本館だった

界基準」としての一つであ

やかに増えてきています。

ことは、記憶に新しいもの

される２０２０年の目標数

これは、単に「観光地に

です。

は、４０００万人とも言わ

行ってきました」という旧

０００人と香港の２２３万

態の観光ではなく「その地

１５００人を加えた東アジ

アジア圏以外からの訪日

れています。

も、欧米からの旅行者の増

長補佐・日崎隆広

９万２０００人に達し、全

る２０２０年ＨＡＣＣＰ制

体の約７割を占めたようで

アからの訪日人数が２１２

人、次いで韓国が７１４万

万１０００人と伺いまし

40
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の人数は、２０１６年に比

性豊かな活動をしておられ

74

る日本海側や、温暖なリゾ

海外からのお客様を
お迎えする菓子業界

王、長嶋にはなれなくて

も鍛えていらっしゃいま

77
50
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％増と大きく伸

フリーアナウンサーの石川顕氏

京
東
30

庫
兵
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平成30年３月15日 （４）
（毎月 15 日発行）

聞
新
業
工
子
菓
（第三種郵便物認可）
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年

月

桜間見屋︵郡上市八幡町︶

肉桂玉と 郡 上 お ど り

昭和

六代目

田口大介さん

の主だった者

受け継いだ青

桜間見屋

山幸道は︑宝

肉桂玉︵左︶と黒肉桂︵右︶

は︑処刑・城

主金森家は改

部一帯が焼かれ︑私の店も

暦９年丹後の

易︒その後を
日に郡上

年

焼け︑建て替えられ今日に

桜間見屋六代目を継承して

の者の長途の労をねぎら

宮津からの入

い︑藩内から出迎えた者に

頃︑父︵史郎︶が﹁黒肉桂﹂

ほどの伝統を持つといわれ

もその志をめでて︑三百文

おります︒創業１３０年を

ております︒

ずつ与えたといわれ︑里人

部に際し︑供

︹古調かわさき︺天正年

をつくり︑郡上の名物に育

間︵１５８０年頃︶伊勢の

っていきました︒その父も︑

なりました︒父は死ぬ前︑

治

病院の入退院を繰り返し︑

が欣喜雀躍し地踊りを披露

になりました︒

形文化財に指定されており

磨き上げられ︑現在国の無

れたという踊りで︑郡上で

月第２土曜日に踊りおさめ

第２土曜日から始まり︑９

しました︒

歳の時︑亡く

三代目までは﹁大間見屋﹂

参宮道者によってもたらさ

私はといえば︑小中学校

郡上八幡へ帰って︑父が

られます︒お盆の８月

年前私が

という屋号でしたが︑商売
辛かった事と思います︒

の頃は︑郡上八幡の夏の風
んへお菓子の修行に行き︑

︹三百︺郡上の玉暦騒動

ます︒

な魚を使ったかまぼこ︑愛

楽農︵うちらーの︶など︑

はありませんが︑４００年

﹁かわさき﹂

袖しぼる︶

袖しぼる

ソンレンセ︶

郡上のナ八幡 出て行く時は
︵ア

雨も降らぬに

ソンレンセ

︵袖しぼるノー
ア

袖しぼる︶

訴や箱訴となり︑百姓一揆

から

日

日まで４日間は︑徹

13
かかあ盗まれて

大介

理事・田口

子工業組合

岐阜県菓

す︒

しておりま

い︒お待ち

来て下さ

是非遊びに

したので︑

つくられま

車場も多く

くなり︑駐

渋滞も少な

備により︑

動車道の整

東海北陸自

最近は︑

ます︒

和が広がり

前に踊りの

日頃︑店の

て︑８月

神祭﹂とし

は﹁宗祇水

私の町内

夜で踊り明かされます︒

愛宕の桜
花じゃもの

忘れナまいぞえ
縁を結んだ

いななき交わす

来ないでおくれ

毛附け市

駒はナ売られて
土用七日の
雪のナ降る夜は

下駄の跡

出て行く時は

花が散る

なぜ駒つなぐ

かくしきれない
咲いたナ桜に
駒が勇めば

︵雨も降らぬに

︵以下唄ばやし︑返し言葉略︶

郡上のナ八幡

郡上おどりは︑毎年７月

いだのです︒それまで﹁桜
物詩﹁橋の上から吉田川へ

﹁郡上おどり﹂の事を少

には耐震化を含めた大掛か

媛の酒造組合による地酒︑

そのため︑観光客の減少

数多く出店する中で︑愛媛

ツン丸コテ丸て
そいよかろ

天のナお月様

天のナお月様
丸て角のて

自慢のものは

桝形を
郡上のナ殿様

かかァかかァと

糸も引く
戒仏薬師

くれるか様も

嫁をナおくれよ

思いナだしては

ひまがない

無い嫁を

わしも忘れる

西東

やめてもよかろ

旅のかた

いつ逢いましょか

鮎の魚

肩身が狭い

天の川原は

もはやな川崎ゃ

愛しいあなたは

泣いてナ別れて

郡上踊りに

お国ナ自慢にゃ

小駄良三里に

主と馬曳く

山奥育ち

雪の間から

酒樽と

宗門橋で

金のどひょうに
心中ナしたげな

こだら﹁才平﹂と

畑佐の山で
赤がねと

金がナ出る出る
銀と鉛と

牛の子見やれ
子も黒い

向かいナ小駄良の
親が黒けりゃ

乙姫様の
切れはせぬ

日照りナしたとて
滝の白糸

気良の里

あのするすみの
名馬出したも

松原行けば

郡上のナ馬どこ

泣いてナ別れて

松の露やら涙やら

私しゃナ郡上の

七家老

三度みかやす

16

信︶が︑買いとり菓業を継

陽館﹂という旅館をしてい

し紹介します︒

業生産者の多い南予を中心

りな改修工事が行われるこ

を心配した松山市は︑大衆

は︑前後５年にも及び駕籠

早く亡くなり︑いろいろな

知名度向上と販路開拓を目

に︑ぶどうの生産者の多い

岡子規を生んだ︑俳句と文

とになっています︒

特に︑千と千尋の神隠し

浴場﹁椿の湯﹂の横に︑道

橋成行会長︶でも︑この企

愛媛県菓子工業組合広報
部長・白石恵一

踊りの起源は︑さだかで

決断を自分でしなければな
らず︑大変でしたが︑勉強

十数年前亡くなられた木村

ました︒

弘さんに︑教えていただき

改名したそうです︒
業後︑高山の﹁音羽屋﹂さ

にも指定されている道後温

的としたもので︑出店は農

られた味わい深い建造物で

泉本館は︑明治

年に建て



中央会組 合 ま つ り
すが︑老朽化が進み︑来年

学といで湯の町でもありま

内子のワイナリーや︑新鮮

愛媛県の松山市は︑夏目

す︒

の舞台のモデルにもなった

農家の集まりで運営する内

といわれ︑国の重要文化財

画に参加をして︑愛媛のお

県菓子工業組合青年部︵大

れている聖徳太子の飛鳥時

菓子を入浴に来られた県外

販売をして︑ＰＲに努め︑

の観光客や愛媛の方たちに

大盛況でした︒

しん でん

風呂や︑皇室専用浴室の又

写真は当日の組合祭りの
様子です︒この近くには︑

を祭る中嶋神社もあり︑次

お菓子の神様田道間守の命
日︵日︶に︑

その飛鳥乃湯において︑
年２月

代を担う青年部の方たちに

平成

よって︑愛媛のお菓子がＰ

この行事は︑愛媛県中小

た︒

in

企業団体中央会が県産品の

Ｒできたと思います︒

飛鳥乃湯が開催されまし

25

中央会組合まつり２０１８

30

て︑入浴体験ができます︒

り︑昔の浴衣﹁湯帳﹂を着

ゆちょう

新殿を再現した浴室もあ

ゆう

館内には︑大浴場と露天

湯﹂を建設しました︒

代をイメージした﹁飛鳥乃

後温泉に入湯されたといわ

事記や日本書紀にも登場す

最古の温泉とも言われ︑古

漱石の小説﹁坊ちゃん﹂の

飛鳥乃湯を開催

27

舞台にもなった所で︑日本

in

る道後温泉を有し︑俳人正

中央会組合まつり 2018 in 飛鳥乃湯

20

﹁大正の大火﹂で川の北

のダイビング﹂で︑よく飛

28

び込んだものです︒高校卒

26

ましたので﹁桜間見屋﹂と

案されたと聞いています︒

が傾き︑私の祖父︵田口憲

