︵口座振替日変更︶平成

年７月１日からの全菓連ＰＬ保険の口座振替日は︑７月 日︵木︶です︒保険料が引落されますので不足の無いよう預金残高をご確認ください︒

﹁ 食 品 産 業 戦 略 ﹂を 公 表
付加価値額や労働生産性など３割増へ

農林水産省では︑食品製造業の抱える課題や今後のビジョン︑方向について︑

③簡便化・外部化の需要に

にすることなども必要︒

研究開発部門との交流を密

市場動向を調査する部門と

ランス良く活用すること︑

水準の商品の消費も喚起す

えることで︑それに準じる

ある︒より高級な商品を加

力を強化することも可能で

つ︑企業としてのブランド

⑤健康増進や栄養バランス

ることも期待できる︒

食の志向に関するアンケ

につながる機能性に訴える

応じた商品開発

ート調査によると︑簡便化

労働生産性それぞれ３割増

て︑付加価値額︑海外売上︑

業者が挑むべき目標とし

代に向け︑日本の各食品事

同戦略では︑２０２０年

えることが必要となる︒食

だし︑その魅力を顧客に訴

るような新しい市場を見い

確かに買いたい﹂と思われ

﹁そういうものがあったら

提供できるようにするには

ービスを顧客の支持を得て

りも必要である︒

に反映させていく仕組み作

度を算定して︑人事の評価

業績評価指標に対する貢献

ごとに独自に設定した重要

たか見える化を図り︑分野

ってどの程度の価値を上げ

面に︑どの程度の資金を使

付加価値を高めるという

い商品を生み出すことも可

他の事業者の追随を許さな

顧客から支持を得て︑かつ

度な技術開発を進めれば︑

市場のニーズを見据え︑高

は容易ではない︒潜在的な

流行に合わせて進めること

発を︑不連続な食品産業の

しいものを創り出す技術開

ではない︒積み上げ型で新

も売れる商品につながる訳

技術開発の成果が必ずし

②技術開発で今までなかっ

必要がある︒

全く新規の商品でなくと

商品を提案

④高い品質でプレミアムな

を選ぶ人が多かった︒

﹁食事の準備﹂︵

人が困っているものとして

る日常動作の中で介護する

高まっている︒介護に関す

化の要望は介護の現場でも

い﹂と回答している︒簡便

以上が﹁調理する時間がな

を聞いた調査によると︑

理済み食品を購入する理由

市販の弁当や総菜などの調

らに︑家族で食べるために︑

・２％に高まっている︒さ

る包装・容器を用いること

る︒安全性や保存性を高め

を伸ばすことでも高められ

⑥包装・容器の高度化によ

とも有効︒

表示制度を活用して行うこ

のある情報発信をこれらの

表示食品﹂があり︑信頼性

養機能食品﹂及び﹁機能性

づき機能性を表示できる保

信が重要である︒法律に基

際には信頼性のある情報発

額︑海外売上︑労働生産性の

割増と生産拠点としての基盤整備を方向性として

示し︑２０２０年代の日本の食品産業のあり方を提案した︒

歳代の女性の半数

健 用 食 品︵ ト ク ホ ︶﹂︑﹁ 栄

る魅力向上

食品の新たな魅力は︑包

装や容器の性能強化により

やサービスを生み出せな

を有する人材を集め︑能力

くる︒様々な経験や専門性

ば生活スタイルも異なって

る紫を基調とした︒平成

配し︑ブランドカラーであ

学的技術と工学的技術をバ

の研究者も採用して生物化

理学や情報工学︑機械工学

ら焼き︑飴︑揚げパン︑ク

たブランド力を土台にしつ

ップに加えることで︑培っ

する商品を従来のラインナ

﹁ワッフルコーン桔梗信玄

る︒

拓を進めることも期待され

で︑海外輸出による需要開

鮮度保持の期間や賞味期限

い︒つまり︑食品産業の流

するよりもリスクの少ない

・４％︶

健康に関する力を訴える

と戦略の基盤としての生産

品産業の商品・サービスは︑

能である︒食品産業の企画

も︑高い水準の生産工程と

商品

拠点の危機管理と環境整備

ずっと前に人気があったも

①企画・開発力の向上に向

開発の担当者は化学︑栄養

高い製品の品質をアピール

を志向する人の比率は︑

の方向性を示し︑達成に向

の︑他国で人気があったも

新しいことを生み出すた

けた人材確保・人材育成

学の素養を有した者が多い

を発揮できる環境を整える

けて︑取り組むべき事項が

のが突然今になって日本で

めには多様で能力あふれる

が︑それ以外の専門性︑物

戦略的な対応を検討するため︑有識者による食品産業戦略会議を開催︑議論をま

説明された︵海外売上につ

人気を獲得することもあ

人材を確保することが不可

とめたものをこのほど﹁食品産業戦略﹂として公表した︒同戦略では︑付加価値

いては︑本号では掲載して

る︒少し前の時期の技術や

欠︒専門性や経験が異なれ

行は不連続である︒

ブランド戦略とも言える︒

た商品を生み出す

い ま せ ん ︶︒ 具 体 的 な 取 組

流行からの積み上げだけで

健 機 能 食 品 に は︑﹁ 特 定 保

で︑菓子製造事業者に関す

は︑必ずしも魅力ある商品

基準のパン﹂として訴求し︑

えないまま︑新しい切り口

商品自体も容器包装も変

⑧築いたブランドで派生商

れる︒

要を開拓することが考えら

学校給食に加えた新たな需

開するブルボン

菓子のアイスクリームを展

め︑全国で販売を開始した︒

８倍の売れ行きだったた

県で発売したところ予測の

年夏から地元新潟や北陸３

梗信玄餅アイスバー﹂を発

﹁ 桔 梗 信 玄 餅 ア イ ス ﹂﹁ 桔

式会社との共同開発では

る︒氷菓大手の赤城乳業株

レープなどを販売してい

販売されている︒

のご当地フレーバー商品も

ントリーマアム︑チロルチ

餅味﹂を販売している︒カ

されているパンと異なり︑

食用のパンは︑一般に市販

層から追加的な需要を喚起

開することは︑従来の支持

セラー商品の派生商品を展

消費者に定着したロング

いモナカタイプに仕上げた

をまるごと入れ︑食べやす

スクリームの中にルマンド

製造の技術を活かし︑アイ

ド﹂で長年培ってきた菓子

クレープクッキー﹁ルマン

年発売の

新潟県の菓子メーカーブ

ロールケーキ︑プリン︑ど

生商品の開発に取り組み︑

なっている桔梗信玄餅の派

年に発売し︑同県の銘菓と

開した山梨の桔梗屋

元銘菓の派生商品を全国展

○大手メーカーや流通と地

菓子工業組合理事長︶

︵全菓連副理事長︑熊本県

▽旭日双光章＝堤公一氏

セブンプレミアムとして

売︑セブンイレブンでは︑

︵群馬県菓子工業組合元副

▽瑞宝単光章＝小滝鋭司氏

年以上のロングセラー

で商品の魅力を訴え︑新し

﹁不必要な着色料︑保存料︑

するとともに︑従来商品の

商品を発売した︒パッケー

株式会社桔梗屋は︑昭和
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︵２面に続く︶

漂白剤︑発色剤その他の食

ブランド価値をさらに高め

ジもルマンドと同じロゴを

ルボンは︑昭和

品添加物が添加された食

ることにつながるものであ

○

い市場を開拓することも可

品を展開

品﹂については使用しない

り︑全く新しい商品を開発

菓子製造販売の山梨県の

こととされている︒そこで︑

ョコ等のロングセラー商品

能である︒例えば︑学校給

付加価値の高い商品・サ

少子化に伴い減少している

需要を引き出す
新たな価値創造
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（１） 平成30年５月15日

