（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。

個作る。実技終了

参加の意義と活力を創出

菓連青年部会員に、会への

の二段階で実施し、ブロッ

月
審査方法は予選と決勝戦

してもらう。応募締切は６

③ ネ ー ミ ン グ：「 興 味 を 引

や発想力」

② 表 現 力：「 作 品 の 独 創 性

の美しさ」

①製品力：「味の良さ」「形

○審査基準

れる作品。賞状、メダル、

優勝・１組

▽賞

島屋和菓子バイヤー）。

ーナリスト）、畑主税氏（髙

平岩理緒氏（スイーツジャ

（ 辻 製 菓 専 門 学 校 教 授 ）、

菓 連 理 事 長 ）、 金 澤 賢 吾 氏

８９０１）でも可。

全菓連（０３―３４００―

る。電話での問い合わせは

ットもダウンロードでき

わせ、応募用紙のフォーマ

甲子園のページより問い合

で検索）内の、全国和菓子

ＨＰ（お菓子何でも情報館

２分）と試食審査を行い、

全国和菓子甲子園は昨年

し、今後の全菓連を担う青

ク地区予選（ブロックの所

く作品名など」

決勝戦出場学校名と作品名

戦出場、結果については、

⑤プレゼンテーション

業効率性」

（衛生的で丁寧な作業）」「作

④ 技 術 力：「 作 業 態 度 な ど

ル

選ぶ優秀作品

特別賞

審査委員が

賞（商品券３万円）

る作品。賞状、メダル、副

準優勝・２組

賞状、メダ

副賞（商品券５万円）

ーなどに配布する。その際、

材料メーカー、機械メーカ

の高等学校及び専門学校、

ーの冊子を作成、全国六千

結果報告書としてフルカラ

日㈬必着。

入賞者を決定する。

まで大阪府生菓子青年クラ

年の育成にもつなげる。募

属県は全菓連と同様）では

日に辻製菓専門学校（大阪市阿倍野区）において決勝戦が行われる。

ブ主催で開催していたが、

集に関しては、日本全国の

応募の中から各ブロック３

今年のテーマは『わが町

○審査員（敬称略、順不同）

８月

本年度より、全菓連青年部

高校約６千校と都道府県組

自慢の創作和菓子』で、町
を、平成

審査委員長：西尾智司氏（全

その他の詳細は次の通り。

で主催することとなった。

合に、出場のお願いとポス

の名所、シンボル、風景、

決勝戦は実技審査・プレ

ＨＰ上に掲載する

▽問合先

年７月

日頃に

分で

全国菓子工業組合連合会

優秀とされ

作る喜びと感動を得てもら

文化・歴史など町の自慢を

国菓子研究団体連合会会長）

チームが決勝

うことにより、若年層の和

和菓子で表現してもらう。

ゼンテーションを行う。制

審査委員：齊藤俊明氏（全

最も優秀とさ

同イベントは、全国の高

チーム、計

菓子離れの歯止めと、和菓

～

９回目。高校生にお菓子を

子文化の発展・継承、菓子
また、町の特産品を素材と

限時間は１時間

数組

業界全体の発展・活性化を
するなど自由な発想で創作

40

は全菓連まで。

で、掲載を希望される場合

企業広告も募集しているの

目的としている。また、全

また、大会終了後は大会

校生を対象にした和菓子作
ターを送付した。

前回グランプリ作品
「いつまでも。
」

12

後、プレゼンテーション（約

ｇを

日に辻製菓専門学校で決勝戦

全国和菓子甲子園を開催
８月

チームを選考し、

子園を開催することになり、現在、全国の高校生に出場者を募集している。同コ

に和菓子への関心を持っていただく取り組みの一環として、第９回全国和菓子甲

全国菓子工業組合連合会青年部（部長・槌谷佑哉氏）では、このほど若い人達

21

花まつりスイーツコンテスト

催

開

かしたスイーツや、仏前に

応募は

○応募規定

名での応募も可

作品
な る よ う な、「 花 ま つ り 」

○応募方法

人
お供えして一緒に食べたく

にふさわしいお菓子を募集

団体

書類審査

○１次審査：専門家による

◎審査方法

消印有効）

協賛団体賞（特別賞）各１

円）・同右

優 秀 賞 ４ 点 … 同 右（ ５ 万

１点…同右（５万円）・同右

している。コンテストの詳

必要事項を記入し、完成写

グ ラ ン ド ホ テ ル に お い て、 入賞数点…同右（１万円）

プロ、
アマチュア両部門を募集

細は次の通り。

点…同右（３万円）・同右

ど曹洞宗では花まつりスイ

試食及びプレゼンテーショ

日東京
ーツコンテストを開催、同

真を貼付して応募。応募用

ンによる審査

月

お釈迦さまの誕生日、４

◎応募要項

紙・応募レシピは曹洞宗の

○２次審査：

月８日は多くの寺院で、誕

祭には全菓連など菓子業界

○募集作品

応募用紙と応募レシピに

生仏に甘茶をかけてお祝い

団体が後援する。具体的に

飯島邦雄氏（東京グランド

子の専門家２名

め、農薬や化学肥料を使わ

原料としても出荷されるた

広がる自然豊かな山里で、

○問い合わせ先

○審査員

九戸村は、岩手県北部に

◎甘茶のお求め先

・同右

する花まつりが行なわれ

Ａ．甘茶を使ったオリジナ

◎入賞作品の決定

は、甘茶の自然な甘さを活

〒１０５―８５４４、東京

甘茶の一大産地。漢方薬の
オリジナルスイーツ

ホテル総料理長）

和菓子の専門家２名、洋菓

○作品規定・既に販売、発

都港区芝２―５―２、曹洞
宗宗務庁

最優秀賞（プロ部門）２点

○褒賞

電話

▽九戸村ふるさと振興公社
花まつりスイー
ツコンテスト係、電話０３

つりスイーツコンテストに

注文の際は「花ま

０
: １９５―４２―４

使用」と伝える。

４００
記念品

万 円 ）・

最優秀賞（アマチュア部門）

… 賞 状・ 副 賞（

○応募資格

―３４５４―５４１５

日（当日

販売に携わっている方

年９月

○応募締め切り
平成

アマチュア部門…一般の方
・製菓学校の学生など

10

プロ部門…お菓子の製造・

ない栽培を徹底している。

表されている作品は不可

Ｂ．花まつりにふさわしい

ルスイーツ

る。それにちなみ、このほ

22

1

ホ ー ム ペ ー ジ（ https://
www.sotozen-net.or.jp/gy
）
よりダウンロードする。
oji

11

1

30

全国菓子工業組合連合会
理事長 齊藤俊明
発行所 全菓連共済ビルヂング株式会社
〒107-0062 東京都港区南青山５丁目12番４号
ＴＥＬ03（3400）8901㈹ ＦＡＸ03（3407）5486
購読料年額 組合員：   600円（購読料は賦課金に含む）
（送料共） 一 般： 2,000円

30

ンテストはブロック地区予選として全国６ブロックから、計

80

全菓連青年部
りのコンテストで、今年で
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第951号
（平成30年６月）
● http://www.zenkaren.net/

10
30

発行人
11個の円…①和菓子②洋菓子③煎餅④
飴砂糖菓子⑤豆菓子⑥おこし⑦甘納
豆⑧チョコ⑨ビスケット⑩スナック
菓子⑪ガム 菓子11種全部の集まり
中心の C…菓子のConfectioneryの頭文字
横串の５個の円…団子と団結を表わす
全形…橘の花、中心の金色の円とCは
デザイン
雄しべ雌しべ、周りの白い円は花弁 東京藝術大学池田政治名誉教授