年 頃︑﹁ 肉 桂 玉 ﹂ が 考

至っております︒昭和

歳︒

23

八幡に生まれ︑現在

11

迎える事になりました︒明

30

54
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月に第

回技能五

大活躍

洋菓子
部門で

年ぶり

輪︑アビリンピック合わせ

があり今大会では技能五
り広げられました︒地元栃

日︵日︶の２日間熱戦が繰
３種類の作品を７時間以内

メ２台︵味覚審査あり︶の
ます︒大会時

歳以下とい

長時間の練習が必要とされ

うもので全体として見事な

の惜しくも入賞を逃すとい

場しました︒この種目は﹁日

木県からは３名の選手が出

る夢のある種目ですが通常

で見る人に感動を与えられ

なものです︒華やかな作品

に作り上げるというハード

現状です︒結果は２名が入

場自体が非常に少ないのが

ほとんどで社会人選手の出

近では専門学校生の参加が

う年齢制限があるため︑最

て２年前から栃木県洋菓子

という栃木県の要請を受け

のこの大会を盛り上げよう

れました︒これは地元開催

パフォーマンスを見せてく

種目で技を競いあいま

光の四季﹂という課題の下

の仕事の中ではあまり使わ

て

で飴細工のピエスモンテ

されている大きな大会で︑

を育成する目的で毎年開催
して宇都宮市の﹁国際テク

全国から

賞︵ 金 賞 ＆ 銅 賞 ︶︑ １ 名 は

協会の指導協力の下︑団結

した︒
その﹁洋菓子部門﹂には

︵ 工 芸 菓 子 ︶︑ マ ジ パ ン 細

全国大会が栃木県で開催さ
ない特殊な技術も含まれる

して練習に励んできた賜物

工︵ ３ 種 類 × ３ 体 ︶︑ チ ョ

作品は素晴らしかったもの

ニカル調理製菓専門学校﹂
ため毎日の仕事に加えての

いなとの想いで発刊された

機械組み立てからレストラ
コレートを使ったアントル

テルカラーの色使い等が新

そうです︒

26

インスタが人気でレシピ本も発刊

銘菓創庵﹁新月﹂

にわたり組合活動を支えて

げつ﹂﹁かりんとう饅頭﹂﹁月

お店の主力商品は﹁しん

頂いております︒

として伝統のある和菓子と

仙道宿場町として栄えた自

由都市です︒当埼玉県菓子

工業組合の事務所所在地で
もあります︒

五家宝末永く

したところ慶事の注文が多

更に和菓子ワークショッ

種を含め味の

プを各地で開催し活躍され

く貰えるようになりまし

素人である私でも一度作っ

た︒一本ごと専用の手提げ

インスタグラムで大人気と

バリエーショ

袋とポストカードを封入し

﹁かわいい﹂と話題になり︑ 〝器〟との調合も素敵です︒

五家宝とは水戸の銘菓吉

ンを持たせて

ています︒

いる︒日本一

てみようかなと思う気持ち

原殿中にルーツが有ると口

なっています︒

伝されている熊谷周辺で独

紀子さんは

になってきます︒

和菓子が地域︑年代を超
著書の﹃初めて作るかわ

えて発展発信されていけれ

いい練りきり和菓子﹄を今

共に創作菓子作りにも励み

下美人﹂と季節に応じた﹁み

かつ︑選・和菓子職︑第２

販売しています︒ポストカ

かん大福﹂﹁水ようかん﹂︑

店舗は︑銘菓創庵﹁新月﹂

子店を紹介します︒

長い五家宝を

した︒通常の印刷ラベルの

自に親しまれてきた郷土菓

他に高価な金刺繡ラベルを

ば素晴らしい事だと思いま

名
norinriko

創作菓子などを製造し店頭

でインスタグラムにアップ

回優秀和菓子職人認定者で

の屋号で創業

紹介の﹁五家

用意した所︑予想外の反響

ードは地元の熊谷美人を募

堀内製菓堀内伸浩店主に

宝末永く﹂に

集しモデルになって貰いま

話を聞きました︒五家宝は

なります︒全

創ろうと考案

３００年続く伝統銘菓︒明

したのが今回

治二十年創業以来︑手作り

子です︒



として営業されています︒

二十年創業で五家宝専門店

を紹介します︒同店は明治

んの銘菓﹁五家宝末永く﹂

今回は熊谷市堀内製菓さ

代 の 関 東 の こ と で す ︶︒ 市

ました︵坂東とは︑この時

として強く影響を残してき

の後日本人のあるべき美学

坂東武者が好んだ言葉はそ

﹁名こそ惜しけれ﹂という

中心地でした︒この時代の

青大豆を煎って挽いた青き

れている通常のきな粉と︑

ばしい風味と香りが親しま

有ります︒定番の細巻は香

す︒従来品は細巻と太巻が

ます︒賞味期限は一週間で

長年支持をいただいており

親しまれ︑幅広いお客様に

用︒自然健康食品としても

・砂糖と無添加食材のみ使

材料は大豆・もち米・水飴

茶の三種類を製造し︑変り

きな粉と抹茶をあわせた抹

の中に散りばめた杏子と青

他に国産干し杏子を五家宝

ています︒太巻はきな粉の

した味のうぐいすが喜ばれ

類︒通のかたにはサッパリ

き合いを﹂の四種類を用意

く ご 健 康 で ﹂﹁ 末 長 く お 付

﹁ 末 長 く お 幸 せ に ﹂﹁ 末 長

ルの他に﹁末長くご繁栄を﹂

ただきます︒店舗名称ラベ

めたメッセージを選んでい

意してお客様の気持ちを込

面を五種類用

るラベルの文

販売︒箱に貼

箱に入れての

五家宝を一本

事長兼専務理事・中島祥夫

埼玉県菓子工業組合副理

所在地は熊谷市元町２︱

別１︐７００円︒堀内製菓

００円︑金刺繡箱入れが税

常印刷箱入りが税別１︐３

事 で し ょ う︒﹁ 末 長 く ﹂ 通

土産の中心となって売れる

です︒熊谷名物五家宝がお

ールドカップ開催地の一つ

熊谷市は来年ラグビーワ

でよく売れています︒

長

熊谷市は﹁あついぞ熊谷﹂

内に残る国宝妻沼聖天山歓

な粉のうぐいすとの二種

センチの

に拘り続けております︒原

で最近有名です︒元々は平

喜院聖天堂はこの時代のも

堀内製菓

安時代末期に様々あらわれ

のです︒江戸時代からは中

です︒
た武士団のうち武蔵国で結

熊谷市

﹁五家宝末永く﹂

局・西村博子

三重県菓子工業組合事務

年１月に初めて発刊され︑

年︑現在は︑

及びインターネットで販売

す︒

する繫盛店です︒

されており︑このレシピ本

す︒また﹁お伊勢さん菓子

を通して和菓子に興味を持

博﹂ではシンボル展示制作

オリジナリティあふれる創

三代目店主の川嶋伸介さん

作和菓子が写真満載で紹介

ご夫婦とご両親の家族４人

数年前より︑三代目店主

ってくれる人が増えればい

でチーム松のリーダーとし

されています︒造形︑パス

で経営されています︒近く
て活躍されました︒

は三代目に任せていますが

菓子の創作に携わり︑現在

お父様の昭夫さんも︑和

にはしだれ梅で有名な結城
神社があり︑梅花シーズン

70

には大勢の観光客で賑わっ
ています︒

銘菓創庵「新月」

今回は︑津市にある和菓

10



宮支部・田中文博

栃木県菓子工業組合宇都

謝申し上げます︒

援してくださった皆様に感

たが大会関係者の皆様︑応

う︒そして最後になりまし

貴重な経験が出来たでしょ

後の人生におおいに役立つ

ん︑お疲れさまでした︒今

だと思います︒選手の皆さ

の奥様である紀子さんが作

鮮でとても可愛く︑また︑

れました︒これはものづく
日︵土︶

25
年以上の永き

月

11

事長として

られる練りきり和菓子が

を舞台に

中︑次代を担う青年技能者

社会人選手としては

技能五輪 の

昨年
名の選手が参加

23

ンサービスまで様々な種目

回アビリンピック

67

りの大切さが見直される

輪︑第

14

三重県菓子工業組合の副理

玉

埼

成された武士団武蔵七党の

15

37 11

店主の伸介さんは三代目

1 月に発売したレシピ本

60

29
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残したい郷土の味と
四季の和菓子
っておりました︒その中に

