今年中にはレジの改修を！
消費税
「 軽 減 税 率 制 度 」へ の 対 応 の た め

日、全菓連三役は財務省主税局

加藤博之課長補佐（税制第二課）、農

カーに相談し、具体的にど

ると聞きます。まずはメー

カーが対応するケースもあ

通常の保守管理の中でメー

い場合もあります。さらに、

請求書」「簡易インボイス」

事 項 を 変 更 し、「 区 分 記 載

ば、レシートにおける記載

っていないとしても、例え

軽減税率の対象品目しか扱

な お、「 軽 減 税 率 に 対 応

の対応をするケースも想定

するためだけにレジを改修

され、そのための改修は不

必要最低限な改修が何なの

するのは負担だ」との声も

のような対応が必要となる

か、事業者自らが認識する

聞こえてきますが、他の法

のか早期に検討する必要が

こ と が 重 要 ）。 と り わ け、

令改正への対応（例えば、

可欠となります。

今秋以降、レジメーカーの

あるのではないか（本当に

をした後、次のようなコメ

リソースが手薄になるとい

うことも一案となります

食品表示法の施行に伴い栄

（その方が、トータルでコ

われており、コストも上昇

ントがあった。

財務省主税局担当者との意見交換を実施
７月

月より実施）への対応状況について、２度目の意見交換会を開催した。

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」
（平成
年

今年中にはレジの

ま た、「 軽 減 税 率 の 対 象

ストを抑えられることもあ

り、本紙３月号に掲載した。

２０００年代以降に設置

品目しか扱っていないから

と金銭負担が生ずるおそれ

したレジであれば、税率を

レジを改修する必要がな

日

今回の意見交換会におい

複数設定できる機能を有し

養成分表示等の変更が必要

がある。そういったリスク

ては、その後の組合員の準

ているものが多く、それほ

改修に着手するべき

も考慮し、システム等の改

備・対応状況や県菓子工業

となる）と併せて改修を行

に第１回が行われ、その際

修に早期に着手する必要が

組合の説明会の実施状況に

することが見込まれること

にもレジシステム等の早期

ある」と事業者に対し早め

から留意が必要です。

改修の必要性について、「軽

に準備を進めるように即し

の直前はベンダー等の需給
てもらいたいとの指導があ

ついて全菓連三役より説明

する必要があるのか、など）

ど大掛かりな改修が必要な

会計ソフトを活用するの

い」という考えは誤りです。

なシーンにわけて考え始め

ります）。

年

が逼迫し、想定以上の時間

年

先にあるもの
時折、事業者の方より「説

とになるのは言うまでもあ

「あり得る」回答というこ

えたと考えられ、いずれも

ていくこともそろそろ真剣

もとにそれに実務を合わせ

いては、正しい制度理解を

数か月となった現時点にお

えば、複数税率に対応した

や「 会 計・ 税 務 実 務 」（ 例

など）など、日常業務を様々

か、手書きで記帳するのか、

せん。

てみるのも一案かもしれま

は、聞く側が考えているこ

摘を受けます。この点、実

とが違う」との厳しいご指

正しい制度理解をもとに、

ありません。あくまでも、

率制度は「○×問題」では

ろではありますが、軽減税

やや誤解されているとこ

かわからない」ということ

「何からはじめてよいの

す。

時期となっていると考えま

に、具体的に検討し始める

床上浸水・１件

事前予約期限を１ヶ月延長

•••••••••••••••••••

床下浸水・２件

４府県より被害報告

年７月豪雨」災害

被害を与えた「平成

府県で、大きな
であれば、例えば、同じ悩

月豪雨」災害だが、菓子工

西日本

「平成
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りません。

とにも大きく依存してくる

個々に異なる実際の取引に

みを持つ組合員同士で情報

ものと考えられます。
先日、とある説明会にお

それをあてはめ考えていく

業組合では、７月末時点で

年７

いて「氷の販売の適用税率

ことが重要となります。

組合員販売価格・１万２千

４府県より被害報告があっ

「菓子業界専用栄養成分

うし、他の業種の事業者の

特に被害の大きかったの

円（税別・送料込）で受付

栄養成分計算ソフト
は、 福 岡 県 と 愛 媛 県 だ っ

日

た。
のも有効だったりもします

計算ソフト」は、７月

けているので、購入を希望

取り組みについて話を聞く

し、（ 前 述 の と お り ） レ ジ

た。災害による直接的な物

される方は県菓子工業組合

ならないのか

今、
何をしなければ

交換をするのもよいでしょ

けました。すると、ある事
業者の方は「自分は飲食店

おそらく多くの組合員の

メーカーに相談するのも効

まで、事前予約として組合

いるから軽減税率が適用さ

方は、正しく制度を理解す

員販売価格・１万２千円で

れる」と答え、また別の事

的・人的被害状況は次の通
ることに取り組まれている

り。
ものと考えます。故に、例

果的かもしれません。まず

業者の方は「自分は鮮魚の

は、自分自身の事業の実務

保冷用の氷を販売している

に申し込む。なお、９月１
を一旦整理していただき、

工場及び店舗浸水・

以降を予定している。

月

受け付けていたが、このほ
えば、都道府県レベルの菓

○愛媛県菓子工業組合

日まで

員の皆様に届くのは、

○福岡県菓子工業組合

から標準税率が適用され

例 え ば、「 仕 入 れ・ 仕 入 れ

床上浸水・６件、土砂崩

ついては、８月

となった。

日以降は定価１万４万円
先との関係」、「売上・お客

れにより店舗損壊・１件

（税別・送料込）になる。

子工業組合が説明会を開催

様 と の 関 係 」（ 例 え ば、 レ

○京都府菓子工業組合

ど、販売会社デリコと菓子
することもその一助となる

シートの記載をどうするの

業界関係者で協議し、締め

る」と答えました。この両

と考えられます。他方、正

か、そのためにレジを改修

件
者 は、「 人 の 飲 用・ 食 用 に

しく制度を理解しただけで

同ソフトが購入された組合
供されるものの譲渡が軽減

は実務はまわりません。軽

切りを１ヶ月延長すること
税率の対象」という正しい
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ＡＧＦ「煎」と 共 に 楽 し む

ンテストは、全菓連及び全

菓子を募集している。同コ

※現在販売しておられる和

だく。

合う和菓子を創作していた

年度よりイベントロゴマー

か

近代化への軌跡

群馬県、ふらんす×とみお

▽群馬県立富岡高等学校、

〈中・四国ブロッ

想

等学校、大阪府、

▽大阪府立生野高

府、道明藤

「煎」を店頭にて販売（別

※第１次審査を通過された

だく。※コーヒーの販売に

の了解を得て応募していた

○コーヒーＡＧＦ

れるもの）を贈呈。

優秀賞として盾（店頭で飾

作品を予定）には、

方（

当っては、味の素ＡＧＦ株
の試飲を希望の方

「煎」

「煎」を試飲し

応募にあたって、コーヒ
ーＡＧＦ
たい方は、後述の問合せ先

○応募書類のダウンロード
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中部ブロック会議、九州ブロ

個人事業者でも対応可能な

への対応について、零細な

ック会議が開催されました
７月９日（月）石川県七

て作成を進めており、厚生

尾市において全菓連中部ブ

日（土）

労働省との一次調整を経た

ものとするべく、一般衛生

「応募レシピ」に応募さ

会議は、開催県石川県菓

現段階の案の説明が行われ

ロック会議が、ブロック各

第１次審査を通過した応募

れる創作和菓子の詳細（原

子工業組合高木理事長の歓

ました。今後この案につい

管理の徹底を内容とする作

材料、配合、製法など）を

迎の挨拶、ブロック幹事長

て、中小零細事業者の現場

月初旬頃、直接書面にて案
内する。

グランプリ１

月下旬

れ状況を視察し、同小豆を

確認した。上期の共同購入

数量は１９４０㌧（全菓連

雑豆実需者団体協議会（事

横浜港１１０８・８㌧（同

扱い数量４０７・４㌧）で、

年度上期共同購入

倉入れ状況を視察

共同購入の天津小豆

平成

２８４・

され、次回開催県である佐

ブロック会決算報告が承認

㌧）と神戸港７

務局・全菓連）では、８月

２日、南本牧・上組に倉入

日に横

の天津小豆が７月

報告並びに情報交換では、

浜港へ入港したため、輸入

証調査を９月にも実施する

後継者不足による廃業等に

されました。

用。

席者紹介の後議事に入り、

こととしており、その結果

９９・ ㌧（１２３・ ㌧）

が６回に分けて入港され

た。また、今回、共同購入

㎏（税別）。

した天津小豆は５６９６円

／

管理体制では、選別は篩

を上下でかけているので、

以前のように大きい粒が混

ざっていることはない。袋

は４層で紙質もよくなった

ため、破れは１万袋あたり

℃、湿度

～

数袋程度になった。低温倉

庫では温度

％に保つよう管理されて

いる。

少が引き続いているとの報

廃業などにより組合員の減

県とも後継者不足等による

各県の議題の中では、各

が行われました。

報告、各県提出議題の議論

した。

なりますとの説明がありま

合員各位に配布することに

生労働省の承認を得て、組

検討会に諮り、最終的に厚

え、厚生労働省の公開技術

向にあり、組合としての共

菓子博後を底として増加傾

数は昨年と変わらず、熊本

たが、熊本県からは組合員

ているとの報告がありまし

より、組合員の減少が続い

長より挨拶が行われ会議を

賀県菓子工業組合中原理事

に懇親会が行われました。

ックとも会議終了後和やか

組合の存在意義をもっと伝

国に伝えることができる等

名が参加して開催されまし

議が、ブロック各県より

において同九州ブロック会

日、賛助会研修

んでいる、軽減税率の講習

講師・本間紀之氏（新潟県

生師試験受験準備講習会、

８月

日～

日、キッ

日、和菓子講習

ズワークみやざき２０

８月

会、講師・岩佐洋一氏

（日本菓子専門学校教育部

日、スマホで写

副部長）、愛媛県菓業会館、

松山市

８月

日、製菓講習会、

商㈱、静岡市

所、鹿児島市

科 教 師 ）、 丸 菱 鹿 児 島 営 業

校教育局通信教育部和菓子

野礼司氏（日本菓子専門学

技術講習会、講師・小

９月５日、第

回菓子

京 山 代 表 取 締 役 ）、 静 岡 通

講師・佐々木勝氏（㈲

８月

会館、千葉市

イ ル ビ ッ ト ）、 千 葉 県 菓 子

真第３回「外国人旅行

者 へ 向 け て 」、 講 師・ 稲 垣

会、表示の講習会、ＨＡＣ

食 品 研 究 セ ン タ ー）、 新 潟

にまつわるお菓子の話」他、

会議は、開催県鹿児島県

ＣＰの講習会に取り組んで

県民会館、新潟市

講師・小出正和氏（県組合

菓子工業組合比良田理事長

いきたい、地域団体商標製

果が出ているのではないか

対応、食品表示制度の変更、

の歓迎の挨拶、全菓連齊藤

品の品質維持のための講習

と思っているとの報告があ

ＨＡＣＣＰ義務化への対応

理事長の挨拶、ブロック幹

会の実施、和洋菓子の製造

１８、シーガイアコンベン

美和氏、土居由季菜氏（㈱

など研修会を充実していく

事長である熊本県菓子工業

技術講習の実施状況、小学

副理事長）他、新潟グラン

必要がある、賛助会員の導

組合堤理事長の挨拶、各県

生を対象とした和洋菓子つ

りました。その他、明治維

入を検討している等の報告

出席者の紹介の後議事に入

ドホテル、新潟市

が行われました。

り、先ず、全菓連状況報告

ションセンター、宮崎市

９月４日～５日、製菓衛

年度の主な課題の説明

次いで全菓連からは、平

くり教室の実施等が報告さ

成

として、中部ブロックと同

年度九州

が行われ、特に、ＨＡＣＣ

さらに、平成

れました。

内容が説明されました。
務付けられる衛生管理計画

次いで、各県からの状況

Ｐの制度化に伴い作成が義

新１５０周年事業の取り組

会「長岡開府４００年

８月

行事予定

•••••••••••••••••••

告があり、組合を通じるこ

える必要がある、技術講習

た。

同事業に取り組んできた効
同月

会はもちろん軽減税率への

日（火）鹿児島市
とによって自分たちの声を

中部ブロック、九州ブロ

終了しました。

•••••••••••••••••••••••••••••

※記入の際はボールペンな

を踏まえ、所要の修正を加

どを利用。（鉛筆書き不可）

年度中部ブロック会決算

成の手引きを菓子業界とし

作品の提出により色彩、形

記載し、応募される創作和

である愛知県菓子工業組合

で対応が可能かどうかの実

○発表
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名…

万円、金賞５名…５万円

等学校、島根県、不昧の苔
玉
▽香川県立高松東高等学
校、香川県、オリーブのし
ずく
〈九州ブロック〉
▽飯塚高等学校、福岡県、
飯山

福岡青春ＢＯＸ

▽飯塚高等学校、福岡県、
ばりうま

▽佐賀県立唐津南高等学
校、佐賀県、空は清澄な誓い
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売可）して頂くので、店主