第951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）

（１） 平成30年６月15日

バターの需給は安定して推移
乳製品需給等情報交換会議で

強になり︑前年同月２・７
・４

った︒月末在庫量はポンド
・シートが前年同月
％の在庫水準︒

％増︒都府県は前年同月

○平成
・売渡スケジュール

年度のバター輸入

・８％となっている︒用途

万９千㌧

別処理量の状況では︑牛乳
等向けは３月が

の製菓で

％︑２番目は３

７５５・５㌧の自社使用で︑

・

・５％で︑

落札者自らが使用してい
る︒この分が
３番目が製パン関係者

乳需給への影響を注視し︑

は今夏の天候要因による生

か︑国及び酪農乳業関係者

ある︒このような状況のな

ター等向けは３・１％増の

ズは１００％︑脱脂粉乳バ

等向けは２・６％増︑チー

７％増︑内訳だがクリーム

で前年同月と比べると２・

万５千８百㌧

り︑乳製品向け処理量は︑

○脱脂粉乳

６３１・９㌧が流通になる︒

量は５月末で輸入バター２

る︒入札の結果︑出回る数

の出回り状況もまとめてい

渡を実施しており︑市中へ

なブランドのＮＢ

いう調査をしている︒主要

ているか︑欠品があるかと

店頭でバターが陳列され

○バターの店頭調査の結果

５％という状況になった︒

需要が高い国産乳製品の安
状況にある︒

年度のバター輸入・売

年度の生産量は

バター需給の見通しにつ

定供給が求められているこ
○バターの需給表

り量は前年同月比０・９％

・１％とな

・８

とから︑生産基盤強化の取

６３３０㌧で前年同月比４

増になった︒

いては︑
・０千㌧・前年比

・０千㌧︶

しとしては今後︑
入予定数量︵

店︑計１０

調査している︒直近では３

０店舗の量販店や小売店を

店︑京阪神

ＰＢ５品目に着目し︑京浜

３月は生産量１２２７３

月

日〜４月１日に実施し

㌧︑在庫水準が３月末で６

・７％増︒推定出回

５１４５㌧となり︑前年同
月比

たところ︑百店舗すべてで
バターが販売されていた︒
﹁店頭でお一人様一点限り﹂

入・売渡スケジュール

バターの生産量は３月に

全体として

年度輸

％となる見通し︒輸入売渡

り組みに加え︑市場からの

・１％増の状況︒推定期末

興機構において開催された︒ 安定して推移する見通しで

について︑需給に対応した

信頼確保に努めるべく︑小

在庫量は３月末時点で２２

が表示されているかという

る推定出回り量は︑３月が

年度の脱脂粉乳輸

前年同月を９・９％上回る

○小売店におけるバターの

店舗に掲載さ

また︑農畜産業振興機構

が国内に流通する予定︒

販売状況

調査では︑

より﹁バターの需給︑輸入
水準になった︒

○輸入バターの最終需要者

ている︒草地更新も進み︑

１頭あたりの乳量も上昇し

ていない︒

り︑秋口の出回りは心配し

バター供給は安定してお

全日本洋菓子工業会︶

全国６７０店舗の小売店

地力が上がっている︒

までの流通販売計画

のバターの販売状況だが︑

︵全国消費者団体連絡会︶

れていた︒

乳製品需給の安定への取
状況について﹂次のような
○バターの需給表︵乳業メ

輸入バターの落札者に最

１店舗あたりの販売重量に

７月末までに２７０２㌧

年度の脱脂

ーカー等の

り組みだが︑
説明があった︒

バターの種類ごとの生産

ついては９・

理量の推移

終需要者までの流通販売計

社︶

○生乳生産量及び用途別処

である︒また︑

画を︑提出してもらってい

㎏︵前年同

量だが︑バラは３月が前年

心した︒夏の暑さで生乳生

が安定していると聞いて安

給は問題ない︒

︵日本パン工業会︶
価格は加塩バター２００

︵Ｊミルク︶

バター︑脱脂粉乳の輸入

同月に比べ２・３％減︑主

・１％︶となった︒

ｇの平均販売価格︵税抜︶

産量が減らないことを願う︒

全体としてはバターの供

は︑直近で３８８・６円︒

期比

３月の生乳生産量だが︑

年３月で

万㌧弱で前年同月比１０

年４月〜

一番多いのが４１１４・４

学費など︒

ので︑今後も︑更に精度を

しの大切さを痛感している

我々が発信する需給見通
指定団体の用途別販売実

高めて︑的確に発信してい

学校要覧と掲示用ポスター配布

︵中央酪農会議︶

績は︑１〜４月の受託実績

きたい︒

がっている︒

が連続１００％を超えてい

︵日本乳業協会︶

詳細については日本菓子

る︒後継牛の確保事業︑性

会員からは︑バター・脱

教育センター︵電話０３︱

判別精液を引き続き活用し

脂粉乳の需給は落ち着いて

話︑ＦＡＸ︑ホームページ︑

北海道の生乳生産は︑順

ていく︒また︑地域毎に生

いる︑在庫は十分にあると

学校の特色︑募集要項︑募

調に推移している︒また︑

産基盤強化計画を策定し︑

◎主な意見

１頭当たり乳量は︑前年と

生産基盤の強化を図ってい

北海道の気温は低めであ

全国菓子工業組合連合会︑

︵日本洋菓子協会連合会︑

は︑十分供給できている︒

家庭用バターについて

たい︒

れからも需給の安定に努め

は良い評価を得ている︒こ

れ︑放出されていることに
︵東宗谷農業協同組合︶

るが天候は安定している︒

ではないか︒

︵ホクレン︶

比べて２％ほど上昇してお

聞いている︒バター・脱脂

３２３２︱０２８２︶に問

いて︑学校見学について︑

り︑今年も品質の良い草が

く︒

粉乳の入札が定期的に行わ

集人員︑選考方法︑資格取

を求めているため︑ポスタ

収穫できれば１頭あたりの

︵卸売業者︶

日本菓子教育センター
また︑和洋菓子業界では

に最も適した学校である︒

ーを全国の高等学校に掲示

乳量は継続して上昇するの

い合わせると良い︒

日本菓子教育センター
︵理事長大窪幹夫氏︶では︑

学校要覧と掲示用ポスタ

次世代を担う意欲ある若人

ー︑チラシ︵写真︶を新し

していただくと共に︑進路

このほど同センターの加盟

く作成し︑全国約５千の高

活用して頂き︑菓子学校の

指導の際︑加盟学校要覧を

同要覧に収載されている

等学校に配付した︒

進学を教示してもらう︒

通り︒

同要覧の掲載項目は次の

各校は同センター会員であ
り︑菓子づくりのために必
要な理論や技術を学ぶため

15

入予定数量︵脱脂粉乳２万
７千㌧︑バター１万３千㌧︶
０・８％となる︒北海道の

・３％増にな

る︒

については︑需給に対応し
３月の生産量は

万９千㌧

た必要量が定期的に売り渡

シート等は

にお菓子屋で使うポンド・

21

昨年に比べると３・８％上

90

得について︑就職状況につ

○校名︑所在地︑交通︑電

30



33

29

30
30

13
18

64

年度の輸

粉乳・バターの国内生産量

年度末在庫量は

品目︑

必要量が定期的に売り渡さ

売業界およびユーザーに対

から︑

脱脂粉乳の需給表だが︑

れる予定となっていること

して適宜的確な需給情報を

で前年と比べ

29

・２千㌧︵前年度末比＋３

される予定であることか

87

○平成

ら︑本年度の乳製品需給は

30

９８５㌧︒消費量に相当す

15

日︑農畜産業振

98

提供する︒

乳製品需給等情報交換会

15

26
39

99

はともに前年並みの見通し

ある︒

61
30

議が５月

31

99

・２千㌧︶となる見通しで

30
34
30

26

13

31

25
30

30

30

60
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第

九州ブロック大分大会

全菓連
回青
年部

別府の地獄湯けむりを散策
第
回全

回菓業青年会九州ブ
りくださり、盛大に開催で

たくさんの皆様方にお集ま

がら日々新商品を開発し、

マスコミとタイアップしな

各社は、絶大な力を持って

ロック長崎大会・第
きる事を感謝いたします。

回答しなかったのは、ショ

しか和菓子に愛着があると

だと考えています。各ブロ

お客様を作るための取組み

国和菓子甲子園は、新たな

あると考えます。第９回全

るための、大きな活動とし

にとって新たなお客様を作

に、我々菓子に携わる人間

置付けで開催すると同時

沖縄で和菓子をどのように

て先輩方に教わりながら、

和氏より「岡山県で修業し

オブザーバー参加の知念秀

議事終了後、沖縄県より

告があった。

様におかれましては、本日

ッキングな数字と考えま

て事業に取り組んでいきま

伝えていけるのかを模索し

％

までの準備お疲れ様でし

ックから３チームを選びま

す。九州ブロックの皆様に

と回答がありました。

た。今日は張り切って大分

す。若い時は洋菓子を好み、

も多大なお力添えを賜りな

す。また、大分菓青会の皆

を満喫しようと参りまし

すが、出場するにあたり、

ながら、 年が経ちました。

各県、各地域の高校生とお

がら、第９回全国和菓子甲

年をとるとともに、和菓子

菓子作りを営んでいる皆様

に嗜好が移る事は十分に有

次に来賓紹介と全菓連堤

ります。しかし今の時代、

た」と挨拶があった。

公一副理事長、大分県菓子

とる場が数多く生まれると

とのコミュニケーションを

のお菓子づくりや商売に必

子園を大成功に導き、皆様

かして、仲間に入れてもら

しい状況です。今後どうに

メンバーをそろえるのが厳

フトチェンジしてきていま

国内において食の世界にシ

のご参加を頂きまして、誠

す。ある調査では、

代の

ている事を実感していま

距離を置いている方が増え

た。現在、和菓子について

が主催する事になりまし

し、今年から全菓連青年部

府生菓子青年クラブが開催

ました。第８回までは大阪

う事業を開催する事になり

９回全国和菓子甲子園とい

記念して、８月に大阪で第

熱 泥 地 獄 で、 地 下 に あ る

に、活動を展開する必要が

からのお客様を作るため

考えています。我々もこれ

を育ててきてくれたためと

おじい様が一生懸命お客様

商売は、先輩方、お父様、

れがあります。現在我々の

深刻な和菓子離れが進む恐

ん。そうなると、今以上に

が多くなるかもしれませ

それらの行事に触れない事

できたと推測されている。

シリカが

年前後かかって

る。白色部分は、非晶質の

ルトブルーの色をしてい

子に対する登竜門という位

回の事業は、高校生の和菓

ないかと考えています。今

ある時間が得られるのでは

高校生にとっても、実りの

で、皆様にとっても地域の

や知識を共有しあうこと

りに携わり、お菓子の技術

が高校生と一緒にお菓子作

張るものがあります。我々

の発想力や行動力は目を見

ど・肌の蒸し湯を体験でき

温泉、手・足の蒸し湯、の

があり、足の岩盤浴、飲む

に、極楽０丁目から３丁目

高い数値を示している。他

目と比べ鉄の濃度が非常に

れた後、各菓青会の近況報

の件、全ての議案が承認さ

案第９回全国和菓子甲子園

児島県とする件、第３号議

第２号議案次期開催県は鹿

１号議案大会宣言文の件、

認された議案を諮った。第

に選出され、会長会議で承

弘九州ブロック会長が議長

次に議事に移り、梅田一

業青年会の紹介があった。

数種類の熱帯魚を飼育して

してピラルク、ピラニア等

く変化する。温泉熱を利用

度と圧力の低下により青白

明だが、池に落ちる時の温

講演が行われた
（以後掲載）
。

を通じて築いた絆～の記念

お伊勢さん菓子博２０１７

心慶福』の精神の継承」～

「二十二世紀に繋がる『赤

赤福顧問濱田典保氏による

本会議終了後、株式会社

次期開催地挨拶、閉会の辞

最後に鹿児島菓青会より

代の方はお中元やお

えるよう考えていきます」

ブロック大会を開催する事

す。こういう時だからこそ、

にありがとうございまし

男女で

色々な種類の粘土が溶け出

℃の茶色をし

代

歳暮の習慣がありません。

ずプラスになる事業にして

と挨拶があった。

工業組合田口芳信理事長の
挨拶の後、青年部槌谷祐哉

いきたいと考えます」と挨

ができ、心よりお礼申し上

菓業青年会の若くてやる気

た。盛大に執り行う事がで

かまど地獄は、古くより

してできた色である。２丁

４丁目は、

新提案を行い、我々が代々

思います。実際に地元の高

拶があった。続いて参加菓

げます。我々菓業、菓子店

のある皆さんが手を取り合
い時だと考えています」と

き、長崎菓青会と佐世保菓

氏神竃門八幡宮の大祭に、

目は、岩の間から１００℃

ており、地下の様々な粘土

ご来賓の皆様方には公私ご

国菓子工業組合連合会青年

その他、日本の伝統的な行

校で、お菓子の開発の授業

を営む者は、日々厳しい方

って、洋菓子協会、和菓子

次に、前回九州ブロック

歓迎の言葉を述べた。

青会とも、一安心していま

温泉の噴気で御供飯を炊い

の蒸気が噴き出している。

部九州ブロック大分大会

部長より「全菓連青年部は、

を持っていますが、高校生

向に向かっています。食品

協会も全部巻き込み、協力

長崎大会梶山剛会長より

ない忌み嫌われた土地であ

ていた事が名前の由来であ

また、かまど地獄のシンボ

守ってきたお菓子屋のテリ

事にまつわる和菓子に対し

表示の義務化、消費税増税、

しあい、勉強して各店のス

「前回長崎大会では、多数

ったため、それが地獄の名

℃ある。見所

多忙の所、ご臨席賜り誠に

ても、これからの若い人が

ＨＡＣＣＰの義務化もあ

キルを上げて、大きな力に

一部である。主人公が悪人

前の由来とされている。今

る。泉温は

は、６月２日～３日、ホテ

年目を迎えたことを

大会では、岩丸睦弘大会

り、大変苦難な流れに感じ

対抗していかないとならな

に恨みを晴らすため顔を変

でも、鉄輪では温泉噴出孔

が地獄の１～６丁目まであ

今年

実行委員長よりの開会の

ます。それより恐ろしいの

のご協力、ご助言を頂いた

えながら、復讐をしていっ

を「地獄」と呼んでいる。

トリーに侵入してきます。

辞、国歌斉唱、物故会員追

は、大手菓子店やコンビニ

賜物と思います。先人の教

たのが発祥と言われてい

別府には７つの地獄があ

は、堤副理事長、槌谷青年
部部長が参加した。

懇親会

えで発足

１丁目は、

％が洋菓子を好む

ど地獄、鬼山地獄、白池地

更に大きな電気や鉄鋼、自

悼、大会綱領唱和の後、菓

た大分菓青会にとって初め

えを受け継ぎ、時代の変化

る。人間の悲しみ、絶望、

ありがとうございます。大

業青年会九州ブロック梅田

てのブロック大会です。１

に対応してこられたこそ、

恨みつらみ、怒りを表現し

獄の４か所を見学した。

分菓青会は、皆様のお力添

一弘会長より「本日、大分

年半前から徐々に準備を重

継続して本大会の責任を改

名の青年部

で初めて開催する九州ブロ

ね、ブロック大会を成し遂

めて痛感しました。多くの

最後に大会旗伝達式、次

動車、ドラッグストアが、

ック大会に全国各地より、

げるため、一致団結して本

期開催地代表者挨拶、松田

海地獄は、コバルトブル

年を迎え、九州

その後、懇親会会場に移

日を迎えることができまし

員が参加した。全菓連から

り、和太鼓による演奏の歓

いる。国指定名勝に指定さ

ます」と歓迎の挨拶があっ

近畿ブロック長による挨拶

ーで涼しげな海の色をして

では、別府温泉地獄めぐり

翌日のエクスカーション

て大鬼蓮をはじめとする熱

作るほか、温泉熱を利用し

湧いていており、温泉卵を

１５０万リットルの温泉が

℃の茶褐色の

る。ここでは湯気が目立た

ないが、たばこの煙を吹き

℃のコバ

・１

年に日本で

名に由来し、泉温は

℃ある。大正

初めて温泉熱を利用してワ

かけると粒子が目に見えな

い蒸気と反応して白い湯気

ニの飼育を始めた。現在約

頭が飼育されており、生

が見える様になる。５丁目

後２年の子ワニもいる。他

は、原因は不明だが、年に

数回突然色が変わったり、

年から飼育し平成

に大正

℃ある。噴出時は無色透

れている。

周年記念祝

日、群馬県菓子

行事予定

６月

技能士会

賀会、ホテルメトロポリタ

日、東菓工・協

は世界最長寿の、５メート

ら

いレベルで人を大切にした

７月

ン高崎、高崎市

ルにも及ぶはく製が展示さ

８年に没した、飼育ワニで

いる。１、４丁目と同じ熱

れている。鬼山ワニ地獄と

℃の赤茶色して

色の濃淡の変化がある。６

泥地獄である。以前は灰色

年連続黒字になった仕

力会講演会「ありえな

であったが、地中の鉄分が

も呼ばれる。

考えられている。１、４丁

化し、現在の色になったと

何かの原因で溶け出して酸

丁目は、

で本会議が終了した。

迎の後、岩丸睦弘大会実行

るコーナーがある。

た。続いて来賓の紹介と来

と大阪締めが行われ閉会と

懇親会では、ミスターシ

が行われた。豊後風土記に

帯植物を多数栽培している

20

かまど地獄２丁目のかまど鬼

鬼山地獄は鬼山という地

が溶け出した色をしてい

賓を代表して、佐藤樹一郎

なった。

ュガーによる変面ショーが

は、千年以上前より鉄輪（か

温室がある。国指定名勝に

いる。３丁目は

ル的なかまど鬼が飾られて

ル日航大分オアシスタワー

34

り、様々な地獄を楽しめる。

大分市長、大分県菓子工業

℃の高温の湯で

いるが、

満ちている。約１２００年
前の鶴見岳の爆発によって

披露された。変面とは、顔

んなわ）
・亀川地区は噴気、

指定されている。

エクスカーション

組合田口理事長、大分県中
小企業団体中央会髙山泰四
郎会長の挨拶の後、乾杯の

に付けた面が一瞬で変わる

熱泥、熱湯が噴出している

できたとされている。１日

中国四川省に伝わる伝統芸

と記され、近寄る事も出来

99

95

白色の温泉である。泉温は

白池地獄は青みを帯びた

長）、上野精養軒、台東区

日本レーザー代表取締役会

組み」、講師・近藤宣之氏（㈱

23

発声があった。

能で、日本の歌舞伎の様な

40

12

70

66

で開催され約

12

19

10

12

群馬

東京

70

90

90

80

95

98
川劇と呼ばれる芝居の中の

85

り、その中の海地獄、かま

40

ている。

大会旗伝達式

懇親が図れる事を願ってい

30

20

た。各県の皆様、関係各位

20

20
64

委員長より「我々再結成し

変面ショー

10

80
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軽減税率の対応について
会計事務所に研修会
には消費税