原材料をまとめて生地を作

パンや菓子などは︑複数の

形態が様々である︒例えば

また︑食品製造業は生産

き戦略も異なってくる︒

り︑直面する課題も採るべ

れるか︑など経営体力に差

危機まで自力で受け止めら

投入できるか︑どの程度の

場にどの程度の経営資源を

できるか︑国内と海外の市

度の資金や人的資源を投入

備投資や研究開発にどの程

くの従業員が張り付いてい

よりも︑その後の工程に多

較的進んだ調理・加工工程

い工程もある︒機械化が比

導入にそれほどの障壁がな

梱包︑出荷などロボットの

一方︑包装後の箱詰め︑

品の返品・廃棄削減のため

する調査によれば︑ドライ

加工食品の返品・廃棄に関

組の重要性も増している︒

革新を活用した省人化の取

ＡＩ︵人工知能︶等の技術

し く み ︶︑ ビ ッ グ デ ー タ︑

インターネットにつながる

品メーカーの ・５％が﹁メ

減のための方策として︑食

廃棄ロスの削減

④賞味期限の見直しによる

する︒

業割合率が高いことも留意

やパートタイム労働者の就

の就業割合︑非正規労働者

時・定時の輸送への要請が

食品は劣化が早いため適

⑤物流の共同化等によるコ

る︒

で食品業界に呼び掛けてい

に緩和するよう農林水産省

賞味期間の１／２残し以下

ある︒このため納品期限を

︵１面より続く︶

り︑同じ生地から色々な製
る現状を踏まえれば︑直ち
の方策として食品業者が有

業の実現により生産性向上

による高度かつ効率的な作

の部品は物理的に組み立て

自動車や電機機器は︑材料

ても力点が変わる︒さらに︑

は︑生産形態の違いによっ

業工程の機械化﹂と回答し

して︑食品製造業では﹁作

て効果が期待できるものと

労働力不足の解決策とし

とは困難︒生産現場を診断

か︑自分だけで構想するこ

直せば生産性を向上できる

にとって工場全体をどう見

る︒特に中小規模の事業者

トナーを見つける必要があ

そのために︑適切なパー

費需要動向を正しく把握す

業が小売ＰＯＳ等により消

を 向 上 さ せ る こ と ﹂﹁ 卸 売

業が在庫管理の技術・精度

を 向 上 さ せ る こ と ﹂﹁ 卸 売

ーが需要予測の技術・精度

効と評価したのは﹁メーカ

必要がある︒あわせて︑賞

賞味期限への変更を進める

包材の高度化やより妥当な

するため︑品目によっては

る︒食品の廃棄ロスを削減

延長すること﹂を挙げてい

ーカーが商品の賞味期限を

理化や環境負荷低減のため

従来︑エネルギー使用の合

的に持続させるためには︑

の需給が逼迫する中︑安定

不足を背景に物流サービス

かし︑トラック輸送の人手

高く︑出荷頻度も多い︒し

自動化や働き方
改革による労働
生産性の向上
今後︑人材確保がますま

がある点に留意する︒
に自動化できる部分もある︒

を図る取組も重要である︒

％に上った︒ロ

スト低減

す困難となる中︑中小企業
品を作る︒このように︑具
①ロボットの導入などの設

ドライ品の返品・廃棄削

・小規模企業においては︑
体的な生産性向上の取組

その際︑食品製造業は原材
られ︑その過程で材料や部
た企業が

トが海外市場なのか︑国内

なのか︒重視するマーケッ

ィ製品なのか︑ニッチ製品

調理品なのか︑コモディテ

なく︑製品が素材品なのか︑

事業規模の違いだけでは

意する︒

が高まりつつあることに留

する労働集約的事業の比重

的加工度の高い食品を製造

部化等を背景として︑比較

側面があることや︑食の外

手作業によらざるを得ない

難であり︑ある程度目視・

業者の事業規模により︑設

具体的な取組は︑食品製造

ことが困難な場合がある︒

まま食品製造業に応用する

工場の生産管理手法をその

ため︑自動車や電機の製造

る︒このような違いがある

多いプロセス型生産であ

性状は大きく変わることが

投入された原材料の形状や

を加えて製品を作るため︑

材料に化学的・物理的処理

である︒食品製造業では原

部品を取り出すことが可能

した製品を分解すれば元の

い組立型生産である︒完成

ない︒

機械は食品工場に持ち込め

といった要請を満たさない

い︑熱さや冷たさに強い︑

油などが食品に落下しな

が発生しない︑部品や潤滑

められる︒サビない︑カビ

加えて高い安全・衛生が求

全体に成果が現れにくい︒

め︑一部だけ効率化しても

造ラインは流れが速いた

定な食品は扱いにくい︒製

く︑柔らかくて形状が不安

れなかったことには︑小さ

造の現場になかなか導入さ

ボットなどの機械が食品製

少する傾向は強くなる︒中

になる中︑ＩｏＴ︵モノが

人材確保がますます困難

た省人化・低コスト化

②ＩｏＴ︑ＡＩ等を活用し

グする場が求められている︒

じている︒両者をマッチン

か見つけることは困難と感

がどんな課題を抱えている

供する側も︑どの食品業者

業者は多い︒サービスを提

つけるか︑苦労している事

要である︒しかし︑どう見

テムインテグレーターが必

めの道具を設計できるシス

し︑処方箋を示し︑そのた

やさず︑地域の雇用を維持

業は女性就業比率︑高齢者

とが必要︒その際︑食品産

の魅力や生産性を高めるこ

進めるなど︑働く場として

含めた設備投資を積極的に

か︑ＩＴ化・ロボット化を

た職場環境の改善を図るほ

化や女性・高齢者に配慮し

ためには︑勤務時間の柔軟

品製造業により惹き付ける

するなど質の高い人材を食

優れた技術や企画力を有

材確保と労働生産性の向上

③﹁働き方改革﹂による人

ること﹂などがある︒

る︒例えば豆腐の価格は平

ーン全体で解決する必要が

は困難であり︑フードチェ

見直しは個別企業の取組で

てきた︒厳しい納品期限の

上残して納品するよう求め

に︑賞味期間を３分の２以

等が加工食品のメーカー

慣習では︑従来︑小売企業

和も重要である︒日本の商

重要︒また︑納品期限の緩

費者への周知を行うことも

味期限の意味について︑消

食べられる期間としての賞

慣行の見直しや︑おいしく

味期限に過度に厳しい取引

されて初めて完結するもの

検討する必要がある︒

ラとして共同配送の推進も

がって国全体の社会インフ

だけではなく︑業種もまた

プ内企業での効率化を図る

る︒その際︑個社やグルー

められている分野と言え

迫解消のため︑効率化が求

が高く︑貨物輸送全体の逼

ある︒近年の輸送量伸び率

め︑ほとんど自動車輸送で

貨物輸送量の１割近くを占

る︒食料工業品は︑国内の

物流を推し進める必要があ

に取り組んできた効率的な

備投資

機械化やＩＴ化︑人材育成

料から最終製品に至るまで
品の形状や性状は変化しな

市場なのかというように︑

ェーンが機能する必要があ

成

近年︑自然災害が多発す

売業も含めた食品産業事業

る︒このため︑物流業︑小

器や包材も揃える必要があ

継させる取組が不可欠であ

できた技能やブランドを承

供給を担い︑これまで育ん

危機を克服し︑地域で安定

③取引の適正化

が整備される必要がある︒

様々な選択をしやすい環境

の確保︑事業売却も含めた

ため中小事業者が多い豆腐

持ちがせず流通範囲が狭い

た︒背景として︑従来︑日

造事業者は約４割減少し

％減少した︒それに伴い製

めには︑実需者・消費者の

れる衛生管理を実践するた

る上で︑海外市場で求めら

れ︑また︑今後輸出を進め

ＣＣＰの制度化が予定さ

も同様に重要である︒ＨＡ

〜

対する信頼を維持する取組

る中︑緊急時には︑従業員

者は事業継続計画を策定

製造業者は不利な取引条件

最も多い年齢層は

であり︑今後︑引退する経

と関係行政機関・事業者と

の協働で進めることが重要
である︒

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

大阪営業所 大阪府大阪市淀川区西中島7-7-2

FAX.0283-23-5401

TEL.0283-23-7331

栃木県佐野市村上町903

完全に均質化することが困

製品の性格や販売戦略によ

①災害時の安定供給の確保

する観点から円滑な承継先

の欠勤が多数発生する︑道

消費者が付加価値を認め

を小売業者から求められる

で あ る こ と か ら︑﹁ 食 ﹂ に

小企業が直面する経営上の

年間で約

り︑原材料の調達には︑容

路の寸断等により原材料の

る︒中小企業の１２７万事

る商品を開発しても︑適正

年までの

などのリスク低減

食品産業が直面する可能

し︑緊急時に業種もまたが

な価格で取引されなくて

生産拠点として
の危機管理と環
境整備

性がある障壁として︑自然

調達や販売ルートが通常通

業者が後継者不足の問題を

災害︑事業承継︑不公正な

抱えている︒中小企業経営

り確保できないなど︑事業

ってどう事業者間で連携す
活動が制約されるといった

るか準備することが求めら

取引︑食品安全を脅かす危

﹁食﹂に対する信頼向上や

険が挙げられる︒いずれも

ことが多いと指摘されてい

食品製造業のビジネス

は︑食品産業は持続的な成

れる︒

高付加価値化や生産性の

は︑実需者・消費者に消費

歳︑

事態が生じている︒食品製

向上を進める基盤として取

者の平均引退年齢は

個々の事業者だけでは︑あ

②円滑な事業承継を通じた

営者がますます増加すると

引の適正化は不可欠であ

透明性の高いフードチェー
地域ブランドの維持

予測される︒食品製造業の

ンの構築を︑食品製造業者

造業者のＢＣＰ︵事業継続

経営者の高齢化・後継者

貴重な技術やノウハウを絶

る︒
計画︶や安定供給を確保す

不在等を背景に廃業が増え

④﹁食﹂に対する信頼の確

らかじめ備え︑万が一生じ

るため︑原材料の調達︑製

ており︑今後︑中小企業が減

長を期待することはできな

た場合に乗り越えることが

造設備の稼働︑販売先まで

い︒

困難な障壁であり︑行政も

の輸送の全てのサプライチ

保

含めた支援の枠組みの整備

歳

20

本社工場

50

10

TEL.03-3851-7331

東京都千代田区岩本町1-8-16

東京営業所

28

が必要となる︒
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・福島県産農産物であるこ
など。

関係や資料の提供を行う）
物等のうち、主要な５分類

①対象品目（福島県産農産

いようにすることなど。

の仕入れ・販売が行われな

を理由とした不当な安価で

償を受けることができる等

・風評被害による損害の賠

る旨を説明すること。

層協力することが重要であ

ては、他県産農産物等で需

産農産物等の取扱いについ

小売業者における福島県

を受けるとのことである。

に気にしており、よく質問

ば、海外顧客は産地を非常

している。小売業者によれ

安がある」との意見が存在

メージとして「安全性に不

部には、依然福島県産のイ

声がある一方、消費者の一

を積極的に購入するという

援するためむしろ福島県産

込める半面、仕入価格が固

的な価格・量での取引が見

需要が強まっており、安定

い外食・中食等の業務用の

おいて品質面で値頃感が強

られ、他方で、米や牛肉に

いると想定される」が挙げ

が福島県産以外を希望して

地の指定がある」、「販売先

として「販売先による別産

の取扱いを減少させた理由

いては、福島県産農産物等

卸売業者、仲卸業者にお

流通実態

とのみをもって取り扱わな

福島県産農産物等

する通知を発出した。福島

年度福

した。

・消費者、関係事業者等か
ら照会があった場合には、
その都度丁寧に説明するこ
と（その際、必要があれば、
国等から説明に必要な事実

の措置は略。

調査概要

体として震災前の価格水準

