十分な在庫を確保
月

日︑農畜産業振興機構において開催され

ると０・６％下方修正した︒

年比１００％︑前回と比べ

向は３１２・３万㌧前年比

５％下方修正した︒乳製品

３％で︑前回に比べて０・

・６％で０・３％の上方

北海道地震や複数の大型台

乳類の生産量は︑前回の見

は下期以降︑飲料等向が堅

修正した︒乳製品向処理量

風により︑９月単月度の牛

減少

８月以降︑暑さが和らいで

る︒年度計でも

万４千㌧

整牛乳が大きく減少してい

集約の動きにより︑成分調

する見込み︒特に製造品目

都府県の生乳需給の動向

年を下回り推移する見通し︒

が一巡したことにより︑前

調ななか︑生乳生産の増産

通しより約１万７千

いたこともあり︑下期は前

前年比

・６％︑前回の見

加する見通し︒結果として

よる一過性のものと見込ま

らの動向は震災後の混乱に

大幅に下方修正した︒これ

影響により︑９月単月は︑

道地震や複数の大型台風の

００・１％の見通し︒北海

収量は３４５・９万㌧で１

年比

平成 年度の生乳及び牛乳乳製品の需
給見通しと当面の課題について

・

・３％︒飲用等向け

牛乳等生産量の動向

れており︑今後は徐々に従

北海道から都府県への移入

年度計で３２９万１千㌧前

本州だけの生乳供給量は

回見通しより１万２千㌧増

地震による影響 最小限に留まる

乳製品需給等情報交換会議が

年度末在庫量は２万１千４百㌧

た︒会議では北海道地震による生乳生産などへの影響が心配されたが︑需給上
の混乱は最小限度に留まり︑バターの供給も
と十分な在庫を確保したと説明された︒

通しは ・８％だったので︑

前回と異なり気温は高め

来の傾向になる見通しだ︒

量が４万９千㌧前年比

により︑大幅な減少が懸念

年度計で４６２万㌧前年比

酵乳に分かれる︒牛乳類は

乳等生産量は︑牛乳類と発

自家消費量を差し引いた生

たもので︑生乳生産量から

の振り分けの実態を見通し

まり減少している︒年度計

万㌧だったので︑１万㌧あ

５％で︑前回の見通しが６

・７％の見通しだ︒

全国で７２５万７千㌧前年

道の生乳生産は︑北海道地

から︑平年並みの設定に変

用途別処理量の動向

されたが︑生産量は回復し

比

震及び全道停電にともなう

更し︑北海道地震の影響を

飲用等向け︑乳製品向け

％で︑前回の見通しから０

生乳の廃棄等により︑９月

加味するため︑関係者にヒ

は１０１・３％で見通して

てきており︑下期は前回見

が︑今回は平年並みで設定
いたが︑今回０・７％下方

した︒ただ︑９月の北海道

より若干だが減少する見通

修正した︒都府県は３３１

の生乳生産は地震の影響を

なった︒飲用等向けは４０

万２千㌧
較すると前回は

では︑移入量は

１・３％下方修正した︒発

乳供給量の年度計は７２０

・３％︑

まる見通し︒都府県では︑

・３％︑前回の見通しと比

万７㌧で前年比

７月の猛暑による生産量の

通しより１万７千㌧にとど

加味するため︑関係者にヒ
前回と比較すると０・５％

しだ︒

１０９・３％となり︑前回

上方修正した︒全国計は７

８・６万㌧前年日１００・

万８千㌧︑前年比 ・５％に

アリングし︑設定した︒地

酵乳は１０７万４千㌧で前

脱脂粉乳の生産量は︑年

乳製品需給の動向

庫が確保できる見通しだ︒

２万１千４百㌧と十分な在

まで回復しており︑全道的

と︑前年同期を上回る水準

ホクレンの受託乳業による

続くことが想定される︒牛

流通生乳へ依存することが

需給は︑北海道からの広域

都府県の飲用等向け生乳の

る︒脱脂粉乳︑バターの

年

並みで推移する見通しであ

の生乳生産だが︑ほぼ前年

な減少が危惧された北海道

変化に対応した必要量が定

乳業メーカーの努力や需給

千㌧︑バター１万３千㌧︶は

予定数量︵脱脂粉乳２万７

49

には影響が限定的になって

99

98

需給動向を踏まえた当面

99

98

万７千２百㌧前年比

99

・６％で

域別生乳生産量だが︑北海