頼

依

％そして軽減

ＡＣＣＰ制度」の現状につ
出 て く る こ と を 想 定 し、

し、対応が難しい事業所も
ます。

ればいけないと考えており

％に伴う軽減
いて勉強会を開催する予定

に、消費税
税率について、組合経理を

担当・小南利光

滋賀県菓子工業組合広報

我々役員も組合員の皆様に
対応できるよう学習しなけ

になっております。

共に歩んできた仲間のおかげ

優しい人柄です。また常々

は温かい目で見守り育てる

•••••••••••••••••••••••••••••

組合員の構成も高齢化

担当していただいている
「たけばた総合会計事務所」
に講師を依頼し、菓子業界
を想定しての軽減税率の対

滋賀県菓子工業組合の新

応について研修会を開催い

日に平

回通常総会を

ず、組合員や従業員、仕入

税率が始まります。さらに

年度第

れ業者などからも厚い信頼

２０２０年にはオリンピッ

成

組合員や従業員や仕入れ業

能士とマイスターの称号を

と支持を受けています。

たしました。販売や経理そ

取得。また、熊本地震では

クが東京で開催され、多く

者のおかげで今の自分があ

益城町や西原村の被災地な

ると感謝の気持ちを忘れ

合理事長堤公一氏が平成

この度の受章に関しても

迎えます。来年５月には新

堤公一理事長
「旭日双光章」受章

明をいただきましたが、最

年春の叙勲で「旭日双光章」

「受章は共に歩んできた仲

して補助金の延長などにつ

後の質疑応答でも各店の現

どで菓子を配り歩き、子供

間のおかげ」と喜びを分か

いてわかりやすく詳しく説

り、より一層

況への対応など多くの質問

たちやお年寄りに安らぎを

のことによ

の食の安心安

を受章しました。亡き父が

届けました。熊本県職業能

の方々が訪日されます。そ

全が求められ
が出るぐらい非常にややこ

歳で就職し、

開いた合志市の和洋菓子店

月

しい元号になり、また

ます。食品を

また栄養成分表示の義務

しい制度になりそうです。

この度熊本県菓子工業組

取り扱う業界

県菓子工業組

そこで滋賀

と思います。

しくなること

が求められ忙

ど様々な変革

ランド推進課には「原産地

願いし、農政水産部食のブ

通常総会の前にも行政にお

そして、間もなく迎える

約をしているところです。

を組合員へ案内し、現在集

旋「栄養成分計算ソフト」

化に対し、全菓連からの斡

を務め、全国でも副理事を

から県菓子工業組合理事長

開発しました。２００３年

った菓子博記念の和菓子を

らも地元産の食材にこだわ

会では大会運営に奔走、自

開催された全国菓子大博覧

る傍ら２００２年に熊本で

菓子作り一筋。店を経営す

きで失敗を恐れず向上心の

氏は何事に対しても前向

に力を注いできました。

にも努めて菓子文化の継承

るなど、お菓子作りの普及

り、専門学校の講師を務め

にお菓子作り教室を開いた

ずから地域の子ども達など

力開発協会の理事も務めみ

てもらった。これもひとえ

「本当にいい経験をさせ

一二三さんも一緒でした。

のビートたけしさんや加藤

謁いたしました。タレント

皇居において天皇陛下に拝

産省で勲章伝達式が行われ

去る５月

ち合いました。

「大盛堂」に

は食品表示な

合では、前年

表 示 の 義 務 化 」、 生 活 衛 生

日には農林水

日に

親睦を深める

えも意外と知らないポイン

課食の安全推進室には「Ｈ

れをいち早く採用したのが

米菓が出現したのです。こ

さない密封包装の個別包装

た事で湿度や酸素などを通

務めており、昨年は一級技

す。と同時に、諸先輩氏に

の活動は活性化していま

ばいい」との考えで当組合

がない、実行して反省すれ

活動しなければ存在の意味

強い努力家であり「組合は

熊本県菓子工業組合事務

きたい」と話していました。

界発展のために精進してい

ちを忘れずに菓子作りと業

えない。今後も感謝の気持

に皆様のおかげと感謝に堪

度１月

新年会の前

もう１点が、今は高級米

敬意を払い、後輩に対して

いつも和菓子が多いこの

柿山さんです。

トップクラスの店舗が赤坂

その高級おかきの中でも

物であると思われます。

菓の代名詞であるおかきを

赤坂柿山さんと言われてお

コラムなのですが、私見で

赤坂柿山様」

１つ１つ個包装して販売し

ります。

おかきなど米菓は今でも

インの評判が高く、デパー

その上、高級感あるデザ

トです。

肝心なおかきの原料は富

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

たパイオニアであるという

袋で集合包装されている

トでは一目置かれる存在で
るという事。

堤公一理事長

局・野田尚美

主に関東を中心に店舗展

点。

山県が誇る新大正もち米を
使用、他の米菓メーカーで
は殆ど使用できない貴重な
原料です。餅をつく水も富

（袋菓子ともいわれます）

す。

ーパーのラックにもあれば

11

開をされておりますが同社

は米菓と言われるジャンル
も日本オリジナルの和菓子

その米菓、関東がルーツ

と言えると思います。

と言われる煎餅と、どちら
かいうと西日本に多いおか

どちらも庶民的なスナッ

きにジャンルが分かれます。

形状が多く、さらにその前

は、日持ちが長い事もあい

山県ならではの物です。

は湿気を寄せないブリキ缶

まって、これからも続いて

ク菓子に近い物から高級な

米菓は様々な製造場所の

などに裸で入っていまし

いくでしょう。

１点は全て自社製造であ

集合体で、販売店に一貫し

た。近年プラスチックフィ

す。

デパ地下のギフト売り場に

て商品を供給すると言う事

ルムの性能が格段に向上し

かなり幅広く、売り場もス

もあるという状態です。

は実は稀なのです。この点

贈り物に米菓を送る習慣

高級おかきのジャンルは

は消費者はおろか同業者さ

尾関 勇

庶民的な米菓の中にあっ

物まで和生菓子に比べると

30

年度が始まり５月

10

て、恐らく近年確立された

【27】

「東京都

22

52

軽減税率の対応についての研修会

10

本
熊

賀
滋
30

28

10

の特徴は大きく２点ありま
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ィークの真っただ中のた

開催期間はゴールデンウ

工、ピエスモンテなどの工

芸術性豊かな大型の飴細

えた技を駆使して制作した

す。神戸のパティシエが鍛

テーマは「未来の神戸」で

タ
Ｋｏｂｅ」に特別出

「２０１８洋菓子フェス

実験的ではありましたが

があり、その先駆けとして

のイベントを」のお声掛け

民の皆さんが喜ばれる菓子

工業組合副理事長）に「県

菓子学校の生徒さんたち

そして未来の職人さんの洋

と、洋菓子の職人さんたち、

来場の方々は勿論のこ

た。

作品を飾っていただきまし

き、和風工芸菓子と盆景の

の共演を楽しめる魅力たっ

庫県でしか味わえない和洋

をそれぞれ発信できる、兵

・播磨・淡路の五国の魅力

うか。

ルできたのではないでしょ

Ｋｏｂｅ」の今年の

め、会場にはお子様連れの

芸菓子の展示や「未来の神

ぷりな『菓子のふるさと兵

タ

ヤングファミリーからシニ

大丸神戸店９階イベントホ

層の振興を図るため、一般

ア世代のご家族まで、さま

が、和風工芸菓子の精巧さ

庫』として、広く皆様に喜

展となりました。

ばれることを目標に成長し

ールで開催されました。

社団法人兵庫県洋菓子協会

和洋の競演

「 洋 菓 子 の 街・ 神 戸 」 か

・公益財団法人神戸ファッ
戸」をテーマに若いパティ

や、細やかな作りをとても

ていきたいと願っています。

真剣にご覧になっておられ
ました。

今回の展示には、兵庫県

洋菓子だけでなく和菓子

菓子工業組合の神戸と近郊
エリアの組合員と地元神戸

も含めてが、神戸の魅力、

シエがその技術を競う「デ

の神戸市生菓子協会ならび

コレーションケーキコンテ
ス ト 」。 か わ い い マ ジ パ ン

に神戸生菓子経営研究会の

「２０１８洋菓子フェス

で作られた人形たちがケー

兵庫県の魅力としてアピー

ます。

今後は、丹波・但馬・摂津

ら春の贈り物として定着し

ざまなお客様で賑わってい

Ｋｏｂｅ

ている「２０１８洋菓子フ
ション協会の主催により、
年５月２日（水曜）

キを舞台に楽しそうな神

皆さんにお力添えをいただ

色々な新たなルール、表示

問題（栄養素表示・原産国

表示・原材料表示）また、

がりや行動力が活性化した

何が言えるのか考えてほし

管理・原材料管理に個店で

ＣＰによる衛生管理・商品

国際的な流れからのＨＡＣ

のは、目論見通りであった

菓子組合の存続について

組合を脱退するという声も

•••••••••••••••••••••••••••••

長補佐・日崎隆広

兵庫県菓子工業組合理事

戸、エレガントな神戸を表
現した作品展示など多彩な
イベントで構成されていま
す。
基本は、洋風工芸菓子展

お伊勢さん菓子博が無事

とホッとする反面、菓子博

示・デコレーションケーキ
コンテストとして文字通り

終了し、まずは皆様にご理

いと理解してほしいという

解とご支援ご協力を賜りま

覧会まではなんとか付き合

ことです。

今年は「兵庫県政１５０

したことに厚く御礼申しあ

うが、来年からは組合を脱

洋菓子だけのイベントです。

周年」の大きな節目の記念

げます。

ぶり山」などの銘を付け、

球すぎるのでは」…次々に

く い か も 」「 笠 の 表 現 が 直

福原敏晃会長（兵庫県菓子

さ、ほのかな香り、指で触

さや口に含んだ時のおいし

ともいわれ、目に映る美し

和菓子は「五感の芸術」

り、県菓子組合の若手の繋

さて、菓子博覧会が終わ

悩みを持つ県組合が多数存

が、その話の中にも同様の

クを訪問させて頂きました

頼のため、全国の各ブロッ

これまで、博覧会協力依

から聞こえてきています。

退するという話が複数支部

築きあげてきた組織が無け

しかし、先人先輩たちが

可能になっています。

ピなどは手に入れることが

原材料、新商品情報、レシ

の繋がりが無くても新たな

茶会で最高のおもてなしを

うことですが、席主はこの

この菓子が決まるのかとい

れる。注文を受けた当店は、

歌「茶摘み」でもよく知ら

も近づく八十八夜…」の唱

ら夏に移る節目を表し「夏

銘 は「 八 十 八 夜 」。 春 か

められます。栄西茶会でも

うな創造性や意外性ももと

背景に思いをめぐらせるよ

す。銘の響きから、情景や

きの感覚も大切にされま

れたり、ようじで切ったと

ものです。

いるメリットが無いという

継者が無い、組合に入って

その理由は、老齢化や後

す。

在することを記憶していま

見を言えなくなると危惧し

れば、国の施策に対して意

それではどのようにして

陽新聞社様より「どのよう

するためにテーマを決め、

１ヶ月ほど試作を重ね、唱

毎年、各流派それぞれのも

度、組織力強化を図らなけ

若い世代に継承して、今一

何とか、このことだけは

か。

ているのは私だけでしょう

にしてこの茶会に出される

歌の歌詞から「すげ笠」と

日臨済宗

の改組で、中国・宋から抹
菓子が選び決められるの

こだわりの道具をそろえ、

「 若 葉 」、 初 夏 の 後 楽 園 を

年４月

茶の喫茶法を伝えた栄西

か」という取材を受けたの

皆様に喜んでもらえる菓子

平成

（岡山市出身）をしのぶ「第

を選びます。

我が店も父の代から毎年

は、緑色のあんが、乳白色

提案しました。選ばれたの

らイメージを広げて三点を

白く彩る「ウツギの花」か

きたいと思います。

会の味」を楽しんでいただ

園、銘茶とともに「一期一

競ってきました。新緑の名

内の和菓子職人たちが技を

てなしの心に応え、岡山県

ついて、県菓子工業組合、

リットが無い。このことに

です。組合に入っているメ

は非常に残念で無念なこと

から脱退すると言われるの

まで一緒にやってきた仲間

ます。

皆様に深く感謝を申しあげ

した全国の菓子組合会員の

最後に、お世話になりま

廃業ならともかく、これ

で、この茶会とのかかわり、

のように各流派から注文を

のういろうからほんのり透

大茶会」が開かれました。

千家の三千家流と岡山にゆ

男女８人が集まり、菓子会

ける半月形の菓子。８人は

ればと考えています。

かりのある藪内流、速水流

受け菓子を作らせて頂いて