福島県産農産物等は、全

力回避するため、福島県産

する、売り残りリスクを極

会を受けた際の説明に苦慮

見い出せていない、産地照

査の範囲では、現時点にお

のことであるが、今回の調

める事例が一部存在したと

は安価での仕入・販売を求

・販売について、震災直後

福島県産農産物等の仕入

小 売 業 者・外 食 業
者・中食業者・加工
業者の団体宛て

ることのないようにするこ

・取扱商品に関する産地の

まで回復していない。水産

品の取扱いを躊躇すること

いては不当な安価での仕入

定化して取引価格の上昇が

と。

指定に過剰に配慮すること

物については、試験操業段

がある、特に米・牛肉や高

・販売を行う事例は確認で

要がまかなえており、福島

・他県産農産物等と福島県

のないようにすること。

階のため小売業者の取扱い

価格帯贈答用の桃では、福

きなかった。

品目）米、桃、梨、り

売等の不振の実態を明らか

産農産物等とを対等に比較

・小売業者のバイヤー等に

は限定的である。

島県産の取扱いが十分に回

・

にするための調査を行い、

し、取扱商品を選択するよ

対して、現在流通している

消費者からの福島県産農

復していない。といったこ

者等への指導、助言等に関

査の結果に基づき、小売業

島県産農産物等流通実態調

済産業省は、平成

農林水産省・復興庁・経

調査結果に基づく指導、
助言等について

復興再生特別措置法では、
かったり、買い叩いたりす

生産者への助言、その他

福島で生産された商品の販

当該調査に基づき、当該商

うにすること。

福島県産農産物等が徹底し

産物等に対する産地照会は

見込みにくいといった課題

品の販売等を行う者に対

・経営陣による積極的なイ

た放射性物質のモニタリン

減少し、現在ではクレーム

も挙げられている。

し、指導、助言、その他の

ニシアティブを発揮するこ

グ検査を経て安全を確認し

県産農産物等に積極的に切

必要な措置を講ずるものと

とにより、福島県産農産物

ているとともに、風評被害

り替える理由やきっかけが

小売業者・外食業者・中

等を合理的な理由なく回避

とが示されている。

んご、あんぽ柿、牛乳など。

食業者・加工業者の団体、

することのないようにする

はほとんどない。福島を応

②調査結果

卸売業者・仲卸業者の団体

の払拭に向けて関係者が一

卸売業者・仲卸
業者の団体宛て

に対しては、以下のような
こと。

徴を分かり易い言葉、工夫

ＮＯ・１！」ではなく、特

例えば、ポップは「売れ筋

事で、それには、従業員の

して商品を勧めることが大

誰にあげるのかなどを想像

客を探り、どんなお菓子を

るので、取り組んで欲しい。

は売上増加に大いに寄与す

優秀な販売員を育てること

プが不可欠となってくる。

商品知識などのスキルアッ

には、

お菓子がある。２０３５年

一例として、介護のための

模が縮小する中、新市場の

人口減少が進み、市場規

講師は、顧客・販路開拓

向にあり、目的のはっきり

の儀礼的なギフトは減少傾

最近は、中元や歳暮など

開催された。

理事・蒲沢百合子

新潟県菓子工業組合専務

セミナーでした。

などを学び、大変有意義な

商品作りが重要であること

くること、ニーズに合った

お店の生き残りに関わって

優秀な従業員の育成こそが

が、人口減社会への対応、

以上が講演の概略です

り得る。

は、大きなマーケットと成

お菓子が求められる今後

なり、個包装の優しい味の

％を占めるように

75

販路開拓にむけたセミナーに参加

した言葉で伝えること。広

コミュニケーション能力や

日（ 月 ）、 新 潟 市

支援コンサルタントの中俣

したお土産、例えば、ママ

これは、中央会が昨年

33 65

最近の消費者動向を学ぶ

告媒体として、インターネ

２月

順弥氏で、永年、デパート

友や孫など身近な人に気軽

歳の高齢者

希望していることがわか

ットに期待し過ぎは良くな

のバイヤーとして活躍され

に贈るカジュアルギフトは

販路開拓セミナー

歳～

り、これらの結果を踏まえ

いが、ＳＮＳは投稿頻度を

た経験をもとに、消費者目

増えている。

名が参加した。

線から客の求めている商品

売上高は、単価×数量×

人口が

中央区において新潟県中小
中央会が企画し、組合員約

ナー「お客様から喜ばれ、

月に「菓子製造小売業にお

をアドバイスして頂ける機

客数×頻度で決まるが、こ

売れる仕組みづくり～お客

ける新市場進出への取り組

会となり、参加者は皆熱心

様が求める商品とは～」が

みに関する実態調査」とし

に耳を傾けていた。講演内

することで、売上は格段に

て、全組合員にアンケート

アップする。会話の中から

調査をした結果、約７割が

まず、客に商品の魅力を

こに「サービス力」を付加

意向があること、約４割弱

11

が首都圏等への販路拡大を

しっかりと提案すること。

容は以下のとおり。

上げると効果がある。

企業団体中央会主催のセミ

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

している。

指導・助言等について通知

20

29

新市場進出へ取り組みたい

50
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も使われています。工場へ

亡、貴重な備中白小豆など

豆を中心に丹波大納言、手

られ、材料は北海道産の小

下水をもとに製造されてお

釜での製造をご説明頂きま

見学致し、最後にレトルト

と軽量、包装、検査工程を

やかのこ豆の製造、そのあ

へ移動し、つぶ餡、練り餡

上と、各作業での従業員の

めざし衛生面のさらなる向

て、より一層の安心安全を

会社全体の取り組みとし

小豆栽培の説明とともに、

工程の確認と、北海道での

た。

切丁寧にご回答を頂きまし

豆などさまざまな質問に親

栽培の方法、有機栽培の小

造工程から、小豆の品種や

し、質疑応答では、餡の製

し上げます。

あらためて感謝と御礼を申

応頂きました山梨社長様に

会が出来、お忙しい中ご対

する有意義な知識を得る機

も重要な材料である餡に対

製餡工場を見学
は生餡の製造を中心に、加
した。

㈱山梨製餡で餡を深く学ぶ

京都府菓子工業組合が運
は社長自らご案内頂き、は

京都府菓子工業組合理事

じめに豆の貯蔵庫で原料に

今回の見学を通じて、普

糖餡や最近では栗やさく
負担軽減を目標として考え

ら、抹茶、桃、ほうじ茶、

長・横山長尚

工場見学後は、会議室に

日に

営をしている京都府菓子技

わえる。生どら焼きにも力

術専門校では、４月

段菓子作りで接している最

を入れていて「因幡のお月

ておられるお話をお聞き

評で、町外のファンも多い。

さま」が有名。クリームを

場所を移しパソコンで製造

◆御菓子司常盤堂（智頭町）

使った現代的なお菓子が売

て頂きました。
山梨製餡は大正９年（１
９２０年）に京都で創業さ

後粉砕、さらし、脱水の工
程を経て０℃で保存されて

鳥取県八頭郡
元気なお菓子屋さん紹介

などがあり、お菓子づくり

豆を使った「氷ノ山羊羹」

「 と ち 羊 羹 」、 地 元 産 の 小

鹿産のとちの実をつかった

宮本製菓店には、若桜町諸

出すことを目指している。

県アンテナショップで売り

学旅行の時に、東京の鳥取

新商品を開発中。来春の修

して「町おこし」のための

若桜学園の中学生と協力

縁起のよいまんじゅう。昔

びの願をこめてつけられた

表し「赤」と「緑」は縁結

長 寿。「 桜 」 は 商 売 繁 昌 を

は 家 内 安 全。「 亀 」 は 円 満

三種類の模様があり「鶴」

表面には「鶴・亀・桜」の

えめで、食べ応えがある。

たえがあり、餡の甘さは控

がもちもちしていて、歯ご

じ ゅ う（ 米 粉 饅 頭 ）。 生 地

若桜といえば、弁天まん

福 」。「 い ち ご 大 福 」、 そ し

「カフェ大福」に「抹茶大

物 語 」。 や わ ら か い 餅 皮 の

主 力 商 品 は、「 因 幡 大 福

◆御菓子司ますだ（八頭町）

く評価されてる。

「アップルパイ」等々、高

ッ ク シ ョ コ ラ 」、 さ ら に は

上品なチョコ味の「クラシ

ーキ智頭一番」を筆頭に、

を 充 実 さ せ た。「 チ ー ズ ケ

三代目が洋菓子の品ぞろえ

菓子の王道を歩む一方で、

実」など、餡で勝負する和

も店舗がある。

評価を得ている。鳥取市に

発揮して、茶人の間で高い

伝統の茶菓子にも技術力を

くった「柿ゼリー」。また、

の名産である花御所柿でつ

の「ぶどう大福」や、地元

のぶどうを使った季節限定

る。材料にこだわり地元産

におけるパイオニアでもあ

ちご大福」では、鳥取県内

製品開発には意欲的で「い

「百姓頭」（桃山）が有名。

に貢献した先人を讃えた

江戸期に地元の水路開発

ておられます。

度の高い製品づくりをされ

なる小豆や豆の説明を、続

智頭町は、どうだんつつ

れ筋だが「宿場まんじゅう」

レモンなどを入れたフレー

じが有名。それにちなんだ

や、鮎の形をした「八東川」

株式会社山梨製餡へ生徒

「 紅 ど う だ ん 」。 栗 の 味 わ

（最中）なども好評だ。

を通しての地域の活性化に

ながらの素朴な味わいは好

て「ブルーベリー大福」に

◆甘味屋（八頭町）

取り組んでいる。新たに若

とがヒットの秘密だと思い

「ちょこっとマロン」など

木慶長杉にちなんだ「杉の

製造の特徴をわざと見せる

ます。

桜町）

やに勤務していた社員の多

という誰も考えなかった画

◆宮本製菓店（若桜町）

ムクーヘンの製造を始めら

期的な手法で話題をさらい

会議室で会社の取り組みを学ぶ

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

いが印象的だ。梅の実が丸

いて洗浄の工程、炊きの工

桜最中ができた。どの製品

ご と 入 っ た「 ち づ 娘 」。 銘

程では自動で一定時間水に

も美味しいとの評判だ。

バー餡など、また各種のか

今回は、鳥取県八頭郡の、

◆弁天まんじゅう本舗（若

のこ豆の製造には最新の蒸

元気なお菓子屋さんを紹介

名と学校関係者３名でお伺

いる冷蔵施設までを見学致

する。

いし、本社工場を見学させ

工場は京都の東山の麓に
しました。次に別棟の工場

浸し２度炊きをされ、その

れ、現在の山梨彰一社長で
位置し、豊富でおいしい地

発型連続濃縮釜を使い、精

３代目となられます。業務

工場見学

クラブハリエ（た

くは、自社のバームクーヘ

クラブハリエの展開を進

長・小谷寛

鳥取県菓子工業組合理事
ンの味について「いままで

翌年にはボン・ハリエと

鳥取県八頭郡智頭町のどうだん娘

季節ごとに様々な大福が味

れました。

めたのは現在トップを務め
られているご兄弟になるの

ました。

ですが、前社長であるお父

他店で口にしたものと違

バームクーヘンはご存知

上がお二人に任せてチャレ

して主に滋賀県内への洋菓

のとおり棒に生地を塗りつ

菓子メーカーであるたねや

けて焼き上げる、見た目の

ンジさせた懐の深さも成功

い、美味しい！」と素直に

インパクトがあります。と

け両立して、お客様の支持

和菓子と洋菓子がこれだ

の要因でしょう。

りたて感にもほど遠い菓子

姿を見る事は従来無く、作

ころが消費者がそのような

子提供を本格化されました

だきましたが、異例の２ヶ
月連続で、今回はグループ
会社として大成功を収めら
れている洋菓子のクラブハ

感じていたそうです。実は

リエさんを紹介させていた
が、１９９９年に大阪梅田

を得られている会社は少な