ひな菓子︑ひな寿司等を作

が残っており︑棟切のミニ

伝わる︑ひなまつりの形式

口切又は棹物とした物で冠

し上げ延して鳴門巻とし小

物 ︶︑ 小 豆 と 白 の 生 地 を 蒸

ウとコナシを合せた様な

た白鳥神社が有り︑参拝者

羅︑東の白鳥と並び称され

その歴史は古く西の金比

︵武道餅︶は餅ではなく︑

も予約注文を受けています︒

の錦鯉が口コミで広がり今

を︑錦鯉ブームにのり練切

り︑練切で木型の緋鯉真鯉

す︒

のおみやげとして販売中で

和洋折哀の薬膳七宝具を市

に体にやさしい菓子として

が︑国の地域活用事業プロ

着地型観光商品開発事業

洋菓子にはない四季折々の

すが︑代々伝えられて来た

和菓子も年々減少していま

今は季節感が無くなり︑

へのおみやげとして当地方
のみで流通していました

和菓子を少しでも伝えられ

年に︑東かがわ市

婚葬祭には今も使われてお

が︑今は交通の便並びに宅

ジェクトを活用し発足し︑

ればと思っております︒

平成

今も欠く事の出来ない物と
して渦巻︵渦巻餅とも言う︶

当社も参加し地場産物当市

でも知られておりますが︑

が有り品物は︵阿波ウイロ
配の進歩により︑県外の人

発祥の和三盆・地元名所・

香川県は東讃地方東かが

い讃岐和三盆発祥の地とし

わ市の和菓子店正華堂です︒ 和菓子には欠く事の出来な

達にも素朴な味が好まれ人

白鳥町の名物ぶどう餅

当地は徳島との県境に位
ても全国に知られてます︒

気を博しております︒

ります︒

置し︑東の交通の要所とし
当地には和三盆︑白下糖等

路征男

香川県菓子工業組合・大

を使用した菓子類が数多く

年

日以上という条件の

て古くから繁栄していた要
季節行事の細工物 端午の節句の鯉
四季の朝生上生類が主力

た菓子の原点の様な物です︒

開催した︒地域のお年寄り

業組合青年部は菓子教室を

小学校にて︑京都府菓子工

京菓子の説明︑お鏡餅の話

による青年部の活動紹介︑

ながら︑上田孝博氏︵葵餅︶

場で作った練り切りを食べ

とともに作りあげた︒その

ですが︑季節行事の細工物

の方々を中心に幅広い年齢

日に京都市立紫竹

の中に端午の節句の鯉が有

若桜町︒唯一の学校が鳥取

人口３１３０人の鳥取県

学旅行で訪れる鳥取県の東

子を絞りこんで︑来春の修

きた︒今後は商品化する菓

を学んだ︒お菓子に関する

品や名所など若桜町の特色

れて取り組んできた︒特産

学習の時間﹂で４班に分か

７年生の春から﹁総合的な

ラン︒それを実現すべく︑

のが﹁和菓子づくり﹂のプ

の考えついた

子どもたちは︑自分たち

もたちに教えていった︒

お菓子作りのイロハを子ど

は︑座学と実習をとおして

の宮本製菓の宮本進さん

その知識を共有する︒地元

本も︑全員で分担して読み︑

和菓子が計６種類誕生した︒

葉 山 あ ん こ も ち ﹂︒ 楽 し い

の四季を織り込んだ﹁花雪

﹁ 夏 い ち ご 大 福 ﹂︒ 若 桜 町

産品の夏イチゴを使った

んの人気を集めている︒特

鉄道は︑ＳＬで鉄道ファン

を走る第３セクターの若桜

﹁ＳＬ餅﹂があった︒同町

を青年部実演のもと参加者

まり︑練り切りの﹁菊﹂
﹁桜﹂

青年部島田部長の挨拶に始

今回で３年連続の開催︒

級﹂の活動の一環として︑

取り組む﹁健康すこやか学

児童委員協議会が月に一度

りに取り組んだ︒紫竹民生

京都府菓子工業組合青年

作りも提案できればと思う︒

降は︑練り切り以外の菓子

て頂ければ嬉しい︒来年以

恒例行事として楽しみにし

今後も続けていき︑毎年の

人︑ 中 学 生

若桜学園の生徒がお菓子を考案

和菓子で町を盛り上げる

県若桜町立若桜学園︵小学
京アンテナショップで販売

お菓子を粘土

﹁皆さんが考え出したお

55

桜町の小林町

た︒そして若

してもらっ

おり等も考えて商品化を進

やパッケージデザイン︑し

からみんなで︑ネーミング

に当たった小林町長︒これ

することでしょう﹂と審査

か せつ

人 ︶︒ ７
したいと意気込んでいる︒

の模型にし

菓子はどれも素晴らしい︒

長などを審査

部広報・武中俊樹

年生︵中学１年生︶の十五
町のために何か貢献でき

て︑宮本進さ

員に招き１月

めていく︒子どもたちが生

は ざん

人が﹁町を盛り上げるため
ないかと︑６年生だった昨

若桜町のために大きく貢献

日に若桜学

み出した新しい若桜町名物

プに並ぶ日が待ち遠しい︒

が︑東京のアンテナショッ
お菓子の中

長・小谷寛

鳥取県菓子工業組合理事
をあしらった

心にＳＬの形

開かれた︒

園で試食会が

29

生

の和菓子﹂の商品開発を進

んに和菓子に

若桜学園

紫竹小学校の菓子教室

年みんなが考えて生まれた

小中学生考案の和菓子

めている︒現在６製品がで

紫竹小学校の菓子教室を

などの講義を行った︒

１月

京都市立紫竹小学校にて

３年連続の菓子教室

京菓工組青年部



元︑商工会指導により

日持

で︑主産業として日本一の
その製造方法は︵各店企

有りますが︑三町統合によ
業秘密︶独特で他県では見
た事が有りません︵ヒント
に し た 類 似 品 は 有 ︶︒ 品 物
は煮た小豆を磨り潰し何度
も晒して灰汁と粘りを取り
除き︑固く絞り砂糖と合わ
せ餡玉とし︑粉をまぶして

13

層の参加者のもと︑菓子作

四個を竹串に差し蒸し上げ

26

30

都

京

る当市引田町には古くより

ぶどう餅、薬膳七宝具、渦巻



商業化に初めて成功した事

手袋製造業︑ハマチ養殖の
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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︒