影響が懸念されていたが︑

98

・５

・２％下方修正した︒北海

単月は︑前回見通しより１

アリングし︑設定した︒牛

通しと当面の課題につい

万８千㌧の減少を見込んで

た︒

いる︒その後も震災の影響

乳及び牛乳乳製品の需給見

日︑以下同様︶

て﹂次のような説明があっ

98

前年比で１００・６％︑前

年度の生

kl

回︵７月

ルクより﹁平成

31

地域別生乳生産量の動向

会議は先ず︵一社︶Ｊミ

30

生乳生産量予測の前提だ

95 90

10

２５万７千㌧前年比

99

23
27

道は年度計３９３万９千㌧

92

30

り渡しとして今後︑輸入予

下回る見通しだが︑輸入売

後の課題について

海道地震などの影響及び今

・当面する生乳生産への北

の課題と対応について

自給飼料作物への切り替え

いると推測される︒一方︑

期間が短いため︑日々の供

乳類は︑品質を保持できる

推移するものの︑前回の見

度生産量は前年を下回って

ら︑今後の乳製品需給は︑安

期的に売り渡されることか

・４％の見通し︒前年を

度計
11

定数量の２万７千㌧につい

96
が定期的に売り渡される予

て︑需給に対応した必要量

ホクレンなどの努力により

者︑農協︑乳業メーカー︑

となったが︑北海道の生産

地震により︑厳しい状況

・飲用等最需要期の安定的

注視が必要だ︒

と見られていることから︑

本年度産の品質はよくない

が進むため︑不作となった

の飲用等向け生乳を北海道

ることはできない︒都府県

乳類供給などの影響は避け

震などが発生した場合︑牛

給が必要となる︒台風や地

まれる︒また︑ 年度の輸入

通しと同程度の数量が見込

っている︒︵２面に続く︒︶

定して推移する見通しとな

▽黄綬褒章＝清水利仲氏

事長︶

︵兵庫県菓子工業組合副理

▽黄綬褒章＝西村欣祐氏


年秋の叙勲褒章

▽旭日小綬章＝藤縄利康氏

︵愛知県菓子工業組合員︶

︵業界関係受章者︑順不同︶

平成

へ依存し続けるのは︑牛乳

︵元日本チョコレート工業

は︑６万３百㌧と十分な在

な需給調整にかかる課題の

協同組合理事長︶

短期間で平時の集荷体制に

類供給を不安定にする︒改

庫と見通している︒

善のため都府県の生乳生産

整理について
生乳生産が前年を下回っ

復旧が行われた︒また︑国

▽黄綬褒章＝不老安正氏

及び酪農乳業関係者が迅速

▽旭日単光章＝岡田健次氏

︵福岡県菓子工業組合員︶

バターの需給見通し

の増産︑需要期の牛乳等の

▽藍綬褒章＝吉田康氏︵全

バターの生産量は年度計

て推移しているなか︑引き

︵前徳島県菓子工業組合理

な情報共有や対応に努めた

事長︶

・

５万８千９百㌧前年比

供給︑安定的な国産乳製品
結果︑需給上の混乱は最小

︵オークウッド代表取締役︶

の供給の検討を行う︒
限度に留めることができ

理事長︶

続き︑飲用等向け生乳需給
１％で︑前年を下回ってい

地震の影響により︑大き

が堅調であること︑バター
るが︑輸入予定数量１万３

等の需要期を迎えることか

組み

国ビスケット協会副会長︶
らバランスの取れた需給調

▽瑞宝単光章＝髙家昌昭氏

た︒搾乳できなかったこと

整を進めることが重要だ︒

定のため︑

年度末在庫量

30
・乳製品安定供給への取り

千㌧で必要量が定期的に売

による乳房炎の影響も心配

30

▽黄綬褒章＝横田秀夫氏
されたが︑９月下旬以降の
るので︑

98

30

︵元京都府菓子工業組合副
年度末在庫量は

り渡される予定になってい

30
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方々が準備したためであ

物ができないので、家庭の

ったが、台風の影響で買い

がある。今年度から隔月の

前年

・９％で十分な在庫

乳は８月末の在庫量が、対

は安定する見込み。脱脂粉

されており、今後とも需給

長雨の影響で北海道を中心

わるということで、今年の

また、新しい飼料に切り替

変更しないこととしたい。