だきます。

でした。

い事からしてもあらゆる成

すでに高いポテンシャルを

尚且つ同店のそれは他の

持っていた事に他なりませ

な店舗（

阪神百貨店における画期的

たねやさんの１８７２年

功要素が一致した結果なの

創業に対して、クラブハリ

伝統的な固いバームクーヘ

ではないでしょうか。

ん。

ンと違って柔らかく、風味

）が出来
B-studio

豊かな別物であるというこ

るまでは今のような発展は

しかしながら、当時たね

そして上記の阪神百貨店

エは１９５１年たねやの洋

れ、１９７３年現在のバー

の店舗はバームクーヘンの

なかったと聞きます。

尾関 勇

さんについて書かせていた

先月、日本を代表する和

ねやグループ）様」

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

「滋賀県

取
鳥
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のお話でした︒高校の茶道

きっかけは︑お茶の先生

では本当に和菓子がなくな

う事でしょうか︒このまま

菓子を召し上がらないと言

親が︑ご家庭でほとんど和

クリスマス︑など次々と替

なさま︑子供の日︑母の日︑

イベントごとに節分︑おひ

ただきたいと︑季節ごと︑

菓子も遊び心を楽しんでい

わりの和菓子を考え︑上生

と︑１００円で買える月替

古に使っていただきたい

高校の茶道部さんのお稽

お客様に接している事に驚

職人達がとても嬉しそうに

と３個︒そして何よりも︑

父さんにバレンタインに

が来るから

なっていると思います︒﹁妹

生菓子をお求め下さる様に

段の生活の中で︑何気なく

うちに︑地元のお客様が普

な楽しい努力を続けている

て買って行かれたり︒こん

おいしかったとおっしゃっ

部で生徒さんを長くご指導

ってしまう︑と強い危機感

えて行きました︒お茶の先

きました︒自分達の仕事を

した︒

なさっている先生が︑困っ

を持ちました︒それと同じ

生方が多いと言う土地柄も

和菓子作り体験

た様におっしゃいました︒

頃に店にいらしたお客様

あり︑ケースに並ぶ上生菓

山本総本店

茶｢道部に入って来る生徒
が︑ケースに並んでいる上

皆さんに見ていただき︑認

和菓子作り体験を続けて

でも︑生菓子を見たことも

生菓子を見て

種類ほどになり

本さん生徒達の前で生菓子

明しても伝わらないし︑山

いて︑どうやって作るか説

か︑練り切りは何でできて

あんこは食べられないと

ましたし︑お客様も当たり

う事を言わずに過ごして来

子も︑職人の手作りだとい

て︑草もちも柏餅も上生菓

和菓子屋は︑当たり前過ぎ

おっしゃいました︒私ども

出来ちゃうんだろうね と｣︑

いしさを感じてほしい︒和

の文化や手作りのよさ︑お

仕事を見てもらい︑和菓子

ではじまった和菓子作り体

であってほしい︒その一心

普段の生活の中にある景色

なり︑地域の育成会や老人

いろな学校に呼ばれる様に

ご父兄の口コミから︑いろ

作ってきた練り切りを家族

お母様と一緒に来店され︑

体験をしたという小学生が

いたり︑学校で和菓子作り

前でお母様に説明なさって

連れて来店され︑ケースの

高校生の娘さんがお母様を

ます︒気が付いてみると︑

と︑願っています︒

る和菓子であり続けたい

地域の皆様のすぐ近くにあ

出しています︒これからも︑

しく美しい上生菓子を生み

る気がします︒新たに︑楽

大きな生き甲斐になってい

めてもらえる︒その喜びが

｣

を作って見せてくれないか

前に︑そう思って下さって

で分けたら︑ほんの少しし

山本総本店

食べたこともないって言う
ど｢うせ機械

｣と ２ 個︒﹁ お

のよ︒部活動の練習で初め
で︑スイッチひとつ押せば

｣と︒先生も困ってい

クラブさんの集まりでも楽

しら
らっしゃいましたが︑私も

年

を多くのお客様に知ってい

のお菓子のＰＲと組合活動

食べ物ではなく︑皆さんの

つきの実演・土日は小学生

日間にわたり一日三回の餅

てまいりました︒今回は三

程続けています︒先生方や

のうちに毎回完売でした︒

付けお客様に販売し︑好評

った餅はあんこときな粉を

力が入りました︒つきあが

杵を振り下ろすのにもつい

しんでいただく様になりま

親御様に笑顔とお菓子で写

んでいました︒仕上がると

真剣にお菓子作りに取り組

供たちが職人の指導の下︑

をしました︒毎回多くの子

れるように﹁あんトリュフ﹂

か食べられ無かったけれど

が集まってイベントを行う

このような県内の菓子店

品定めをしていました︒

子を揃え︑多くのお客様が

ちご大福や各店自慢のお菓

菓子として草餅・桜餅・い

支部・今井悦子

栃木県菓子工業組合栃木

験は︑平成

ただくよう﹁山梨県菓子ま

を対象とした子供向けお菓

また子供お菓子教室は午前

年頃から

菓子が特定の方達の特別な

のお子さんをお持ちのご両

つり﹂としてこのイベント

子教室を企画しました︒餅

開
催

き始めた二十三日から二十

げ︑甲府盆地に梅の花が咲

厳しい冬が終わりを告

が訪れるイベントです︒山

産品を集め︑多くのお役様

県内の地元産品や近県の特

は春と秋の一年に二回山梨

行われました︒このお祭り

様に喜んでいただけるよう

ました︒毎回来場するお客

を始めてから三回目となり

菓子組合でこの菓子祭り

り﹁ヨイショ︑ヨイショ﹂

客様が餅つきの周りに集ま

と臼を使ったものです︒お

子﹁桜餅﹂と低学年でも作

と午後一回ずつ季節のお菓

真撮影をしていました︒

機会はありませんが︑組合

杵と臼を使った餅つき

長・内田長久

山梨県菓子工業組合理事

していきたいと思います︒

いしいお菓子づくりに努力

勉強会などを重ね︑よりお

ました︒菓子組合としても

ていただくよい機会になり

お菓子があることを周知し

季節に応じた︑いろいろな

が︑地元の菓子店にもその

ビニの進出が多いのです

山梨県にも大型店やコン

のになったと思います︒

報交換にもなり有意義なも

員同士の交流やお互いの情

五日の三日間山梨県地場産

出店した店舗では春の和

業センターかいてらすで

子供向けお菓子教室

と掛け声をかけて下さり︑

山梨県菓子まつり

な内容となるよう工夫をし

梨

梨県菓子工業組合では県内

山
﹁春の地場産業まつり﹂が

組合員の交流や情報交換にも

山 梨県菓子まつり



まずお子さん達に職人の

いると思い込んでいました︒

子は年間

て生菓子を前にして︑私は

木
栃
愕然としました︒高校生位

80

つきは近年珍しくなった杵

13

に参加しました︒

17
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（５） 平成30年５月15日

あっ⁝という間に季節が過

が始まりとのこと︒土佐を

を竹の皮に包んで売ったの

波へ行き来する旅人に饅頭

東洋町にて開業︒土佐〜阿

𠮷野順蔵氏が高知県安芸郡

創業は明治の時代に初代

経営になると思い𠮷野社長

主力の状態では今後厳しい

てきて︑従来のお土産品を

には﹁今は食生活も替わっ

ました︒奥様がおっしゃる

誠一氏の奥様が語ってくれ

んとして４代目の社長𠮷野

品を渡せるようにしまし

をガラス張りにして新しい

いるところが見えるよう店

してくれる方々に製造して

注いだんです︒また︑来客

製造して店舗の販売に力を

ようとバームクーヘンなど

た︒改装した店舗名は〝Ｆ

とお聞かせいただきまし

に仕上げ工夫しています﹂

名な食材を吟味し地産地消

日塩〟などの地元特産の有

潮町で製造されている〝天

すけど︑栗焼酎〝酒〟や黒

えました︒

頑張っている様子がうかが

現状に甘んじることなく︑

も納入しているとのこと︒

舗を置き大阪のデパートに

高知市内の繁華街にも店

さて︑今回は高知市大津

している老舗のお菓子屋さ

〝野根まんじゅう〟を製造

代表するお土産菓子の銘菓

して︑新たな菓子へ挑戦し

に店舗を改築しました︒そ

が判断をして２０１２年春
は目新しいものではないで

た︒確かにバームクーヘン

ン︶〟とおっしゃいます︒

ＲＥＵＮＤＩＮ︵フリンデ

食材を使用した〝バームク

〝野根まんじゅう〟と地元

ただきました︒

ぎ去ってしまったように感

お土産菓子舗が新たな挑戦へ

この春︑高知は全国一早

じられたことでした︒

で営業されている㈲𠮷野屋

㈲𠮷野屋本舗

く桜の開花宣言が出されま

桜も散り始め︑本来ならば

本舗さんへご訪問させてい

局長・森下広和

高知県菓子工業組合事務

を出しております︒

にこだわって上品な味わい

した原料を使用し自家製餡

います︒各社それぞれ厳選

れているところは４社ござ

まんじゅう〟を製造販売さ

なお︑高知県には〝野根

つお店を後にしました︒

発展されることを期待しつ

が感じられ︑今後ますます

社を支えていくという意欲

ーヘン〟が両輪となって会

４月初めのお花見シーズン

地元食材を使用したバームクーヘン

ＦＲＥＵＮＤＩＮ（フリンデン）

京都府生菓子協同組合青年部

あったか出来たての味を

お菓子
教 室

お菓子作りを実施致しまし

が材料︑工程の説明をし︑

り︑北川孝大氏︵双鳩堂︶

ばしい香りでいっぱいにな

斉に焼き始めると教室は香

とっても各店舗の製造工程

とができ︑参加した部員に

生徒達にも喜んでもらうこ

ださい︒私の

介をさせてく

ちのお店の紹

少しだけ私た

夏はアイスクリーム・アイ

た︒現在は餅菓子を中心に︑

れまで歩んでまいりまし

から駅周辺に店舗を構えこ

う親心から送る節句餅と二

やっていってほしい︑とい

一家の中心となって堂々と

て入り︑大に力を発揮して

餅の田中屋

た︒

の違いや︑新たな発見もあ

作体験︒初めての取り組み

みたらし団子を含む京都の

福堂︶による菓子のお話︒

続いて︑北川善英氏︵幸

徒 達 は﹁ お い し い ﹂﹁ 家 で

タレと出来たての団子に生

んなで実食︒やさしい味の

最後にタレを絡めて︑み

組むにあたり︑まだまだ改

注意など︑子ども達と取り

取り扱いや︑熱い生地への

と感じました︒また︑火の

り︑充実した内容であった

創業当時は北

まりました︒

ところから始

の三国という

８６１年福井

お店は創業１

ります︒

品数をそろえて販売してお

スキャンデーなど幅広く商

つあります︒

いました︒

りました︒

今回は当部としては初め

ということで︑事前に部員

やろう﹂と大変喜んでくれ

善の余地もあり︑今後に活

ての﹁みたらし団子﹂の制

同士で各店舗の製造工程を

様々な菓子の起源や謂れを

ているようでした︒

「みたらし団子」の制作体験

けつがれているのは︑やは

り親の子供に対する心︑思

み︑また家庭でもできるよ

今回は初めての取り組

京都府生菓子協同組合青

かしていきたいと思います︒

として人が賑

前船の三国港

いうのは男の子を祝うもの

にしたもの︑端午の節句と

節句餅とは︑親の心を形

いの中で大切なことの一つ

ながりは昔から続く付き合

り︑人と人︑家と家とのつ

いは変わらないものであ

うにとのことで︑苦心した

いう風習があります︒

このような習慣が今に受

名の生徒達と共に

都市立養徳小学校にて︑五

話し︑生徒達は意外な内容

年生の

説明しあい︑時間配分や作

に驚いたり︑関心している

京都市立養徳小学校にて
日︵金︶に京

業効率の向上︑子ども達へ

さて︑福井には節句餅と

の配慮︑また家庭で製造可

そしていよいよ団子が蒸

部分もありましたが︑結果

に加工するこ

を丸餅や大福

てきたもち米

客さんが持っ

た︒当時はお

ら始まりまし

わう町の中か