式会社において販促品など
の協力をさせて頂く。

審査
応募書類に

に連絡すれば、試飲用のコ

菓子にコーヒーＡＧＦ

○第一次審査

国和菓子協会が後援してい

ーヒーが無料で送られる。

る。
より審査を行い、書面にて
○応募方法・締切

クが使用される。学校名・

▽埼玉県立越谷総合技術高

ク〉

全国和菓子甲子園のイベントロゴマーク
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創作和菓子のコンテスト開催！
「煎」と共に楽

味の素ＡＧＦ株式会社は
「ＡＧＦ
しむ創作和菓子のコンテス

審査結果を連絡。

「煎」に合う和菓子として

○ 最 終 審 査（

応募要項
工夫を加えたものも創作作

石川県、おりひめ帷子

作品名は以下の通り。

等学校、埼玉県、彩の萌し

▽おかやま山陽高

名が参加して開催

状、香り、食味などについ

菓子の写真を貼付して、左

久村理事長の挨拶、全菓連

応募レシピ締切・９月

品として認める。（例・従来、

〈近畿ブロック〉

〈東北・北海道ブロック〉

〈中部ブロック〉

等学校、岡山県、

県より

て審査を行う。詳細は第１

記へ郵送する。

齊藤理事長の挨拶、各県出

次審査を通過された方に

※必ず既定の応募書式を使

月末日頃）

種類、形状等は全て自由。
小豆粒餡のどら焼きを販売

うトマガール

▽大阪府立日根野高等学

▽岩手県立久慈東高等学

▽城南高等学校、岐阜県、

ひょんなげなでぇ

天津小豆

®

「煎」に

コーヒーＡＧＦ

〈関東・甲信越ブロック〉

校、岩手県、琥珀浪漫～太

第六天山

ーれーどら焼き

30

ト」を開催、和菓子の製造
や販売に携わる方を対象
に、コーヒーとともに味わ
うことでより豊かな時間を
楽しむことができる創作和
していたが、今回、特に手
亡粒餡のどら焼きを作った
等）

応募資格
○和菓子の製造・販売に携
わっている方
○優秀作品として受賞され
た方は、受賞作品の創作和
菓子とコーヒーＡＧＦ

▽群馬県立伊勢崎興陽高等

校、大阪府、タオルの茶々々

古の時を越えて～

▽沼津中央高等学校、静岡

▽島根県立宍道高

37

18

50

15

46

30

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

校 チームが決定

学 校、 群 馬 県、 生 桑 ど ら

第９回 全国和菓子甲子園決勝戦
進出学校名・作品名
第９回全国和菓子甲子園
（主催：全菓連青年部）の
各ブロックで行われた予選
が終了し、決勝戦進出校・

▽岩手県立大船渡東高等学

県、和の桜色もなか

▽大阪緑涼高等学校、大阪

校、岩手県、清夏

▽石川県立鹿西高等学校、

36

10

22

15

22

30

カボチャあん

▽福島県立湯本高等学校、

19

30

60

千葉

21

18

22

作品が決定した。また、本

福島県、トマトビーチで集

新潟

宮﨑

愛媛

静岡

45

10
15

11
!!