議を開いた。当店から提案

抽象的な形がより想像力を

日夜、同青年部の

かきたてる」との評価で一

４月

んだ様子を紹介します。

の五流派が、持ち回りで献

した三点の菓子を試食しな
が ら「（ よ う じ で ） 切 る と

致しました。

長・宮武孝昭

ば、厚生労働省、農林水産
省、消費者庁が示してくる

長・岡幸男

三重県菓子工業組合理事

ありがとうございました。
年に「面影」という

現れるあんの色が鮮やか」

全国菓子工業組合が無けれ

おりますが、古い資料では

菓銘で裏千家に出されたこ

「もちもちした皮は食べに

10
とが山陽新聞に残っていま

25

す。以後「新緑」
「薫風」
「背

岡山県菓子工業組合理事

昭和

この度、主催者である山

います。

会」の名で広く親しまれて

茶。流派を超えた全国でも

話したいと思います。

22

表千家、裏千家、武者小路

73
珍しい形式を採り「栄西茶

今年淡交会青年部様が選

菓子が決められる過程をお

栄西禅師の大茶会開かれる

確かに、情報化社会で横

の年で、兵庫県井戸敏三知

毎年形の違う菓子を考え作

意見がでる。

事から兵庫県洋菓子協会の

り続けています。

和風工芸菓子の展示

～５月７日（月曜）６日間、

平成

２０１８洋菓子フェスタ

Ｋｏｂｅ」が、

ェスタ
「洋菓子の街・神戸」をア

in

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

デコレーションケーキコンテスト

ピールし、洋菓子業界の一

in

回栄西禅師賛仰献茶式・

30

一期一会の味

新緑の名園

in

重

三

30

in

庫
兵
山
岡

第951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）

（５） 平成30年６月15日

販路は全国にあり
ところが２年近く続けた
頃︑奇跡が起きました︒ブラ
イダル用のマカロンが大ヒッ

ワとどちらも取り扱う町のお

子は一閑︑洋菓子はフランソ

でも原因はわからないと言い

装のリボンが良かったのか今

全国の注目を集めます︒個包

三代目・河村大地氏と奥さま

瀬戸内海は周防灘に面した

菓子屋さん︒市内を中心に９

ト︒急にランキング入りし︑

周南市︒コンビナートの夜景

ますが︑以来︑安定した売り

インターネット販売が繁盛

が重化学工業で栄えたまちを
店舗を展開する県内屈指の菓

㈱曽呂利

年︑

象徴する周南市で創業

息子夫婦と仕事をするよう

﹁社長である父に言いたい

であったり︒

上げが確保できるようになり

になって︑菓子を作れない社

ました︒

ため専門家にページの製作を

長が感じる３つのいいこと︒

こ と は？﹂﹁ 自 由 に さ せ て も

子店は従来の店頭販売だけで

依頼︒従来の商品だけでなく︑

１つは工場で職人として大地

らってありがとう﹂︒

なく︑インターネット販売に

かったけれど︑好きなことを

フードプリンタを用いた誕生

氏が働くようになり︑コスト

売の両立が成功する秘訣は︑

豊臣秀吉に御伽衆として仕え

創業者河村太郎氏の

させてくれた両親への恩返し

餅をはじめとするオリジナル

管理など製造における課題が

お客様に﹁お菓子あるところ

た曽呂利新左衛門から名付け

長男︑二代目現社長知

のため︑県内有名洋菓子店︵ト

を重視した特別なもの︑季節

明確になり改善されたこと︒

に笑顔あり﹂と想像力を働か

ただしネットショッピングに

行氏の経歴は高等専門

ロアメゾン︶に修業に出ます︒

感と地域色にあふれたもの︑

１つは実店舗において奥様と

せながら︑年齢の違う親子が

すべてを網羅しました︒こち

学校の先生︒退職して

驚くことに︑若き三代目は京

メッセージ熨斗やラッピング

若奥様と二人の存在があるこ

付かず離れずに認め合う姿勢

続いての転機は︑長男大地

家業に入ります︒お菓

都大学法科大学院を卒業後︑

でお客様のお菓子の用途に合

とで︑顧客からの信頼と店舗

かもしれません︒ますますの

注力し︑その繁盛ぶりで有名

子の作れない社長だと

司法試験に挑戦していたもの

わせたものなど訴求効果は全

の風通しがより良くなったこ

た曽呂利を訪ねました︒和菓

自嘲しますが︑理系の

の目的果たせず菓子屋の道

国へ︒もちろん︑味に対する

と︒

繁盛が期待され︑若夫婦でオ

おいては初期投資を惜しまな

経営感覚は博士ならで

へ︒修業先で販売をしていた

当然のこだわりと︑丁寧な対

ランダに行く夢が叶うのもす

かったそうです︒

は︒当時は珍しかった

女性を妻にし︑家業に入った

応があるからこそ注文が続々

最後は商品開発に若い感性

ぐそこです︒

らの方は実の娘さんが手伝う

ＩＴ化を進めていきま

のが一年半前のことです︒二

が発揮されていること︒今ま

ようになり︑さらに発展した

す︒そんな中で始めた

人は修業先の経験とオーナー

と︒ネット販売と聞くと経費

で漫然と販売していたものに

氏が菓子屋になることを決意

インターネット販売︒

や煩雑さについて心配すると

する５年前︒継ぐつもりはな

理由は﹁店舗で発送な
である水上夫妻のおかげで今

ころではありますが︑実店舗

になりました︒

どの仕事を作るため﹂︒

があると感謝しています︒

販売に戻しますと︑その後︑

さて︑話をインターネット

が掛かるから一緒︑とのこと︒

を出店してもある程度の費用

パイに地元の醤油を使う提案

輝きを与えます︒例えば醤油

事・恒松恵子

山口県菓子工業組合専務理

実店舗とインターネット販

がされたり︑お菓子の魅せ方

奥様と二人で始めた頃

取れるものではありま

楽天からヤフー︑アマゾンと

の月商はとても採算の

せんでした︒

んのまち﹂を宣言︒羊羹市

小城は﹁日本一のようか

並べて︑小城羊羹のみの試

で組合各社が一同にお店を

﹁日本一！ようかん祭り﹂

振興を目指し組合一同出店

場の振興を目指し︑地方発

食販売︒試食は︑各店舗の

月

いました︒
第１回︑第

ん祭り﹂は来年度２０１９

２回とも約

５０００人以上のお客様が

年に予定しています︒

入学者の推薦を

各都道
府 県

小城羊羹協同組合企画開

発委員長・中島隆

菓子工業組合へ依頼



ご来場されました︒

お客様が﹁こんなに小城

に羊羹屋さんが有るとは知

らなかった︑各お店の食感

継者︶︒

組合推薦期間

２０１８年

月１日〜２０１９年２月

業界推薦入学者減免

日まで

特典

日本菓子専門学

業界関係者推

薦書にご記入の上︑出願希

オンリーワンのイベントを

万円

薦入学者減免制度﹂に記載

望者本人に渡す︒

制度

してある︒

問合せ先

年

19 20

時から午後５時まで︑

・第２回平成

11 11

手続き方法

継者育成と業界の振興の

応募基準 ２０１９年３月︑

﹁業界推

為︑毎年菓子工業組合から

高等学校︑短期大学︑大学

入学要項のＰ．

気に入った︑このお店はど

の入学希望者を募集してい

校事務局広報課︑須藤まで︒

日本菓子専門学校では後

こにあるの﹂など新規のお

る︒業界関係者には学費減

電話０３︱３７００︱２６

や味がちがう︑この羊羹が

客様開拓につながり︑他に

卒業見込みの生徒または︑

１５

一押しの羊羹や︑通常販売

は︑うれしの茶の振る舞い︑

免制度がある︒詳細は︑日

製菓・製パン業を将来の職

している羊羹︑オリジナル

羊羹に合う珈琲を会場にて

業として希望する子弟︵後

全国に発信していくため

意外と受ける・切り残した

本菓子専門学校より都道府

﹁日本一！ようかん祭り﹂

い︒ようかんや小城にまつ
の高校生による﹁羊羹の新

県菓子工業組合に送付した

羊羹︵ごま・ゆず・いちじ

実演をして︑切りたての羊

わるクイズで︑正解者にそ

第３回﹁日本一！ようか

販売していただきました︒

月

きないような羊羹も試食で

羹は乾燥して販売するので

羊 羹 を ど う 使 う？︶﹂ な ど

年

小城まちなか市民交流プラ

き︑お買い求めもできるよ

羊羹だらけのイベントを行

を第１回平成

ザゆめぷらっと小城にて午

しい食べ方レシピプレゼン

前

29 28

開催しました︒

イベントは︑切り羊羹の

テーション︵こんな食べ方

日

カリフォルニア・レーズンの
前処理方法とその活用について
の場で使える５００円券を

く・珈琲︶など普段試食で

羊羹
市場

日本一！ よ う か ん 祭 り



天使のマカロン

洋菓子のフランソワ、和菓子の一閑
試食販売

配る︒羊羹のレシピ・地元

10

店舗データ

すが︑切りたてのやわらか

日本一！ようかん祭り
い羊羹も試食として振る舞

日

28 10

61
うにしました︒

11

山口県周南市河東町３−２
０８３４−３２−０００２
http://furansowa.com
住 所
ＴＥＬ
Ｈ Ｐ

口
山
賀
佐
10
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第951号

野

ハイブリットで切り込む柔軟な姿勢

温故

信州上田は三年前の大河

た、観光客の方々が増えた

が大幅に減っています。ま

族化は進んでおり、客単価

知新

ドラマの舞台となった真田

玉喜屋

幸村の里です。それ以来多
とは言え、そもそも観光資

和菓子処

くの観光客の方々が訪れる
源に乏しい場所ですので、
その数も徐々に減ってきて
いる事は否めません。

でもお客様からの依頼が非

常に増えてきております。

以前も依頼で作る事はあ

りましたが、現在は購入時

の選択肢として一般的にな

既に大手企業も大々的に

りつつあります。

参入していますし、素材も

手に入りやすくなっていま

す。顧客の新規開拓にも期
待感があります。

老舗として守るべき伝統

の商品と、現代の顧客ニー

することで付加価値を付け
る全ての素材と人材を信州

がありますが、ベースとな
低迷していましたが、地域

菓子としてお使い頂けると

ットな商品開発を、小規模

ちらも対応できるハイブリ

このような現状を踏まえ

つ は、【 地 域 の 売 り を 再 発

ることが可能です。心掛け

ころまで達しました。今で

店舗ならではの小回りで柔

て取り組んでいることの一

見】する事です。例えば信

イベント等に少しずつ持っ

は当店を代表する銘菓の一

も古い菓子店ですが、家族

信州という恵まれた大地

州と言えば蕎麦と味噌が挙
上田産で統一し、パッケー

つとなっています。

ズに応えられる革新的な商

と、歴史風土に育まれた上

たのは、観光客相手の商品

て行ったりしながら我慢し

部・小林亮

長野県菓子工業組合青年

ています。

軟に対応していこうと考え

品。取捨択一ではなく、ど

田の地で、素材選びから配
げられます。当たり前すぎ

て作り続けました。その結

合・製法・包装まで、妥協
ジにも出来る限り表記し

て地元では飽き感のある素
て、各々の個性を生かせる

材ですが、生産農家・製粉

ではなく、地元のお客様に

をせずに気持ちの伝わるお

ド造りです。

最初は地味で売れ行きも

た。

喜んでもらえる地産ブラン

菓子を作っております。

当 店 製 品 で は、【 蕎 麦 味

もう一つの取り組みは、

業者や醸造元・製品化する

噌饅頭】や【味噌パン】等

果、次第にメディアに取り

自店舗といった農・工・商

ように製品化していきまし

さて、昨今の消費動向は

の其々をブラッシュアップ

【低糖質】と【グルテンフ

様々ですが、上田市のよう

での工程になり、茹でた豆

をしました。すべて手作業

では手亡豆を使い餡づくり

術をより多くの人に学んで

勉強をして、すばらしい技

ります。また講師陣も日々

老舗の工場長が在籍してお

輝かしい称号を持つ者・各

中には「選・和菓子職」の

の方・詳しい内容をお知り

始まりますので、入校希望

す。実技コースは７月から

ることをお待ちしておりま

が技術を磨く為に入校され

に、是非一人でも多くの方

高い島根県菓子技術専門校

リヤは低くされども理想は

のが大変だったようです。

ンがあり、選考委員も選ぶ

子供らしいお菓子のデザイ

湖の夕日・しまねっこなど

た。和・洋菓子ともに宍道

ろ多数の応募がありまし

のデザインを募集したとこ

島根県菓子技術専門校事

少しずつ広まったようです。

子供達にも和菓子の文化が

販売を予定しております。

発表があり限定２００個の

と和洋菓子技術講習会の開

分計算ソフト」の普及拡大

する「菓子業界専用栄養成