親戚の皆様より娘と孫共々

ら︑相手方の家族をはじめ

や鯉のぼりもさることなが

く成長してほしい思いは兜

ません︒健やかにたくまし

に勝るめでたいことはあり

産んだ！両家にとってこれ

です︒嫁いだ娘が男の子を

す︒

からも成長していきたいで

じ︑感謝を忘れないでこれ

と思います︒その思いを感

の思いが自分に続いている

にも親やご先祖のこれまで

私が今生きているこの時

うか︒

であったのではないでしょ

年部・西井一樹
しあがり︑まとめあげる工

とを生業としておりまし

見守ってほしいとの親心か

程へ︒粗熱を取り︑生徒達

た︒それから福井駅が誕生

ら先方様に配る節句餅︒

当日は団子もタレも一か

青年部に所属しておりま

して町の中心が港から駅に

人と人︑家と家を繋げる

私は福井県菓子工業組合

福

井



す︒日頃︑組合の方とは仕

今回の内容は福井ならで

変わると同じくらいに三国

は少し熱がりながらも懸命

今回︑初めての執筆にな

はの節句餅について書かせ

ら生徒達と共に制作︒まず

続いて丸めて串に刺し︑

り未熟な部分がございます

事のことやプライベートの

ていただきます︒その前に︑

端午の節句餅
焼きの工程︒みんな自由で

ことなど交流を深め多くの

に交代で捏ね︑綺麗に仕上

始︒生徒達はダマが残らぬ

枠にとらわれない団子が出

がどうぞよろしくお願いい

気づきや経験をさせていた

げていました︒

よう真剣に混ぜ合わせ︑団

来︑満足げでした︒焼きは

たします︒

は団子の米粉︑砂糖︑水を

子の製造工程に興味深そう

簡易的な網を採用し︑コン

混ぜ合わせるところから開

に取り組んでいました︒

ロの直火で焼くことに︒一

部・餅の田中屋・田中秀信

福井県菓子工業組合青年
次に蒸しの工程へ︒蒸し

又一方︑息子が養子とし
ている間にタレの工程へ移

した︒

合わせを重ね当日に臨みま

様子でした︒

だいております︒

能かなどを話し合い︑打ち

73

京都府生菓子協同組合青
年部は２月
23

家庭での炊き方の補足を行



野根まんじゅう

には葉桜となってしまい︑

今後も高知の代表銘菓

した︒３月の終わり頃には

知
高
都
京

平成30年５月15日 （６）
（毎月 15 日発行）

聞
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第950号

ぐれはない」と考え、名古

「食べ物屋ならば食いっぱ

強かったとの事。やがて、

さい頃から人一倍自立心が

弟の４男として生まれ、小

富市出身の会長は、５人兄

る「生黒飴」です。

中でも王様とも言われてい

あ る「 黒 飴 」、 そ の 黒 飴 の

しもが一度は食べたことが

する大ヒット商品とは、誰

む日進製菓株式会社が製造

そうですその日に日に進

ドをそのまま一粒に凝縮

黒ごま・きなこ・アーモン

れます。そしてこの商品は、

良いものを摂る事が推奨さ

く、腹もちがよくて健康に

ればいいというものではな

す。ただし、ただ間食を摂

ひとつとして気付き、取材

式会社の企業姿勢の顕れの

心遣いであり、日進製菓株

も、佐野社長のお客様への

まれて製品化されている事

やすい「ひねり包装」で包

の方々にも開けやすく食べ

訪問でした。

会社の発展を確信した会社

は、さらなる日進製菓株式

し挑戦するその企業姿勢

で素材を味わい楽しめる飴

なこ＋アーモンド」は、適

鼻先まで広がるこの味と腹

に素材の風味が口の中から

感だけでなく、噛んだ瞬間

し、ザクザクした独特な食

製菓株式会社は、今日も地

代で歩まれて来られた日進

に、一心に今日まで親子２

「人生是飴造り」を理念

けました。

をしながら非常に感銘を受

黒ごまきなこ＋アーモンド

黒糖入り黒飴の老舗中の

屋へあてもなく出て来られ
沖縄県産黒糖を本格直火

は「生黒飴」と同様に創業

もちの良さで小腹を満足さ

生黒飴

老舗である、日進製菓株式

繁盛企業訪問

今回の繁盛企業訪問は、

会社代表取締役社長佐野進

炊きした香ばしい黒飴で包

切な間食を摂り入れる事

せ、健康的な食習慣をご提

藤寿朗

HP …http://www.ameyasan.co.jp/

様

愛知県の流通菓子を代表す

ました。そして、当時から

み込みました。その美味し

も多々揃っています。

で、過度な空腹からの食べ

TEL…052－531－7345

日進製菓株式会社

る企業であり、東海地区を
様にお話を伺いました。
菓子関連の店が多かったに

者である会長からこだわり

過ぎを防止し、美容と健康

愛知県名古屋市西区南堀越1丁目8番3号

愛知県菓子工業組合・伊

代表する大ヒット商品の飴

西区にて、飛び込みで「日
さへの追究は、素材だけに

そして近年では、素材の

年、父であ

る現会長の佐野格之進様
野屋」という飴の店に入っ

味だけでなく食感も楽しめ

創業は昭和

市西区の「日進製菓株式会
が、名古屋市西区南堀越で
の製法を引き継いだ、素材

菓子を製造販売する名古屋

社」をご紹介させていただ

の美味しさを最大限に引き

釜を直火で炊き上げた飴を

とどまらず、なめるにした

案します。是非、お近くの

しっかり練り上げて、本物

がって黒糖本来の甘味とう

を保つ新しい食習慣をつく

志向で差別化を追求し続け

たのが切っ掛けで、丁稚奉

る「食べる飴」を生み出し

お取り扱い量販店でお買い

公をはじめ、技術を学んで

出す飴造りの遺伝子が組み

求め下さい。

飴造りをはじめました。弥

ま味があふれ出す、昔なが

る事を目指した新提案新商

きます。

独立されたとの事でした。

品です。かつて間食は、良
従来のハードキャンディ

ました。

さらに、国産大豆を黒飴

ています。また、その理念

込まれた姉妹品もあります。

新発売した「黒ごまきな

らの製法へのこだわりが秘
訣とのお話でした。

くない事として世間に認知

屋号の由来は、修行先の
「日野屋」とご自身の名前

ーとは全く異なる、ヘルシ

で 包 み 込 ん だ「 豆 き ゃ あ

を一心に、長年培った技術

と情熱をつかって、全く別

また、黒糖だけでなく「生

こ＋アーモンド」だけでな

く、日進製菓株式会社の全

の切り口から新製品を開発

から一文字ずつもらい「日

されていましたが、近年で

は、その常識が覆る研究結

ての飴が、力の弱い高齢者

作りをしているからこそな

も 」、 麦 芽 飴 に 胡 麻 を た っ

果が非常に注目されていま

インしたことがあり、鹿児

ぷり入れた「ごますり」な

商品開発された「黒ごまき

した。

姜」や「抹茶」などを直火

ど、ネーミングもユニーク

に行列ができ、最大５００

で炊き上げた飴で包み込ん
だ「生姜飴」や「濃い茶飴」

た。また、創作菓子のコー

０円分の商品券が当たる抽

に日に進む」という意味を

なりました。

観光地の一つです。また、

ナーでは、各店の技が光る

込められて「日進製菓」と

万５０００人の城下町で

原発事故の影響で避難し、

ー ス ナ ッ キ ン グ（ Healthy
）をコンセプトに、
Snacking

す。老舗の和菓子店も多く、

〒451－0054

催

開

ルできました。上生菓子づ

普段見ることができないお

くり、デコレーションケー

菓子の数々も展示され、技

知っていただきたいという

ここに新しい住まいと生活

思いもありました。当日は

の場を移した若い世代の家

な安達太良山、鬼ばば伝説

日本酒の蔵元が４軒あり日

を知ってもらおうという目

の安達ヶ原の黒塚、ＮＨＫ

本三大菊人形の一つ二本松

的で二本松市民交流センタ

市内外へ魅力伝わる

城下町二本松の伝統の和

ーで開催され、約１０００

術の高さを来場者にアピー

菓子や、人気の洋菓子を一

族も多く、二本松の良さを

堂に集めた『にほんまつ菓

キ作り、どらやき作りのワ

選会もあり一日中賑わいま

福島県菓子工業組合副理
事長・菅野嘉春

•••••••••••••••••••

年に

「変わらない」という進化

南 海 堂 は、 昭 和

㈱南海堂
「♪なんかいどぉのげた

店が出店し、自慢

んは♪」鹿児島で知らない

市内の

ークショップも事前申し込

大河ドラマ八重の桜の中に

みで行われ、プロの職人達

人もの来場者が訪れました。

の菓子の当日限定の特別価

子博』という催しが１月

格での販売、二本松の地酒

先々代が南海堂菓子店とし

も登場した二本松少年隊な

て創業。以来業務拡大に伴

ど、歴史のある県内有数の

人はいないメロディ、そし

い、昭和

二本松市は、福島県の中

から作り方を直接学ぶこと

「げたんは」は昔から鹿

てその味。

央やや北部にあり人口約５

ができ大好評でした。オー

日、市内外の人たちに広く

を使用した菓子博限定商品

プンと同時にそれぞれの店

ろからこの名が付いたと云

た ん は ）」 に 似 て い る と こ

子で、形が「下駄の歯（げ

児島に伝わる素朴な郷土菓

わらない」と思ってもらえ

進化させつつ、お客様に「変

料にこだわり、時代に伴い

郎氏にお話を伺うと、原材

引き継ぐ３代目の松元真一

海堂を設立しました。志を

この郷愁を誘う懐かしい味

がる黒砂糖の優しい甘み。

た食感、そして口の中に広

込んだ、そのしっとりとし

集めて販売している「よし

市）にある全国の特産品を

なんばグランド花月（大阪

「 げ た ん は 」 は か つ て、

そうです。

るように努力を重ねている

は、全国に数多いる鹿児島

上ランキング９位にランク

ご当地市場」で、売

もと

黒砂糖の蜜を充分に吸い

われています。

年に株式会社南
の販売、安達高校茶道部に

12
よるお茶席も設けられまし

各店の技が光る創作菓子の展示

37
出身者の心を深く揺さぶる
のです。

島県産品でトップ

入りし

のだと、改めて納得させら

良品やセレクトショップ、

商品も展開しており、無印

「おやつクロボー」など新

今年は「明治維新１５０

温泉施設、道の駅などで購

周 年 」。 加 え て、 大 河 ド ラ

他にも「げたんは」と同

れたのでした。

などの伝統菓子ももちろん

の頃に食べた美味しいおや 「黒棒」や「さつま芋芳露」

マ「西郷どん」の放映もあ

入できるのも魅力です。

つ」「変わらないなあ」「ホ

人気商品ですが、可愛いパ

じ材料で乾燥したタイプの

ッとするなあ」そういう思

り、鹿児島は盛り上がって

います。南海堂でも、西郷

ッケージの「おやつボーロ」

べ た 懐 か し い 味 」「 子 ど も

児島に住んでいたころに食

た の は 初 め て で し た。「 鹿

10

いに寄り添った丁寧な菓子

どんと愛犬ツンのイラスト

が入った、ちょっと大人の

雰囲気の黒いパッケージの

「げたんは」や「黒棒」も

販売し、ますますその魅力

伝統を尊重する豊かな心

を広げています。

と時流を読む確かな眼力

で、これからも鹿児島の魅

力ある伝統菓子を全国に発

信していくことでしょう。

「今宵はここらでよかろ

」

かい。南海堂どん、キバレ！

チェスト

務局長・惠島理子

鹿児島県菓子工業組合事

!!

15

二本松市の菓子店とお菓子

菓子店などの紹介

47

21

にほんまつ菓子博

南海堂のお菓子

鹿児島

の菊人形、智恵子抄で有名

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

佐野進社長

33

にほんまつ菓子博

日進製菓株式会社
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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