18

14

29

鹿児島

®

R
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17

®

®

17

29

30

®
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第

回

を賜りましたことを感謝い

た。募集に皆様のお力添え

品が集まる事ができまし

る事になり、３倍に及ぶ作

連青年部が主催して開催す

た。次に株式会

回全国菓子工業組合

部の紹介があっ

の後、各県青年

します」と挨拶

賜りたくお願い

様のお力添えを

で、引き続き皆

考えていますの

たします。全国和菓子甲子

社四国にぎわい

古伝土佐英信流居合術・抜刀術の披露

唱の後、土居大会実行院長

園は、和菓子という高校生

ネットワーク代

ています。今年初めて全菓

より歓迎の挨拶、来賓及び

になじみが薄いスイーツを

中・四国ブロック大会

全菓連
青年部

全菓連青年部役員の紹介、

作ることから、様々な学び

ック大会は、７月

～

われ、丸亀藩が藩士の内職

った渋うちわが始まりと言

唱和、愛の菓子斉

さつ、青年部綱領

会では、開会あい

考が行われた。大

四国ブロックの選

和菓子甲子園の中

行われ第９回全国

各県代表者会議が

大会に先立ち、

局が参加した。

青年部部長、事務

谷副理事長、槌谷

全菓連からは、小

部員が参加した。

ている。

た。池には睡蓮の花が咲い

の池と呼ばれるようになっ

約１００作品の応募と聞い

していましたが、その際は

府生菓子青年クラブが主催

た。昨年第８回までは大阪

品を超える応募がありまし

れます。全国から３００作

全国和菓子甲子園が開催さ

学校を会場として、第９回

大阪市阿倍野の辻製菓専門

したと聞いています。来月

園の中四国ブロック選考を

まる前に、全国和菓子甲子

谷部長より「この大会が始

窪寺となる。

香川県とまわり、最後が大

じまり、高知県、愛媛県、

は、徳島県の霊山寺からは

奥深さ、たのしさ、日本人

ます。あるいは、和菓子の

て親しみを持っていただけ

とで、高校生は我々に対し

校生と我々が接点を持つこ

をするなど様々な形で、高

子のアドバイス、サポート

りましたら、本番までお菓

勝戦に出場される高校があ

てきました。もし地元で決

去８年間にわたり開催され

て頂く事を目的として、過

と気づきを、深い感動を得

が案内をしたほか、鑑真和

山に登った時に、太三郎狸

戸内海航路を通り、屋島の

ことができた。その際、瀬

の活動の足掛かりとなると

の次なるお客様を作るため

れを成功させることが我々

あると確信しています。こ

は、我々にとっても意味が

の和菓子甲子園という事業

れるかもしれません。今回

我々のお店に足を運んでく

いただくことにより、将来

としての誇りを感じ取って

た輪に入れる遊びもできる。

があった。

和菓子甲子園進出校の発表

から選考された第９回全国

術の披露、中四国ブロック

氏と安益和浩氏による居合

居合術・抜刀術の大谷康裕

は、余興に古伝土佐英信流

親会が行われた。懇親会で

パレスさぬきに移動し、懇

た。その後、ホテルマリン

講演が行われ

孝氏による記念

表取締役難波広

日、

として推奨された。丸亀市

選考も開催

高松市・高松城跡玉藻公園

全菓連小谷副理事長の来賓

ブロ
ック

内披雲閣で開催さ

挨拶の後、全菓連青年部槌

和菓子甲 子 園 の 中 四 国

名の青年

は現在、伝統うちわ生産量

れ、約

ブロック大会会場の披雲

保存状態が良く、当時の様

きく、一部手直しがあるが、

ち合わせていた。規模も大

す迎賓館としての役割を持

川県を訪れる賓客をもてな

川県内土産物店である「道

んを注文した。その後、香

バカ一代で各自好みのうど

つである、手打十段うどん

くある讃岐うどんの店の一

は朝食として香川県に数多

翌日のエクスカーション

ある。四国霊場八十八カ所

八カ所の第八十四番札所で

屋島寺は、四国霊場八十

郎狸で、日本の

は、屋島の太三

大きなたぬき

鎮座している

ある。

音坐像の３つが

られた本堂と本尊の千手観

ている梵鐘、鎌倉時代に作

して、青銅の鋳物で作られ

屋島寺には重要文化財と

きる。ここでは、源平合戦

鳥取の大山を見ることがで

望できる。天気が良ければ

晴らしがよく高松市街を一

獅子の霊巌展望台は、見

として祭られた。

を重ねたため、蓑山大明神

上の教えを良く守り、善行

館があり、日本一標高が高

屋島山上には新屋島水族

いる。

が扇を射る場面が描かれて

いく必要がある。那須与一

風画がある。銀箔に漆をか

代に狩野派の画家による屏

である扇誉亭には、江戸時

屋島山上お土産屋の一つ

源平合戦の屏風画

閣は、松平家の別邸として

子を伝える非常に高い価値

の駅源平のさとむれ」と瀬

で勝利した源氏の武士が屋

い。海水はタンクローリー

％を占めている。

年４

戸内海国立公園屋島山上を

島に上がり、自分の陣笠を

より招かれた

唐から大和朝廷

るということで、屋島名物

うな瓦を投げ開運厄除にな

る。素焼きのせんべいのよ

にならった、瓦投げができ

いる。

アクリル製水槽を制作して

世界各地の有名な水族館の

ている。日プラ株式会社は、

は日プラ株式会社が所有し

で運んでいる。この水族館

水族館

る。修復には京都に持って

けているが、古く傷みがあ

月９日に国の重要文化財に

三大たぬきの一

投げて勝どきをあげた古事

が、難破、裏切

となっている。遠くに投げ

獅子の霊巌展望台

指定された。歴史的建造物

視察した。屋島山上では、

つと言われてい

を有している。平成

の為、空調設備がない。

る。鑑真和上が

り、漂流などあ

る他、ワイヤーにつるされ

説明があった。

源平合戦で勝利した源氏

り、６回目の渡

丸亀うちわ

の武士たちが、鎧や刀を一

航で日本に来る

血の池

のうちわが配られた。丸亀

度に洗ったため、血で真っ

為、参加者には丸亀市名産

うちわは、江戸時代初期に

赤に染まったことから、血

会場は空調設備が無い

90

四国金比羅帰りの土産とし

屋島寺本堂

ボランティアによる案内と

屋島寺

の約

12

建てられた。その一方、香

集合写真

連合会青年部中・四国ブロ

第

18

披雲閣

11
70

18

て考案された。丸金印が入

24
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平成

氏

東京都菓子工業組合協力会第

近藤宣之

講演会

日（火）

・東菓工合わせて

員、来賓の方を併せて

名

の方がお集まり下さいまし

てで有るということに今更
ながら気付かされました。
た。

近藤宣之氏（㈱日本レーザ

現役の経営者の言葉の重み

代表取締役会長）です。

ー

を受け止め、列席者の中で

ン自動機㈱常務取締役の片

山芳夫氏の乾杯の音頭にて

です。氏の持つ明るい雰囲

葉晃司氏（二葉製菓㈱社長）

なってきたのは喜ばしいこ

り、小さな輪が大きな輪に

場を多く重ねるようにな

東菓工と協力会も懇親の

開宴し、懇親に入りました。

長い瞬きをする者は一人も

気は、酒をまろやかにし、

司会は、毎度お馴染み二

年連続黒

「ありえないレベルで人

いませんでした。現在の厳

を大切にしたら
字になった仕組み～進化す

しい企業環境の中で、全員

とです。東菓工筆頭副理事

る人と組織のあり方～」と

料理にこくを、そして女性

いうテーマでご講演頂きま
自分が変わらなくては周り

に潤いを与えます。

例となった司会の後藤真由

も変わらないことを理解し

した。

ているからです。まさにタ

まず、黒川名誉会長、寺

て盛会のうちにお開きとな

菓㈱会長）による中締めに

長の江川清志氏（マルエ製

％以上の株を

本会長の順にご挨拶を戴き

りました。

員が会社の

㈱日本レーザーは、従業

副会長（内外香料㈱社長）

㈱日本レーザー
代表取締役会長

回通常総会

名の方

が総会にご出席下さいまし
より、本日の出席者は委任
状を含め定数を満たしてお
イムリーな講師をお招き出

ました。続いて、全国菓子

保有する日本で唯一の会社

工業組合連合会主事の供田

り、本会は有効に成立した
来、感謝申し上げます。少

製 菓 ㈱ 会 長 ）、 寺 本 眞 一 会

し頭をフル回転し過ぎまし

東京は観測史上初めて６

年度事

年度事

年度会

そのかわり社員教育も徹

な企業です。

底しています。ＴＯＥＩＣ
は毎年受験して、点数に応
じて手当が決められ、ＰＣ
／ＩＴ運用・活用能力も人

ていたが、意外や意外、一

い時間がかかるのかと思っ

改名を認められるまで長

•••••••••••••••••••••••••••••

改 名

鳥取県菓子工業組合理事長

週間で許可証（審判書）が

きるというものではない。

誰でも思いつけば改名で

があった場合。神官や僧侶

名による、いじめ等の差別

と同姓同名になった場合。

の不一致。結婚などで家族

「申立人の名「寛」を「治

の と お り 審 判 す る 」。 主 文

その申立を相当と認め、次

事件について、当裁判所は

人からの名の変更許可申請

審 判 書 に は、「 上 記 申 立

届いた。

伝統芸能や商売上で襲名し

に就任した（退任した）場

小谷 治郎平

た実績がある場合。永年通

合。などの条件を満たして

社員は仕事内容だけでな

事評価に反映されます。

東京都菓子工業組合副理

管理職の３割は女性で、

事長・中谷光基（中谷製菓

です。

平成

平成

平成

会社も社員も、これだけ

称名として使用した場合。

く、数字で努力値も見られ

徹底した環境の中で生きれ

書きづらく読みづらい（奇

ます。

ば結果が出ないはずは有り

御創業され、それは京菓子

３）初代

伊兵衛氏により

同店は亨和３年（１８０

京菓子の代表として国内で

いうちには東京に進出され

れているとの事。昭和の早

上顧客の皆様にとても愛さ

講師にお招きしたのは、

た先駆者と言えるでしょ

ルブランドとして確立され

本格的に和菓子のナショナ

を移された虎屋様以外では

ら、徹底するという事が全

どういう方法でもいいか

関しての並々ならぬ力の入

れた最新工場には、製造に

た生産拠点を一つに集約さ

た。従来６箇所に別れてい

いう新工場を建てられまし

屋吉信ＦＡＣＴＯＲＹ』と

同一性障害による性別と名

名、珍名を含む）場合。性

を添付する。

変更の理由を証する資料」

立人の戸籍謄本」と「名の

立書」を提出し、それに「申

裁判所に「名の変更許可申

続きを説明しておく。家庭

のご参考までに、一連の手

できない。

いなければ改名することは

老舗のお茶屋さんが、亡く

改名は難しいようだ。ある

だと分かった。前例のない

が、それも前例があるから

あまりの速さに驚いた

郎平」に変更することを許

ません。

の事業拡大により上菓子仲

う。店舗が広がると味に影

れ様が感じ取れます。代表

和菓子の都と言えばやは

上生菓子を関東の郊外店で

販売体制を持って美味しい

の選定と手間暇を惜しまぬ

事』を掲げ、徹底した材料

材料、手間ヒマヲ惜シマヌ

て『ヨキモノヲツクル為ニ

持つ鶴屋吉信さんの店舗を

店だけでなく様々な表情を

を見ることができます。本

に同店を通じて京菓子の華

生菓子などの完成度の高さ

銘菓のみならず、季節の上

円（１５００円程

めた費用は印紙８００円と

籍を添付した。裁判所に収

を記載し、それぞれの原戸

・四代目が改名した年月日

立書には、二代目・三代目

私は「五代目」だから、申

たというから驚きである。

集めて、ようやく認められ

が

出するよう求められ、高さ

等々、たくさんの証拠を提

や広告や年賀状の受け取り

しようとしたところ、記事

なった父上と同じ名に改名

かった。

法廷に召喚されることもな

可する」と記されていた。

り京都であると誰しもが認

地位を築かれました。お稽

響があるとよく言われます

と折からの京菓子ブームに

切手代

改名を考えておられる方

めるところだと思います。

間の発足と共にあったよう

がその点、同店は家訓とし

のって、店舗をどんどん拡

巡る事も楽しい発見がある

されてきた菓子や、なんと

に発展し最上位の格式を誇

も買えるなど、卓越した展

のではないでしょうか。

言っても茶道の本場である

っていると聞きます。以来

開をされています。更には

庶民の餅菓子などに至るま
でジャンルも幅広く何より

その中でもナンバーワン

度の切手をおさめたが、未
使用の切手は帰ってきた）。

長・小谷治郎平

鳥取県菓子工業組合理事

50

のでその茶席菓子、そして

も数多くの銘菓と呼ばれる

大されていったと聞きま

この春、京都府亀岡市に『鶴
菓子は皇室をはじめとする

82

センチにもなる書類を

物が存在しています。

数々の銘菓を創製され、柚

す。京都生まれながら、明
鶴屋吉信さんです。

の人気と格式を誇るのが京

餅や福ハ内

治遷都とともに東京に店舗

尾関 勇
など今に続く

【29】
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数多の和菓子店が軒を連

古事としての茶道の広がり

続いては恒例の講演会が行

滞りなく総会が終了し、

り可決決定しました。

の上、全員異議なく原案通

全ての議案が慎重な審議

費及び徴収方法決定の件

第３号議案

（案）決定の件

業計画（案）並びに収支予算

第２号議案

承認の件

業報告書並びに決算報告書

第１号議案

た。

ちに議案の審議に入りまし

旨を報告されました。議長

参氏、東京都米菓工業協同

㈱）

には寺本会長が選ばれ、直

組合事務局長原憲太郎氏の

長（寺本製菓材料㈱社長）

た。続いては、場所を移動

ご来賓の紹介があり、レオ

のご挨拶の後、この所、恒
歳生涯雇用という先進的

東菓工組合員と協力会会

しての懇親会となりました。

月中に梅雨が明け、盛夏を

黒川耕次名誉会長（三黒

た。

84

です。今日それは『菓匠会』

われました。

80

ね、かつて公家などに献上

鶴屋吉信様」

近藤宣之氏

思わせる猛暑の中、協力会

した。

40

23

40
23

《ありえないレベルで人を大切にしたら 年連続黒字になった仕組み》
年７月

回通常総会が上野

10

精養軒に於いて開催されま

に、第

40 30

「京都府

29
30
30

取
鳥

85

京
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第953号

落語「鰍沢」の舞台を巡る旅
富士川落語まちプロジェクト

手掛けさせてもらった。

に登場する「毒消しの護符」

「 毒 消 し の 護 符 あ め 」。 ど

験しながら実際に落語を鑑

ちらも予想以上に受けた。

かないでいた。そんな折、

家三三師匠とめぐる落語鰍

に位置し、町内を日本三大

沢 ツ ア ー」。 募 集 ３ 日 で 完