さんの番組にオーディショ
ンで受かったという経歴で
入社できました︒ＮＨＫの
仕事はとんとん拍子で進ん
でいました︒私の入社から

歳の子が入っ

１か月後︑音響の専門学校
を卒業した
てきたんですが︑その後輩

大きなプレッシャーを感じ

店を継がれてから今まで︑

ュ ゲ・ コ ー デ ィ ネ ー タ ー︶

池田龍二︵パティスリーミ

じ︑仕方なく引き受けたと

プレッシャーをずっと感

継がないとだめだ﹂という

に 付 き ま し た︒﹁ お ま え が

時︑家を出て全然違う仕事

番組製作に入って４か月目

２か月だけでした︒あとは

したが︑私の業務は最初の

場の仕事を１年間していま

流したりという生放送の現

出したり︑テーマソングを

はニュース番組で効果音を

たことがありましたか︒

には全国放送を担当してい

歳で

が︑これは︑仕事に対して

歳で︑父は

その③

サー的な考えで建て直すつ

が︑戻った時はプロデュー

という実家の仕事でした

た時は﹁仕方がなく選んだ﹂

ました︒最初に家を飛び出

に家を出て１年半後に戻り

よかったのですが︑結果的

このままこの仕事をしても

いたんです︒なので自分は

たら店をやめる﹂と言って

から︑３年して妹が卒業し

えるけど︑夜は住む人が少

あり︑昼間の労働人口は増

ます︒トヨタ自動車九州が

中核都市にもはさまれてい

で︑宗像市や飯塚市という

市は福岡と北九州のはざま

るお客さんがいます︒宮若

年︑ここでずっと付いてい

父が小売を始めて四十数

もなく出せるんですが︑親

た商品は全然プレッシャー

どう進化させていくか︒そ

いることをこれから自分が

にして︑一定の評価を得て

通用しません︒親父が実直

と思っていることだけでは

ーチする時︑自分のよかれ

るいは新しいものをアプロ

人たちに︑商品の提供︑あ

んはまだいます︒そういう

昔の味を求めているお客さ

代々︑自分がなれ親しんだ

現役の時に大きな変化をす

に︑それをしつつも︑父が

やりたいことをしていたの

す︒若い時は何も考えずに

レッシャーを感じていま

ばいけないところに年々プ

ない︑もっとよくしなけれ

ら︑逆に超えなければなら

私のスタイルができ始めた

が︑ある程度の年数がたち︑

んが喜んでくれていたの

金の管理をする時です︒若

を受け継ぐのは︑自分がお

本当の後継者として経営

え方でしてきました︒

り︑店で頑張るというとら

継者候補として会社に入

うではない気がします︒後

者になるのかというと︑そ

る︒入ったところから後継

家が菓子屋だったから入

ます︒どこかで修行して︑

父と私なら男同士で喧嘩に

きと思っています︒また︑

シチュエーションを作るべ

そういう挑戦をしてくれる

なかった分︑次の世代には

自分がそういうことをでき

いたいと思います︒今まで

挑戦できる仕事をしてもら

のか︑別会社なのか︑何か

ようなことで︑一事業部な

なら︑責任も持たせられる

たいという思いでしている

もしれませんが︑父と娘に

なっていたところがあるか

なると本気で喧嘩しないと

い時は﹁この機械を使いた

鑑は父がついていました︒

ころはあります︒ただ︑あ

い﹂と言っても︑最後の印

まいます︒

の個人保証を付ける時︑や

伊藤浩二︵㈲菓子のイトー︶ それを自分の印鑑で︑自分

るのはお客さんと父がどう

程度時代やニーズに合わせ

私のところは社歴が短く︑

望んでいるのかを考えてし

て少しずつ変化させること

ういう意味で︑ただ同じも

ん︒そこで古くから抱えて

に対してのプレッシャーは

のをするのではなく︑ある

幼少期から抱えてきた

いるお客さんのおかげで︑

ない町で︑よそのエリアか

﹁いずれ継がなければいけ

商売をさせてもらっていま

まりべったりにならないよ

ら来る場所ではありませ

ない﹂という空気が嫌だっ

っと次の代に移ったという

もりになっていました︒

たんですが︑一旦自分で別

自由にできたところがある

した︒その機会に家族だけ

感じます︒

ました︒ラジオドラマも自

でするのはやめようと思

す︒その人たちは︑自分た

も自分に対してもよくな

﹁ほかの仕事よりはお菓子

い︑家内を専業主婦に戻し

の職場に行って外の空気を

す︒年がかなり離れていま

を作るのが好きかな﹂とい

て︑スタッフを入れていき

うにし︑ダメなところはダ

売り上げが大きく落とした

う感じの子たちに︑店に並

ました︒自分は勤めたこと

メと言っています︒

ことで︑ダイレクトでお金

ぶ商品を作ってもらうよ

ことではないでしょうか︒

が見えた時︑これが商売の

う︑いかにモチベーション

娘が会社に入り︑次をやり

違ってきました︒その頃︑

難しさだと思いました︒二

かもしれません︒もともと

分の名前がクレジットした

今︑暗に感じていたことは︑

を変えないと︑やがて飽き

十数年間︑順調に右肩上が

後継者って何だろうと思い

し︑翌年は松山放送局のオ

の経営者が自殺し︑その保

られるという危機感を早く

修行に行って戻ってきた

い︒ゴッツエさんのところ

ープニングに私が作った曲

険金で会社の資金を何とか

池田

から抱いていました︒ただ︑

時︑新商品を作るとお客さ

では︑ほかのスタッフの仕

が採用され︑１〜２年くら

これからやるべき課題とし

苦労はありますか︒

ちが納得して食べている味

すので︑父親は自分の年齢

事への熱意を感じ﹁だった

い流れていました︒技術局

てとらえ出しました︒

に対し︑変化を嫌います︒

のことを気にして﹁もし何

ら自分のやりたいことをや

保つというニュースが頻発

瀬 川 隆 司︵ 瀬 川 菓 子 舗 ︶ 加藤

吸い︑自分の力だけで結果

かあったら店を頼むぞ﹂と

るべきだ﹂と思い︑福岡の

しました︒それまでは家を

を残した上でまた家の仕事

最初に言われたのが小学校

長賞もいただきました︒あ

忘れたくて音楽の仕事ばか

店を継がれてからの

す︒店を継がなければいけ

きだと思う時期が来たんで

は類まれなるデザインでフ

や器まで展開されたギフト

れていましたが︑坂本龍一

事です︒応募の年齢から外

果音や音楽を作っていく仕

音響効果とは︑番組の効

展開もされると聞きまし

氏が︑お茶に関する新たな

るのですが︑その中で緒方

でも高い評価を得て今に至

当していた時︑不況で会社

で︑たまたまニュースを担

なってしまいました︒それ

たことがあっという間にか

れているそうです︒お茶は︑

に賛同頂いて活動を目指さ

のもと︑多くの企業や個人

た活動をしたい﹂という志

はなくて︑その先を見据え

年先で

守り伝えて４５０年続いて

利休がつくりあげたものを

形態をとりました︒茶道は

益性の高い社団法人という

いきたいとの思いから︑公

の親は﹁おまえが出ている

とを思い出しました︒うち

時に初めて飛び出た家のこ

りしていたんですが︑その

もスタンダードな流儀にな

ますが︑真の意味で世界で

う意味でブームになってい

ことのようです︒抹茶は違

の国では広がらないという

ことは︑イコール日本以外

活に入っていかないという

通り︑お茶が我々の日常生

が︑同氏も強く仰っている

であるのは周知の事実です

残っていく素晴らしいもの

古事が︑これからもずっと

精神性を磨くためのお稽

思っています︒自分が作っ

くも悪くも超えてやろうと

父が作っているお菓子を良

プレッシャーと考えると︑

２０００年頃からお客様の

るようになりました︒私は

良くないイメージが持たれ

さいことが増えた﹂という

営者が代わってから面倒く

行きが変化していくと﹁経

代わって仕事の仕方や売れ

から︑会社の代表が自分に

かったころを知っています

いるわけで︑店が一番忙し

ちは自分が入社する前から

ます︒ただ︑そうした人た

めてもらったほうだと思い

ることが多いので︑長く勤

り︑入社してもすぐに辞め

キ屋さんは人手不足だった

結構いました︒昨今︑ケー

は勤続

年の社員が

しかいませんが︑それまで

という反発がおこり︑いい

れ︑心情的に納得できない﹂

で経験の浅い人間から言わ

が︑私が指示すると﹁年下

という感じで指示できます

強制的にあれやれこれやれ

父は割とワンマンなので︑

一番頭が回っていました︒

けばいいかということに︑

をどう彼らに意識させてい

され︑苦労しました︒これ

や︑そうじゃない﹂と一蹴

題を感じなかったので﹁い

をして今までのやり方で問

も︑父の頃は遅くまで仕事

ついて年上の社員に話して

ころです︒将来への方向に

かったことが︑苦労したと

そこをなかなか共有できな

かを身につけたいと目標を

す︒自分で独立したい︑何

そこが一番苦労していま

長させてあげられるかで︑

は︑スタッフの子をどう成

今取り組んでいること

あると思います︒

世間知らずの面がたくさん

もらったので︑苦労知らず︑

もなくて︑順調に来させて

が︑今まで特に苦労や挫折

た︒自分は

経験の怖さを味わいまし

局面が変わるのかという未

というか︑どう展開すれば

たことに対するもどかしさ

界でした︒結果が出なかっ

めての前年割れで未知の世

りで経営していたので︑初

した︒長女が５歳の時︑双

がってしまうことがありま

疲弊して要らないことでと

いう生活が続き︑みんなが

寝るのも一緒︑飯も交代と

両親と私たちと小さな子供

な問題が出てきた時です︒

を育てたことで︑いろいろ

内が店をしながら３人の娘

がありました︒１つは︑家

伊藤

いるところです︒

いろなプロセスで苦労して

で︑そこに至るまでのいろ

見透かされた１年だったの

お客さんからそうした面を

だ出せていない部分です︒

を上げていくか︒そこがま

一番きつかった時です︒

つが苦渋の選択というか︑

抜けられる時です︒その２

てきたチームからすぱっと

分で１人ずつ増やして作っ

た︒２つ目は︑そうして自

らまた苦労が始まりまし

かったものだから︑そこか

緒の組織に入れた経験がな

があっても︑勤める方を一

今は私たち夫婦２人

ないという思いから︑一旦

ァンを魅了してやみませ

そこに和菓子のみならず工

って欲しい︒そんな崇高な

ＨＩＧＡＳＨＩ

子が生まれるという大変な

年

育児も重なったので︑これ

いる︒我々も

持っている子たちばかりで

だと潰れるのではと思いま

坪の店の中に︑ 時間︑

はなく﹁家から近いから﹂

え

方向に動けない︒そこが一

﹁お菓子を食べるのが好き﹂

ぼ

番の苦労でした︒

さ



﹁東京都
ＹＡ＆茶方會様﹂

００３年︑まだ日本の景気
が芳しくなく︑混沌として
いた時代に中目黒で誕生し
ました︒そして︑あまりに
斬新なそのコンセプトとデ
ザインに︑当時の消費者の
みならず業界関係者もとて

嗜好が変わってきていると

瀬川

年︑

歳の

ん︒それは︑オーナーであ

た︒その名は﹁一般社団法

芸・農業など全部がひも付

は継いだんですが︑

このコラムの銘店の中で

人茶方會﹂︒一言でいうと︑

いて日本を形成しているも

今まで２回ポイント

は新しいブランドであるＨ
り同社の全てを統括するデ

大切なお茶の文化をつない

歳になります

ＩＧＡＳＨＩＹＡ様は︑２

ザイナーでもある緒方慎一

でいく為とのこと︒

理念も感じさせる︑これか

思うし︑お客様の要望や反

次号に続く︒

郎氏の展開する世界を共有

のの一つなので︑それは一

応を見て︑今までのやり方

その店は現在︑銀座と南

も驚いたものです︒

同氏曰く﹁茶道でも煎茶

らの日本を代表されるであ

す︒

ろう銘店の姿を感じます︒

青山へと引き継がれ︑多く

番の文化活動であるという

一番の苦労は昨年に
捉え方です︒

菓子工業新聞送付先の住
所・宛名等が、現在の表記
と異なりましたら、都道府
県菓子工業組合へお知らせ
ください。

30

道でもない現代における茶

宛名・住所のご確認を
お願いします。

20

の様式を創造し︑継承して

24

20

ほどなく同社の手がける

10

10

事業は国内のみならず海外

尾関 勇

のファンを獲得する銘店

【24】

48

26

に︒和菓子のみならずお茶

が

することなのかなと思いま

を見た時は︑見え方が大分

６年生です︒その時はすご
ＮＨＫの外部プロダクショ
まりにもとんとん拍子に行

店を継がれてからの苦労は？

くプレッシャーでした︒で

きすぎ︑自分がやりたかっ

２世、３世の
オーナーシェフに聞く

ンに入って番組を作る仕事

洋菓子店

をしました︒

私は今

加藤幸平︵ケーキのカトウ︶ い う 継 ぎ 方 を し た の で す

店を継いでから︑プレッシャーを感
じたことは？

19

すが︑やがて自分が本当に

90

やりたいことを一度するべ

46

平成30年３月15日 （８）
（毎月 15 日発行）
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第948号