で行ったし︑カステラ工場
や金沢の工場を見学させて
いただいた︒作っている現
場を体感することは大切

売れる豆大福でも﹁こうい

はまさにこれだろう︒凄く

もったいない︒そのお菓子

る場を見たことがないのは

販売員の方が製造をしてい

だ︒皆さんのところでも︑

うふうに作っています﹂と
を食べて売るだけでは全然

も製造現場に入る研修を盛

伝わらないので︑店の中で

百貨店も今まで商品をお

さらに増幅する︒

作り手の方が話すことで︑

新事情について﹂をテーマに講演会を行いました︒
先月号より続く︒

︑

語り手となる若
旦那たちの躍動
最近︑私の周りに

受けられる︒そうした方々
り込み︑お客様に気持ちを

その④

ンドイチゴがあるので︑福

もあるし︑全国各地にブラ

だろう︒今︑見ればどこに

冒頭に和菓子はゆっくり

なっていく可能性がある︒

くことで︑こうした基盤に

戦は大事で︑拾い上げてい

いこうとしている︒その挑

れ︑その中で伝統も守って

岡に行けばあまおう︑四国

と循環していくと申し上げ

代になっている

に行けばさくらももイチ

︑

ゴ︑栃木に行けばとちおと

た︒皆さんの代表銘菓をひ

は今

めとイチゴ大福が乱立して

も と い て い く と︑ 戦 後 に

︑ 代が作ったお菓子が︑

いる︒イチゴどころかメロ

がある︒三十何年前はむし

なフルーツを入れた餅菓子

ういう具合に徐々に成長し

っているのではないか︒そ

今そのお店の看板商品にな

ンやブドウ︑モモなど様々

ろ﹁何だよ︑これ﹂のよう

皆さん何げなく挑戦されて

より乗せて伝えていけるよ

おり︑代替わりの時に新し

預かりし︑置いておくだけ

いものが生み出される環境

だった︒スーパーでもコン

が︑若い世代の発想で作っ

がある︒それを今ちょうど

は︑先ず自分のところで受

ていく︒

たものはその店にとって︑

このタイミングで︑全体的

け継がれている伝統的なお

に言われることもあった︒

２本目の柱となる銘菓に成

な日本回帰もしかり︑手土

う取り組んでいただきたい︒

長していくのではないか︒

産に取り上げられているこ

目指している︒間違いなく

ビニでもそうだが︑商品は

私は毎年のように各地を回

興味を持たれているし︑時

菓子がどれだけ凄いかを熱

時はテレビや雑誌で物珍し

っており︑どんどん新しい

ともしかりで︑和菓子は追

使ったお菓子などはどうだ

代性としても糖質脂質があ

守っていく部分も︑実は

いものとして紹介され︑パ

い風となっている︒そこを

ろうか︒

れだけコマーシャルで敵視

このように業界全体まで影

ブ受けしていたが︑餡とイ

出会いをいただく︒そこで

生かして︑新しいお菓子を

畑

されているので︑大事な要

響を及ぼすかはわからない

お菓子を作り︑手土産特集

感じることは和菓子が縮小

ローカロリーがある︒今実

素の１つだと思う︒

ても構わないくらい︑自分

でも取り上げられるように

チゴの組み合わせはお客様

しているというイメージか

際︑弊社でも作り込みをし

質問

が作ったお菓子について︑

ながら︑上生菓子であれば

年

が買って食べるのには勇気

育てていってもらいたい︒

ている︒確かに興味を持っ

いうお勘定だけのやりとり

実際にお客様の目の前に出

色を変えて作ることができ

なったが︑その中から

が要った︒業界でも異色と

縮してアイデアを絞って作

てくれるジャンルのお菓子

だけではもったいない︒お

て︑そのお菓子について話

るし︑朝生菓子でもアレン

後︑定番になっているお菓

ら脱却すべく︑皆さんあき

っていると思う︒そういう

髙島屋では﹁ワカタク﹂

ではなく︑これからは百貨

している︒様々な物産展が

ジして作ることができるよ

子が幾つか出てくると思う︒

言われたようだ︒その当時︑

らめずに新しい挑戦をさ

ものを語れるお菓子がこれ

という取り組みをしてい

店の人間もできる限り作り

あるが︑実演で作業をして

う整え︑コミュニケーショ

イチゴ大福を作った若い方

バイヤーとして売れるお

並んでいるだけで︑お客さ

手側に歩み寄り︑顧客に響

いては意味がない︒決まっ

ンを取りながら実演してい

イチゴ大福は私が生まれ

はどうするのか︒

菓子の目利きは︑今すぐに

んは手に取ってお会計をす

こうしたことが人に対し

かせることをしなければな

た商品をひたすら作り続け

たころにできたもので︑当

畑

熱く語ってほしい︒

て︑お菓子に対してファン

らない︒今年︑髙島屋では

るのでは︑お客様と全然コ

ただきたい︒販売も﹁これ

饅頭がある︒こういうきん

期戦になるかもしれない

客様から暑苦しいと思われ

を生んでいく︒百貨店だと︑

社内セミナーでいろいろな

く だ さ い ﹂﹁ 何 円 で す ﹂ と

つばがある︒そこにいる女

と︑熱心に話されている︒

おわりに

代の方々が新しい

そが和菓子の最前線に立つ

という気持ちで書いた︒こ

に行って食べてもらいたい

あることもあり︑短期的に

ページなどの発信ツールが

は分かりやすさ︑伝えやす

う︒今ここで売れるお菓子

売れるお菓子は違うと思

ら長期戦だ︒多くの百貨店

ないといけないお菓子だか

２︑３年温めて育てていか

売れなくても気にしない︒

はない︒世間的に健康志向

れば︑無理をして作る必要

オフ等で味を損ねるのであ

てはいけないことは︑糖質

ある︒材料が手に入らない︒

が︑実際には様々な理由が

畑

因なのか︒

︑

ことである︒そこから生ま

効果が出るようになってき

さがあることが大事で︑あ

歳時記のサイクルは長

イチゴ大福がスタンダードになって

この間に販売員︵第三者︶

和菓子屋さんにご協力いた
ンタクトがとれない︒そう

り込んで気づいてもらうの

将さんはこんな人柄でとい

地域の活性化や観光の

れこそが今︑お客様たちが

た︒亥の子餅は去年若干プ

お店の若主人や職人さんが

が入るかもしれないが︑作

ではなく︑お客様の顔を見

を待っているのではなく︑

全国いろいろな和菓子が

を売る売り方である︒そう

り手が直接顧客に響かせる
だいて四国に行ったり︑菓

ん当たり前だから何も言わ

暖簾の前に立ち︑饒舌に話

ういう思いで作りました﹂

ことは一番伝えやすい︒モ
子博も全店でツアーを組ん

ないが︑私にはすごく新鮮

いうお話だったが︑何が原

色々なプロモーションがあ

れてくるお菓子が新しいお

知りたいこと︑体験したい

低糖質︑ロカボからス

ノからコトへのコトの部分

都道府県を回った︒１年間︑

である︒これをぜひ広げて

ではあると思うが︑間違っ

るが︑皆さんが日常的に楽

菓子であり︑今後につない

でなく︑何でそのお菓子が

ていただきたい︒売るだけ

込んでいくことを大切にし

作り手の思いを伝え︑売り

いただきたい︒これからは

れをほかの土地にも広めて

て︑道を曲がっていくと︑

○県に行き︑この駅で降り

食べる楽しさを書いた︒○

の地に行き︑そのお菓子を

するグルメ本ではなく︑そ

う本を出した︒味の評価を

国和菓子食べある記﹂とい

でありながら﹁ニッポン全

最後に百貨店のバイヤー

売れそうなお菓子の目利き

また︑バイヤーから見て︑

らいすれば定着するのか︒

いう話があったが︑どのく

は︑イベントを開いたらと

質問

をお客様に伝えて欲しい︒

でもぜひ﹁和菓子の奥行き﹂

ことだと思う︒皆さんの店

時記に興味を持ってもらえ

は︑間違いなくそうした歳

しいが︑２︑３年の期間で

その年にばんと来るのは難

り︑慌てて仕込み直した︒

いていたら︑凄く反響があ

ので︑やめておこうかと引

が来た︒去年売れなかった

年はその発信を見ていた人

のに響かなかったのが︑今

ロモーションをかけていた

の背景など色々なものを凝

るお菓子で︑皆さんその町

ですではなく︑何かを語れ

くる︒単にこういうお饅頭

いくお菓子は逆に当たって

きお菓子︑これから売れて

い︒一方︑これから売るべ

見えていたほうが売りやす

らい︒どうしても︑中身が

と分かりにくいので売りづ

まりきれいに包まれている

血糖値を上げにくい砂糖を

質問

を探し歩いている︒

が︑こういうことでお菓子

修正は必要かもしれない

てていきたい︒途中で軌道

きっちり見据えて一緒に育

れから育てていくお菓子は

菓子は今きっちり売り︑こ

ていると思うが︑売れるお

が育てるという目線を失っ

ロリーの商品を作りたいと

えられるロカボ︑スローカ

ドルが高い︒そこを乗り越

の壁を乗り越えるにはハー

うが断然おいしいので︑そ

普通の砂糖を使っているほ

に作ってもらっているが︑

限りは売れない︒私も実際

いる︒まずこれを崩さない

つというイメージが付いて

のお菓子は︑大体味が今一

屋さんも多くいる︒

る﹂と判断をされるお菓子

お菓子が作れないなら辞め

械が見つけられず﹁思った

たくさんある︒代わりの機

しかできない﹂というのが

統的なものは﹁この機械で

機械はたくさんあるが︑伝

る︒今は最新技術の製菓の

木型職人も少なくなってい
おり︑話をしてくれる︒そ

あるのか︑どうしてこのお

この店があって︑こういう

地域に埋もれた歳時

質疑応答から

菓子が作られてきたのかを

バイヤーから見て︑
話してほしい︒しおりを折

一番は後継者不足だ

しんで作っているおやつ菓

40

でいくお菓子である︒

30

30

子こそが物語を一番持って

ると思う︒

各地に伺うようにしている

から伸びてくる︒今すぐに

ある︒去年と今年で全国
「WAGASHI 若き匠たちの挑戦」
の面々と畑主税氏

廃業が増えていると

し︑季節を変えて行くとま

売れるお菓子と︑これから

く語られる︒さらに新しい

70

が︑最近はＳＮＳやホーム

お菓子を作られる方はイベ

60

う感じで︑まさにその土地

る︒作るだけでなく︑その

イチゴ大福

していただきたい︒これこ

畑 主税 氏（株式会社髙島屋・ＭＤ本部課長）

もらいたい︒

和菓子の 最新事情 について

た新しい発見がある︒皆さ

るだけだった︒これはモノ

代の作り手の方々が結構見

30

ントや催事に出て﹁私はこ

30
40

40
46
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第950号

全菓連では全国組合研修会で上村究氏︵日仏商

過去と現在︑これからの

事株式会社・マネージャー︶を講師に迎え﹁洋菓

子の最新事情について

製パン関係の商社に勤めて

私は日仏商事という製菓

が︑ヨーロッパには何度も

の修業をしたわけではない

った︒父はフランスで長期

日本の洋菓子﹂をテーマに講演会を行いました︒

いるが︑実家は東京の葛飾

その①

パティスリーコトブキ

ＷＰＴＣ２０１０競技風景

のビザでフランスに渡るこ

渡航し︑イッサンジョーの

とにした︒縁あってドゥマ

国立製菓学校など︑当時の

１年留学し︑その後日本の

ールというパティシエが使

区でパティスリーコトブキ

大学を卒業した年にフラン

うシリコンの焼き型を作る

というケーキ屋をしてい

も任されたりして︑大学生

スでワーキングホリデービ

ス館で本物のフランスパン

菓子職人としてはフランス

のころからコンクールや講

ザが始まったので︑第１回

を提供するためにフランス

る︒私は長男として生まれ

習会の運営に携わってい

た山名将治先生と工業会の

のオーブンとイーストを輸

から多くを学んだほうだと

た︒大学の途中アメリカに

理事長だったコロンバンの

入することから始まってい

思う︒その影響もあってか︑

中学︑高校と店の菓子作

た︒そのころは内海会とい

ただ︑ワイル氏はフラン

門倉氏の２人で付けた名前

たが︑大学卒業後はフラン

りを手伝い︑大学に入学し

うパティシエの会の事務局

スでも仕事をしていたが︑

だそうだが﹁ピーシージー﹂

る︒１９７０年の大阪万博

スの会社に入り︑実家は弟

たころからはパソコンの事

こから来たのかと考える

スイス人であり︑彼が広め

において︑それまでは︑洋

私も学生時代に英語とフラ

務職での手伝いが多くなっ

と︑もうなくなってしまっ

たのは純粋なフランス料理

と言うと︑山名先生が﹁フ

食という料理の体系だった

が継いでいる︒コトブキと

本だけではない︒私が担当

たが︑神田にエスワイルと

ランス語だからペーセージ

ンス語は結構まじめに勉強

業した１９７２年当時︑パ

しているラローズノワール

いう有名な菓子屋があっ

・フランス菓子ではなく︑

ェーと読め﹂と怒っていた︶

した︒

ティスリーというフランス

もスイス人が作った会社で

スイス人が世界を回って作

いうのは父の実家のそば屋

菓子店であることを意識し

ありながら︑パティスリー

た︒全日本洋菓子工業会の

り出した日本人に好まれる

からとったのだが︑父が開

た菓子屋はまだあまりなか

フランセーズ︵フランス菓

加藤理事長など今の有名シ

日本での洋菓子
からフランス菓
子への変化
世界的に見て︑トップレ

ェフが戦後に修行した名店

タリア料理︑ドイツ料理︑

ものが︑フランス料理やイ

アメリカ料理とそれぞれに

１９７２年に独立した私
の父が︑店名に﹁パティス

洋食だったといえるかもし

リー﹂とつけられたことは

変わり︑万博会場では各国

である︒エスワイルという

子︶とはっきりとうたって

日本のフランス菓子はど

いる︒

響を大きく受けている︒日

菓子の例でいえば︑全日

そのころから日本のパティ

れない︒

本洋菓子工業会はＰＣＧと

のシェフが作る本物の各国

きな影響をもたらしたサリ
ー・ワイル氏から取った名

シエの多くがフランスを追

代くら

あったのかというと︑大阪

１９７０年︑日本で何が

学ぶことができたのだろ

本人のシェフたちも多くを

ェフたちと一緒に働いた日

の料理を食べることがで

の雑誌であった︒お菓子の

万博があった︒今

き︑そして︑その本場のシ

基礎的な知識を広めるため

いかけ始めたことの具体例

の本だったようだ︒それが

の一つであろう︒

いう専門誌を出している
ンドホテルの開業から
年︑総料理長を務めたシェ
フである︒エスワイルの社
長大谷長吉氏はワイル氏の
もとで働いていたからであ
る︒ちなみに︑ワイル氏の
もとからはオークラの小野
正吉氏やプリンスホテルの
木沢武夫氏︑パティシエで
は内海安雄氏をはじめ多く

が︑ １ ９ ６ ９ 年 ま で は The
という名前
Confectionery

前である︒横浜ニューグラ

名前は日本の洋食業界に大

ベルの菓子職人になればな

過去と現在、
これからの日本の洋菓子

るほど︑フランス菓子の影

洋菓子 の 最新事情 について
のシェフが巣立っている︒

１９６９年にＰＣＧという

館などのレストランで外国

時にフランス館やイタリア

いの有名シェフには︑その

ニングポイントだったよう

食文化において大きなター

う︒１９７０年は日本の洋

次号に続く︒

である︒

くいる︒日仏商事もフラン

ことをお話しされる方が多

人シェフの下で仕事をした

名前に変わった︒ＰＣＧは
フランス語の
Patisserie
︵菓子︶ Confiserie
︵糖菓︶
︵氷菓︶の略であ
Glacerie
る︒︵ 余 談 だ が︑ 亡 く な っ

会社に入り︑日本担当者と

大会だ︒私は日本チームが

まな課題に取り組む厳しい

うしたら生き残っていける

で︑日本のお菓子業界がど

スマンとのかかわりの中

各国のパティシエやビジネ

ノワールというブランドを

勝つための手伝いをし︑最

時間かけて︑さまざ

担当している︒スイス人の

日間

パティシエが香港で独立し

のかを考えてきた︒日本の

今は日仏商事でラローズ

になった︒最後のころはア

後の２大会は日本チームが

菓子関係の市場が成長でき

年間お世話

ジア担当のセールスマネー

た会社だが︑数年前にフィ

るかどうかは今所属してい

してそのまま

ジャーとしてアジアを中心

優勝することができた︒こ

る日仏商事にとっても死活

の大会は無くなってしまっ

問題で︑会議をするたびに

リピンに工場を作り︑メイ

たが︑今でもイタリアやア

これからどう会社を伸ばし

ドインフィリピンの冷凍タ

ルトやマカロンを世界中に

メリカで大会があるたびに

その後︑２０１２年にＣ

ＳＭという会社に移った︒

現地に同行していろいろと

というアメリカで行われる

日本のパティシエはこれ

せていただいた︒

らチームの選択まで携わら

があった際にルール作りか

０９年には日本で世界大会

何らかの気づきとなるよう

が︑皆さんと違う視点から

しをすることはできない

り上げを伸ばすためのお話

ないので︑直接皆さんの売

ーキを売っているわけでは

る︒私は売り場に立ってケ

本業と並行し︑２００２

お菓子の世界大会を手伝っ

までフランスから多くを学

なお話ができればと思う︒

ていくか︑話し合われてい

仕事をしていたが︑アメリ

た︒３人１組のパティシエ

んできたが︑私は日本とフ

お手伝いをしている︒２０

カ工場のミックス粉を紹介

が世界一を争うが︑日本や

ランスだけではなく︑世界

〜２０１２年まで︑２年に

する仕事ではちょうどその

フランス︑アメリカ︑ベル

原料のメーカーで︑フラン

ころはやり始めたアメリカ

ギーなどからの参加者が２

スの材料を扱う際にはそれ

ンタイプのカフェの仕事も

第９回全国和菓子甲子園

全菓連青年部では︑８月

０００校の高校︑都道府県

項を︑４月下旬に全国約６

ポスター・応募要項を全国約６０００校の高校へ送付

日に開催する全国和菓子

菓子工業組合︑青年部代表

幸いです︒応募締切は６月

がある方にご案内頂ければ

り合いの高校関係者で興味

様におかれましては︑お知

者へ送付しました︒組合員

５４８６

ＦＡＸ

連絡下さい︒

数を明記して全菓連までご

会社名︑担当者名︑必要部

ＦＡＸにて郵便番号︑住所︑

・応募要項をご希望の方は︑

０３︱３４０７︱

日︵水︶必着︒ポスター



まで同様のフランス菓子の

することができた︒

１回で合計６回︑ World Pa
stry Team Championship

リカ各地に工場を持つ製菓

輸出している︒

に世界を飛び回っていた︒

13

ＣＳＭはヨーロッパとアメ

10

甲子園のポスターと応募要

20













































エスワイル

70

21

上村 究 氏（日仏商事株式会社・マネージャー）
20
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（９） 平成30年５月15日

代表取締役社長）を講師に迎

全菓連では、全国組合幹部研修会で内田弘守氏
（株式会社巖邑堂
え「最新のお菓子の製造・販売事情について」を
テーマに講演を行いました。聞き手は本紙でもお
なじみの尾関勇氏（株式会社アンゼン・パックス
代表取締役社長）にお願いしました。