にあやかりごまを使った

ムを開発する。というもの

年の第１回は、「柳

である。

平成

商工会指導員の長年あたた

賞する観光体験型プログラ

めてきたという妙案に、「そ

落語をこよなく愛する地元

江戸時代より甲斐国と駿河

急流の一つ富士川が流れ、

国を結ぶ富士川舟運の要所

きた。人口は現在約１６，

拠点（河岸）として栄えて

アーを開催して首都圏から

の舞台を巡る旅～着地型ツ

～落語家と落語「鰍沢」

喬 太 郎、 林 家 た い 平、・・

風亭昇太、立川談春、柳家

川志の輔、三遊亭好楽、春

を毎年開催、人気落語家（立

（元気会）で落語鰍沢寄席

が 開 発 し た 極 日 本 酒「 鰍

「 落 語 弁 当 」、 試 飲 に 酒 屋

昼食は鰻屋が開発した絶品

午前中名所を堪能した後、

間でも話題となった。当日、

売となるほど落語愛好家の

一同の「おもてなしゴコロ」

のアンケートでもスタッフ

ーは大成功に終わった。後

んも大満足の表情で、ツア

語「鰍沢」は圧巻、お客さ

ツアー大詰め三三師匠の落

年から商店会

りゃおもしろい！」と相乗

作である。江戸落語では珍

０００人。近年は高齢化と

落語愛好家（新規客開拓）

年、鰍沢町と

象が起きつつある。鰍沢商

道路の開通でストロー化現

がないためバイパスや高速

らで「身延参詣には順番が

る。六代目円生が噺のまく

を呼ぼうというものであ

しい挑戦である。㈶日本落

アーは、寄席の進化形、新

を訪れた。落語家と巡るツ

等層々たる師匠方）が鰍沢

大型バスのお客さんが一斉

ーコースは、弊社竹林堂。

を限定販売。その後、ツア

沢 」。 薬 屋 が「 熊 の 膏 薬 」

亭扇辰師匠を招聘して同様

之輔師匠、平成

た。平成

はお客さんに伝わってい

実は平成

であり、物流・文化交流の

しい地方都市名がそのまま

人口減少が課題となってい

ミステリアスな人情噺の大

落語の「演目」になってい

る。また、基盤となる産業

増穂町が合併し

あって、青柳の昌福寺、妙

年は入船

年は、春風亭一

て誕生した。甲
店街も客離れに歯止めがき

冨士川落語せんべい

府盆地の南西部

った。

伝説の落語家三遊亭圓朝

る。この落語「鰍沢」の舞

で助かった」

がつくった演目「鰍沢」の

台となる富士川町は、平成

笑わせる噺というより、

ツアー店風景
（右から 三三師匠、筆者、お客さん）

名所を巡り作品

客と一緒に噺の

イド役として観

に、落語家がガ

いるのをヒント

かう」と話して

船で身延山に向

沢に下りてから

巡り、一度、鰍

法寺、法論石と

のぼり等ＰＲツール一連を

ロゴ、街灯ボード、法被、

ー準備を進めた。私も事業

行会社の委員を中心にツア

行委員会」を結成。地元旅

の舞台～富士川落語まち実

名 の 地 域 一 丸、「 落 語 鰍 沢

商店会、商工会他、総勢

町振興課、落語愛好三三会、

のふるさと名物応援宣言、

語協会のバックアップ、町

語せんべい」。演目「鰍沢」

にしたやわらかサブレ「落

し上がれる」をコンセプト

席の中でも音をたてずに召

した２種の新作菓子～「寄

また、ツアーに向けて開発

ものだから売れに売れる。

い！」直に薦めてくださる

り「わたしは塩饅頭がこわ

ブで、竹林堂店員になりき

に。柳家三三師匠がアドリ

志村光彦

部㈲竹林堂

い。

・菓子も深いが、落語も深

と 準 備 を 進 め て い る。・・

落語まつり」に向けて、着々

笑いと福を呼ぶ「富士川大

富士川町

は、さらなる挑戦、来年の

にツアーを開催した。現在

周年記念・人と

の世界観を追体

29

28

専務取締役・

山梨県菓子工業組合青年

10

「南無・・お材木（お題目）

27

香川大会が開催されまし

菓連青年部中四国ブロック

からは最多の

作品が応募

があり、中・四国ブロック

全国から３１８作品の応募

チームが発表されました。

ック審査が行われ、代表３

回全国和菓子甲子園のブロ

今大会におきまして第９

るだけでも一生懸命さが伝

ピや写真、作品名を見てい

ばかりでした。作品のレシ

若い感性が感じられる作品

アが詰め込まれ、高校生の

のいたる所に多くのアイデ

また、餡や生地、デザイン

もあるものを工夫して使っ

て作品を作ってくれまし

た。製作中の姿も、楽しそ

うで生き生きとしていまし

たし、私たちのアドバイス

にも真剣に耳を傾けてくれ

ました。和菓子甲子園は高

インが復旧して

多くのライフラ

り、その直後、

地域が数多くあ

害を受けられた

により甚大な被

年７月豪雨

は、この度の平

にした作品、香川県にしか

のレトロな電車をモチーフ

り、見慣れた名所や、琴電

い地元の食材を使用した

ど普段和菓子には使用しな

やオリーブ、しょうゆ豆な

川県の応募作品は、うどん

菓子」ということから、香

ーマ「わが町自慢の創作和

されました。今年作品のテ

お菓子作りを経験している

ブ活動か授業で多少なり、

書類をみて、てっきりクラ

ての訪問でした。審査の時

ドバイスと、ご挨拶をかね

た。作品の製作に関するア

んと美濃さんを訪ねまし

ばれた高松東高校の山口さ

ロック代表の１チームに選

７月

りました。

わり、自然と審査に熱が入

甲子園の募集があることを

知り、驚きました。和菓子

験ゼロであるということを

の初心者で和菓子作りの経

お話を伺ったところ、全く

ではなく、どこの家庭にで

ている道具は製菓用のもの

てくれていたのです。使っ

こから１から考えて応募し

知ってから興味を持ち、そ

けない熱い戦いを。出場全

の異常なまでの暑い夏に負

校生にお菓子を作る喜びと

いない中開催さ

ない食文化であるあん餅雑

生徒さんかな、と思ってい

高松東高校 訪問
日、高松市の玉藻

18

７月

全国和菓子甲子園

公園にある国の重要文化
た。中・四国ブロック内で

頑張れ高校生

回全

財、披雲閣にて、第

れた大会に出席

煮を取り入れた作品など、

たのですが、担当の先生に

チームの健闘を祈る。

感じました。決勝では、こ

ていることに感動と驚きを

さにそのとおりの事がおき

展を目的としています。ま

の歯止めと和菓子文化の発

らい、若年層の和菓子離れ

り和菓子に関心を持っても

感動を得てもらうことによ

してくださった

見た目や作品名から随所に

成

部員の皆様に

香川県が感じられました。

日に、中・四国ブ

は、心より感謝

72

申し上げます。

部副会長・大内雅生

香川県菓子工業組合青年

18

19

30

11

中・四国ブロック書類審査の様子

高校訪問の様子
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（５） 平成30年８月15日

藩祖前田利家公しのび

て、ご命日である４月

（旧暦閏３月３日）の例祭
で認定された賞で、技術に

工賞とは金沢市食文化条例

氏（石川県菓子工業組合前

代 表 取 締 役 社 長 ）、 小 出 進

髙木慎司氏（㈱菓匠髙木屋

で参拝者に振る舞われまし

子は拝殿に設けられた茶席

また、当日奉納された菓

た老夫婦は「生活の中に溶

たまたま観光に訪れてい

沢人気質の一端に触れる事

藩祖前田利家公に対する金

けこんだ金沢の菓子文化と

れていました。

ま し た。」 と 一 服 を 堪 能 さ

が出来て良い思い出が出来

長・諸江隆

理事・事業企画委員会委員

石川県菓子工業組合常務

た。

に合わせて毎年献菓を行っ

理事長・㈱柴舟小出代表取

社の

を使った、香り高いレモン

活かした、レモン果皮のみ

と食べれる、という特徴を

こで、国産レモンは果皮ご

増やそうか、と考えるとこ

品の味のバリエーションを

ったお菓子を作ろうか、商

菓子屋なら、他の柑橘を使

めました。ここで、普通の

ど、売上に陰りが見えはじ

たのです。

群を次々と生み出していっ

屋さんの領域を超える商品

共同開発するなど、ケーキ

皮部分を利用したビールを

最近では７月豪雨の影響

地元のレモンを一から切

ケーキを作り上げました。

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

優れた菓子職人を認定・顕
日に
締 役 社 長 ）、 諸 江 吉 太 郎 氏

彰しています。

本年は４月
当日の献茶・献菓式では

会長）の３氏が玉串を奉典

（㈱落雁諸江屋代表取締役

風会の西田香洋総師範の献

同時に皇風煎茶禮式石川弘

ています。

お菓子が奉納され、石川県
菓子工業組合より組合員
名が参拝させて頂きまし

生ケーキをやめた、
島のケーキ屋さん、

島ごころ

日

内の菓子店では初めて高速

レモンケーキでしたが、島

レモンケーキはレモン果

う！」という方向性を選択。

い、 レ モ ン を 突 き つ め よ

っと自分たちにしかできな

減少を最小限に食いとどめ

たこれらの商品群が売上の

れましたが、新しく開発し

間の製造停止を余儀なくさ

を受け、断水によって

道路ＳＡや、広島駅、地元

皮しか使わないので、果肉

ろですが、島ごころは、
「も

百貨店にも卸すようにな

り分ける、手間ひまかかる

り、広島県内では国産レモ

ケーキ屋さんの化粧品って何？？
えっ？ケーキ屋さんがサイダー？
なんで？ケーキ屋さんがビール？

開 業 し た 当 初 は、「 神 戸

日現

のおいしいお菓子を地元瀬

戸田の人に味わってもらい

モンケーキの生産を増やす

われるように。絶好調なレ

ンケーキのパイオニアと言

発生する湯気を蒸留して、

モンジャムを作る工程から

を搾って果汁をつくり、レ

す。この記事を読んで、ぜ

の応援を必要としていま

響が最も厳しく、皆様から

在は、観光客激減による影

てくれました。７月

％のシェ

広島県尾道市瀬戸田町。
日本のレモンの

たい」との想いで、ロール

香料であるエッセンシャル

ャルオイルを使ったハンド

原料を活かし、エッセンシ

自社で作り出したレモン

広島県菓子工業組合青年

応援よろしくお願いします。

なります。皆さま、どうぞ

て頂けると、とても励みに

日

祀る金沢市の尾山神社に

菓子と茶を奉げる

石川県菓子工業組合金沢
支部では藩祖前田利家公を

し、金沢の菓子業界の発展
を祈願しました。

名の社中の

茶も行われ、
皆様とともにお茶が献上さ

年金

れました。式

た。献菓式では平成
沢市菓子名工賞を受賞した

奏上し、奉納

株式会社加藤晧陽堂代表取

者を代表して

では加藤治樹

「 大 輪 の 菊 」、「 あ や め 」、

石川県菓子工

締役社長の加藤晴彦氏が直

特別名勝兼六園をイメージ

業組合理事長

宮司が祝詞を

した「園の道」の３種を献

垂・烏帽子姿で上生菓子の

上しました。金沢市菓子名

ケーキやプリン、シューク

ために、当初作っていたロ

ひ応援してみたい、という

アを誇る、日本一のレモン

島ごころはこの島に２０

リームなどを売り出したも

方はインターネットで「島

産地です。

０８年、夫婦２人で開業し

オイルを抽出するなど、菓

ごころ」と検索の上、ネッ

子屋の範囲を超えた発想で

新商品にチャレンジしまし

ールケーキなどの生菓子を

本の生産体制

すべて生産中止し、ほぼレ

モンケーキ

のの、ほとんど売れません

そこでお客様に言われ

でした。

屋さんでした。
オーナーシェフの奥本隆

トショッピングでお買物し

た矢先、大小問わず、各メ

クリーム、レモン果汁を使

順調に売上を伸ばしてい

ーカーがこぞって国産レモ

にしていきました。

ン 商 品 を 市 場 に 投 入。「 レ

た、痛烈な一言「瀬戸田の

品を持って行ってさしあげ

もの、使ってくれないと、

と言っていただいた時はあ

三は神戸で８年間洋菓子の

勉強しました。たくさんの

修行をし、地元・瀬戸田町

桐生インターより二十分程

ったサイダー、さらには、

み や げ に も な ら ん で 」。 そ

昭和六年九月に創業し、昭

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

モンケーキはもういいよ」

金井製菓所のお菓子

部・山本副会長

たり、お客様目線でショー

地域密着した和菓子を受け継いで

レモンケーキに使わない果

りしています。このように

レモン果汁を使ったサイダー

レモンの果皮部分を利用したビール

という取引先の声もあるな
甘納豆が主力商品となっ

人と人との出会いを大切に

自社で作り出したレモン原料の製品

ケースの中の配置を変えた
い仲間ができました。いわ

ていますが、今はどら焼き

した商売を私は続けていき

ります。
ここで私の紹介をちょこ

ば私の基盤となった場所で

たいと思います。

じ志をもったかけがえのな

っと。高校卒業後、東京製

にも力をいれています。バ

した。

豆の製造販売を拡大するた

ターどら焼きやカスタード

㈲金井製菓所

当時主力商品である甘納
しております。又、ゆるき

す。

㈲金井製菓所

私の会社がある群馬県は

菓学校の和菓子科で二年間

その後初代社長が他界

め、北関東自動車道・太田

コンビニエンスストアや

ゃらグランプリではぐんま

どら焼きといった一風変わ

大型商業施設が多くなる

毎年元日ニューイヤー駅伝

し、すぐに地元群馬へ戻り

ったどら焼きも作っていま

中、地方の商店はどんどん

ちゃんが全国第一位になり

今の仕事を始めました。専

す。意外と好評なんですよ。

少なくなってしまいます。

ました。
当社は埼玉県熊谷市にて

門学校を卒業しただけで修

気温や湿度によって作り方

そんななかで生き残ってい

のテレビ中継を行っていま

は地元ＳＵＢＡＲＵが出場

行もしていなかったので、

を変えています。ちょっと

されるようなお店を作らな

和菓子を作ってお客様に喜

ければなりません。さぁ、

くためにはお客様皆様に愛
店舗が大通りから奥に入

今日も心をこめて元気に和

した私のこだわりです。

った裏通りにあるので、リ

菓子を作ります。

安はありました。しかし、
専門学校や商工会議所青年

ピーターのお客様を増やす

井光司

群馬県菓子工業組合・金

方向で、地元に密着したお

す。買いに来ていただいた

部の仲間からのアドバイス

お客様に対しては車まで商

をいただき、少しずつ自信

お客様から「甘納豆柔ら

菓子作りに取り組んでいま

か く て お い し か っ た よ。」

がついてきました。

んでいただけるかどうか不

す。折り返し地点の太田市

となりました。

りがたく感謝の気持ちにな

にＵターンして開業。

た。

た、ごくごく普通のケーキ

23

知識と技術を培い、共に同

代表者による玉串奉典

1

11

献菓する加藤晴彦氏

13

島
広

20
29

のところに店舗を移転しま

献茶と献菓の様子

25

12

26

和二十九年七月に法人会社

27

川
石
馬
群

平成30年８月15日 （６）
（毎月 15 日発行）
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第953号