の輸入枠数量１万３千㌧は

倍）を満たすため、今年度

日の週に、販売量が多か

日

小売店におけるバターの販

入札を実施しており、今後

ップなどの「お一人様１点

売状況だが、

る。バター２００ｇ（加塩）

とも需給は安定する見込み。 に飼料の品質低下が言われ

までの流通販売計画

は、最終需要者までの流通

の平均販売価格は、消費税

㌧輸入枠が示されている。

販売計画をもらっている。

を対象とし、調査対象店舗

抜３９２・２円、前年同期

が比較的潤沢で、国際相場

針に基づき脱脂粉乳は、４

数は全国８５０店で、１店

２・９％と高い数字である。

月以降、隔月入札になった。

舗あたりの販売重量は５・

１面より続く。

ら引き合いが減り、落札が

札された数量は２８１６・

平成

年４～６月までの落

月１～

％あった。

減った。６月以降、国際相
国内在庫が潤沢であること

７㌧で、提出された流通販

比は１・９円安だった。あ

まり大きな変動はない。

農林水産省よりは「平成

○

り、

月に延期した。

今年度の輸入枠数量

は変更せず

道の生乳生産量の状況など

を踏まえ、１月に来年度の

輸入枠数量を検討したい。

脱脂粉乳の輸入枠数量の

検証は、過去６年間の各月

バターの輸入枠数量の検
⃝

過去６年間の各月の最小

の最小生産量と最大消費量

証

生産量と最大消費量を用い

を用いて震災の影響も加味

年３月まで

までの各月末の在庫量を試

㌧を示した。９月に検証を

けたバターは、既に手当て

生産も含め、年末需要に向

ことが可能になっている。

（翌月の最大消費量の２・５

在庫量は、必要な在庫水準

めにした。結果、各月末の

か所程度、軽減税率の研修

象のＨＡＣＣＰ研修会を２

は変更しないこととしたい。

で、輸入枠数量２万７千㌧

度と低く推移しているの

し、９月から

バターは８月末時点にお

年度の需給見通し

年度のバター及び脱脂粉

平成 年度のバター及び脱脂粉乳の輸
入枠数量の検証について

増加した。今年は９月３～

㎏と前年同期比０・２㎏

限り」の表示は

シートの８月の状況を見る

から、引き合いは低下して

輸入バターの落札者に

と前年を上回り１０６・２
場の低下なども受け、全量

おり、不落札が生じている。

年度からは、国の方

％になっている。この先の

月以降は１万３千㌧の残

落札の状況が続いている。

すると、販売先１位は加工

売計画を需要者ごとに提示

油脂で２位・製パン、３位

月以降は２万７千㌧の残

量１万６千６４０㌧の入札

５～７日で、調査結果では、

対象だ。直近の調査は

・製菓となっている。

を予定している。
輸入バターの最終需要者
⃝

すべての店舗でバタ
ーを陳列

月

いるので適宜、毎月の入札

脱脂粉乳の需給表
⃝
％。去年から今年にか

けてたいぶ入札したので、

比

生産量は年度累計で前年

を実施する。

量４１８１・３㌧が残って

平成

最需要期に向けても、高い

も高止まりしていることか

消費で１１７・７％と前年

水準で在庫量が確保される

月末在庫量だが、ポンド・

を上回っている。ただ、推

バター等の需給及び輸入の状況などに
ついて
農畜産業振興機構より

定出回り量は、輸入バター

年度のバター輸入

状況だ。
平成
⃝

・売り渡しスケジュール
入札された輸入バター
が、国内にいつごろ売り渡

月以降の入札されたも

されているかだが、平成
年

月以降の北海

「バター等の需給及び輸入

の落札された商社などの量
も含まれている。

最需要期に向けて高

社のバタ

い水準で在庫量確認
乳業メーカー
⃝

ーの需給表

年３月

ける在庫量が２万７千㌧、

年９月から

乳の輸入枠数量の検証につ

の各月末の在庫量を試算し

て、

いて」次のような説明があ

算した。その試算に対し、

すべての店舗で陳列されて

年８

前年同月日マイナス５・１

行う予定だったが、北海道

は、国からの助成金がある

バターの店頭調査結果
⃝