先月号より続く。

大吟醸の酒粕を和菓子に

だいております。海外、特

と言っていた

らに美味しい

意外にまたさ

て食べると、

内田：冷やし

す。

ょっと違いま

というか、ち

テラではない

すけど、カス

ものがありま

リアみたいな

いです。シベ

シューナッツ、クランベリ

ども、中にピスタチオやカ

ん中の商品は月餅ですけれ

菓子を一個作りました。真

いますか、地名を取ったお

神社さんに何か恩返しとい

内田：新店舗ができた時、

たものですか。

真中が最近新店舗で開発し

思います。他の商品は、写

いうか、本当に美味しいと

ステラを受け止めていると

羊羹が、この大吟醸の白カ

なくて、しっかりした餡の

が、多分この商品には合わ

し餡が人気だと思います

島屋さんのお中元などに使

っていたのです。最近、髙

で採りに行き、ゼリーを作

が梅の木があるということ

ました。梅も従業員の親戚

従業員みんなで採りに行き

持っている人にお願いし、

くて。夏蜜柑も地元で木を

したところ、結構評判が良

で、農協さんと一緒に開発

が地元で有名な特産物なの

ただけます。ゼリーは蜜柑

のところよくお買い求めい

内田：結構人気があり、こ

尾関：初めて聞きました。

ました。

果実の和風ゼリー

に東南アジアの人は、冷た

弘厳月餅

ですけれども、海外の方に

いお菓子の方を割と好むの

われるようになり、大分数

花邑

は羊羹としてだけだとなか

が出るので自分たちで取り

その②

外ではかなり受ける商品に

なか難しい。ですが、大変

ーのドライフルーツを入れ

に行くのが厳しくなってき

っと海外でやりたいと思っ

銀行さんと話す時など、ず

私が厳邑堂に戻ってから、

をもらい、初めて出ました。

庫の誘いと浜松市から補助

らでＯＫは出来ないから、

ころ「資本が違うためこち

出たいんです」と話したと

に「シンガポール髙島屋に

いので、東京の髙島屋さん

ール髙島屋に直接は言えな

れました。まず、現地のパ

後いろいろハードルを渡さ

した。しかしやはり、その

せて下さい」と了解を得ま

かと思い「どうしてもやら

子屋さんはないのではない

て、その場で販売した和菓

まで本当の和菓子を実演し

う思いが強く、おそらく今

んな資本もないし、手数料

ちは本当に個人事業主でそ

ども紹介されましたが、う

さんをしている貿易会社な

おり、例えばキッコーマン

トも、何社かあると聞いて

いう感じです。輸出のルー

シンガポールはしていると

も継続してその人と一緒に

う人が見つかりました。今

っと「してもいいよ」とい

一人で本当に焦っていまし

た。そこから設営を始め、

半頃に揃うという形でし

ほら出てきて、什器も９時

９時頃にようやく人がちら

頃に行くと、誰もいなくて、

余って

ましたが６年前当時は勢い

した。今でこそ大分変わり

が、現地では当日の設営で

営するのが当たり前です

は、日本の催事は前日に設

れてないので驚いたこと

回目の出店時、外国に慣

尾関：ハンサムな内田社長

験しました。

（ 笑 ）。 そ う い う こ と も 経

は連れ込み宿だったという

程のホテルを取ったら、実

ものですから、１泊７千円

たホテルも、全然知らない

格安航空券でした。泊まっ

便は高いとベトナム経由の

な会社ではないので、直行

内田：うちもそんなに裕福

かれていました。

山のような荷物を持って行

いて、飛行機も経由便で、

たのですが、ご苦労されて

とき私も行かせていただい

でいたと思います。

ているのだろうという意識

その時の従業員は、何をし

かなと思います。おそらく

という時代ではなかったの

前は、今ほどみんなが海外

ごく遠い世界の話で。６年

海外出店は私以上にものす

すが、従業員にとっては、

家族は反対しなかったので

内田：かなりの労力でした。

のですか。

家族は反対していなかった

ドルがあると思います。ご

は、かなり乗り越えるハー

ことがないことというの

と思います。しかしやった

ではないですよね。

す。言語が達者だったわけ

っているのかなと思いま

れたのが、今の成功に繋が

も、そういったことで行か

と言ったら失礼ですけれど

されて、失敗してもいいや

いうよりは自分で手段を探

うところで、誰かに頼ると

とはいえ、全くやり方も違

尾関：いくら日系の百貨店

行きました。

もんだしながら、

のかとか。そういうすった

ていても、こんなに売れる

言われました。一緒に作っ

えればいいか分からないと

えようと言っても、何を考

商品について、いろいろ考

ンです。アンゼン・パック

なっています。

ています。最後にいろいろ

ていると言っていたので声

シンガポールの髙島屋の担

ートナーで口座を持った会

を取られるともう赤字覚悟

た。そこで、かりんとう饅

がそんな思いをしているの

尾関：職人さんである社長

内田：全くしゃべれなかっ

スさんに包装していただき

せないかと思い、白いカス

尾関：花の舞さんの「花」

で、重宝しています。

なナッツや白餡の癖を、ウ

ブー

当を紹介する」とメールア

社としか取引しないので

というか、もう最初から赤

頭と揚げ饅頭を展開しよう

様が２週間いなくなってし

たです。

尾関：今日、皆さま方のお

テラを焼いて中に餡を挟ん

尾関：厳邑堂さんの餡は、

和菓子店さんという印象だ

が掛かったのです。

ドレスをいただき、メール

「日本の会社とは取引しま

字の数字しか出てこない。

と持って行ったのですが、

かと、びっくりしました。

まうとか、その準備に奔走

尾関：でも、今では支えて

手元に提供していただいて
そうと思っており、何度か

だところ、自分でも美味し

に評判で美味しいです。私

全般的に結構しっかりめで

と思いますが、商品をほと

スに地元の特産物が何社か

しました。そのときの担当

せん」ということ。また「輸

何かないかと、自分でいろ

しかし通常の方だと諦めて

されていると、自分のとこ

いただける現地のマネキン

ました。シベリアとは少し
試作していた時に「普通の

もよくお土産に使わせてい

んど変えずにいるものと変

出た中で、やはり和菓子を

の人から、先ず帰ってきた

送経路も自分で探して下さ

いろ探しました。そんな中、

揚げるフライヤーが届いた

しまうハードル「出ないで

ろの製造は大丈夫かと、心

いるお菓子ですが、私も一

酒粕ではなくて大吟醸で、

と厳邑堂さんの「邑」とい

ただいています。白いもの

えているものもあります。

実演すると目を引くといい

返事が「やめたほうがいい

い」ということで、ちょっ

のが当日、午後４時でした。

くれ」という向こうの常識

配されていたのではないか

違います。商品が出来上が

う 字 で「 花 邑（ か ゆ う ）」

これをベースとしながら海

ますか、お客さんが集まる。

よ」という内容でした。「シ

と大変だなと思いました。

地元の輸出業者さんが「そ

それにずっと文句を言って

を一つ一つほどいてご自身

るストーリーは、家の親戚

く、花の舞さんでも評価が

という、ネーミングですね。

外 で 成 功 さ れ て い ま す。

その結果を受けて、やはり

ンガポールは受けるんじゃ

人でシンガポー

ういう思いだったら全部手

いたのですが「和菓子は売

で乗り越えられて。内田社

さん、販売員さんが結構入

番好きな商品で、ご紹介い

高かったので、商品になっ

たという商品です。

とか作らないの？」と言わ

海外で受けるのではない

ないかと夢見てきた人は、

その後、

伝うよ」と、かなり安い値

れないからゆっくりやって

と思います。ご理解があり

ることを聞きました。

ただいてもよろしいでしょ
手で絞ったものがあるけ

ています。これが日本酒ブ

イスキーの白州で少し消し

点を、秘訣をお

か、というか普及させるの

過去にも何人もいるし、和

ルに行き、前のＦＨＡで名

段でしていただきました。

よ」と言われました。その

ましたか？

関係に花の舞酒造という酒
ど、使ってみる？」という

す。最近はさらっとしたこ

話しいただきた

には現地に行ってやらなけ

刺をもらった方とお会い

通関書類も自分で書けば安

長も今ではインボイスを書

内田：製造や向こうで売る

うか。いわゆる羊羹のシベ

お話をいただきました。そ

は、国内でも似たものがな

尾関：厳邑堂さんは全て内

いと思います。

ればいけないと思いまし

菓子屋さんもあったけれ

し、まずパートナー探しを

く、インボイスやパッキン

いて物を出すというのも、

蔵があり、そこの先代のお

この商品はもちろん純日本

製化で、ゼリーの方も自分

２０１２年の初

た。これをきっかけにどこ

社もないよ」と。なぜかと

始めました。いろいろ紹介

屈辱が６回目まで続いてい

ご協力者もいれば朝飯前だ

ばあさんが、よくうちに酒

ームと上手く重なって、海

でお作りになられています

出店をご紹介い

か出店するところを探して

いうと、日本で催事をする

してもらう中でもなかなか

るという感じです。

リアに近いものですか。

れを使ってその白さを活か

さいと、６人目ぐらいでや

が、かなりレパートリーが

ただけますでし

いましたが、その際、シン

売り上げよりも、シンガポ

グリストも自分でネット検

尾関：すごいですね。この

内田：これは、花邑という
のお礼にお菓子を作って返

れでも自分でやりたいとい

幅広く、完成度が高いです

ょうか。

ガポールの現地の人が「髙

ールでの売り上げの方が少

索しながら書いたのが、初

粕をくれていたんです。そ

ろな問題があり、シンガポ

ね。それでは、海外のこと

内田：地元の金

れるかもしれません。その

「え？

融機関から紹介

島屋が一番近隣のアジア諸

見つからず、その人を通じ

めての出店でした。また、

10

回目は

に進めてまいります。今ま

された、シンガ

国の観光客も集まるし、レ

て誰かを紹介して下さい、

時開店だから７時

で拝見すると、新しいアイ

ポールのＦＨＡ

なく、和菓子は受けないか

また次に誰かを紹介して下

海外向きのケーキ

デアで頑張ってらっしゃる

という食品の展

ベル的には一番いい出店の

らやめた方がいいという話

ど、２回続いたところは

示会で、よく東

でした。考えましたが、そ

次号に続く。

場所だ」と聞いて、絞って

商品の少し小さいバージョ

のです。それに地元信用金

聞き手：株式会社アンゼン・パックス 代表取締役社長 尾関 勇

考えました。そこでいろい

お菓子の製造・販売事情について

京の催事場でし

1

1

1

最新の

ているようなも
シンガポール髙島屋

1

海外出店はハードルの連続

内田弘守氏（株式会社巖邑堂 代表取締役社長）
1
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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。