り︑お花見スポットが各地

るりと一周した形状にあ

城下町の地区を新町川がぐ

る４月７日︒かつての徳島

開催したのは桜の舞い散

がらお花見スポットをゆら

語り部のお話に耳を傾けな

遊山箱を楽しみ︑同乗した

いろや春の和菓子を詰めた

敷を敷き︑乗船者は阿波う

だきました︒船に机とお座

この度屋形船をご提供いた

力をお借りし︑お弟子さん

ーブルコーディネートのお

存協会主宰島内陽子氏のテ

されました︒遊山箱文化保

子店の春限定和菓子も販売

の阿波ういろや様々な和菓

船着場周辺には蒸したて

もまた桜の季節にこのよう

ベントとなりました︒来年

を目にも舌にも美味しいイ

な日本ならではの和の風景

継承につながればと思いま

皮切りに徳島・和の文化の

により︑和菓子・遊山箱を

なイベントを継続すること

子

子屋の仕事委員長・吉田恵

徳島県菓子工業組合・菓

厄よけ・招福

和菓子教室を開催
を
願い

成させた︒最初の緊張感も

ートで販売棚を飾っていた

日︑成田市上町のなごみの

和菓子の日を前に６月

切り製の上生菓子﹁薔薇﹂

じょう︶まんじゅうと煉り

がら談笑する場面がみられ

どうしが互いの作品を見な

みの米屋お菓子工房の職人

をつくった︒講師は︑なご

者のひとりは﹁和菓子は好

菓子教室を終えて︑参加

た︒冒頭山崎さんから︑﹁和

初めてだが︑職人の手さば

きでよく食べる︒作るのは

た︒

︶が務め
文化に親しみをもってもら

日に︑

名の

る︑なごみの米屋の恒例行

まり︑今年で６回目を数え

た後︑菓子づくりに入った︒

て菓子を食べた風習を話し

安時代から江戸時代にかけ

たり︑健康と招福を願い平

疫病除けなどで菓子を供え

た︒家族と厄除け招福を願

通りにできてうれしかっ

しかったけれど自分の思う

った︒﹂と感想を述べ︑﹁難

きがすばらしく︑勉強にな

要望がありましたので紹介

どんなお店か知りたいとの

無名に近い同店ですが是非

大臣賞を受賞されました︒

子学校に進み︑ＴＶチャン

子を見たのがきっかけで菓

校卒業前にテレビで工芸菓

常日頃思っていました︒高

何かの職人業に就きたいと

人業が多いことから自分も

が地元熊谷市民に愛されて

した︒これからは自分の店

がついてから独立開業しま

分の仕事に納得出来る自信

熱が徐々に戻り︑自分で自

心を思い返して菓子への情

ました︒遊山箱と共に様々

ています︒夏は粒餡に甘夏

に変わり餡どら焼きを作っ

の粒餡ともう一種季節ごと

値を上げてみました︒定番

ープルシロップを足し甘味

れています︒皮の配合にメ

子づくりの体験をした︒当

労しながらも２時間かけて

工の施し方を伝授され︑苦

目を上品にする生地への細

上手に餡を包むコツや見た

者であったが︑あらためて

面持ちで見入っていた参加

職人の手さばきに緊張した

くりに挑戦する人も多く︑

待を寄せていた︒

後の和菓子文化の普及に期

もらえればうれしい﹂と今

化の和菓子を身近に感じて

山 崎 祐 実 さ ん は︑﹁ 日 本 文

いた︒また︑講師を務めた

和裁店から和菓子店に転業
熊谷市和菓子処かんだ和彩

︱菓子の世界に入ったき

せて頂けました︒その後創

﹃菓匠白妙﹄で５年修行さ

ピオンにもなった千葉県

は関東の四玉で無く関西風

現在一番売れている商品

ます︒﹂

くれれば良いなと思ってい

り餡どら焼きが１４０円と

どら焼きが１２０円︑変わ

をサンドしています︒粒餡

秋は林檎餡・冬はさつま芋

を挟んで甘夏餡どら焼き︒

羊羹と蕨餅が通年通して二

３５０円で用意しました︒

たく一人前を小箱に入れて

餅も手土産用に買って頂き

宮内智

全菓連斡旋図書

■日本菓子教育センター編集・発行

す︒

に点在しています︒普段新

だきました︒普段の販売と

米屋總本店で﹁和菓子の日

この菓子教室は︑和菓子の

山崎祐実さん︵

当日は草月流徳島支部に

菓子の日﹂の６月

応えがあり︑表千家による

事となった︒今年は

っ て 食 べ た い︒﹂ と 話 し て

します︒お話を神田店主に

っかけから教えてくださ

業２年目だった京都の菓子

に五玉にした串団子です︒

し て 独 立 開 業 し ま し た︒﹂

番人気です︒職人歴の長か

まだまだ拙いお店ですが︑

送料は実費。
県菓子工業組合までは
全菓連負担。

遊山箱︑和菓子︑屋形船

徳島県菓子工業組合で

町川を守る会により周遊船

お花見 イ ベ ン ト 開 催

徳島には古くから春に遊
は︑この徳島ならではの文

まんじゅうと上生菓子を完

化を絶やさず次世代へと伝



山箱という小さな３段重ね

時間が経つにつれ和やかな

立ち上げられた遊山箱文化

は異なるとても美しい売り

お菓子教室﹂を開催した︒

達による美しいコーディネ

のお弁当箱に巻き寿司やう
りゆらりと周遊しました︒

保存協会︑屋形船を提供し

場となりました︒各々の店

に乗ることができますが︑

けするという風習がありま

てくださる新町川を守る会

舗で販売する際にもとても

えていきたいという想いで

した︒

と共同開催として﹁遊山箱

雰囲気になり最後の頃に

春の農業の始まりの時期

×阿波ういろお花見イベン

いろを詰めて野山にお出か

成田なごみの米屋總本店

を控えて田んぼの神様をお

勉強になったのではないで

日にちなんで︑日本の伝統

は︑あちらこちらで参加者

迎えするお祭りだったと伝
ト﹂を開催いたしました︒

日は︑黒糖を使う嘉祥︵か

えられています︒
しょうか︒

おうと無料で企画された︒

お呈茶席も設けられ︑その

応募があり︑抽選の結果︑

教室では︑初めて和菓子づ

年に始

場で購入した和菓子や遊山

名が︑菓

この企画は平成

箱セットとともにお茶を楽

午前

聞きました︒

名︑午後
しむ方々も多く見受けられ

は創業二年半と大変若い店

い︒︱﹁生まれも育ちも熊

年やり︑平成



ですが︑全菓博伊勢で外務

谷市ですが地元の高校には

店で職人を

︱菓子業界内で見ると比較

った店主によると菓子の技

店主となっても菓子職人で

千葉県菓子工業組合委・

今回は熊谷市のかんだ和

迫力のある生け花も大変見

より背丈以上もある華麗な

25

16

彩さんを紹介します︒同店

行かず︑全国でも珍しい総

慣れないシステムに憧れて

的年齢が行ってからの独立

術は盗み盗まれるのを防ぐ

ある事にこだわり続けたい

ゆくゆくは看板商品に育っ

生徒数２︐４００人のマン

開業と思われますが︱﹁

物とだけ教わり続けてきた

てくれればとの事です︒蕨

モス校県立伊奈学園総合高

歳位の時大変なスランプに

そうですが︑自店を持って

次いで日本一暑い熊谷市に

校に越境入学しました︒元

陥り仕事が手に付かず人間

との事です︒

あっては冷やして食べる水

来が皆と同じに画一的な行

関係も上手く行かず何をや

埼玉県菓子工業組合副理

歳で菓子店と

動をとるのが嫌いな性格な

自分独自の自分らしい菓子

事長兼専務理事・中島祥夫

月に

のでサラリーマンには絶対

っても駄目で菓子の世界を

の研究も始めました︒第一

年

なりたくないと思っていま

弾としてどら焼きに力を入

定価：3,500円（税別）

定価：3,050円（税別）

定価：1,429円（税別）

90

24
15

諦めようと思った時期があ

和菓子の日 お菓子教室

玉

決定版 和菓子教本

15

葉
千
15

りました︒ある時ふっと初

合選択制の普通科高校と耳

37 11
した︒家業が和裁店であり

11

洋菓子教本
～ Les Bases de la Pâtisserie ～

定価：3,250円（税別）

27
親戚も床屋や欄間職人等職

30

製菓衛生師・菓子製造技能検定
受験練習問題と解答

春限定和菓子の販売棚

島
徳
埼

お申込みは
各県菓子工業組合へ

製菓衛生師全書
～和洋菓子・パンのすべて～

遊山箱
「甘夏餡どら焼き」と「わらび餅」

第953号
聞 （平成元年２月９日
第三種郵便物認可）
新
業
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工
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（７） 平成30年８月15日