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

からだ。この為仮予約で良

うよ」と逃げられてしまう

わったばかりだから今度買

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。

先月号より続く。

バースデーケーキ
の予約注文を取る

その②
出した。これが大ヒットし、
１００軒にダイレクトメー

万円までいった。創業して

が、損をする時は丸太のよ

が入った。確率が高くて驚

に来店するお客様も増えて

宅配件数も増え、同時に店

れた。そんな事でだんだん

レビや雑誌が取り上げてく

日本一」が３番目になった。

メだと思い「お客様の満足

本一満足してくれないとダ

なく、店に来たお客様が日

とした。おいしいだけでは

に「おいしいケーキ日本一」

中毒事故を起こした。今振

オープンするという時、食

２店舗目があと２週間で

ていたのに、事故を起して

１億円借りてくれ」と言っ

「無担保無保証でいいから

事になった。絶好調の時は

え２店舗目を準備し始めた。 社内にあったお金があっと

て来たがお客様の便利を考

から借りにいったら「保証

お菓子も日本一おいしくな

いた。丸いデコレーション

いった。創業して１年半頃

４番目は売り上げ日本一な

り返れば、どこか有頂天に

人 を 立 て て く れ 」「 担 保 を

ーキの予約を受けて宅配を

うに流れていくという意味

ケーキの上にオーナメント

から急激に売り上げが伸び

ら、利益も日本一にしよう

なっているところがあっ

きのとやの宅配パンフレットから

年間、１店舗主義を貫い

業者に作ってもらった「桃

て、２年半たった頃は結構

と「 粗 利 益 高 日 本 一 」。 ５

た。食中毒で百数十名もの

ければならないので２番目

太郎」や「かぐや姫」を置

な繁盛店になり、ひと月１，

番目は利益も日本一なら社

始めたのが珍しく新聞やテ

いた。創業して２年目、バ

５００万～２，０００万の

員の賃金も日本一にしよう

年目の食中毒事

次にどうしたかという

女の子だったら「かぐや姫」

男の子だったら「桃太郎」

の中心部から車で

分ほど

えられていた。店は札幌市

ないし「紀伊國屋」と間違

来ますとなるとだんだん予

良くいつでもキャンセル出

でいい、そして予約だけで

約を受けるし代金はその時

いない。

ャンセルする」という人は

も余程の事がない限り「キ

ったかなあ」と思いながら

億円売ろう。次に売り上げ

上 高 日 本 一 」。 １ 店 舗 で ５

っ た。「 １ 店 舗 当 た り の 売

の日本一」という目標を作

当時、社員向けに「５つ

た。最高で１店舗

億５千

う間に売上げは倍になっ

年が５億円になりあっとい

８千万円、そしてその次の

げた。すると売上げは３億

木っ端を積み上げる様だ

会社にたまる利益は小さな

で流す」という格言がある。

葉で「木っ端を積んで丸太

お金を貯めていた。株の言

の心もひとつになった。

社がひとつになった。社員

して事故が起きたことで会

い１人も辞めなかった。そ

に手を付けた。しかし、幸

を払うのに女房の定期貯金

がない。最後は社員の給料

だが、担保なんかあるわけ

た。考えたら当たり前の話

時銀行の現実的実態も見る

料も払えなくなった。この

いう間に無くなり社員の給

だ。まさにそれを実感した。

ースデーケーキに力を入れ

売上があった。ある問屋さ

軒くらい注文

て予約を取り始めダイレク

んの営業の方に「店舗を増

ルを出すと

トメールを出したり幼稚園

創業

食中毒事故を起
こす

の園児のリストを探してパ

入れてくれ」などと言われ

い事とした。今のようにコ

方々につらい思いをさせて

ンピューターも無かった時

と「社員の賃金日本一」と

バースデーケーキを作っ

やしての年間売上げ５億円

て何とか売ろうとしたけれ
ンフレットを送ったりした。

しまった。それが今から

代なので予約カードで管理

年前、１９９７年だ。

ど、黙っていても売れない。

して、５つの日本一目標を

年６月だった。

年間少しずつ社内に

と、当時はローカル紙に「○

というバースデーケーキを

故。

月○日、○○家で○○ちゃ

店を増築して駐車場も広

う。また、１年先までの予

んという赤ちゃんが生まれ

約が増えてきた。予約日の

お客様が殺到してきた。最

電話は鳴り続けるし店には

ら１カ月遅れてオープンし

２店舗目は当初の予定か

して今がある。

た。そういう失敗を繰り返

た時は１人も辞めなかっ

しかし食中毒事故を起こし

のつかない大失敗である。

辞めてしまった。取り返し

その時には大部分の社員が

なことになってしまった。

ちはみんな泣き出すし大変

けて来て売り場の女の子た

時には店にお客様が押しか

ています。だから安心なん

そうしたら「もちろん知っ

ているんですか」と聞いた。

こしているんですよ。知っ

ところは半年前、事故を起

ので、私は耳を疑い「私の

半年しかたっていなかった

食中毒事故を起こしてから

して欲しい」と言われた。

店するので洋菓子の店を出

に隣接して大丸札幌店を出

ろに来て「４年後、札幌駅

幌店初代店長〕が私のとこ

時の小林準備室長〔大丸札

が開店する４年ほど前、当

圧倒している。大丸札幌店

が大きく食品の売上も他を

幌店は他の百貨店より規模

なっている。

万くらい売る稼ぎ頭の店に

けた。今は、年間４億５千

からその話があった時は受

りしていたが、大丸札幌店

声がかかっており全部お断

る前はほかの百貨店からも

れ」と言った。事故が起き

くり大丸の中に作ってく

室長は「この白石店をそっ

面積で営業していた。小林

厨房もあり、

店と言っていたが、喫茶も

た。そのころ本店は、白石

ースとフルラインであっ

ーキを作る厨房、販売スペ

いの店を開いた。喫茶、ケ

坪くら

た。それからしばらくして

です」と言った。すごい人

の一番いい場所に

百貨店より声がかかった。

である。それで大丸札幌店

大丸札幌店に出店

札幌には百貨店が幾つかあ

お菓子屋がバースデーケ

％の人が「そんなこと言

約もＯＫにした。これは「誕

離れていたので「そこまで

行くケーキが無くなった。

に取ってきてくれた。気が

後はどうしようもないので

99
るが、ＪＲ札幌駅の大丸札

坪くらいの

次号に続く。

11

４００円の手数料を支払

生日ケーキ予約して下さ
作ってダイレクトメールを

店に取りに来ても無い。予

ついた時には２千個の予約

の人などがまとめて予約し

を日本一にするためには、

ました」と掲載されていた。

日は順調に終

る。創業２年目にはクリス

約済みでお金ももらってい

が入っており、これはまず

受話器を全部上げた。謝っ

日中に渡せなかった。

いと思ってすぐに予約をス

ても許してもらえない。

てくれたところはほとんど

銀行や学校の先生、総務

トップした。自分は素人で

作るのにどれくらいの人数

クリスマスケーキを渡す事

クリスマスケーキ２千台を

で何時間かかるのか見当が

60

15

５つの日本一

20

い」と言っても「この間終

れない」と言われた。

作った。これを作ったのが

予定通りお届けしてよろし

はあるけれど、１店舗なら

いでしょうか」と電話で確

洋菓子の専門店ではひょっ

てしまった。そこから自然

２週間前になると「いつい

し支払いはケーキと引き換

発生的に配達が始まった。

つにバースデーケーキのご

えにした。すると結構予約

バースデーケーキが売れ

は行けない」と言われてし

予約を取ることになり「ど

をくれる人が増えてきた。

ない理由に、なかなか店ま

認する。ほとんど断らない。

まう。しかたがないので「配

うしたら予約が取れるか」

自分の家族から始まり、親

決して計画的に始めた訳で

昭和

と考えて主婦の人３人を採

戚や友達、知り合いと広が
で買いに来られない事があ

はなかった。１年先まで予

として日本一になるかもし

用して予約取りの仕事をお

その新聞記事を切りぬいて

った。当時は「洋菓子きの

予約をいただいていますが

願いした。１台予約を取っ
っていったからだ。しかし、

とや」と言っても誰も知ら

15

っていても届かない。夜８

バースデーケーキ
の宅配をはじめる

てくれたら大きさにより、
保存し１年後は間違いなく

達します」とついつい言っ

15

頃ケーキが届くと思って待

、

聞いたら「頑張ります」と
言う。
わったが、注文が集中する

マスケーキで失敗した。創

るお客様は

日の昼頃、配達で持って

業の年はクリスマスケーキ

だけで約千台あったが半分

日の１日

を３００台販売。２年目は

は

月

主婦の営業の方がクリスマ

24

つかなかった。当時のパテ

きのとや大丸札幌店

が出来なかった。夕方５時

15

62

30

１歳の誕生日になるので、

長沼昭夫 氏（株式会社きのとや会長）

１年と続かなかった。

製造・販売事情について