今年も島根県菓子技術専
門校の授業が始まりまし

門校です。

日に優秀賞の

を潰し水をかけながら皮を

頂ける様に頑張っておりま

務局・高島佐枝子

日・

取り除き、昔ながらの木製

す。学校の目標は技能士２

６月

数少ない公立の和菓子の専

の絞り器で水分を取る作業

更なる普及拡大に努めるこ

とを確認した。総会では、

・金団餡など様々な餡を作

は練切餡・上用餡・黄味餡

深々でした。基礎コースで

方が、習ったお菓子を早速

に基礎・実技コース出身の

な技術を学ぶことです。現

能開発コースでのより高度

級の実力を養うことと、技

工業組合でご覧ください。

アドレス又は、島根県菓子

載しておりますので下記の

ホームページに動画を掲

ちしております。見学も受

になりたい方は連絡をお待

五月三十日、宮古市新町の

回定期総会は、平成三十年

藤俊明理事長）の第五十八

岩手県菓子工業組合（齊

に感謝申し上げる。去る平

れた。組合員各位のご協力

内から多くの菓子が出品さ

子博）が開催され、岩手県

覧会・三重（お伊勢さん菓

は第二十七回全国菓子大博

何とかしていかなければな

他業種組合も同様であり、

が減少しているが、これは

いる。加速度的に組合員数

て、より一層積極的に取り

子、パンの需要拡大に向け

引き続き岩手県産のお菓

品の製造を心がけながら、

あるが、より良い品質の製

取り、各種事業を幅広く推

各位と密接な連絡、連携を

しつつ、中央会及び組合員

業界への変化へ適切に対応

は、急激に進んでいる菓子

齊藤俊明理事長から、柴田

ります。餡を作りながら、

店頭に並べ好評を得ている

ホテル沢田屋で開催され、

成十年開催の岩手菓子博の

らない大きな課題である。

日の授業

日の入校式後

は珍しく生徒さんは興味

ゴルフボールを餡玉に見立

という話や、１年間熱心に

お伊勢さん菓子博に係る平

際は三百六十組合員余、震

がありました。

には、松江の老舗店の社長

目標は技能士２級

さんの和菓子について講座

てて包餡の時の餡玉を回す

技術を磨き現在は、和菓子

また、６月には不昧公没

成二十九年度決算及び組合

災前は約二百三十五組合

進していく予定としている。

来るまでの工程の見学をし

利を目的にしていないから

で、もともと組合運営で営

をみたいかコンテスト」を、

で決めた。

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

講師陣は６名（内材料屋

行政と連携して松江市内の

２名）で、

ました。

です。その上講師陣は使命

小学生を対象にして和菓子

お菓子
・パン

定期総会を宮古市で開催

理事・小沢仁

岩手県菓子工業組合専務

岩手県菓子工業組合で

ることが承認された。

県南の一関支部が担当とな

期総会開催地については、

状が授与された。来年の次

人へ全菓連優秀技能者表彰

一隆氏（奥州支部）のお二

健 二 氏（ 東 磐 支 部 ）、 高 橋

練習をします。外部講師の

屋にお勤めではないけど２

共同購買会計及び事業報告

組んでいく所存である」と

年度より現役

感に燃えた講師なので、こ

需要拡大に取り組む

授業では「砂糖」の話、工

級合格されたと聞きます。

２００年を迎えるにあたり

のほか、新年度の予算と各

中小菓子業界においては、

挨拶した。

県産

場見学では全国でも数少な

「もしも自分が松江のお殿

員、現在は百四十七組合員

原材料価格の上昇など、と

け付けております。

い機械での「寒梅粉」が出

特筆すべきは学費の安さ

様だったら、どんな和菓子

種事業計画展開を満場一致

りまく環境は厳しいものが

の運営が可能なのです。バ

齊藤俊明理事長は「昨年

の講師を４名迎え授業内容

今年度は、全菓連が斡旋

余となり、菓子工業組合の

手

岩
を充実させました。講師の

24

島根県菓子技術専門校

た。この学校は国の認定し

17

構成員数が大きく減少して

岩手県菓子工業組合通常総会

16

•••••••••••••••••••

催、組合員共同購買事業の

た訓練校であり、全国でも

授業風景

10

11

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

な田舎の地方都市でも核家

リー】への対応です。当店

味噌パン
上げられるようになり、賞

蕎麦味噌饅頭
等も頂き、最終的には御用

経営の小さな店舗です。

現在は五代目。上田では最

当店は明治二年の創業で

街となりました。

長
根
島

第951号
聞 （平成元年２月９日
第三種郵便物認可）
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工
子
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（７） 平成30年６月15日

株式会社日本能率協会総合研究所（代表取締役

〜

歳 の 男 女 個 人 を 対 象 と し た〔 本 調

社長：譲原正昭）は、２０１７年６月に、首都圏
在住の
査〕、および同居している小・中学生を対象とし
た〔子供調査〕を、『おやつ・間食に関する実態
調査２０１７』として実施した。本紙ではその一
部を紹介する。

「ヨーグルト」ブームを支えているのは女性 代。
「チョコレート」をよく食べるのは女性 代・ 代

ジャンルの中から、よく

菓子・デザート・軽食の
「ヨーグルト」「チョコレ

ート」が５割台で続く。

％、次いで

らった。最も多かったのは

食べるジャンルを答えても

この２つを性・年代別に時

いいと評判のジャンルだ。

ート」はここ近年、健康に

「パン類」の

その①
代が８割を超えて最も

べると答えた人は、女性で
は

代・

代が７割台、

代 が ６ 割 台、

高く、次いで

代・

代が５割を

代が６割弱でした。男性の
中では
超えて高く目立つ。時系列
で比較すると、２０１１年

代で

ポイント近く

から２０１７年にかけて、
女性
増加しており、次いで女性
ポイント、女

ポイント強増え

歳で

代で

〜

性
ていた。
「チョコレート」をよく

〜

歳が７割を超え

食べると答えた人は、女性
では
代が

代が５

代が約６割でし

て最も高く、次いで
７割弱、
た。男性の中では

「高カカオチョコ」は急成長、シニア女性に加え

ことがある「チョコレート」

ここ１ヵ月の間に食べた

ん落ち着いたが、近年改め

ームとなり、その後いった

ートが続々と発売されてブ

てミドル女性にも消費が拡大

の 種 類 を 聞 い た。「 チ ョ コ

て注目を浴びている。

と、男性

代と女性

代〜

さらに性・年代別にみる

スナック・チョコ菓子」が

約５割「プレーンなチョコ

レ ー ト 」「 ナ ッ ツ 入 り チ ョ

代で３割を超えており、

割近くと高率だ。２０１４

特に女性

コ」が４割台で続き、これ

らが「チョコレート」の上

代

代では４

位の顔ぶれといえる。しか

年と比較して、女性は

代・

ポイント以上増

代・

しながら、これらは時系列

〜

加しており、特に

代で

でみると、２００８年から

２０１７年で減少傾向だ。

ポイント以上増加

ント以上増加していた。図

年頃各社から〝高カカオポ

３割弱になった。２００６

は２０１４年から倍増し、

ートがブームとなってい

び健康志向の強いチョコレ

していた。２０１７年は再

ル層にも消費が拡大したと

性のシニア層に加えてミド

レート』参照。

食べたことのある『チョコ

代では

比較すると、２０１１年か

表①よく食べるジャンル参

日、マリンメッ

会長賞

松尾潤二（㈱五十二萬石本

舗）

▽福岡県菓子工業組合理事

長賞

伊那食品工業㈱では寒天と

楓などを講習した。また、

場者に日替わりで飛梅や青

菓子体験講習会を開催。来

後藤由美（㈱五十二萬石本

賞

▽福岡市食品衛生協会会長

松永麻希（和菓子処清致庵）

長賞

▽福岡市菓子協

衛門）

田中好治（㈲左

業組合理事長賞

▽福岡県菓子工

は次の通り。

催され、受賞者

コンテストも開

使ったお菓子の

行った。お茶を

の実演・販売を

レートお茶饅頭

連合会はチョコ

福岡菓業青年

十二萬石本舗）

佐藤理子（㈱五

長賞

社西部支社支社

▽日刊工業新聞

ら２０１７年にかけて男性
ポイ

〜

中溝梨奈（和菓子処清致庵）

羊羹のつながりをテーマに

舗）

▽福岡市菓子協同組合理事

全国の羊羹を展示し、日替

支社長賞

▽日刊工業新聞社西部支社
配布した。

▽日刊工業新聞社西部支社

野田拓史（野田和光堂）

同組合理事長賞

会長賞

長池博（㈱石村萬盛堂）

西岡隆利（㈱ひよ子）

支社長賞

また、和菓子職人による

▽福岡市食品衛生協会会長

村上宏（東雲堂）

▽福岡市菓子協同組合博多

賞

マイスター賞

宮川史洋（㈱ひよ子）

工芸菓子・四季の創作和菓

◎工芸菓子

子と工芸菓子コンテストの

▽福岡市技能職団体連合会

松尾和明（鮹松月）
◎四季の創作和菓子

受賞者は次の通り。敬称略。

▽福岡市技能職団体連合会

㈲左衛門の抹茶チーズどら焼き

言える。図表②１ヵ月間に
代では

お茶を使ったお菓子を実演・販売

る。その背景をみると、女

図表② １ヵ月間に食べたことのある
『チョコレート』
（ＭＡ）

リフェノール〟のチョコレ

一方「高カカオチョコ」

40
照。

代・女性

ザート」として挙げられた

割を超えている。時系列で

ジャンルは、生菓子や冷蔵

「ヨーグルト」をよく食

目的としても食べられてい

・冷凍のものが多い。図表

系列で分析した。

る が「 く だ も の 」「 ヨ ー グ

「 ヨ ー グ ル ト 」「 チ ョ コ レ

ルト」は「おやつ」という

４ 割 前 後 で 続 く。「 ケ ー キ

おやつの定番は「クッキー」
「スナック菓子」
「和

・ 洋 生 菓 子 」「 プ リ ン・ ゼ

日刊工業新聞が主催し、

リ ー」「 ア イ ス ク リ ー ム・

％と最も多く

20

20

60

30

回西日本食品産業創造展
③菓子・デザート・軽食を

九州全県と山口の各菓子工

第
次号に続く。

回

食べる目的参照。

「 ケ ー キ・ 洋 生 菓 子 」「 プ

だもの」が

60

40

10

25

わりで１日六種類の羊羹を

福岡市菓子協同組合は和

セ福岡で開催された。

５月

西日本食品産業創造展」が

業組合が後援する「第

目的の方が圧倒的に多いジ

リ ン・ ゼ リ ー」「 ア イ ス ク

ッキー・ビスケット・クラ

ャ ン ル だ っ た。「 食 後 の デ

生菓子」。間食は「パン類」「素材菓子」「栄養補

30
よりも「食後のデザート」

ッ カ ー」「 チ ョ コ レ ー ト 」

70

60

20

50
60

20
15

シャーベット」は「おやつ」

助食品」、デザートは「くだもの」

食べるジャンルを答えても

目的と答えた人が約２割で

28

％、以下「せん

らったうえで、それぞれそ
が４人に１人だった。この

「おやつ」目的を上回り、

60

菓子」が

の食べる目的を聞いた。そ
４項目は「おやつ」目的で

した。次いで「スナック菓

間食として食べることが多

15

菓子・デザート・軽食の

の中から、目的が「おやつ」
食べる上位とも重なる。食

しても間食としてもよく食

子」「和生菓子」「チョコレ

いジャンルだった。

10

の調査対象と揃え、
◎調査概要
〜 代計（有効回収数
・調査
１、
０７２人）にて分析。
 対象‥首都圏在住
の本調査 〜 歳の男
詳細は次のホームページ
女個人、および子供調
を参照
査同居する小・中学生
http://www.jmar.biz/re
・調査
 方法‥日本能率協
port/life/17_snack.html
会総合研究所「モニタ
◎問合せ先
ーリサーチ・システム」
利用によるＦＡＸ調査
株式会社日本能率協会総
・有効
 回収数‥〔本調査〕 合研究所 経営・マーケ
１、２６４人（発送数
ティング研究部 担当‥
１千８百人、有効回収
土井
率 ・２％）、〔子供調
〒１００ ―０００４
査〕１８２人
東京都千代田区大手町２ ―
・調査
 実施日‥〔本調査〕 ２ ―１ 新大手町ビル２階
２０１７年５月 日〜
ＴＥＬ‥０３ ―６２０２ ―１
６月８日、〔子供調査〕 ２ ８ ７ ／ Ｆ Ａ Ｘ ‥ ０ ３ ―６
２０１７年６月２〜８
２０２ ―１２９４
日
‥
E-mail
※時系
 列比較では、過去
info_mlmc@jmar.co.jp