いた。４月以降のバターの

推定期末在庫量は、

ているが、

の状況などについて」次の
ような説明があった。
生乳生産量及び用途別処
⃝

理量の推移
８月までの用途別処理量
は牛乳等向が前年比１０１
・８％、乳製品向では、
年度累計でクリーム等向が
年４月以降に
月現在で６万５千㌧前年比

のは、平成
輸入された。入札実績は８

年度累計で見ると生産

量のポンド・シートは、前

前年比１０２・２％となっ
た。脱脂粉乳・バター等向
１１９・９％と高い水準で

った。

年

陳列の状況も、対象店舗で

６３９・９㌧で、平成

実際、調査員が店頭に行

年を上回る１０９・５％で

た。結果、各月末の在庫量

入札を実施しており、実儒

は必要な在庫水準（目安と

家貿易における輸入枠数量

今回の地震の影響を加味す

ほぼ陳列されており、小売

るため、地震発生後の約１

バター、家庭用の供給は問

なっている。平成

翌週からは陳列されている。

胆振東部地震の影響があ

ので、組合員が積極的に利

年度の入札

年度からは毎月

ってバターが陳列されてい

して実需者の希望最大数量

家庭用は潤沢に供給され

会がそれぞれ１品目、土佐

％だが、
るか調査した。対象品目は

週間後の生乳生産減少率

は前年を上回り１０１％で
推移している。
バターの需給表
⃝

ている状況だが、店頭のポ

文旦を活かした菓子の開発

店の

月には丸亀

店街で希少糖を使った菓子

店舗、京阪神

のイベント、

浜

店のスーパーマーケットが

子学校の生徒を対象にした

31
和菓子のコンテストを始め

29
謝、先日被災地を回ってき

99

品目。調査店舗数は、京

バター及び脱脂粉乳の国
⃝

年度の

推移し、潤沢な在庫状況に

者は需要に応じて計画的に

８月までに全量、市中に出

年度全体の輸入枠数量

回っている。

題無い。京阪神地区で９月

家庭用は１０２・１％と高

乳業大手４社のナショナル

い数字を維持している。消
脱脂粉乳の輸入・売渡スケ

６万㌧）を満たすとともに、

状況だが、１月に国から１

８月までの落札率が５割程

費量（出回量）は乳業メー

（マイナス４・４％）を各

生産量は年度累計で前年

月の生産量に乗じて、厳し

ジュールは

輸入できて、従来より少な

行い、平成

い在庫で安定的に仕入れる

年度も前年に引き続

万３千㌧輸入枠が示され、

市中に出回った数量は約４

について１月にバター１万

平成

５０㌧だ。 年度の入札は、

３千㌧、脱脂粉乳２万７千

カーから卸、製菓製パンな

き、毎月の輸入入札を実施

今年１月に国から２万７千

号の影響であり

ど向けに供給された量だ

している。入札の状況だが、

の２週に５％欠品があった

比１００・８％と上回って

が、バラバターは前年比１

今年の４、５月は国内在庫

が、台風

推移している。推定期末在

１５％、ポンドシートは若

ブランドバターとプライベ

庫量は、前年を若干下回り

干減ったが、家庭用は１０

ートバター５品目合わせて

・９％。要因として推定

年度に入札を

31

7

17

10

たが、あっという間に天井

39

会議が開催

に参加したが、菓子事業者

もに、県東部の福山のデパ

ートを会場に開催するとと

ト菓子博を広島市内のデパ

が、再開を目指して頑張る

も操業を再開できていない

にも大きな被害が出て現在

で、数年前に新築した工場

まで水が来たということ

月に第２回香川県菓子祭り

青年部が中心となって、２

による廃業が増えている。

いる。（愛媛）、後継者不足

た。来年も開催を予定して

甲子園の参加した県内チー

て参加し、各会場で和菓子

れるが青年部が中心となっ

子供向けのイベントが行わ

ボート場でお菓子教室など

要と考えて進めている。（高

活用するかということが重

には、地場の食材をいかに

屋としての特徴を出すため

を進めている。地域の菓子

とから、

日に東京新

合が１００周年を迎えるこ

口 県 ）、 今 年 は、 鳥 取 市 組