１個２００円、３００円、

地方のお菓子屋での

ィシェに「大丈夫か？」と

クリスマスケー
キ事件
私はお菓子屋を始めてか

22

スケーキの予約を一生懸命

らいろいろな失敗をしてい

23
12

70

24
24
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（９） 平成30年３月15日

代表取締役︶を講師に迎え﹁刑事塾
ds

麻布法人会では︑森透匡氏︵株式会社
ウソ・人

clearwoo

間心理の見抜き方﹂について講演会を開催しました︒

その④
がら始めることもある︒そ

あって︑本人と両方を見な

るのが採用面接である︒

れて大丈夫なのかを判断す

さん得て︑うちの会社に入

らない︒正しい情報をたく

べてくれる︒

ル会社でも３万くらいで調

いないだろう︒人事コンサ

いことになる︒それをして

そこまでして︑初めて入れ

をするのかということだ︒

するのか︑入社させる判断

そういう情報を得て面接を

て騙される︒だから︑想定

決まっている︒見抜けなく

に質問してもよく答えるに

読み︑研究して来る︒簡単

んに話を聞くと︑そもそも

が持って来た情報が正しい

判断はしない︒また︑相手

さん引き出せれば間違った

る︒情報がすべてで︑たく

入っていいかを判断してい

引き出して︑うちの会社に

持っている情報をたくさん

をする︒採用面接は相手の

出し︑シロかクロかの判断

人から情報をたくさん引き

通点が多い︒取り調べは犯

いるのかという話だが︑共

事の私がなぜ面接を教えて

要は情報収集である︒刑

で︑いい面接はできない︒

る︒時間が限られているの

う聞くのか絞ってからす

備する︒履歴書を見て︑ど

ういうところで遊んでいる

こういう関係を持って︑ど

個人情報を漏らしている︒

達関係が分かる︒幾らでも

スブックを見れば大体の友

ＮＳの時代なので︑フェイ

幾らでも出てくる︒今はＳ

出会い系の人など︑探せば

リーアドレスを検索したら

欺に登録していたとか︑フ

話番号で探したら︑変な詐

あるかもしれない︒携帯電

前に捕まったという情報が

索してみる︒もしかしたら

る︒例えば名前でネット検

もたくさん得るところがあ

履歴書や職務経歴書の他に

情報を入手する上では︑

というヒントをくれる︒聞

と聞く︒すると︑これかな

て言えば何かないですか﹂

さんいる︒その上で﹁強い

時に褒めてくれる人もたく

に会って話を聞けば︑その

の層を紹介するのか︒実際

上の層を紹介するのか︑下

っても︑何となくわかる︒

また︑誰を紹介するかによ

あったから︑辞めてきた︒

と言う︒言わない人は何か

介いただいていいですか﹂

きたいので︑３人ほどご紹

時﹁前の会社の方に話を聞

サルタントは︑面接をする

ィブ層を企業に付けるコン

リクルートのエグゼクテ

こに本当の姿がある︒特に

で自分の言葉で考える︒そ

定外になる︒すると今ここ

深掘りすると想定内から想

質問を想定してきている︒

ない︒相手はそういう浅い

すか︒これでは何も分から

か︑日曜日は何をしていま

最近どんな本を読みました

ていく︒趣味は何ですか︑

面接官ほど質問が横に滑っ

深掘り質問である︒下手な

回くらい聞けと言われる︒

なぜ︑なぜ︑なぜと最低３

また︑刑事は質問する時︑

になると辞めさせられない︒

と間違ってしまう︒正社員

るかどうかの判断をしない

る︒

その人の人間性が見えてく

動と感情はセットだから︑

な た は ど う 感 じ た か ﹂︒ 行

や受け止め方で﹁その時あ

する作業だ︒それから感情

と働いてくれるのかと予測

の会社に入ったら︑ちゃん

り︑未来を予測する︒うち

である︒過去をたくさん知

があるのは過去の積み重ね

ず過去の行動を聞く︒今日

何を聞くべきかだが︑先

手が嫌がらない程度に聞く︒

うになってしまうから︑相

つこく聞くと取り調べのよ

外の質問をする︒ただ︑し

分は準

れではいい面接ができるわ

準備がされていない︒中途

見て︑いきなり面接し︑下

新卒の学生はマニュアルを

けがない︒せめて

か︒採用面接はウソの中で

採用で履歴書を出された

き方次第︑やり方次第で︑

先月号より続く︒

も︑着飾りのウソだ︒ウソ

時︑どれくらい見るか︒１︑

のか︑１時間も調べれば凄

見よう見まねでしている方

因は我流である︒何となく

ソを見抜けない︒大きな原

結論を言うと︑皆さんウ

にくい︒けれど︑やはりウ

インが出にくいし︑見抜き

弱いウソなので︑ウソのサ

と正当化している︒非常に

に︑多少のウソは仕方ない

能性がある︒入社するため

面接は普通︑面接準備︑

がほとんどで︑大手の人事

導入部分︑人物像︑質問し︑

も︑社長も同じだ︒何とな

何となく回答をもらって︑

ソのサインが出る︒

何となく選んでいるから︑
元の気分に戻して帰す︒こ

の詐欺師はなかなか見抜け

を見抜ければいいが︑プロ

うすればいいか︒悪いウソ

い︒騙されないためにはど

詐欺に騙される人は多

てきたのでは︑というくら

す︒詐欺師は口から生まれ

期限を決めて結論をせか

をしていただければ﹂など︑

り 出 す︒﹁ 今 日 限 り に 契 約

くいい人だったのに急に怒

突然︑怒り出す︒今まで凄

か︒﹁ ア ダ ル ト サ イ ト の 未

たら︑架空請求詐欺だろう

っかかる可能性があるとし

皆さんが詐欺の手口で引

ある︒

が︑詐欺師である可能性も

きる営業マンみたいな人

る︒皆さんの周りにいるで

ているかの違いだけであ

いるのか︑悪い商品を売っ

である︒いい商品を売って

は︑絶対に開けてはいけな

も開けたくなるようなもの

駐禁の何とかなど︑いかに

にも送ってくる︒請求書や

会社のパソコンのアドレス

って︑無視する︒携帯にも

いかけても仕方がない︒従

騙される︒反応ない人を追

に送り︑反応があった人が

何も知らない︒不特定多数

かアドレスだけで︑あとは

いるのは︑携帯電話の番号

てしまう︒向こうが知って

った﹂と言う︒目撃者がい

て︑相手は﹁私が青信号だ

号無視でしたか﹂と聞かれ

官が到着して﹁どっちの信

ている人はいなかった︒警

か﹂と言われた︒事故を見

分待ってもらえます

に向かえないので︑現場で

たところ﹁パトカーがすぐ

下りてきた︒警察に電話し

落とした﹂といって車から

相手の運転手が﹁信号を見

はなく︑物損事故だった︒

車がぶつかってきた︒ケガ

である︒

きこう言ったよな﹂が得意

わせておいて﹁おまえさっ

い︒ヤクザ者はワーワー言

れば︑議論に巻き込まれな

るか︑オウム返しにしてい

込まれてしまう︒無言でい

返していると︑議論に巻き

ーワー言わないこと︒言い

ワーワー騒ぎ出したら︑ワ

ったら議論しない︒相手が

また︑理屈で負けると思

そういう発想がない︒

に我が身を救える︒意外と

ろいろなところからサイン

や話し方に出る︒人間はい

人間心理は︑必ずしぐさ

の前で待っていました﹂と︑

がありました︑何月何日家

列で﹁何月何日こんな電話

人がいたら︑ノートに時系

カーに追いかけられている

ことが大事である︒ストー

証拠を握って︑警察に行く

ば﹁やりましょう﹂となる︒

れているでしょう﹂と言え

すい︒

うが︑すぐに事件に入りや

る程度まとめてもらったほ

を持ってこられるより︑あ

ので︑ぐちゃぐちゃの情報

ほうがいい︒刑事も人間な

く︒情報は整理して行った

一つ一つ証拠を押さえてお

まない︒

が立ったら︑最後までたた

おかしいなというアンテナ

の直感は結構当たるので︑

しまうので騙される︒人間

など︑アンテナをたたんで

ない︑いい人かもしれない

でしまう︒儲かるかもしれ

やつの悪いウソを見抜き︑

取るやつがいる︒そういう

本で何百万も何千万も騙し

ちをターゲットに︑電話１

の国になる︒そういう人た

ちゃんおばあちゃんばかり

化社会で︑どんどんおじい

にすること︒日本は超高齢

ういう順番でするが︑皆さ

ない︒これは知識を増やす

いよく話す︒聞いてもいな

登 録 料 が あ り ま す ﹂﹁ １ 時

い︒

では︑どう見抜いていく

間違ってしまう︒

く見て︑何となく質問し︑

採用面接

の程度が弱く︑本人に罪悪

のかの判断もしなければな

ことだ︒詐欺師の特徴や手

いことをしゃべったり︑い

までに電話をくれないと裁

ことで︑知っているか知ら

い︒

いう場合︑携帯電話で録音

ないから分からない︒こう

てもらう︒警察に相談に行

警察に届け出をして捕まえ

う︒本当にふざけたやつは︑

また︑警察は遠慮なく使

いるかもしれない﹂と思え

ないが﹁何かウソをついて

単に見抜けるようにはなら

聞いたからといってそう簡

くのは訓練が必要で︑今日

を出している︒ウソを見抜

される︒なぜかというと︑

ついている︒それなのに騙

つまり皆さんどこかで気が

かしいと思った﹂と言う︒

にくると必ず﹁あの時はお

の被害者の方が警察に届出

くことが大切である︒詐欺

また︑直感を信じて気づ

士をうまく使って解決する︒ に付けてほしい︒