25

べい・あられ・おかき」「ク

「食事までのつなぎ・小腹
べごたえのある常温で手軽

べられている。

ート」が５割台で続く。

「食後のデザート」が目

23

生活に密着した菓子やデザートにも変化

おやつ・間食に関する
実態調査 2017 結果報告
図表③ 菓子・デザート・軽食を食べる目的（ＭＡ）

リーム・シャーベット」が

10

79

31

ジャンルの中から、よく

みたし」「食後のデザート」

「おやつ」が目的という

という回答を比較してみた。 なお菓子が多く、おやつと

回答は「クッキー・ビスケ

一方「パン類」「素材菓子」
「栄養補助食品」は「食事

％

までのつなぎ・小腹みたし」

ット・クラッカー」で

ジャンル中で１位で

「 食 事 ま で の つ な ぎ・ 小

的という回答をみると「く

達し

腹みたし」という間食目的

70

27

と、よく食べる人の６割に

59

28

50

40

60

図表① よく食べるジャンル（５つまで、ＭＡ）
60

70
10
19
30

40 60

70
15

79

60
60
19
15

10

50

15
57

の回答をみると「スナック

19

49

19
19
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全国銘産菓子工業協同組合では、第

回全国銘

小江戸川越おかし話」を

菓展で山﨑淳紀氏（株式会社龜屋）を講師に迎え
「栗よりうまい十三里
テーマに講演を行いました。

たジョサイア・コンドル氏

号館を設計したのが保

が帰国した後に、８号館か
ら
岡氏である。保岡氏は龜屋
の５代目と親交があり、川

川越市にある。川越市は人

龜屋は、埼玉県南西部の

際、店頭に立っていると、

千人と発表されている。実

度の観光客は、６６２万８

目されており、２０１７年

市街の街並みが観光地で注

い。最近は小江戸として旧

ろと覚えていただくとい

は国内外の観光客で賑わ

ンドマークである。休日に

時の鐘は小江戸川越のラ

れている。

いて、川越三部作とも呼ば

造った建物が３つ現存して

そうだ。川越には保岡氏が

越に銀行を作ってもらった

万人で、さいたま市、

川口市に続く埼玉県第３の
そのくらいのお客様は見え

う。都内の駅の広告で見た

口

規模の市である。川越駅か
ことのある人もいると思う。
小江戸川越は「こえどか

ている感じがする。

わ ご え 」 と 読 む。「 し ょ う

川越の旧市街には、埼玉

らここ三越前駅まで、ちょ

りそな銀行支店の銀行建築

うど１時間というアクセス
がいいところだ。池袋から

龜屋

い。ちなみ

都は数あれど、小江戸は川

平定した松平信綱、水戸黄

なところでは、島原の乱を

合市（にしょうごんごうい

われている。春夏冬二升五

で進むという、まことにイ

くす桜の花びらのなかを舟

夏には市民まつりがあ

越ばかりなり」という歌が

り、秋にはユネスコの無形

に小京都と

い ＝ あ き（ 秋 ） な い 」、 二

文化遺産にも登録された

ンスタ映えするイベントで

升五合で「益々繁盛＝升（ま

ある。

また、新河岸川を利用し

は一升の半分（はんしょう） 「川越まつり」が開催され

す）がふたつで益々、五合

る。正式名称は川越氷川祭

ち）があり、その意味は、

た商業が栄えた街で、江戸

と言う。町内ごとに山車を

春夏冬で秋がないので「商

との関わりが深く、戦時中

で繁盛」を合わせて「商い

門の敵役の柳沢吉保が城主

川越は城下町である。川

に空襲を免れたので今のよ

益々繁盛」である。そのお

を務めている。

越城は江戸城を造った太田

うな古い街並みが残ってい

あるほど、川越の街は江戸

ん）という

道灌の設計で、天守閣は無

る。ただ、現在の町並みは

持っており、その山車が道

の色を濃く残していると言

町があり、

い平城だ。もともと川越と

祭りが江戸の日に開催され

いうと川越

京都の嵐山

いうだけあって、周りは川

年の大火以降に築か

の近くに嵐

（あらしや

明治

われている。

ま）に景色

に囲まれている。別名は初

山（らんざ

が似ている

になったよ

ような地名

ので、その

が秋の風情ということで、

を鳴きながら飛んでいるの

んで来ると、川越城の周り

は秋に最初の１羽の雁が飛

雁城と呼ばれており、理由

げられることも多い。観光

れており、テレビで取り上

年は、観光地として注目さ

うと江戸時代ではない。近

れたものが多く、正確に言

街の人たちが江戸の格好を

のパレードをしたり、商店

たり、目抜き通りで鉄砲隊

われた新河岸川で船に乗っ

ている。江戸との通商に使

負けである。ひとつの辻に

相手のお囃子に釣られたら

に進むか決める。お囃子は

子で勝負して、どちらが前

で出会うと、それぞれお囃

小江戸と

うだ。

あり、たった数メートルの

４台の山車が集まることも

道の反対側に行くのに１時

したりして、お客様をおも

てなしする。とくに最近注

客の数も多く、外国人の方

目されているのは新河岸川

そこから言われている。

万人くらい来られてい

言われる中

も

間もかかるほど混雑する。

る。

の守りとして、藩主は老中

の舟遊びで、川面を覆い尽

昔から川越城は江戸の北
は特に江戸らしいと言われ

春には川越春まつりが行

い。収穫の時期にだけ自信

でも、川越
同じ意味合いであり、決し

・大老の方が来られ、有名

葉県で行われている大規模

を持ち、川越イモの商品を

えど」ではない。小京都は

ており、昔から「世に小京

「初雁焼」というイモせん

作りたいということだ。そ

「しょうきょうと」と言う

て小さいという意味ではな

むしろ水をあまりあげない

なサツマイモ作りでは、専

の他の時期は、千葉や茨城

が残されており、建築家の

の「小」は小粋の「小」と

越イモの伝統的な産地であ

べいを考えた。５代目が草

用の倉庫（キュアリング施

保岡勝也氏の設計である。
が、それとは違う。小江戸

やハイキングに行った記憶

ほうがよく育つので栽培に

設）を用いて１年間サツマ

分で着くので、昼ご飯を
東京の三菱１号館を設計し

「やっほーい！」という。

る。あの時は周辺農家の方

案し、当時の職長が工夫を

東武東上線の急行に乗り、

食べてからでも行けるとこ

って皮を変え、桜や抹茶も

を呼び覚ましていただこう

適していた。

重ねてできたお菓子だ。厳

通りにあり、明治時代の建

おにぎりをイメージして、

また、川越イモという品

販売している。こがね芋は

も消火活動に駆り出され、

物を使っている。

大変難儀したようである。

生地は道明寺製、海苔の代

というイメージである。も

わりを羊羹にして、小豆羊

う１つは「茶の香」という

白餡を詰めた焼き菓子で、

のイモを使っているところ

上にシナモンをまぶしてい

イモを寝かせておけるが、

三つ龜甲がトレードマー

選したサツマイモをカンナ

クで、昔から川越藩の御用

種があるわけではない。歴

龜屋の創業は天明３年

この三芳町周辺で作られる
商品で、もっちりした生地

が多い。川越にいらして、

羹はこし餡、緑羊羹は粒餡、

有名だからと思い、イモの

る。こがね芋と名乗ってい

川越の農家はそういったと

達としてお菓子を使ってい

ころに比べたら規模が小さ

（１７８３年）とされてい

史的に三芳町で作られるイ

で薄く切り、それを鉄板に
サツマイモが川越イモと呼

ゴマを付けて挟んで焼き、
ばれていた。

モが品種関係なく川越イモ

に川越抹茶を加え、一文字

る。最も古い商売の記録が

の上で円を描くように流し

天明３年である。天明２年

ピンク羊羹は桜餡が入っ

お菓子を買っても、実は川

て、見た目のアクセントと

いので、１年間イモを保存

るが、イモが入っているわ

糖蜜を付けた素朴なお菓子

けではない。形が似ている

と言われている。中でも有

ただいていた。代表銘菓は

名なのがＣＯＥＤＯビール

がね芋」の２つである。龜

龜甲型の「龜の最中」と「こ

１７５１年に青木昆陽が

から始まった飢饉の時に開

て、求肥をこし餡で包み、

できる施設がない。だから、 越のイモではなく、千葉産

してゴマを３粒付けた。そ

川越イモを楽しめる時期は

ので、そういう名前になっ

「郷の芋（さとのいも）」

ら数ヶ月で、それ以後は品

毎年

月頃の収穫期か

が集まっている。２０１７

リートと時の鐘通りにも人

最近、川越のメインスト

や茨城産ということがある。

マイモの甘さは貴重だった

た。そこに柳沢吉保が領民

で、開拓は進んでいなかっ

人 の 口 に 合 う だ ろ う。「 栗

て天ぷらにしたほうが今の

の子供は大体龜屋の最中を

お勧めは初雁焼で、川越

子屋は、川越にはたくさん

イモ菓子を売っている菓

るかもしれない。川越らし

年は、また姿が変わってい

り注目されているので、来

舗である。今、川越はかな

後に現在の三芳町でサツマ

は、新イモの季節に販売す

質が悪くなってしまう。郷

年、時の鐘通りに、スター

栽培法を確立してから
生地で餡を包んだ。食べた

た。

る。サツマイモの皮をむい

バックスができた。京都や
のだろう。川越を代表する

を移住させ、試行錯誤の上、

より（九里四里）うまい十

食べるか、初雁焼を食べて

あるが、川越イモを使って

い川越をぜひ今のうちに見

後、ほんのりと茶の香りが

の最中は１口、２口で口に

ったので、紅赤でも甘く思

て輪切りにし、蒸して砂糖

の芋も、その時期だけの限

鎌倉にもあるが、同じよう
スイーツは川越イモであ

出来たのがサツマイモだっ

三里」という言葉は、日本

育つ。最近のお勧めは郷の

いる店はそんなにない。龜

に来ていただきたい。

子供の頃お母さんに弁当を

入る小型のもの。こし餡と

われていたが、今の私たち

定商品になる。イモ好きな

なコンセプトで、街の雰囲
る。普通のサツマイモとは

た。川が無いので水路を引

橋から川越までの距離が十

芋で、川越イモだけ使って

屋も年間を通して川越イモ

今回は、限定商品を出品

店するとは考えにくいの

る。三芳町のあたりは近く

を加え、型にはめて圧縮さ

私が言うので、ぜひその時

大きく違わないが、正統な

いた遺構はあるが、水が流

三里なので、川越イモのこ

作っている。また、サツマ

を使う商品は、それほどな

～

に川が通っておらず、風も

からするとあまり甘くな

せたものである。これはサ

期に川越へ買いに出かけて

川越イモを作っているのは

れた形跡がない。微妙に高

とを指すと言われている。

イモは年間を通してとれる

時代の人は甘いものが無か
もともとの菓子は果物や

く、ほくほくした感じの栗

ツマイモ本来の味を生かし

気にあった、おしゃれなス

川越ではなく、東武東上線

台で水が流れてこなかった

龜屋の５代目・山﨑嘉七

ものではない。茨城県や千

イモの栽培が始まってい

木の実だった経緯がある

強くて土も飛んでしまう農

に近い食感である。焼きイ

たお菓子なので、ご賞味い

いただきたい。石焼きイモ

ターバックスを川越にも作

のふじみ野駅が最寄りの入

ので、井戸を掘った。ほか

は先程の紅赤に目をつけて

りたいとことで、できた店

間郡三芳町になる。昨年、

の作物は水が豊富にないと

するお菓子である。

こがね芋

作ってもらい、ピクニック

で、それより前に創業した

れを竹皮でくるんでいる。

である。

山﨑淳紀 氏（株式会社龜屋）

にもある紅赤である。江戸

小江戸川越おかし話

年

栗よりうまい十三里

させていただいた。１つは

粒餡をメインに、季節によ

が、昔の人にとって、サツ

業に向かない土地だったの

モにするより、輪切りにし

ただきたい。

が好きな方なら気に入ると

事務用品の大手通信販売会

育たないが、サツマイモは

思う。

社の倉庫が火事になった

12

小江戸川越

21

72