日︵水︶〜

日︵金︶に東京ビッグサ

樓總本鋪・副社長︶を講師に迎え﹁江戸の菓子文化を

・無着色のフルーツキャン

てこない︒従って︑無香料

次の世に﹂をテーマに講演を行いました︒
先月号より続く︒

榮太樓飴

その②

本 鋪 よ り︑〝 あ め や え い た

作っている︒それくらいし

ーツフリーズドライ原料を

自分たちオリジナルのフル

た︒飴は水分を嫌うので︑

にして飴に入れている︒正

ごと全部加工し︑パウダー

ものだけを使い︑それを丸

国産の原料で︑安心安全な

く︑使いにくい︒私たちは

ものだと防腐剤などが怖

だいている︒

セプトを打ち出させていた

ーワンなんだ︑というコン

着色︑これが世界のオンリ

た︒榮太樓飴は無香料・無

せているからこそ実現でき

うな小箱に入れ︑スイート

ューブに入れ︑化粧品のよ

性が使うリップグロスのチ

ロップ状になる︒それを女

あげると︑トロッとしたシ

詰め︑水分が抜けきる前に

スイートリップ

ないと無香料・無着色の飴

直飴としてはとんでもない

フルーツキャンディ

ろう〟というブランドのほ

うがご存じかもしれない︒

今︑新宿伊勢丹と銀座三越

に２店舗出しており︑いわ

ゆるＳＮＳ受け︑インスタ

映えするお菓子ナンバーワ

ンと言われている︒飴はき

れいで︑宝石のようにキラ

キラしている︒飴を宝石の

ように売りたいという思い

が︑福岡県産のあまおうが︑

はできない︒柑橘類は中の

原価だが︑最高級品として

ディはできないと思ってい

一番香りが高かったので採

果汁より︑果皮に香りがあ

フルーツキャンディも６

から︑このブランドができ

た︒とことん飴にこだわり︑

は︑私たちしかないと思う︒

用した︒飴にしてしまうの

広島県産の大長レモン︑愛

る︒そこが欲しいのだが︑

少し高めにお値段をつけさ

的なものでも見せ方の切り

た︒どうしても作りたかっ

なぜなら︑普通に買える原

で︑砂糖で甘みはいくらで

媛県産の温州みかん︑青森

皮を召し上がるのに︑輸入

子袋があって︑飴やかりん

口を変えることで新しい商

たため︑原料︑産地︑摘果

料を使ってもフルーツの味

も付けられる︒欲しいのは

県産の王林りんご︑いろい

マルキ・ド・テルムという

とう︑おせんべい︑豆菓子

次号に続く︒

売に繋がっていく︒

〜７年前に開発した︒確証

を表現することは出来な

酸味やえぐみ︑香り︑色と

ろな果物を何十種類も試し

ワイナリーさんとタイアッ

〝にほんばしえいたろう〟

といろいろなものが入って

はないが︑世界中で無香料

い︒例えばストロベリーの

いう果物としての特徴であ

紙︑フィルム状の飴もあ

プし︑超高級ボンボンも作

は恵比寿と川崎のアトレな

いる︒どれを買っても２０

深掘りした︒銅釜で飴を煮

パウダーも流通している

る︒福岡県産のあまおうに

る︒なめるというよりも口

ってみた︒ウィスキーボン

ど︑百貨店ではないが︑日

時期にこだわり︑いちごを

が︑飴にどんなにたくさん

も用意している︒お客様に

に入れていただき︑上あご

ボンという懐かしいお菓子

本全国の駅ビルや高品質ス

・無着色のフルーツキャン

入れても︑なかなか味がし

飴でメッセージを組んでも

にはりつけると一瞬で溶け

を進化させてみたものであ

種類くらい試作してみた

〝羽一衣︵はねひとえ︶〟

らう︒パッケージも︑切手

てしまうという︑香りを楽

る︒

ディを作っているメーカー

という商品は︑かたい飴で

を貼ってそのまま投かんし

しんでいただく飴である︒

インのタグが付いているの

を売るところに︑納めてい

ーパーなど少し高級なもの

０円で︑かわいらしいデザ

たらうれしい︒一昨年発売

もらいたいので︑雑貨と和

と和菓子を気軽に楽しんで

ある︒次世代の方にももっ

つけたところ代表商品に育

抵抗のある場合はあると思

で︑ついつい１個２個と手

最近ヒットしたのは︑実

るブランドである︒和菓子

したが︑アメリカの経済誌

菓子を掛け合わせたような

っていった︒

う︒このため︑とにかく明

が出てしまう︒商品は伝統

若い女性の方は榮太樓總

種類くらいの菓

在する歴史的なダイヤモン

るくし︑

ドをかたどったキラキラし

屋はどうしても年齢層が高

歳より上が中心である︒し

ウォールストリートジャー

カジュアルなブランドを作

リップというネーミングを

はなく︑中に空気の層が入

ていただける︒法人様に何

今年の春の新商品として

あめやえいたろう

っており︑さくさく︑ぱり

百セットとか︑結婚式のプ

て美しい飴だ︒食べるとい

い︒榮太樓總本鋪に来てい

にほんばしえい
たろう

ぱりしたウエハースのよう

チギフトに使われる方が多

ネット限定の販売だが︑

うことよりも︑飾るアート

ただくお客様の購買層も
してホワイトデーに男性か

かし〝あめやえいたろう〟

ナルに掲載され︑００７の

った︒老舗和菓子やのれん

にほんばしえいたろうのお菓子

50
な飴である︒ダイヤの形に

ら女性に送る︒そういうシ

代の女性向けで

は

映画のタイトルをパロった

が重苦しく︑店に入るのに

代︑

ーンを演出することができ

50
﹁ダイヤモンドは永遠では

30
ない﹂という記事になった︒

20

な食感がある︒

ＡからＺまでと絵文字の飴

絵文字の飴

紙・フィルム状の飴

は︑フランスのシャトー・

細田 将己 氏（株式会社榮太樓總本鋪・副社長）

い︒

江戸の菓子文化を次の世に

日本食糧新聞社︑協同組合全日本洋菓子工業会は
２０１８年４月
11

回デザート・スイーツ＆ベーカリー展を

15

開催しました︒同展では細田将己氏︵株式会社榮太

イトで第

13
10

平成30年８月15日 （８）
（毎月 15 日発行）

聞
新
業
工
子
菓
（第三種郵便物認可）

第953号

日︵金︶に東京ビッ

日本食糧新聞社︑協同組合全日本洋菓子工業会は
日︵水︶〜

回デザート・スイーツ＆ベーカリー

２０１８年４月
グサイトで第

カルチェ・ラタン︶を講師に迎え﹁魅力ある

展を開催しました︒同展では冨田大介氏︵パティス
リー
パティスリーにするために﹂をテーマに講演を行い

実家がケーキ屋だったの
で︑スムーズな流れとして
は︑ケーキの道に進む選択
もあったのですが︑大学に
決め︑美術大学に進学しま

年間働

その後︑東京の有名

した︒
山根
なパティスリーで

した︒私は４年前︑実家に

・ラタンという店を始めま

冨田

れましたね︒

スイーツの世界大会に出ら

けですが︑東京にいた時に︑

かれ︑名古屋に戻られたわ

戻りまして︑店を動かすよ

田大介シェフに来ていただ

カルチェ・ラタンから︑冨

山根

ィシェになるつもりはなか

そうですね︒最初は︑パテ

代は美術を専攻されていた

濃いと思いますが︑学生時

山根

を選びました︒父親も菓子

の後︑卒業する時にこの道

ったので専攻しました︒そ

造形物を学ぶことが好きだ

大学を選んだのではなく︑

いう気持ちがあって︑美術

菓子屋になりたいと

うになりました︒

ました︒聞き手は山根証氏︵㈱ツジキカイ代表取締
役社長︶が務めました︒

クープドュモン
ド日本代表にな
るまで

きました︒最初にパティシ

ったのですか︒

お父さんの影響は色

ェになるきっかけを伺いた

本日は名古屋にある

いと思います︒カルチェ・

その①

代表として本選に行くこと

位になった人だけが︑日本

ョンがあります︒そこで１

クールで︑日本でセレクシ

飴細工の助手をしていた人

こう﹂と誓い合いました︒

手になって︑世界大会に行

ちと﹁いつか僕らで代表選

付いた私と同じ世代の人た

当でした︒その時︑助手に

ると思いましたか︒

をして︑終わった時は行け

て︑７時間に及ぶ作品作り

山根

臨みました︒

てやろう﹂という気持ちで

年間準備して﹁絶対に行っ

名前を呼ばれない限り決定

維持しなければいけない︒

た２年間モチベーションを

り︑もしだめだったら︑ま

ち続けることの難しさがあ

です︒何年も高い目標を持

持ち続けることが大変なん

冨田

そして︑表彰式で名前が呼

ましたが半信半疑でした︒

ではないので︑自信はあり

ンクールの場で実物を見た

子で作れることを知り︑コ

られるはずでしたが︒

ば︑２０１１年の大会に出

山根

の予選に挑戦しました︒

山根

す︒

冨田

出られたのが？

ですが︑３つの部門のうち

を組んで世界大会に出るの

山根

これで︑ついに憧れだった

らい︑総合優勝できました︒

コンクールに出場させても

が︑その前にもフランスの

会に出る予定だったのです

きました︒２０１１年の大

に従って︑のめり込んでい

を始めました︒やっていく

も出しました︒ただ︑表彰

を作ったし︑食べるケーキ

う﹂と思って︑全部の作品

ているし﹁絶対におれだろ

最中はテンションも上がっ

時間しました︒やっている

て︑実際に本番はそこで７

さながらの練習を何度もし

ました︒７時間通しの本番

です︒ずっとクープドゥモ

大会で総合優勝しての挑戦

になって︑フランスの個人

それなりの結果が出るよう

ンクールから積んで行き︑

国内のいろいろな小さいコ

約

大会に出たいと決めてから

ばれました︒２００３年︑

冨田大介さん

ができます︒私は残念なが

は︑飴でスペシャリストに

い思いをしたので︑２回目

実際︑予選に出られ

位でも行けないこ

ら２位でした︒２位でも３

なる︒氷細工の人は氷のス

の予選はすごく準備してい

位でも

ペシャリストになる︒その

時は﹁これはすごい﹂と思

冨田

が得意だったのですか︒

お菓子のオリンピック︑ク

１回目に本当に悔し

とに変わりはないので︑悔

流れで︑私はチョコレート

いました︒もともと美大出

た︒

は︑飴細工でした︒きらき

冨田

残念ながら２位でし

最初から︑その部門

世界大会に初挑戦されたの

るクープドゥモンドという

山根

とにフランスで開催されま

クみたいな大会で︑２年ご

冨田

が２００３年︑世界大会に

ろが︑私の師匠に当たる方

その練習をしました︒とこ

ら光ったものが魅力的で︑

の予選が行われるので︑２

２年後の２０１２年に日本

位でした︒悔しくて︑次は

思い︑挑戦したのですが２

ープドゥモンドに行けると

ージはありましたが︑構想

冨田

それだけモチベーションを

でした︒大きな大会なので︑

らないので︑複雑な気持ち

は︑自分が選ばれるか分か

式で名前が呼ばれるまで

わり︑石も自分で見て選ん

山根

もらいました︒

い︑大きな声で叫びました︒

館が揺れたかというくら

かったです︒フランス大使

たので︑決まった時は嬉し

ンドを目指して勉強してき

最初に練習したの

た時は︑菓子屋は菓子を作

す︒ カ国が参加しますが︑

かりしようとロゴやパッケ

も含めて実際に形にするこ

でも︑最初から２位

３人の選手でチーム

しかったです︒

なので︑お菓子という素材

山根

年間︑それを目指して

を使ってどんなものができ

を取られたんですね︒

そこで１位になれ

るのか︑ぜひ自分の造形に

チョコレート部門で

したいと思いました︒

るだけの仕事だと思ってい

は？

出ており︑チョコレート担

ージを一新しました︒３年

私の祖父はパン屋を

日本代表になりまし

お菓子のオリンピッ

の最後でこの道に入ろうと

時︑すぐこの道に入るのか︑ ので︑影響が大きく︑最後

ました︒しかし︑専門誌を

その日本代表を決めるコン

らい︑納得してもらわない

目に建物です︒自分のやり

フランスで開催され

それとも専門学校に行くの
決めたので︑遅めのスター

見て︑造形的なものもお菓

変さはあります︒

と誰も言うことを聞いてく

屋の仕事をずっとしていた

冨田

冨田
か︑進学するのか︒いろい
トでした︒この世界に入っ

上れない︒全身が痛かった︒ 係もあるし﹁メンバーがこ

れません︒

れた店ですね︒

しておりまして︑それから
ろな選択肢を考えました︒

眠時間は何年も３時間くら

山根

そういうリスクペクトと信

うライバル心もあります︒

のは昨年７月です︒会社に

冨田

のですね︒

私が全部変えてしまうと全

けてくださっているので︑

客様が気に入って︑買い続

また︑既存のお菓子はお

て︑親父に納得してもらい

のやりたい店を打ち出し

を出し︑３年間たって自分

いので︑数字の面でも結果

経営もしなければいけな

たい店に建て替えました︒

任せて店を建てることは︑

冨田

は︑生かされましたか︒

山根

間です︒一気にやりました︒

とを詰めていったのは１年

こういう場所に使ってく

い︑目を全部見て﹁ここの

部石をスライスしてもら

するところまで行って︑全

冨田

だと聞いていますが︒

実際︑社長になって

間に

頼が共存しています︒

くのエゴになります︒最初

２０１０年に︑日本

寝る時間がないんじ

からは︑１年たっていない

すごく意味がありました︒

戻ったのは３年前で︑最初

の１年目はお菓子のライン

れ﹂︑﹁ここの部分は目がき

冨田

１９７６年に父がカルチェ

山根

れだけ頑張っているから︑

るものが形にできないこと

しかも︑１人ではなくて︑

に考えたことは︑人が言う

れいに入っていないから︑

ぼんやりとしたイメ

山根

おれも頑張らなきゃ﹂とい

冨田

のほうが辛いので︑物が作

仲間と一緒に作り上げるス

ことを聞くか聞かないか

したくなかったんです︒デ

使わないでくれ﹂など全部

色にも素材にもこだ
時

それくらい集中していたと

とは︑見た目もがっちして

れるようになるなら︑睡眠

テージなので︑いい時間が

ザイナーの人が︑かっこい

指示しました︒

が本番です︒

はコンクールでいい結果が

普段のお仕事もある

山根

年かけていたので︑

いるほうですが︑睡眠もあ

を削っても問題なくモチベ

過ごせました︒１人ででき

ました︒私は親父を尊敬し

いと思うものができてしま

約１年後︑フランス

冨田

まりとらなくても大丈夫だ

ーションを保てました︒

ナップは変えませんでした

ているので︑私自身が誰よ

うと考えました︒主役にな

その後︑名古屋に戻

山根

上げる人もいれば︑私みた

す︒一からケーキ屋を立ち

年以上続いているケーキ

さんいます︒経営としては

もありますが︑職人もたく

ました︒息子としての立場

改革です︒１年間かけて︑

した︒あとはチームの意識

も出して︑統一感を整えま

た︒自分の出したいお菓子

成を変えるなどをしまし

ンスはそのままに︑少し構

山根

店の建て替えは大き

タイミングでと考えました︒

ても建て直しするし︑この

はなくなりました︒店とし

人間が変わったので︑退路

変わりました︒責任を取る

してもらってから︑代表を

て︑建築に出して形にして

で︑自分でデッサンを書い

コーディネートという意味

ザインしました︒トータル

ために︑建物から自分でデ

になるので︑統一感を持つ

ィスプレイしていくのは私

菓子です︒そこに商品をデ

らなければいけないのはお

次号に続く︒

る︑と感じました︒

ってきた経験で出来上が

で︑出会った人や自分の培

テージを作りたかったの

ら積み上げてきたもののス

冨田

う感じていますか︒

山根

自分はデザイナーに

セミナーをしていただいて

いに既に店がある状態で︑

屋に︑経験を積んで戻って

なことですが︑何年も前か

いろいろな人が将来

いますが︑とてもチームワ

います︒先ずは１年目に自

私がこれからしていきたい

ら考えていましたか︒

その３人の方に毎年

ークがいいと思います︒

んいて︑そこに戻って来て

ものを伝えました︒２年目

時間で

続けたことはありますか︒

冨田

店をする︒引き継ぐ大変さ

分が一番仕事し︑技術を見

は︑店のコンセプトをしっ

大理石も原石を輸入

のリヨンで行われる大会に

ということです︒ケーキ屋

山根

は︑その人のことを認めて

が︑２年目はそれをブラッ

りも引き継ぐことを重く感
はありますか︒

大学で学んだこと

日本代表として３人で３部

である以上︑お菓子をおい

山根

いるか︑認めていないかに

じています︒だから︑納得
冨田

は︑パティシェの本分では

無いですよね︒僕もそれま

の人︑私はちょうど真ん中

せました︒いくら口で言っ

会社の代表になった

門の代表となりました︒そ

しく作る︑お菓子に触れ合

ることは限界があるので︑

られましたね︒

インを変えたり︑味のバラ

なると思います︒私の場合︑ シュアップしました︒デザ

出ました︑でも食べたら全

店を立て替える
にあたって

の人たちと１年間トレーニ

から５年前の話になります

仲間が集まった時にでき

１人で店に乗り込んでいき

然おいしくないというの

ないと思います︒お菓子の