本当に困ったら警察︑弁護

る人間関係を作っておく︒

ーションを取り︑相談でき

から周りの人とコミュニケ

るからだまされる︒日ごろ

居老人の方が１人で判断す

には︑組織で対応する︒独

で︑人を見抜くスキルを身

じられるのかが大事なの

っとしたしぐさで何かを感

ションで鋭さを増す︒ちょ

キルなので︑コミュニケー

が︑コミュニケーションス

じる方もいるかもしれない

経営者の方はビジネスで

や録画できるから︑録画ボ

くと﹁証拠がないから難し

おかしいなとアンテナが立

ないかになる︒どの詐欺が

タンを押して証拠を取って

い﹂と言われるという︒逆

ば︑質問が変わるし︑接し

ったのに︑どこかでたたん

も騙されないように︑人を

になります﹂など︑携帯電

会社や店︑自宅に人が来

おく︒つまり︑自分の身に

方も変わるし︑結果が変わ

はやっているなど︑ニュー

話にたくさん来る︒どんな

たらどうするか︒まず︑相

災いが降りかかり︑何かや

に言えば︑警察は証拠があ

る︒ウソのサインを感じな

いから︑ずるずる行って騙

これは一部を除くと︑で

人が引っかかるのだろう

手の所属身分をしっかりと

れば動かざるを得ない︒﹁見

見抜いてほしい︒ウソを見

きる営業マンと紙一重であ

か︒先ず心当たりのある人︒

確認する︒名刺交換もする︒

ばいなと思ったら証拠を押

て下さい︑ちゃんと顔が撮

抜くというとえげつなく感

ン 能 力 が 高 い︒﹁ 絶 対 儲 か

る︒詐欺師もできる営業マ

おじけづいた人が電話をす

さえる︒こういう発想を持

スで見たら覚えておこう︒

ります︑必ず儲けさせます﹂

ンも人の信頼を得る︒うさ

ると︑そこで初めて名前や

また︑証拠収集の発想を

っていると︑いざという時

また︑被害拡大を防ぐため

と断言する︒エサを与えて

んくさかったら誰も近づい

持つ︒青信号の交差点に入

されてしまう︒

その気にさせる︒いい話を

ては来ない︒フレンドリー

会社名を自分で全部言って

ったら︑横から信号無視の

詐欺被害防止

口をたくさん知っておく︒

ろいろなことを話して︑頭

判 に な り ま す ﹂﹁ 強 制 執 行

目の前にぶら下げておい

しまうので︑余計に怖くな

〜

私もいろいろ詐欺師を取り

を満タンにさせ︑質問があ

騙されないようにしてほし

調べたが特徴は口がうま

っても明確に答えない︒

最大の予防は知識がある

い︑しゃべりが早い︑理屈

て︑こちらへ流す︒契約寸

で話もうまいし︑信用して

り︑払わざるを得なくなっ

詐欺師の対処方法

前で止めると︑逆ギレする︒

もらえるから悪い商品を出

結論は︑騙されないよう
しても売れる︒信用が前提

30

﹁何でここまで説明させて

終わりに

っぽい︒コミュニケーショ

聞くべきポイント

感が薄い︒そもそも︑ウソ
手をすると履歴書が置いて

30

２人来るのに５分くらいで

森 透匡 氏（株式会社 clearwoods 代表取締役）

をついている自覚がない可

刑事塾
ウソ（人間心理）の見抜き方

おいて︑急にやめるの﹂と

20
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聞
新
業
工
子
菓
（第三種郵便物認可）

第948号

社髙島屋・ＭＤ本部課長︶を講師に迎え﹁和菓子

全菓連では全国組合研修会で畑主税氏︵株式会

る︑入りやすいスタイルに

ょっと休もうかな﹂と思え

る ス ペ ー ス を 造 っ た︒﹁ ち

をその場で食べていただけ

の最新事情について﹂をテーマに講演会を行いま

らは入りやすいことが大事

もしれない︒ただ︑これか

っていた︒さらに︑小型羊

ショーケースが薄く仕上が

羊羹が斜めに飾れるくらい

は︑小型羊羹と竹皮包みの

ニューアルオープンの際

新宿の小田急百貨店のリ

切り替えている︒

先月号より続く︒

老舗の風格は時
に邪魔をする
になる︒

その②
クアウトで︑オフィスで食

場で食べる︒あるいはテイ

ストやパンを頼んで︑その

っていっているところがポ

がらも︑お客様側に歩み寄

ランドのイメージを守りな

の提案に変わってきた︒ブ

国銘菓の訴求力が上がって

つのポイントでもあり︑全

ここが何かを探し求める１

な動きが増えてきている︒

する上司に持っていくよう

産という需要が大きく伸び

ことももちろんだが︑手土

る︒風向きが変わっている

てくる機会が増えてきてい

４年は圧倒的に和菓子の出

ん載っているが︑違ったタ

手みやげ特集

べる︒このように現代人の
イントだ︒

ていることは︑こうしたメ

最近︑よく手土産特集を

イプのものが載るようにな

えており︑洋菓子ももちろ

ディア媒体に出てきたこと

いるところでもある︒

も否めない︒凄く露出が増

スタイルに合わせた売り場

手みやげに和菓子

乱立する手みや
げ特集
別として︑ちょっとした箱

見かける︒いろいろな雑誌

ースで見た時︑ばら売りは

ものが急成長している︒私

今︑
求められてい
るのは手みやげ

るのは︑昭和のレトロ感満

ってきた︒今まではパティ

載の洋菓子屋さんである︒

シェスイーツだったが︑最

集として︑全国のいろいろ

神田の近江屋洋菓子店さん

やホームページに﹁秘書が

な和洋菓子が取り上げられ

や麹町の村上開新堂さんの

選んだ至福の一品﹂という

ている︒ａｎａｎやＢＲＵ

クッキーなど︑レトロな包

どもの店舗でも１︐５００

ＴＵＳでは︑手土産特集が

装や缶が昔のままのもの

〜２千円の価格帯のもの

常連になっている︒ａｎａ

は︑今の世代にはかわいら

﹁手土産に和菓子﹂とい

ｎでは３年連続で手土産ラ

しく見えたり︑新しく見え

う話をしたい︒手土産とは

おやつという表現をした

ンキングが紹介された︒こ

羹をお客様がより自由に手

が︑和菓子は日常の生活空

聞けば︑ほとんどないので

うした女性ファッション誌

たりする︒それで︑手土産

に取れる状態にしている︒

く︑１︐５００円くらいの

間に取り込まれ始めてお

ある︒それくらい中元歳暮

特集に取り上げられるよう

とらやさんのイメージを

価格帯である︒贈答品は洋

り︑重厚感ある高級志向の

な儀礼的なギフトはどんど

から離れてきている︒一方

に登場するのは︑今までほ

になっている︒

ご紹介しよう︒浅草松屋の

菓子が伸びていることに対

ブランドより︑身近にあっ

ん消えている︒さびしいが

とんどが華やかな洋菓子だ

子で︑お客様を惹きつける︒

する︒トゲがある表現かも

し︑和菓子は手土産の需要

て︑身近に感じられるお勧

現実であり︑百貨店も中元

で︑探し歩いて見つけたお

った︒ところが︑この３〜

またパッケージを変えてい

しれないが︑決して老舗の

が圧倒的に伸びてきてい

めのお菓子を︑親しい間柄

菓子をちょっとした価格帯

百何十年︑１本勝負で生き

近こうした手土産で出てく

る︒今︑求められているの

の方に渡すことが増えてい

歳暮の商売をさせていただ

で家族や親しい友達︑尊敬

ている︒そうしたスペシャ

ったり︑サブアイテムを主

ような形で接待の手土産特

は手土産である︒和菓子で

きながら︑私の同期に﹁中

中︑干菓子とさまざまなジ

力に持ってくるような商品

は︑逆に伸びている︒

の３千円以上の贈答需要は

る︒今までのように中元歳

元歳暮︑贈っている？﹂と

ャンルがあり︑そこにまた

リストの存在は︑洋菓子の

展開の振り幅も大事であ

贈答の３千〜５千円ではな

年前と

暮で﹁とりあえず部長に贈

し求め﹁これいいな﹂とい

世界にはあまりない︒もち

距離感が近くなっており︑

緩やかに下降し︑

っておきましょう﹂のよう

うお勧めのお菓子を贈る︒

地域性が乗って︑数え切れ

ろんプリン専門店やロール

店舗では︑今まで手前のシ

れて︑全く脱却して新宿の

比べると大きく落ち込んで

高校の時は誰もが知ってい

ないお菓子になる︒洋菓子

風格を批判しているわけで

和菓子を見せてお召し上が

南口と北参道に店を出され

いる︒けれども︑価格帯ベ

るヒット曲があり︑誰もが

手土産として持って行く志

は大きな受け皿がほぼ３つ

時代の動きを見据えて︑売

りいただき︑ゆったりとセ

た︒スタバのようにコーヒ

より︑微妙な変化ではある

向が強くなっている︒こう

り場の造作を変えてきてい

ないお客様には︑近寄りが

レブレティに休んでいただ

ーなどのドリンクと餡トー

が︑大きく変わってくると

見ている映画やドラマがあ

したことを考えると和菓子

ョーケースはもっと奥行き

たいものがあった︒それで

くスタイルだった︒この六

菓子は︑おはじき玉やマカ

った︒今はそんな音楽も映

があり︑それだけお客様と

ショーケースを薄くし︑店

本木と表参道の店を閉めら

ロンのようなカラフルなお

思う︒私どもも日本橋髙島

画もドラマもない︒皆さん

はない︒店格や店のイメー

舗にイートインではなく︑

人たちにはおしゃれにうつ

屋がリニューアルを迎える

ジを維持しながら︑敷居の

らない︒百貨店の常設で構

腰かけてお茶と羊羹や饅頭

るし︑また︑カラフルに作