と思われる。本店は一番街

龜の最中

16
が、ちょうどあの近辺が川

10

龜屋のお菓子

26

20

35

30
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全菓連では全国組合研修会で上村究氏︵日仏商事

過去と現在︑これからの日本の

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

まで作り出したのである︒
そのことはフランス菓子が
世界に広まっていくための
大きなベースとなってい
る︒もしルノートル氏がい

今ほど世界中で作られる菓

なければ︑フランス菓子が
を使って軽く仕上げたり︑
子のベースとなっていたと

洋菓子﹂をテーマに講演会を行いました︒
先月号より続く︒

フレッシュな乳製品に代表
は言えないだろう︒

１９７０年ころは︑フラ

ガストン・ルノートル氏は

り方を学校で教えるなど︑

高級の菓子を作り︑その作

ルメ氏である︒今はすべて

たらしたのはピエール・エ

ンスの菓子業界に革命をも

ルノートル氏の後にフラ

される高品質な材料を使っ

ンスでも大きな変化があっ

のパティシエが当たり前の

たり︑そして︑工場でも最

た︒１９６８年にルノート
近代的なフランス菓子を作

なぜフランス菓
子が受け入れら
れたのか

ルがパリの郊外に工場を造
ように３つも４つも味を組
み合わせた複雑な菓子を作

り出した人物であるといわ
れている︒

り︑１９７１年にはお菓子
のプロの方が習いに行くエ

その②

ろも斬新な菓子作りを紹介

を行った︒フォションのこ

て来日し︑２回目の講習会

にはラデュレの副社長とし

１年で︑その後１９９８年

ョンのシェフだった１９９

講習会を行ったのがフォシ

エルメ氏が最初に日本で

が︑フランス

しさであろう

界最高の美味

にあった︑世

ラミスは現代

トルテやティ

彼らのザッハ

た︒もちろん︑

ものであっ

を洗練させた

ィスリー業界よりもずっと

るスピードは︑日本のパテ

い︒フランス菓子が成長す

ア菓子は華やかさが足りな

オーストリア菓子やイタリ

デパートの催事を見ても︑

ブランド力を感じさせる︒

底には︑フランス人が持つ

常に進化し続ける彼らの根

く同じものを作り続けず︑

い︒職人でありながら︑全

界から来るハイセンスなお

て集まる街である︒常に世

レクションの発表の場とし

世界中のブランドがそのコ

また観光客だけではなく︑

客の数は世界１位であり︑

リは凄い観光都市で︑観光

よりもパリのお菓子だ︒パ

子は︑フランス菓子という

い︒エルメに代表される菓

のお菓子は変わっていな

次元の違うステージで努力

シエとしてだけではなく︑

である︒パリには︑パティ

と共に切磋琢磨しているの

エが多くのハイ・ブランド

る︒フランスではパティシ

会している事実が挙げられ

イヨやピエールエルメが入

会に菓子業界からもダロワ

加入できるコルベール委員

力を認められた企業のみが

について言えば︑ブランド

モードの世界とのかかわり

エルメ氏のお菓子

してくれたが︑ラデュレに

人の見た目に

客様の目で︑グローバルに

である︒

移った際にはそれを完全に

発展したのが︑パリのお菓

をしているパティシエがい

早く感じる︒なぜか？︒フ

子である︒フランス菓子が

ランスの菓子全体の変化の

スピードが速いのではな

分かりやすい
べると︑２０００年に日本

けは少ないだろう︒

革新性と比べると︑一般受

フランボワーズの組み合わ

で講習を行ったオーストリ

捨て去り︑バラとライチと

せなど全く新しい新たな菓

氏やイタリア人イジニオ・

名なパティシエが

年後に

前に来日したフランスの有

である︒クグロフやガレッ

の革新のスピードが速いの

く︑パリのパティシエたち

で受け入れられるグローバ

く︑パリのお菓子が世界中

受け入れられたのではな

ハルアオキがパリにこだわ

う︒それを考えると︑サダ

ることを認めてもいいと思

年
ア人カール・シューマッハ

い菓子作りを求めていると

マッサーリ氏が作った菓子

エルメ氏に限らず︑

子が紹介された︒常に新し

ころに︑フランス人パティ

日本のかんきつなどを使っ
れらを始めたのはエルメ氏

いだろう︒焼き物は︑エク

ては労働環境の問題は大き

フランス人の革新性と比

と思うはずである︒しかし

でを網羅した店を作りたい

ミスに代表される伝統菓子

は︑ザッハトルテやティラ

以前の会社で︑大手のコ

もありうるかもしれない︒

な菓子を作ることはまずな

再来日した際に︑同じよう

ぶっとかじってコーヒーで

うなチョコレートバーをが

はなく︑スニッカーズのよ

トボンボンのように繊細な

ンヌ︑キャラメルなど地方

トデロワ︑ガレットブルゾ

ランス人パティシェで一番

ーヨークにいる︒全米のフ

フランス人のＭＯＦがニュ

ジャック・トレスという

ヨークでさえもそうなのか

けない︒おしゃれなニュー

と︑アメリカではやってい

く置いてある︒そうでない

ルな成長を遂げたのである︒ っている理由とその覚悟が

り︑トロピカルフルーツや

たりすることもあるが︑そ

も同じで︑労働環境の問題

超一流シェフが自分の持つ

ーヒーチェーンの開発の

彼は新しく軽くフレッシ
ュな菓子を︑それも郊外の

がパティシエたちにとって

幅広いスキルと経験を隠し

最高職人章︶といい︑日本

常地方予選︑２次予選︑本

じてＭＯＦに挑戦する︒通

な分野の職人が選考会を通

トルだ︒４年に１回︑様々

ジネスのバランスをきっち

や料理に限らず︑文化とビ

日していたのである︒菓子

はなく︑ビジネスとして来

菓子の作り方を教えるので

ークを行った︒ただ単にお

はやっている︒モノは１個︑

ノマニアックという言葉が

近︑モノプロデュイとかモ

か仕事をしない︒そこで︑最

ンスで労働者は週

屋はできない︒しかもフラ

けないと言ったら︑ケーキ

間労働で︑月に

時間し

日しか働

アイスクリームから総菜ま

子・パン・チョコレート・

のパティシエであれば︑菓

作っている︒本来フランス

違いだけでラインナップを

デザインと中のクリームの

門店などがパリで

ケーキ︑シュー専

レーヌ︑シフォン

という菓子の専門店︑マド

トを散らしたメルヴェイユ

クリームで多いチョコレー

門店や焼いたメレンゲを生

の姿である︒ティラミス専

た︒これが今のパリの１つ

が返ってくる︒

ーパーかカフェという答え

イーツを買うかというとス

で︑アメリカ人がどこでス

ーキ屋がないということ

じたことはアメリカにはケ

リカ菓子の仕事をして︑感

案内したことがある︒アメ

方々にアメリカの市場をご

が大きなカップに入ってい

いし︑アメリカのコーヒー

ーは大きくなくてはいけな

する︒そのためにはコーヒ

を食べながら仕事をしたり

事前にオフィスでドーナツ

ツとコーヒーを買って︑仕

流し込む︒出勤時にドーナ

プクッキーやその他アメリ

タイプのチョコレートチッ

る店であるが︑アメリカン

ボンボンを中心に並べてい

ンスタイプのチョコレート

いう店を持っている︒フラ

レスチョコレートヘブンと

有名な人で︑ジャック・ト

メも一度ニューヨークに出

う︒実はルノートルもエル

ニューヨークなんだと思

メリカで︑ニューヨークは

ところでも︑アメリカはア

ほとんど変わらなく見える

人が集まり︑パリや東京と

と思う︒あれほど世界中の

カンタイプのスイーツも多

で言う文科省が与えている

選がある︒お菓子の分野で

り取ってしまうところが︑

プロデュイはプロダクトな

る理由もよくわかる︒

よく理解できる︒

工場で製造できるシステム

だろうか﹂と思ったが︑そ

レアのシュー生地しかない

て︑エクレア専門店を作っ

フランスのパティシエと

学校もできた︒バタークリ

の講習中︑自分の菓子哲学

ので︑オーブンの設定は一

称号がある︒これはドイツ

は１回に選ばれるのが約２

年代から今に至るま

フランス人の凄さだと思

シエの可能性を感じる︒

ームにイタリアンメレンゲ

なった方が頂くものだ︒Ｍ

の最大の課題である︒日本

定のままである︒上掛けの

のマイスターや日本の人間

〜５人で︑ＭＯＦのシステ

う︒

一粒を口の中で味わうので

ＯＦは現役ばりばりの職人
を語るだけではなくフラン

でもフランスでも普通に考

ＭＯＦ
に﹁これから︑フランスの

えて︑朝から夕方まで８時

国宝と同じと言われること

ムができたのが１９２４年

はＭＯＦ︵ Meilleur Ouver
ier de France フ ラ ン ス

があるが︑全然違う︒マイ

だから︑開始以来︑パティ

もの︒人間国宝は︑言葉は

取るので︑タイトル

ＭＯＦは若い時に

１００人くらいしかいない︒

シエのＭＯＦは計算上まだ

市場においてチョコレート

日本に限らず︑世界の製菓

っている︒そのおかげで︑

ェフが来日して講習会を行

で︑何人もＭＯＦに有名シ

ン は︑ レ ク レ ー ル・ド ゥ・

フだったクリストフ・アダ

ことだ︒フォションのシェ

でつまり１アイテムの店の

ので︑商品１個という意味

く例が増えている

ーツショップを開

１品に絞ったスイ

でも今︑大企業が

増えてきた︒日本

やホテルに行き︑デザート

いしいケーキはレストラン

である︒アメリカでは︑お

ではなく︑カフェのお菓子

ン︑ブラウニーはケーキ屋

されるドーナッツ︑マフィ

アメリカ菓子として紹介

は生き残ってい

ば︑食の世界で

が出来なけれ

合わせた売り方

らも︑その町に

良さを残しなが

ている︒本物の

店して︑撤退し

スターは︑その資格を取れ

悪いがお年を召して有名に

を生かしてフランス

が︑開業の際のイ

ションブランド

ニシャルコストを

とパティシエの

ジェニという専門店を作っ

人にとってスイーツとはほ

た︒自分の店で︑どんな幅の

どほどに甘くて︑コーヒー

世界の大きな違

やフルーツのピューレなど

日本でもなんでも

と共に食べておなかを満た

いである︒

の最高の素材は︑フランス

作れる優秀なパテ

すためのものである︒だか

の文化を若い力でエ

と思ったら︑エクレア専門

ィシエが独立する

ら︑フランスのチョコレー

ネルギッシュに世界

店を作ってしまった︒新し

際に１品に絞った

けない︒ファッ

いことを試したい気持ちも

店を選択すること

１アイテムの店
ＭＯＦが活躍していると

あったのかもしれないが︑

次号に続く︒
エクレアに絞った理由とし

でしか食べない︒アメリカ

ジャック・トレスチョコレートヘブン

はいえ︑職人仕事が下火に

考えると︑今後︑

アメリカの菓子

なっていることはフランス

広いお菓子をつくるのかな
初にＭＯＦの方とお
会いする時に﹁人間
国宝みたいな称号を

どんな講習会行うの

Meilleurs Ouveriers de France もらったシェフが︑

フランス国家最優秀職人章

産と考えられている︒

レクレール・ドゥ・ジェニ

ばその仕事ができるという

アメリカ

もちろんお客が来るだけ
スで作られた材料につい

コール・ルノートルという

10

て︑きっちりとセールスト

10

文化を担う職人として活躍

上村 究 氏（日仏商事株式会社・マネージャー）

してください﹂というタイ

過去と現在、
これからの日本の洋菓子
35

20

でない︒フランスの職人に

洋菓子 の最新事情 について

に発信している︒最

80
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聞
新
業
工
子
菓
（第三種郵便物認可）

第951号

代表取締役社長）を講師に迎え「最

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
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。