で一度も無かったです︒朝

です︒チームといっても︑

はあります︒どこか大きな

ても︑自分が動いて見ても

本大会は

なか︑どう練習するのです

冨田

基礎の部分から︑全て手作

から夜まで本当に集中し続

店にシェフとして行くこと

か︒

が代表選手に選ばれていま

業で作ることを学びたかっ

けていたら︑終わった後︑

それぞれ得意不得意があ

も同じですが︑そこでの大

この世界に入ってか

でき上がった店はど

す︒自分の店を持っている

たので︑そういう店にいま

り︑お互いこういう時間を

時間︑集中し

人︑雇われている人︑大き

した︒仕事はボリュームが

全身筋肉痛で立てなかった

過ごしているから︑信頼関

す︒皆さん

な組織の中で働く人︒僕は

です︒トイレに行きたかっ

親父がいて︑職人がたくさ

東京の個人店の２番手とい

あり︑その後のトレーニン

たけれど︑２階にあるので

３歳上の人︑３歳下

う立場だったので︑通常業

グだったので︑必然的に寝

いろいろな立場の人

10

る時間は短かったです︒睡

10

２０１３年のことだ

ングをしました︒そこから
う時間を長く持ちたい︑要

が︑印象に残っていること

冨田

タートですね︒

22
ケーキ屋をすると思いま

10
る︑凄さを表現できました︒

親に感謝しているこ

思います︒でも︑その

冨田 大介 氏（パティスリー カルチェ・ラタン）

いでした︒私は昔から負け

パティスリー にするために

ず嫌いで︑自分の思ってい

魅力ある

ゃないですか︒

私は高校を卒業する

ラタンはお父さんが始めら

50

13

たが︑そこからが本当のス

10

14

11

15

務が終わった後にトレーニ
ングしました︒

40

10
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（９） 平成30年８月15日

全菓連では、全国組合幹部研修会で内田弘守氏

したか。

え「最新のお菓子の製造・販売事情について」を

（株式会社巖邑堂

やすいようにしました。皆

ジを高くして、皆さんが見

尾関：今回は、少しステー

ゃいました。

内田：そのまま食べさせち

テーマに講演を行いました。聞き手は本紙でもお

さん、まじまじとご覧にな

代表取締役社長）を講師に迎

なじみの尾関勇氏（株式会社アンゼン・パックス

生菓子を撮る方が多かった

内田さんの展示してある上

り、動画も撮られています。

代表取締役社長）にお願いしました。

先月号より続く。

のお茶を用意して、楽しん

イメージがあります。試飲

でいただいたというのが実

ＳＮＳでも伺える注目度
アジアでやる時は、ビジュ

その⑤
写真①

写真②

尾関：こういうお話はどう

いったルートで内田さんに

入ってくるわけですか。

内田：私もよく分からない

のですが、いきなりメール

が来て「やりませんか」と

いう話で来ます。

尾関：フランスの羊羹コレ

クションの時と実際の反応

は、何か違いましたか。

内田：一般客ではなくユネ

スコ絡みの政府系の人なん

かが多かったので、お堅い

のは京の歴史とかそういう

アルなど目立つものが欲し

「なぜなぜなぜ」が多いで

尾関：シンガポールの羊羹

けられていたかなと思いま

コレクションでは、名刺交

す。次に、これは何の写真

印象ですね。共通している
尾関：展示で菓子をお持ち

際のところでございまし

になった方は、あまりいな

いという印象です。

出るにあたって、何か一連

換していましたが、何か説

のテーマがあるのでしょう

す。

た。ライターの方の取材も

尾関：和菓子屋さんの歴史

大分来て、現地で一番有名

でしょうか（写真③）。

や文化性が、俳句や詩の一

尾関：内田さんのときには

内田：９月にパリのユネス

つの様な世界に詰まってい

一番人が多く、ぎゅうぎゅ

くて、やはり実演する時に

コ本部で、日本の観光を紹

る話がありましたが、こう

明していたのですか。

はこういうのがあった方が

介するイベントに呼ばれた

いう時に伝えるのが大事で

内田：イタリアンのシェフ
か。

いいですね。それをされて

時の写真です。プロモーシ

な日本人シェフの方が、内

内田：四季の細工物とはさ

いるのが内田さんだけだっ

ョン会社からの誘いがあ

うの状態で写真を撮られ

み（写真②）とをやりまし

たのが流石だなと思いまし

です。何店舗かしているシ

たが、これは日本から持っ

た。プロの方がまじまじと

田さんの話を聞きたいとい

て行くため、水飴を沢山入

らっしゃって。ファンの子

れて日持ちさせるようにし

て、後から見るとＳＮＳに

れています。私が職人に育

異常に上がっていました。
どもも来ていましたね。（写

てようと思っている子で

ェフと名刺交換し、お店に

黒山の人だかりという状態
真①）

来ないかという話をしてい
ます。

内田：今６歳ですけど、小

日に２回でした

でした。デモンストレーシ

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

ョンは

内田弘守氏（株式会社巖邑堂 代表取締役社長）

尾関：どういうところに、

お菓子の製造・販売事情について

興味を持ってくるのでしょ

最新の

で、もう一度、日本と日本

つっぽくというのも悪い話

ころかなと思います。おや

ちんと見せて売っていると

ないところがさすがだなと

れ、ご自身のペースを崩さ

ういう話をお断りになら

ですね。内田さんは大体そ

内田さんを呼ぶという状況

干渉されないといいます

す。家族はとてもいい嫁で、

っている時間が一番多いで

にいて、地元でお菓子を作

のですけど、もちろん日本

本にいるのか」と言われる

内田：私もよく地元で「日

内田：私は部屋が汚くてい

ちらでしょうか。

もともとの性格なのか、ど

意識してされているのか、

きれいだと伺いましたが、

質問：作っているところが

対はないです。

すか。

人に知っていただきたい

ではないのですが、つい日

思いました。それでは、何

り、文化庁が主催だった様

お聞かせいただけますでし

し、外国にもそういう形で

本のお菓子を下に見がちだ

撮っており、現地のマスコ

ょうか。

紹介して行けたらと思って

と思います。こういうとこ

たので、あまりリアリティ

子の方が人気になってしま

内田：私はそんな大手のメ

います。私一人だと海外で

つも怒られています。でも、

す。（笑）

うという。この時は皆さん

ーカーでもないので、そう

は、なかなか和菓子の認知

職場の工場では、従業員に

さい頃からよく知ってお

が日本人なのでお茶を出そ

一人一つずつぐらい召し上

いうところと対抗しても勝

か。でも結果はちゃんと報

「きれいにして、人がいつ

ね。この場では食べないで、

うとなり、月と絡めてお菓

がったのですか。

ち目はないと思っていま

告して、こういうことがあ

うか。

子を作ったら面白いという

内田：そうです。そのまま

か質疑応答をいかがでしょ

ったとか、こんな失敗もし

内田：そう思います。

お話いただきました。写真

持って行ってもらったり、

ろを価値あるものとして、

うか。

です。

真④）

を連想させるお菓子を展示

が高まっていかない気がす

こぞって大富豪の皆さんが

ミ取材も大体内田さんが受

内田：写真家の遠藤湖舟さ

したり、作ったりしました。

るので、皆さんも機会があ

ーはないです。

尾関：直近ではニューヨー

んの、初のニューヨークで

す。売り上げよりもまず、

ればぜひいろいろ出て紹介

尾関：今回シンガポールに

クにまた来てくれというこ

のギャラリーの展示販売の

その場で食べる人もいまし

日本のお菓子の良さや美味

り、出店するたびに来てく

とで行かれたとのですが、

尾関：写真の評判も素晴ら

しさをもう一度日本の人に

作っているのを見るだけで

家を留守にして大丈夫なの
時です。月の写真をメイン

た。

お菓子の良さを日本そして世界に

かなと心配になりますが、

尾関：シンガポールと同じ

の菓子作りで、今の考えを

がします。さて、これから

が、そこがコツの様な感じ

から一生懸命行かれました

いいですよね。最初は自分

向こうから声がかかるのが

来ていただけませんか」と、

「費用渡しますからどうぞ

「ここに出店しませんか」、

さんがお客さんを呼んで

に呼ばれ、そこでまたお客

ベートなレセプションなど

ように、こういったプライ

日本の文化を兼ね備えた形

食べ物であると思うので、

時に文化的な意味を持った

和菓子はお菓子であると同

いと思っています。また、

お菓子を作り続けていきた

菓子より、喜んでもらえる

数字を上げるためだけのお

とだと思っています。単に

自分で出来る、やるべきこ

伝えることが自分の会社と

も伝えていきたい。それを

認識して欲しいし、外国に

イエンドなものとして、き

さらに上に和菓子の方をハ

界も素晴らしいのですが、

コラティエなど洋菓子の世

かつ、チョコレートやショ

そのまま出しており、なお

根底にあるものをちゃんと

ところは、日本の和菓子の

す。内田さんの素晴らしい

尾関：ありがとうございま

います。

将来にも繋がって行くと思

していただけると、今後の

ことに腹立たしさはあり、

子は売れないよと言われた

ある担当者に、日本のお菓

はあります。同じ日本人で

内田：単に、悔しかったの

どういうところでしょうか。

番の腹の底にあった思いは

て海外進出された、その一

のに、その言葉を突き破っ

た方がいいと言われていた

質問：デパートからもやめ

様なものでしょうか。

いて、家族のご理解はどの

田社長は海外を飛び回って

と友達にも言われます。内

「いつ仕事しているんだ」

族から冷たい目で見られ

いに言われ、外に出ると家

いないと社長ではないみた

の社長は、工場で仕事して

人ですが、小さなお菓子屋

質問：私も技術経営者で職

なったのかなと、思います。

今考えるとそれは原動力に

くので、それほど家族の反

る時には、一緒に連れて行

が合えば外国での仕事があ

店に連れて行ったり、休み

低学年の時から、自分の出

中学１年生ですが、小学校

しんでいます。子どもは今

嫁も含め、周りはみんな楽

のでしょうが、うちの家族、

しています。性格にもよる

飯を食べながらするように

ったというのを、家族でご

たし、こんな良いこともあ

かなと思います。

いうのは、あまりしてない

自分が意識してきれいにと

ます。人には言いますけど、

いう面が出てくるとは思い

る様にしているので、そう

いう意識を持って仕事をす

にしています。いつもそう

お客さんから見られるよう

場も、窓を大きく取って、

うちの新しい工場も前の工

よう」とよく言っています。

も見ていると思って片付け

質疑応答

しかったそうですが、お菓

写真④

に展示し、その写真家さん

写真③

こ れ は 何 で し ょ う か。
（写

内田：ヨーロッパ系の人が
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日（金）に東京ビッ

日本食糧新聞社、協同組合全日本洋菓子工業会

日（水）〜

回デザート・スイーツ＆ベーカリ

は２０１８年４月

グサイトで第

ー展を開催しました。同展では南口龍哉氏（リラ

イズコンサルティング株式会社）を講師に迎え「２

０１８年食品メーカーの経営者が知っておくべき

販路拡大・人材採用の事例大公開」をテーマに講

演を行いました。

はなく、本人が気づいてい

いるのでは？」の精神論で

張 っ て い な い 」「 サ ボ っ て

こ こ で 重 要 な の は、「 頑

には、まず売り方・仕組み

人手不足を脱却するため

直す機会にしてもらいたい。

までの売り方や仕組みを見

手不足の今、是非ともこれ

経営者の皆さんには、人

トレンドである。つい、お

いうキーワードが世の中の

手不足の昨今、生産効率と

システムの導入である。人

リスト作り。３つ目は既成

作り。２つ目はやったこと

だきたい。１つ目は基準値

任者に「１人１時間で何件

先で計測前、発送部門の責

また、コンサルティング

る。

も、決めることが重要であ

全く同じ基準値にならずと

ため、繁忙期と閑散期とで

なり、多少効率的にはなる

人は基準値が無いと、全体

だが、問題は閑散期である。

はできている」という誤解

だが、それより「自分たち

を把握してないことも問題

５・５件だった。この数字

◇大切な商品にPL保険をご契約頂くことで『大切なお客様』を守ります◇

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

できる。

ない「１１０時間が存在し

金をかけてしまいがちだ

くらいしていると思います

件数を人数と時間で割って

が一番の問題だ。

「全国菓子工業組合連合会PL保険制度」のご案内

「頑張っている」と言う。

ている」ということだ。空
を変えることが非常に重要

か 」 と 聞 い て み た。 彼 は

しまいがちになり、結果的

「繁忙期までには１人当

１、人手不足から脱却するために、
実践してほしいこと

件をすぐに突破することが

％も上がり目標の７
繁忙期であろうが、閑散期

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

その①

白の１１０時間についてさ

が、これから紹介すること

件くらい」と答えた。

は、あまりお金はかからな

そこで簡単にできる次の

「

となる。

３つのことを実践していた

１つ目の基準値作り。人

には生産性が低下する。是

たり平均

いのでお薦めしたい。

らに調べてみると、結論と
しては「事前準備不足」や
「整理整頓不足」が原因で

時生産性という言葉をご存

非、皆さんの会社でも計測

ず今月の目標は平均７件で

いざ計ってみると１人平均

ダの整理が全然出来ておら

知だろうか。１人あたり１

し実態を把握していただき

いこう」という数値目標を

「無駄な時間」が生じてい

ずファイル検索に多大な時

時間あたりの処理数（件数

たい。

作った。世の中では数字で

たのだ。

間を要していたり、上司に

や売上高、粗利高）である。

繁忙期でも閑散期でも、

伝える事にネガティブなイ

脱却するために、実践して

相談する際、事前連絡も無

ある通販会社の発送業務の

大きく客単価は変わらない

メージを持ちがちだが、そ

ほしいこと。２つ目はネッ

く上司のデスクに行き「忙

班では、発送の人時生産性

ので、１件注文単価に対す

の会社は目標数値を決めた

本日は売り上げアップに

しいから２時に来てくれ」

（１人あたり１時間で発送

る人件費比率が上がってし

向けた販路拡大と、最近の

と言われて、自席に戻る。

した平均件数）で、繁忙期

まい、結果的に収益性が悪

基準値作り

これも無駄な往復だ。こう

と閑散期で２倍の開きがあ

例えばパソコンのフォル

いう見えない無駄が積もり

った。その実態はこうだっ

ト活用で販路拡大している

全ての業務内容と要した時

積もった時間が、１１０時

人手不足の中、どういう人

ことをしていきましょう」

間を分単位で計測を行っ

間近くなっていた。

ＷＥＢ卸やネット通販のコ

と施策とタスクを決める

た。１日８時間で月８日休

だけで、１時間当たり生産

ツについて話したい。

まず、皆さんにお聞きし

が、Ａ社の通販課長は「忙

み、１か月

化する。対策としては、ま

材採用がされているのかを

た い こ と。 そ れ は、「 本 当

しいのでなかなか進められ

た。繁忙期は「３人、８時

お話させていただく。

に人手不足か？」という点

ない」と言う。それをその

しかし現場は「忙しい、

性が

１つ目は、人手不足から

について、今一度、問い直

場合、１か月の所定労働時

ず基準値を作る、ことだ。
ら人を入れてくれ」となる。

件が目標だ。ま

していただきたい。なぜな
まま容認していては何ら改

間で１５０件頑張ろう」と

日稼働とした

ら低い生産性のまま人員が

人手が不足していているか

の通販課長の棚卸しした業

件

間は１７６時間になる。こ

そこで、本人に１か月間、

なるが、閑散期は同じ

善が進まない。

２つ目は「やったことリ

17-T11437
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※このご案内は全国菓子工業組合連合会 PL 保険制度の概要を紹介したものです。
保険の内容はパンフレットをご覧ください。
詳細は契約者である団体の代表者に渡してあります保険約款によりますが、
ご不明な点がございましたら代理店にお尋ねください。