菓子である︒これも干錦玉

ので︑ショーケースの造作

る︒

えている和菓子ブランドに

はやり廃りが見えないと申

の寒天を薄く伸ばして乾か

販売員の距離が開いてい

は︑そういうイメージの店

し上げた︒しかし︑手土産

り上げた新しいお菓子を届

し︑型抜きではないので︑

高さを消してあげる︒手に

構えが必要になるし︑皆さ

の部分では︑和菓子屋さん

大分県の古後老舗の雪月

けようという店も出てきた︒

一つ一つ形が違い水の不定

で表現をしていかなければ

しながら︑今までと違う形

等は各お菓子屋さんと相談

して自分だけ聞いている︒

ウンロードし︑イヤホンを

好きなように好きな曲をダ

一部マカロンやキャラメル

れて展開している︒そこに

ョコレートに大体３分割さ

菓子はケーキと焼菓子とチ

の多様性は強みになる︒洋

悩んでいるところはメイン

ドはたくさんあるが︑伸び

だろう︒逆に大きなブラン

嗜好を受け止める皿になる

る︒これが多様化していく

細かな受け皿がたくさんあ

しかないが︑和菓子はこと

本勝負﹂というお菓子屋さ

ャンルに分かれて﹁これ１

菓子はそれが多種多様なジ

スペシャリストがいる︒和

もっとニッチなところにも

んあるが︑和菓子の場合は

ケーキ専門店などはたくさ

造拠点を移すことで︑伸ば

している︒結局︑郊外に製

たお菓子屋さんは︑今苦戦

を機に工場を郊外へ移転し

フト需要が多様に伸びたの

見られるが︑バブル期︑ギ

る︒都市部の百貨店でよく

ある︒今までラグジュアリ

型さを表現している︒和菓

これからは︑相手が何を好

が付いてきたり︑コンフィ

羊羹を買っている方はすぐ

花というお菓子は︑２年前

子らしさを残しながら︑ど

ならない︒また︑地味とい

きだろうがあまり興味のな

ズリーを展開しているお店

近よりやすいという感覚

に大分駅の商業施設が新し

うネガティブなイメージも

い世代になる︒

ー感︑高級感のある空間で

くできた時︑包装紙を水色

こか洋菓子っぽいスタイル

手土産路線の部分から︑華

入れると思うが︑なじみの

と黄色に変えた︒それまで

を見せている︒このように

やかなところに移り変わっ

を︑広げていかなければな

地味さからの脱却

はベージュだった︒ゆずを

いろいろな表現が見えてき

和菓子に置きかえればメ
て︑和菓子の受け止め方が

してきている生菓子の需要

上げではないが︑お客様の

んがたくさんあるので︑そ

誘引力では生ものが大事で

商材の売り上げが少しずつ

いかに次なる世代に広げる

ある︒こうしたところも押

もあるが︑ほとんどがこの

かがポイントになる︒また︑

ジャーなアイテムが︑これ

使ったお菓子なので黄色を

ている︒これは新しいポイ

売れ筋の代表銘菓に特化し

さえていきたい︒

に対応ができない︒確かに

た商品展開だけでなく︑ロ

次号に続く︒

単価は低いので大した売り

スが多いので止めたお菓子

こにはまったお客様は必ず

ところが和菓子屋さんは

全国の和菓子屋さんを見

屋さんもたくさんいる生菓

付いてきてくれる︒あとは

ジャンル分けできないよう

渡すと︑スペシャリストの

歩みを止め始めていること

るか︒もしくはスペシャリ

なお菓子もあり︑多種多様

方がたくさんいる︒何十年︑

だろう︒

ストになっていくかだろ

である︒大福やきんつば︑

メイン商材で︑ギフト商材

う︒今までは有名なお菓子

どら焼き︑羊羹︑饅頭︑最

は焼菓子とチョコレートだ

でもよくうたわれている︒

を贈れば︑間違いない安心

から勢いを落としていくの

これも和菓子には追い風

感があった︒今は自分で探

ントだ︒

だ︒個人の嗜好が最優先さ

スペシャリストと
引き出しの多さ

れる時代である︒私が中学︑

ではないか︒このため︑ど

イメージした︒黄色と水色

こうした皆さんの努力に

嗜好性の多様化
和菓子の多様性
は強み
嗜好性の多様化が経済誌

けが持っていっている︒

変わってきている︒
喧嘩するが︑着物の十二単
の色で重ねると相性のいい
色合いになる︒伝統的な色
合いの組み合わせを生かし
たところ︑受け止めのいい
包装紙になり︑好評である︒
岐阜県大垣市の槌谷さん
の﹁みずのいろ﹂というお

れだけ引き出しを広げられ

は絵の具で塗り合わせると

10

別業態でとらやカフェも

んの各路面店でもどーんと

が当たり前だと思い昔から

た︒日ごろ︑とらやさんの

和菓子のネガティブなイ

使っている包装紙は︑今の

畑 主税 氏（株式会社髙島屋・ＭＤ本部課長）

メージで地味にうつる︑よ

和菓子の 最新事情 について

くわからない︑抑揚がない︑

取りやすい︑親しみやすい︑

老舗の風格は時に邪魔を

いう迫力があるとすごいか

した︒
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％︶⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

ーズ
イルを軽く塗る︒

ばめる︒焼成後オリーブオ

こりとした触感はそのまま

物特有の匂いもなく︑こり

オリーブオイル

ｇ
︻成形︼

い︑直径約

んにたずねたところ︑べっ

存在してます︒店主甲川さ

表面にオリーブオイルを

②リンゴ＆カマンベール

ｇ
乗せる︒焼成後オリーブオ

６分の１カットしたものを

の麓にあります︒田野町は

車で南西へ三十分

鰐塚山

田野町は中心市街地から

平成十八年に宮崎市との合

に最も適しているのです︒

も冷たく︑干し大根の乾燥

山で鰐塚おろしの風はとて

さっそくお店に行ってき

根のことです︒

の︵でこん︶とは方言で大

ーる︶です︒でこんろーる

﹁ 大 根 ロ ー ル ﹂︵ で こ ん ろ

お菓子のル・パンさん考案

しそうなスタッフの姿もみ

りの奥に作業場が見え︑忙

チックでガラス張りの仕切

目の壁や陳列台がメルヘン

様がお買い物中でした︒木

小さなお子さん連れのお客

あるほど超人気です︒

がりの時刻の問い合わせも

パンに関しましては焼き上

んロールもありました︒食

並んでます︒もちろんでこ

べてみると以外に違和感な

躇してしまいましたが︑食

時︑口にいれるのを少し躊

す︒初めてその話をきいた

の漬物が入っているので

いと熱く語られました︒

お菓子︑パンを作り続けた

後もさらに特産物を使った

十一年︒従業員も増え︑今

局・大西みつ子

宮崎県菓子工業組合事務
併で宮崎・田野合併協議会

く︑きめ細やかな生地にや

干し大根︵漬物︶の生産日

えます︒お手頃価格のお惣

ＦＡＸ ０３−３４０７−５４８６

でこんロールは︑斬新な

本一です︒標高千百十八メ

ました︒店内に入ると甘い

菜パンやお菓子がたくさん

話 ０３−３４００−８９０１
電

さしく包まれています︒漬

が発足されまちづくり計画

香りがただよい︑ちょうど

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。

発想で︑ケーキの中に大根

ートルの鰐塚山は鹿児島県

の一環として誕生したのが

ンを開店されて︑すでに三

とふたりでお菓子のル・パ

子店にての修行の後︑奥様

うですが︑市内の有名洋菓

と電気関係の仕事だったそ

店主甲川さんは︑もとも

です︒

なく︑日本茶にもあいそう

た︒コーヒーや紅茶だけで

加工してるとのことでし

少ないけど︑さらに熱処理

たら漬けはもともと匂いは

１カットしさらに４分の１

㎝に丸く伸ば

しっかりガス抜きを行な

ｇ

ｇ

％︶⁝⁝１００ｇ

食塩︵２％︶⁝⁝⁝⁝
砂糖︵

大根ロール

分の

カットしたものと︑リンゴ

塗りカマンベールを

︻焼成︼

す

①バジルソース＆トマトマ

ｇ
イルを軽く塗る︒

表面にバジルソース

を８分の１カットしさらに

％︶⁝⁝⁝１００ｇ

％︶⁝１５０ｇ

脱脂粉乳︵３％︶⁝⁝
バター︵

ルパン店主 甲川さん

の桜島より一メートル高い

お菓子のル・パン

大根ロール︵でこんろーる︶



たポークウインナーを散り

トッピングする︒カットし

塗る︒トマトマリネを

リネ

％︶⁝⁝⁝５２０ｇ

12

パン講習
日本菓子専門学校 講師
卵︵
水︵
︻工程︼
中

％︶

低速３分

ミキシング⁝低速３分
速５分↓バター

℃

高速２分
℃

分︵

％︶

40 30

フォカッチャ
︵バジルソース＆トマトマリネとリンゴ＆カマンベール︶

⁝⁝⁝１０００ｇ
パン酵母︵生イースト︶
︵３
中速３分
生地温度⁝
発酵時間⁝
ｇ
分

℃

分

崎
宮

分割⁝
ベンチタイム⁝

分︵

成形⁝丸く伸ばす
最終発酵⁝

下火２００℃約

焼成⁝上火２２０℃

︻仕上げ材料︼
セミド

ポークウイン

①バジルペースト
ライマリネ

カマンベールチ

オリーブオイル

②リンゴ

ナー

14

20 30
80
82
15

28
15
32

60 26
40

︻配合︼
強力粉︵１００％︶

15

30

10

52 10
80
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