その③

ろでした。懐石のシェフと

のシェフが入っているとこ

ス人がオーナーで、日本人

ンで、イタリア人とフラン

なり大きい日本食レストラ

持ちの家に奥様方を集めて

り、知り合いになったお金

ンで和菓子教室を開いた

いいと思い、そのレストラ

なるのには教室をやるのが

います。やはり一番親しく

い、お店を出して繁盛して

ティブの様にしゃべるとい

うのは、言語や、別にネイ

てどんどん入っていくとい

ったところから声が掛かっ

尾関：内田さんが、そうい

っています。

いう人たちと繋がって行な

運もあったと思いますが、

を広げていったわけです。

スでご贔屓のお客様へ支持

尾関：それでまず個人ベー

すという感覚はないです。

うな意識はありますが、消

内田：若干甘みは抑えるよ

内田：営業時間は

う感じになりますか。

列です。何時頃からこうい

ません。写真①はすごい行

結構ポイントなのかもしれ

を多く掴んでいることは、

時から

寿司シェフがいましたが、

凍されているという状態

の時は、どうしても来てほ

前回の全菓連さんの研修会

尾関：すごいです。実は、

結構います。

内田：毎日来てくれる人が

ールで新規オープンするか

いるシーンです。写真③は

ちに和菓子教室を行なって

グスクールで、現地の人た

の中にあるＡＢＣクッキン

内田：写真②は髙島屋さん

はどんな写真でしょうか。

家を探して出資してもら

フは別のところで違う資本

なってしまいました。シェ

フサイドが喧嘩して、なく

店はオーナーサイドとシェ

らっていました。今はその

ベント的なことをさせても

カ月に一回ぐらい行き、イ

いた頃はシンガポールに２

ことでした。それをやって

が載り、集客しようという

でホームページに３人の顔

た。私がデザートのシェフ

とでお声掛けいただきまし

うか。

これはどういうことでしょ

ます。次のスライドです。

りになるのはすごいと思い

尾関：和菓子に興味がおあ

テラを使ったお菓子です。

それに近いカボチャのカス

ました。花邑ともう一個、

よくやりたがるので、そう

金持ちはこういったことを

ようなものです。破格なお

す。個人パーティーも似た

で和菓子教室をしていま

な、日本とは違うスタイル

で写真を撮ってというよう

れるので、帰りにはみんな

した。とても打ち解けてく

菓子教室をずっとしていま

が、お酒を飲みながらの和

日本では考えられないです

いろいろいただきました。

教室をするみたいな機会も

いうことです。これは出店

さんのお菓子が出てくると

の最後のデザートに巖邑堂

尾関：すごいです。お寿司

す。冷凍で送っています。

中にあるお寿司屋さんで

で一番由緒あるゴルフ場の

ないということですか。

尾関：甘さの調整は、して

ないです。

ほど毛嫌いされるものでは

ろ種類があるように、それ

いますが、日本でもいろい

南アジアは餡が駄目だと言

内田：食べますね。よく東

作ると、皆さん食べますか。

す。そういう所で和菓子を

なと、素晴らしいと思いま

ンに勝っていくことなのだ

が言語やコミュニケーショ

うことではなく、やはり腕

うか。

内田：私も行

仕事はどの様なことでしょ

けれども、広がってきたお

済の中心地となっています

ガポールは東南アジアで経

た新たな取引ですね。シン

したため、そこから派生し

るのか、それとも髙島屋さ

さんが口コミで増やしてい

尾関：認知度は毎度、お客

げも上がっていく感じです。

です。それに伴って売り上

えたという意識が一番強い

内田：本当にお客さんが増

いですね。

く前は予想し

って２・５倍というのは凄

２０１２年から６年目にな

いかなと、思っています。

ャラクターがあるのではな

応援したくなってしまうキ

内田さんには、何か皆さん

たのですが、パーティーを

内田：行かないと答えてい

れて、香港に来ないかと言

店頭にいきなり名刺を出さ

た。一番最初がこの仕事で、

いうか声を掛けてくれまし

と、いろいろな人が注目と

を連れてくる国なので、Ｓ

内田：お客さんがお客さん

うか。

いるのか。どうなのでしょ

んがかなり増やしてくれて

港に着いたらベンツのリム

尾関：すごいオファーです。 社のゲストハウスです。空

われました。

ジンで迎えられて、とても

クの方で、写真⑤がその会

ころです。ビクトリアピー

よね。そこの最高の土地で、

夜景が見える山があります

のパーティーです。香港に

尾関：そういったお客さん

てくれる特徴があります。

が良いというとこぞって来

すし、狭い国なので、誰か

ＮＳもとても普及していま

ですか。すごいオファーが

ペクトしているということ

子、和菓子職人さんをリス

尾関：それだけ日本の和菓

だったので断りました。

内田：よく分からない世界

のでは？（笑）。

体験しました。

な状況で、不思議な世界を

店が用意されているみたい

思います。

さんは食いついてくれると

は、動きがあった方がお客

ので、ただ並べているより

何でも興味は持ってくれる

時ぐら

で、売れない物なども結構

しいという髙島屋さんの方

シンガポールに新しくエル

内田：月に１、２回、商品

気分が良かったです。シン

たくさん来ています。

時ですが、大体

デザートも必要だというこ

尾 関： 最 初 の 苦 労 と は 別

あります。

メスのビルが建った時、ケ

するからそこで作ってほし

ガポールは各国のお金持ち

も知らないですし、練り切

は、和菓子という言葉は誰

内 田： ま ず 第 １ 回 目 の 時

たいと思います。

されているかに視点に移し

開拓としてどういうことを

尾関：では、海外での市場

１回目出店の際に、一緒に

ンのデザートシェフです。

ました。一つ目はレストラ

か和菓子を広めたいと思い

く来ているのだから、何と

とんどだったので、せっか

い浮かばないという方がほ

ットとか、ポッキーしか思

東京ばな奈とか、キットカ

らっていまして。シンガポ

仕事をしようという話をも

りを実演しても、現地の人

％という状態で

にとっては、初めて見た人
がほぼ
す。日本のお菓子というと

ックヤードに冷凍庫がある

で商品管理は大変です。バ

内田：冷凍で送っているの

すか。

り持っていかれているので

う感じですか。材料もかな

予定ということです。これ

アジア諸国へ広がりをみせる仕事

わけですけど、共同なので、
内田：ここでできる範囲な

人に、調子に乗

いかと言われた

最初に出店しな

言ってきます。

出店しないかと

アの人は、すぐ

す。インドネシ

いった感じで

って行く場所と

ういうお話が多くなってい

んと評判になるにつれ、こ

尾関：２、３年で、どんど

ます。

嬉しいのではないかと思い

えている、というところが

て、日本の和菓子職人を抱

人が自分のステータスとし

に作れる職人を見て、その

のもあると思います。実際

尾関：出店すれば良かった

います。やはり実演すれば

内田：餅系統は売れると思

いただけませんか。

なものがあるのかを教えて

ろで売れ筋の商品は、どん

尾関：主にこういったとこ

夜型ですね。

う状況になります。皆さん、

いから閉店にかけてこうい

に、日々このシンガポール

尾関：現地では、お菓子を

からオファーがあり、断れ

ータリングのお菓子を用意

ていなかった

が来るし、髙島屋というの

ので、最小限の仕上げです。

11

海外出店での市場開拓

髙島屋で何かご苦労した点

なかったことがありました

を輸出しているレストラン

いと言われました。中国に

開けっぱなしにされること

ってジャカルタ

次号に続く。

ったということですね。

ら、本当にもう

について行った

軒しか家がないというと

はありますか。
最終仕上げされているとい

ね。次回は５月に行かれる

して欲しいと言われて出し

本社があり、支店が香港に

もあります。意外に現地の
尾関：行列絶えないという

す。やはり料理のコースの

のですが、シ

人は冷凍商品の扱いに繊細

感じですが、毎日リピート

写真⑤

ンガポールの

ではないので、段ボールを

最後のデザートなので、割
とそういう口当たりの良い
ものが多いです。
尾関：百貨店の時と同じよ
うに冷凍で送るのですか。
ちなみに店舗は何のレスト
ランですか。
内田：ホーランド・ビレッ
ジという土地にある懐石料
理屋さんとセントーサゴル
フ場という、シンガポール

写真④

の写真④です。よくオーダ

先月号より続く。

16 10

ーが来るのがわらび餅で

22

内田：職人が欲しいという

写真①

は、その最後にお土産を買

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

もあるプライベートバンク

内田弘守氏（株式会社巖邑堂 代表取締役社長）

髙島屋にいる

お菓子の製造・販売事情について

す。あと上生菓子が一番で

最新の

のお客様はいるのですか。

写真②

開けると、絶対これは再冷

写真③
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船田 雅一
教師

〈白玉団子〉

【配合】

〈抹茶餡〉

白双糖……………７００ｇ

小豆こし生餡…………１㎏

〈どら餡〉

でしょうか。

る冷たいぜんざいはいかが
せた抹茶、水飴を加え混ぜ

❸グラニュー糖と混ぜ合わ

す。

業〉1922年

と取締役営業本部長の関雄

目）の代表取締役関常行氏

変お忙しい中、当代（４代

本舗にやってきました。大

将軍にある株式会社関製菓

さて今回は京都市北区大

いていることが歴史そのも

に道筋を多数残していただ

ならず、今日の我々の業界

のがあり、関製菓本舗のみ

業界へのご尽力は相当なも

初代からの会社への功績や

謙遜されます。しかしその

として関常行氏が就任さ

２０１２年に現代表取締役

ます。１９５９年に法人化、

にも御礼状を拝受されてい

局長を拝命され高松宮殿下

菓子大博覧会では特別出品

９５４年の京都主催の全国

す。特筆すべきは卸業界の

卸を主な業務とされていま

に貢献する」で煎餅菓子の

を通じて明るく平和な社会

経営理念は「お菓子作り

ぎてこの紙面ではご紹介で

受賞作品は多数に亘りす

り込んでいるところです。

できない卓越した技術を盛

り、他店には決してまねの

発、手作り部分へのこだわ

餅。格子煎餅自体は昔から

ッツを練りこんだ格子煎

「玉格子」というピーナ

します。

まったお菓子を少しご紹介

・従業員の皆様の想いが詰

職人芸と呼ばれる技術を要

子なのですが、これが正に

糖を煎餅で巻いてあるお菓

で、簡単に説明すると有平

場する手作りの「巻き煎餅」

「絹巻」とは文献にも登

でした。

りばめたパフェ風ソフトク

ル詰め合わせや、煎餅をち

ナップはもちろんオリジナ

した。関製菓本舗のライン

に隣接してオープンさせま

製造直売店として本社工場

向けの店舗「藤兵衛庵」を

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。

話 ０３－３４００－８９０１
電

です。これは時代を考える

を使わずに焼き上げたそう

ライバル店の格子煎餅は卵

品で、製造そのものも特許

はクリームなども詰めた商

き巻き煎餅」ロールハース

くなります。さらに「手焼

激しい京都ではさらに難し

してもらったり、女子プロ

ナルパッケージをデザイン

精華大学等の学生にオリジ

画として、山城高校や京都

ます。

いくという目標も掲げてい

ただその中でも関製菓本

と誰も責められません。そ

を取っていたという最新技

野球・京都フローラのスポ

リームなども楽しめます。

んな時代にも関わらず初代

術のお菓子だったそうで

ンサーをするなど本業以外

梅の取り方や巻くタイミン

関藤一氏は美味しさを追求

す。現在誰が聞いても知っ

の活動もユニークで未来に

に入らない中、その中でも

し卵をふんだんに使い「卵」

ている大手菓子メーカーの

舗を代表する、それは創始

と「格子煎餅」をかけて「玉

超有名菓子もこの製法を教

つながる活動を精力的にさ

回りの小回りの良さを生か

格子」というヒット作を生

わったということで、その

れています。

長の関雄介氏が日々ご活躍

み出したのです。これは現

技術の高さが想像できま

新的な考えで伸びていく関

この「藤兵衛庵」を新たな

在も主力商品の一つで私

す。その本家本元の「手焼

製菓本舗さん。これからも

ブランドとして根付かして

（筆者）も工場で出来上が

き巻き煎餅」現代版として

業界を引っ張っていくこと

グなど一朝一夕にはとても

りを頂いたのですが、ピー

「鞍馬杉」と言う商品名で

出来ません。気候の変化の

ナッツの香ばしい香りの後

製造しております。手焼き

間違いなしです。

高級素材であった卵を使う

になんとも言えない卵の風

巻き煎餅をもう一度世に知

ことは非常に厳しかった。

味が頭に突き抜ける。それ

らしめたいという関雄介氏

者、そのあとに続く経営者

でいて懐かしく優しく、つ

の熱い言葉です。

して、品質改良、新製品開

いついもう１枚手に取って

ク長・松田明

全菓連青年部近畿ブロッ

老舗の伝統を守りつつ革

又地域活動にも繋がる企

しまいそうになる極上の味

されているという非常に勢

さらに３年前に一般顧客

介氏からお話を伺うことが

します。有平糖と煎餅の塩
年）

初代関藤一氏は京都千本鞍

１９２２年（大正

驚かされるところです。

あったそうですが、前後の

年目で間もなく１

００周年を迎える老舗です

創業

できました。

動乱期ただでさえ物資が手

〈従業員数〉35名
きません（笑）。

〈資 本 金〉4000万円

ｇ

❹羊羹舟や番重などに薄く

）

る。（参考Ｂｒｉｘ
ｇほどにし

【工程】
❶白玉生地を

❺カップにどら餡、抹茶餡、

）

〈創

水…………………１・５㎏
抹茶……………………
グラニュー糖……５００ｇ
水飴………………１００ｇ

ます。

流し、冷蔵庫で手早く冷ま

❷白並餡に水を加え、沸騰

て茹で上げ、氷水につけ冷

くなる可能性が高いと予想

今年の夏は、全国的に暑

されています。汗をかいて
させる。（参考Ｂｒｉｘ
白玉団子をいれる。

疲れた体に、涼を感じさせ

馬口で創業し、その後国策

年間京都

将軍に本拠地を構えます。

り引き上げ、現在の北区大

進出。終戦を境に大連市よ

もあり旧満州国の大連市へ

•••••••••••••••••••••••••••••

伝統と革新の煎餅
１９４９年から

社〉〒603－8333
京都市北区大将軍東鷹司町135
Tel ：075－463－7185
Fax：075－463－7187
大量生産の体制にありなが

関雄介氏と関常行氏
ら品質には妥協せず、持ち

煎餅組合理事長を歴任し１

雄介

〈問い合わせ〉取締役営業本部長：関
090-6237-0017

40°

れ、会社と業界の未来を担

関製菓本舗

立〉1959年

〈本

〈設

日本菓子専門学校

抹茶の冷やしぜんざい

白玉粉…………………１㎏

白並餡…………………２㎏

個３玉入り）

水…………………７００ｇ

（約

トレハロース……２００ｇ

30°
う立場として取締役営業部

いのある老舗です。

常行

〈代 表 者〉関

10

のであり初代の先見の明に

株式会社

18

株式会社 関製菓本舗

店舗データ

10

が、京都ではまだまだとご

11

96

60
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抹茶の冷やしぜんざい
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