先月号より続く。

た「社是は無理に作るもの

年近く社是が

ではない」とも教えられた。
私の会社は
なかった。この言葉を聞い
たのは相当前の事になるが

年ほど前に「社長１

頭の片隅に追いやられてい
た。

経営姿勢を広くお客様に知

クレドは「きのとや」の

を持ってくれたらこんなに

い会社を作る」という目的

れた。全国の中小企業が「い

いしたら「どうぞ」と言わ

使わせてください」とお願

那食品さんに「この社是を

食品工業さんの社是だ。伊

業を目指して「全社員とそ

経営理念には幸福創造企

事にした。

社員に呼びかけ社是にする

会社をつくりましょう」と

なければ」と気づき「いい

てベクトルを合わせていか

社員全員が同じ方向を向い

人でいい会社は作れない。

っていただくためオープン

素晴らしい事はないと塚越

その④

歳の専務

い し い お 菓 子 」「 温 か い お

束 』 は「 安 全・ 安 心 」「 お

『お客様との３つのお約

すことを明確にした。

うすれば喜んでもらえるか

うことであると理解し、ど

事とはお客様に喜んでもら

す」などが書いている。「仕

る「きのとや」をつくりま

をひとつにして誇りの持て

長年「きのとや」を支えて

ある。他にも沢山の社員が

共にしてきたパティシエで

る。常務も同じく三十数年

共にして来たな仲間であ

も私と共に三十年間苦楽を

た片腕である。

もてなし」で、店舗のお客

頑張ってくれている。

念、行動指針を理解し、心

様から見えるところに飾っ

を真剣に考えます」とクレ

同時に達成する経営を目指

ている。

を 作 っ た。「 変 え な く て は

そんな時に私は「クレド」

ドにまとめた。

いけない事」と「変えては

いけない事」がある。変え

ていただくことを最高の喜

か」とよく聞かれる。私に

た。「 息 子 さ ん が 社 長 で す

２年前に私は会長になっ

べて変えなくてはいけな

に書かれている事以外はす

に明記されている。クレド

や」の憲法である「クレド」

てはいけない事は「きのと

びとします。そして地域社

歳の息子がいるが、息

社長を退任し会
長に

「きのとや」の信条は「き
のとやは地域の人に愛さ
れ、札幌市民や全てのお客
様に必要とされ、おいしい

会に貢献します」を存在目

は

お菓子を通して幸せを感じ

的というか信条に入れた。

が誇りを持って働けるいい

ま す 」「 き の と や は 全 社 員

せを実現するために存在し

やは全社員とその家族の幸

え て 入 れ て あ る。「 き の と

社員との６つの約束もあ

は

歳で入社して私と一緒

に恵まれた。今の佐藤社長

とや」では本当に私は社員

東 京 に 出 て 行 っ た。「 き の

一緒に働けない」と言って

私のそばにいたが「親父と

社を経営している。１年間

子はＢＡＫＥという別の会

アルバイトを入れると四百

である。従業員はパート・

今「きのとや」の売上げは

いとダメだ」と言っている。

化についていく為、変えな

常務、社員には「時代の変

い。逆に今の社長、専務、

以上で私の話を終わりま

が、低いほうだと思う。製

れの事情で辞めた人もいる

と入れた。前は基本理念と

会 社 を 目 指 し ま す 」「 全 社

す。ご清聴有難うございま
高島屋デパートに

のとやの発展とともに地域

順番を変えた。そして「き

ったが、クレドを作る時に

を提供する」が一番上にあ

して「お客様に満足と感動

員が「きのとや」の信条、

の上でこだわりの牛乳やバ

造技術職を入れて毎年
ＡＫＥに似た店をオープン

億円くらい

がある。お客様の満足があ

数十名いる。

ターなどの乳製品を作り、

した。

がら真似するが、中国には

した。アジア各国にどんど

放牧牛乳を直送してもらっ

店舗で大体

って「きのとや」の発展が

に三十数年間頑張ってくれ

うシュークリームを原宿や

北海道発のこだわりのお菓

そっくりの店が２百店舗く

ている。通常の牛乳の３倍

できないか考えている。そ

２年前に会長になってか

から引き受けた。鶏の餌に

お世話になった大学の先輩

方の養鶏場を以前若い時に

業と考えているので新しい

今一番遅れているのは農

うと思っている。

年春からは酪農に挑戦しよ

れをさらに徹底するため来

ってからは経営にはほとん

けない事をクレドに明記し

独断で作った。変えてはい

長沼：クレドは私１人全て

し合って作ったのか。

質問：クレドは何人かで話

があり販売総合職は、ほと

ないが「きのとや」は人気

か。

質問：離職率はどれくらい

ている。

長室に秘書と２人で仕事し

場所にある本店の二階・会

の中で描いている。

らは「きのとや」の経営を

こだわり、こだわりの卵を

風を吹かせたい。酪農とい

ど口は出していない。代表

質疑応答より

社長以下の幹部社員にすべ

生産したいと考えている。

えば、３６５日、

夢の実現…酪農、養鶏に再挑戦

て任せている。業績も好調

そしてこだわりの卵でこだ

めず大変な仕事だと言う。

番目に入

社 会 に 貢 献 す る 」。 地 域 に

３つの約束、社是、経営理

味で戦うためには、やはり

新宿で売っている。このお

らいあるという。先ほど冒

ん出店しているらしい。偽

なので、私は第１次産業・

わりのお菓子を作り、来年

んど４年制大学の卒業生で

近い価格で買っている。こ

農業に挑戦してみたいと考

の春には売り出したいと思

権はまだ持っているので責

長沼：正確な数字は分から
えている。若い時に酪農な

北海道でも毎年酪農家は２

ている。２年前に会長にな

ど畜産業に挑戦して失敗し

っている。

っている。離職率はそれぞ

名

ほど採用している。会社が

成長している事もあるが、

回総代

それくらいは入れ替わって

いる。

日、第

行事予定

５月

日、青年部講習

会、クーポール会館、

静岡市

６月

会「第２回商品写真を
私の場合は洋菓子が中心

っている。ＩＴを活用した

百軒ずつ離農しどんどん減

と言って週１回の役員会だ

「好きなようにしてくれ」

学生の人気ランキングでも

業も含めた北海道の新卒大

や北洋銀行など地元の大企

って来ている。北海道新聞

県菓子会館、千葉市

氏（ ㈱ イ ル ピ ッ ト ）、 千 葉

・ＳＮＳ、講師・稲垣美和

いお菓子写真・撮影・加工

スマートフォンで」お美し
なのでバターやチーズ、生

け出席している。あとは会

時間休

ているので、このままでは

歳なので、後

死ねないという強い思いが

モデル農場を作り儲かる酪

社には行かず本社と離れた
つい最近、北海道日高地

る。

年は頑張れると考えてい

ある。現在

クリーム、牛乳などの乳製

農を実践し酪農を憧れの職

倍の競争率で入

「きのとや」は

根差した地域の人に喜ばれ

あり、社員の幸せがある。

らが真似をしているか分か

素材や原料にどこまでこだ

頭でもお話したが、マレー

物の店舗が多くなるとどち

販売したい。こんな夢を頭

るお店にしようという目的

トナム・ホーチミン市内の

らなくなってしまう。最終

子を作って世界に向かって

シア大手の食品会社は、ベ

せ新規就農者を増やす事は

日本国内ならまだ遠慮しな

月、Ｂ

菓子に使う牛乳は北海道の

社是は『いい会社をつく

あ る。「 Ｂ Ａ Ｋ Ｅ 」 が ３ 年

う。行列がずっと続くわけ

われるかが大事ではないか。

の家族の幸せを実現する」

前に香港に「チーズタルト」

ではないがマーケットの大

地方のお菓子屋での

的には味の戦いしかない。

会長はお話されていた。ま

にしている。

クレド

25

り ま し ょ う 』。 こ れ は 伊 那

ている。

北海道を菓子王国に…
札幌をスイーツのメッカに
私は菓子の世界に入って

ーツの似合う街はないと思

北海道はアジアで人気が

っている。北海道はお菓子

の専門店を出したら最大４

る。ただ、私は洋菓子・和

き さ を 再 確 認 し た。「 Ｂ Ａ

45

業として若い人に横展開さ

倍から

30

10
品をよく使う。今はＢＡＫ

任は私が取るが会社経営は

13

52

年になるが札幌ほどスイ

の素材・原材料の宝庫であ

時間待ちの大フィーバーだ

菓子と分けること自体がお

ＫＥチーズタルト」はおか

30

20

った。日本ではあり得ない。

かしいと思っているので今

げさまで今も売れている

静岡

千葉

る。冷涼な気候で日本の中

は一緒にイベントをしてい

が、北海道を売りにしたチ

製造・販売事情について
11

25

Ｅの店でも、ザクザクとい

20

のヨーロッパでもあるので

る。菓子工業組合の理事長

ーズタルトの商品や専門店

15

分が限界だろ

の立場で和菓子の専門店の

が多く出て苦慮している。

31

10

51

24

せいぜい

皆さんにも「新しい事に挑

70

洋菓子が似合う街とも言え

戦して下さい」と働きかけ

10

30

長沼昭夫 氏（株式会社きのとや会長）
ＢＡＫＥチーズタルト

35
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洋菓子講習
︻基礎編︼
り︑日常のお茶菓子あるい

価格も手ごろなものとな

立てる︒柔らかくしたバタ

加え︑もったりするまで泡

Ａ︑全卵にグラニュー糖を

︻仕込工程︼

︻仕上工程︼

まで冷蔵しておく︒

ろ状に仕上げる︒使用直前

を加え︑ぽろぽろしたそぼ

害を受けた鍬

り壊滅的な被

は︑津波によ

訪れた先

はおやつとして最適です︒

レモンパウダーを加えすり
シロップをきり︑切れ目を

Ａの生地を平らにのばす︒

育館では段ボ

この小学校体

ケ崎地区︒そ

混ぜる︒バター生地に卵生

宮古商業高校にて

セルクルや紙型などで焼成
㎝のカードルに

ーにコーンスターチ︑食塩︑

ればプレゼント用にもアレ

ールなどで仕

㎝×

し︑きれいにラッピングす

ンジ可能です︒
入れた半割アプリコットを

教師

トッピングしたバターケー

地を加え︑なめらかになっ

切られただけ

高倉 美香

キです︒カドルで焼成し︑
︻配合︼

の空間に多く

日本菓子専門学校

好みの大きさに切り分けま
並べる︒Ｂを均一にふりか

の方が避難さ

ける︒１８０℃のオーブン
分︶

たら薄力粉を合わせる︒

で焼き上げる︒︵

Ｂ︑柔らかくしたバターに

︵バターケーキ生地︶

冷めたらプードルデコール

Ａ︑ザンドマッセ

グラニュー糖を加えすり混

をふりカットする︒

す︒この形のお菓子は効率
よく製造出来るため︑販売

ぜる︒合わせてふるった薄

〜

全卵⁝⁝⁝⁝⁝⁝１００ｇ

力粉とアーモンドパウダー

和菓子の力と被災地支援

菓子教室と呈茶を実施

トレスフルな

環境でした︒

その一角で菓

子教室と呈茶

をしていた時

２０１１年６月︑石川県

当時︑宮古市で支部長を

中村さんも店舗工場を被災

田中さんも避難所暮らし︑

その頃はまだ小林さんも

にお渡ししました︒しばら

︵天の川︶を作り︑その方

のです︒大急ぎで上生菓子

子は欲しい﹄と言ってきた

も飲みたくない︑でもお菓

行ったところ︑こんな美し

助けを呼ぶ声が聞こえたの

続けている宮古市の学校の

います︒ずっと菓子教室を

に︑ある年配の男性が﹃菓

内の菓子屋仲間である行松

されていた﹃ドール洋菓子

されていたにも関わらず︑

くすると︑またその男性が

卒業式には来賓として招待

子教室はしたくない︑お茶

︵そぼろ生地︶

旭松堂さん︑深沢製あんさ

現地との橋渡しをしていた

に︑助ける事が出来なかっ

されるようになり︑卒業式

んのご協力のおかげで︑実

ｇ

んと一緒に︑岩手県宮古市

店﹄の小林さんと会計幹事

だけたおかげで︑人生観が

た︑その声が耳から離れな

現出来ました︒

ｇ

﹃中村屋せんべい店﹄の中

いお菓子は今まで見た事も

くて辛い﹄など︑悲惨な話

グラニュー糖⁝⁝⁝⁝
薄力粉⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝
アーモンドパウダー⁝

る事︒

ｇ

を訪問︒目的は菓子教室を

村さん︑岩手県淡交会の平

なく︑とても喜んだ︒だか

直ぐに戻って来て︑ポツポ

生活している区間へ行き︑

だ後には﹃自宅も何もかも

子作りをし︑お抹茶を飲ん

そのあと︑その男性もお菓

験︒世の中にはまだまだ良

茶は生まれて初めての体

もあれば﹃上生菓子やお抹

や幼稚園への菓子配布は︑

っています︒被災地の学校

のお菓子を生徒と一緒に作

く︑中部ブロックの仲間も

ツと話をし始めてくれまし

協力をしてくれるようにな

石川県内の菓子屋だけでな

頑張って生きないと﹄とも︒

い事もいっぱいあるから︑

そして最後は︑自分達が体

これからも﹃お菓子で被

りました︒

振って見送ってくれました︒

災地を笑顔に﹄し続けて行

詳細は﹃石川県 菓子 ブ

きますので︑是非ご協力く

ログ﹄で検索︒または︑石

自分自身︑和菓子屋の息

ましたが︑この男性と出会

川県菓子工業組合青年部東

子として生まれ︑和菓子の

った事で﹃和菓子は和む菓

北復興支援委員長那谷まで

ださい︒

子︑菓子が持つ魅力やパワ

ご連絡ください︒

企画委員・那谷忠之

石川県菓子工業組合事業

ーは素晴らしい物である﹄

震災から７年が経ち︑被

した︒

できる事の誇りが生まれま

事を認識し︑菓子を生業に

存在が当たり前となってい

育館を離れる時には︑手を

が流されただけでなく︑目

30

バター⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

ｇ

開催し︑被災者の方に上生

現れ﹃もう一度さっきのお

らお礼を言いに来た﹄と︒

回程となって

菓子を作っていただき︑お

変わる︑一生物の経験をす

菓子が欲しい﹄と︒再び渡

ＦＡＸ ０３−３４０７−５４８６

災地訪問は

︻仕上げ材料︼

栗先生や︑宮古市で学茶講

すと︑その男性はご自身が

話 ０３−３４００−８９０１

の前を流れる瓦礫の中から

アプリコット半割︵缶詰︶

抹茶を召し上がっていただ

る事が出来たのです︒

プードルデコール

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

歩くのが困難な妻へ持って

⁝⁝⁝⁝３００ｇ

師をされていた田中裕美さ

提供してくれた菓子類を配

れ︑かなりス

グラニュー糖⁝⁝１００ｇ

ｇ

30



25

杏のケーキ

アプリコットとそぼろを

30



50 50 50 50

︻簡単な製品紹介︼

20

バター⁝⁝⁝⁝⁝１００ｇ
薄力粉⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝
ｇ

レモンパウダー⁝⁝⁝１ｇ

食塩⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝１ｇ

コーンスターチ⁝⁝⁝

45 80
く事︒それと県内の仲間が

Ｂ︑シュトロイゼル

川
石

電

た︒﹃ 貰 っ た 上 生 菓 子 を︑

今は閉鎖された田老児童館にて

杏のケーキ
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