増えても収益性が悪化する
だけだからだ。

そのまま現場の意見を聞き

できた。つまり「意識」だ

務時間の合計は、なんと

として絶対に譲れない部分

であろうが１時間で何件す

全ての業務の棚卸しを実施

入れてしまうと、収益性が

は投資すべきだが、一方で

を３人、８時間で割って業

毎月コンサルティングに

悪化することは容易に想像

特にネットショップ業界

皆さんの会社が既成システ

けで生産性が上がったとい

時間だった。本人はサボっ

には、人を介せず自動化・

ムに合わせるだけで、低コ

うわけだ。

ている自覚は無く、むしろ

たいない。

効率化が可能なシステムが

ストとなる場合が多い。「今

るかの基準値を決める。繁

してもらった。業務の大小

しているネットショップも

多い。しかし導入検討時に

忙期の方が、売上が大きく

は考えず、とにかく毎日、

「やったことリスト」を

売上は上がる。

多いだろう。Ｂ社もネット

「自社の流れの中で、ある

務にあたっていたのだ。繁

行くある支援先Ａ社での

お買い求めください』とい

作る上で１つだけルールを

ショップの運営が店長１人

忙期は基本的に皆頑張るの

話。「 来 月 ま で に こ う い う

う旨のメールマガジンを発

決めている。リストに書い

なので、彼が万が一倒れた

常に高コストとなる。自社

末に向けた対策会議に要し

送する」というレベルだ。

ていないことをやり忘れた

を検討してほしい。

た時間が、前年４時間だっ

あとは前年の反響さえ把握

場 合 は、「 仕 方 が な い 」 と

までこういったやり方でや

また、担当者１人で運営

分になったので

していれば議論もなく「昨

やったことリストをもと

一部のフローに対応できな

たのが、

ある。圧倒的に会議時間が

年は反響が良かったから、

やったことリス
トの作成

減少した。

ストの作成」をお勧めして

ら、立ち行かなくなる。こ

いる。私がコンサルティン

する。思い出した時に、や

っ て き た か ら 」「 こ う 教 え

今年もしておこう」で終わ

てもらったから」といった

に、「昨年どうだったか」「今

いから、システムは入れら

グしている米沢牛のネット

れない」と言うショップも
１からリスト作りが必要

のため、常に「やったこと

る。

リスト」を棚卸し・更新し

年 は や る の か 」「 改 善 す る

ったことリストに足して、
ことはあるか」の３点のみ

とで個人の記憶に依存せ

ュアルにもなる。

更新していく。そうするこ

月は特に忙しい。繁忙期

ショップＢ社では、年末の

ず、仕組み化していくこと

盲目的に実施している事が
となる１年目は大変だが、

が可能となる。誰も思い出

次号に続く。

多い。そこで問いたいのが
以降２年目からはリストを

ーに合わせた所謂オーダー

ておけば、繁忙期対策マニ

はすることがたくさんある。 で、ひたすら潰していく。

毎年、更新していくだけだ。

メイドのシステム構築は非

実は別のやり方であれば飛
やったことリストは、詳細

３つ目は、人手不足の時

躍的に生産性が高まった事
レベルで記録しておく。例

せ な か っ た こ と に、「 な ぜ

こそ、既成システムの導入

「そのフローは、多額の投

そこで２０１６年の年末

思い出せなかったのか」な

資をしてでもやるべきこと

に向けた対策でまず行った

前年より少ない時間で、前

ど議論している時間がもっ

例は多い。
年より多くのことが実施で

なのか？」と。自社のフロ
えば「Ａというアイテムの

きるようになるので、結果、

既成システムの導入

ことが、２０１５年に実施

日に『お早めに

売り切れが予想されるの
月

で、

※本制度にご加入できる方は、全国菓子工業組合連合会の組合員に限られます。

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

※この保険は全国菓子工業組合連合会が保険契約者となる団体契約です。

☎03-5781-6577

取扱代理店：全菓連共済ビルヂング株式会社／〒107-0062 東京都港区南青山 5-12-4 ☎03-3400-8901
引受保険会社：東京海上日動火災保険株式会社 東京中央支店／〒108-6111 東京都港区港南 2-15-2 品川インターシティー B 棟 11 階

資料請求・お問合せ先

（オプション）

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

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

12

（リコール費用担保特約）

（オプション）

（オプション）

10

25

5.リコール（回収）費用保険

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

50

4. 施設賠償責任保険

（食中毒利益担保特約）

3. 食中毒休業補償保険

（オプション）

南口 龍哉 氏（リライズコンサルティング株式会社）
63

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

1. 生産物賠償責任〈PL〉
保険（基本加入）

販路拡大・人材採用の事例 大公開
22

＋

2. 初期対応費用担保特約

● 更新申込締切日：平成30年3月30日
（金）

● 保険期間：平成30年7月1日午後4時～平成31年7月1日午後4時
〈1年間〉

2018年 食品メーカーの経営者が知っておくべき

したことのリスト化であ

28

制度の概要

40

る。すると２０１７年の年

10

● 新規申込締切日：平成30年5月25日
（金）
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（11） 平成30年８月15日

洋菓子講習
日本菓子専門学校

教師

【基礎編】
猪田 博

（ババロアプディング）
Bavaroi pudding

ど入れる。

メルを入れる）に７分目ほ

⑥エンビカップ（底にカラ

⑤表面のあくを取り除く。

⑥氷水にあてながら熱を抜

ルイを通す。

ぜ合わせて、目の細かいフ

⑤ふやかしたゼラチンを混

エンビカップ（１１０㎖）

牛乳……………１５００ｇ

いて冷ます。

個分

液卵………………６９０ｇ
⑦１６０／１６０℃のオー

を混ぜ合わせる。

グラニュー糖……３７５ｇ

分間）

⑦７分立てにしたクリーム

ク

ブンで湯煎焼きをする。（約

ラ

指月堂

ブラックモンブラン

を営んでいたかも知れない

ア

バニラスティック……１本
Ｂ．ババロア

佐七氏が現在の

⑧容器に６分目ほど入れ平

【組立工程】

Ｂを仕込む。

を温め香りをうつす。

が確認が取れないので創業

レーム
アークカップ（φ７㎝）

佐賀県鹿島市あ

ため、それ以前から菓子屋

個分
①ババロアの上にプディン

父にあたる竹下

昭和世代のアラモードにし

②卵黄とグラニュー糖をす

らにして冷やし固める。

てはいかがですか。
牛乳……………１０００ｇ

①牛乳とバニラ（さやと種）

ディングとババロアのシン
【配合】

②プディングの回りをホイ

でさかのぼる。

営んでいた所ま

と言った表現を使用してい

前 」「 創 業 １ ２ ０ 年 以 上 」

ピ集をまとめた。その中に

「菓子製造法」というレシ

トなどの製造・販売を行っ

堂」という名前でビスケッ

県佐賀市に店を移し「指月

子である竹下佐八氏が佐賀

創業した後、明治末期～大

下製菓㈱は「ブラックモン

は竹下製菓で現在も製造し

情報収集を行い

ブラン」や「ミルクック」、

ているマシュマロだけでな

正はじめ頃には佐七氏の息

「トラキチ君」などのアイ

ていた。ちなみにこの「指

年（１８９４年）に

スメーカーとして良く知ら

く長崎のカステラ、鹿児島

ンが爆発的にヒットした結

れているが、実は１２０年

果、夏場の菓子の売上減を

ブランが出来上がったそう

品などの原料が手に入り易

補うために始めたアイス事

だ。このブラックモンブラ

くなったのと機械類の発展

イスキャンディーの様な製

にともない乳を使ったアイ

品ばかりであったが、乳製

として見事復活されてい

月堂」は１００年の歳月を

製菓に残っている最も古い

経た現在、福岡の岩田屋本

資料がこのレシピ集である

の薩摩カルカンなど九州の

竹下製菓の始まりは現会

い、現在は再び菓子事業の

業が元々の菓子事業の売上

売上を上げるべく土産物な

スリームも製造されるよう

アイスクリームの売上も

どの新しい市場にも積極的

る。その後、事業拡大に伴

順調に伸びてきた頃、小太

に挑戦しているそうだ。

を追い抜く事になってしま

郎氏がヨーロッパの経済視

になっていったそうだ。

ある竹下小太郎氏に引き継

察旅行に参加する事とな

入れたのが現在の竹下製菓

いた。その対策として取り

に対して長年頭を悩ませて

場に売上が落ちてしまう事

氏であるが、甘い菓子は夏

を大きくしていった小太郎

期を乗り越えて順調に会社

戦争の影響で不安定な時

終的にクッキークランチを

かけて試作を繰り返し、最

ラアイスにチョコレートを

き、帰国後に真っ白なバニ

味しいだろうな」と思いつ

トをかけて食べたらさぞ美

の真っ白い山にチョコレー

魅了された小太郎氏は「こ

た。モンブランの美しさに

峰「モンブラン」を見学し

という街でアルプスの最高

全菓連青年部九州ブロッ

げていく事が期待される。

て、ますます会社を盛り上

商品開発や会社運営を行っ

点でこれまでとは一味違う

であるが女性ならではの視

る。竹下製菓初の女性社長

となり会社を引っ張ってい

娘である竹下真由氏が社長

き継がれ、現在は敏昭氏の

子の竹下敏昭氏に会社が引

繰り返し、佐八氏の息子で

がれる事となるがこの小太

り、フランスのシャモニー

の主力事業であるアイスク

まぶして今のブラックモン

その後、小太郎氏から息

郎氏こそ九州のソウルフー

リーム製造・販売であった。

ク長・大串久昭

当初は砂糖水を凍らせたア

の生みの親である。

ド「ブラックモンブラン」

い佐賀市内で何度か移転を

郷土菓子のレシピも数多く

〒104-0061 東京都中央区銀座１丁目18番２号 タツビル
電 話 03（6673）4333（代）／FAX 03（6673）4568
ＵＲＬ http://www.jbcm.or.jp http://www.mobacshow.com
E-mail mobac@jbcm.or.jp
以上前から菓子の製造・販

〃
〃
〃
常務理事･事務局長

基本配合でつくられたプ

プルな組み合わせです。

年以

ップクリームで絞る。

るとのことである。

年に関しては「明治

り混ぜる。

えてよく混ぜる。

佐七氏は全国を

たりで菓子屋を

③温めた牛乳を少しずつ加

バニラスティック……１本

歩き回って自ら

•••••••••••••••••••

ブラックモンブラン

九
州
の
ソウルフード
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長
長
長
事
事
売をしていた個人商店が元

スクリームの製造を行って

長である竹下敏昭氏の曾祖

株式会社

）

いる竹下製菓の代表取締役

竹下製菓

佐七氏が佐賀県鹿島市で

③季節のフルーツを飾り仕

ｇ

％）…８００ｇ

ホイップクリーム（６％加
糖）
【仕込工程】
Ａを仕込む。
①牛乳とバニラ（さやと種）
を温め香りをうつす。
②卵黄とグラニュー糖をす
り混ぜる。
今回は日本酒や小城羊羹

副社長

36

事
事
理
理

書かれているそうだ。竹下
が全国的にも知られている

ＦＡＸ ０３－３４０７－５４８６

事
になっているとのこと。

佐賀県小城市で菓子・アイ

話 ０３－３４００－８９０１
電

日本製パン製菓機械工業会

店地下２階にて「
SHIGETSU
」
DO by Takeshita Seika

えてよく混ぜる。

竹下雅崇氏（

④目の細かいフルイを通す。

③温めた牛乳を少しずつ加

みをつける。

上げる。

27

④鍋に戻して弱火で加熱し

グをのせる。

卵黄………………１６０ｇ

ババロアプディング

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

季節のフルーツを飾って
グラニュー糖……３００ｇ

明治

Ａ．プディング

を訪ねた。九州において竹

27

て、絶えず混ぜながらとろ

板ゼラチン……………
クリーム（

20

理
理
務
務

30

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。

理
副
副
専
常

40

40
仕上材料
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（毎月 15 日発行）
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