き た い と 考 え て い る。（ 山

用するように働きかけてい

ＨＡＣＣＰ義務化問題等本

況報告に移り、表示問題、

次いで、全菓連からの状

こととしている。（鳥取）

会を少なくとも１か所行う

た。私も５校

も発想の転換が必要かなと

ートでは「あまゃーもんフ

といわれる組合員もある

中・四国

感じるところがあった。（岡

ェ ス タ 」 を 開 催 し た。（ 広

さ れ
ました

その主な内容は、各県共

山 ）、 菓 子 学 校 と も タ イ ア

島 ）、 阿 波 踊 り の 観 光 客 の

ブロ
ック

通の組合組織の動向、技術

ップして地元産品を使った

日（水）高知市に

おいて全菓連中・四国ブロ
講習会等の実施などの他、

新製品開発に取り組んでい

月

ック会議が、ブロック各県
東西に幅広い県で意識も異

行ったが、来年も開催を予

菓子作り体験コーナー、工

を開催し、菓子の販売、和

いうことで地元産品を使っ

〝こりゃあうまい高知〟と

年から高知市と共同で

う予定である。（香川）、平

ムの作品の一部の販売を行

ける必要がある。組合員の

ザが取れない、国に働き掛

学校生が卒業しても就労ビ

け入れが必要であるが専門

不足が厳しい、外国人の受

知 ）、 少 子・ 高 齢 化 で 人 手

布）を行い、ＰＲすること

額に応じた景品として配

アンテナショップでの購入

合員から買い上げた菓子を

で菓子の紹介イベント（組

橋の県のアンテナショップ

て報告があった。

資格創設の検討状況につい

対応した新たな外国人在留

た中小企業等の人手不足に

会議は、開催県高知県菓

部が復古菓子の再現に取り

昧公の伝統もあるので青年

たこともあり、茶人大名不

品目を開発し、また、三重

ーツ・コンテストを行い

産品のレモンを使ったスイ

る。広島菓子博の際には特

モールなどを活用してスイ

が出ている。ショッピング

観光土産の売り上げに影響

よる観光客の減少により、

減少、相次ぐ台風、長雨に

トを行っているが、プロ、

て、毎年スイーツコンテス

している。県の指導を受け

れておく必要があると痛感

しれないので、常に頭に入

いる。災害はいつ来るかも

が、廃業を決めた組合員も

とから関心も持たれた。来

元メディアが取り上げたこ

科の女子高生が出場し、地

の決勝大会に県立高校普通

芸菓子（

クランチピール」の２品目

の皮を利用した「土佐文旦

リー」と乾燥した土佐文旦

した「もちっと土佐文旦ゼ

して引き取った。リスク管

たため、他の組合員で分担

ていた組合員が今年廃業し

契約栽培で相当量を使用し

前から行っているもち米の

所の協力による菓子業界対

トの研修会を３か所、保健

後決めるが、栄養計算ソフ

りを再開する他、時期は今

参加して開催する和菓子祭

米子、お隣の安来の有志が

事情により中止した、境港、

を移して懇親会が行われた。

についての小講演後、会場

青梅市にある銅像のいわく

阜公園、国会議事堂、東京

と題し、日光、高知城、岐

ら、「板垣退助５つの銅像」

１５０周年に当たることか

入り、先ず、ブロック各県

拶、出席者紹介の後議事に

業組合連合会齊藤理事長挨

谷理事長挨拶、全国菓子工

ある鳥取県菓子工業組合小

長表彰、ブロック幹事長で

する中・四国ブロック幹事

であり、菓子業界は魅力的

た。１社は、他業界の会社

２社はＭ＆Ａで買収され

昨年減少した組合員のうち

取り組んでいる。（島根）、

ので、菓子教室に積極的に

９品目を開発した。次期菓

ま酒香（しゅか）スイーツ」

を開発してもらい「ひろし

て菓子向けの酒粕ペースト

ＣＰの研修会も行いたいと

定しており、別途、ＨＡＣ

養成分ソフトの研修会を予

ている。また、

礼に合わせて５月

で中嶋神社の分社の春の祭

ので、今年から組合の主催

後、

月に土佐文旦の皮を活か

月号の本紙の一面で報じ

子工業組合刈谷理事長の歓

組んでいる。また、若い母

ーツフェスタを開催し、売

年は参加校が増えるのでは

理の規約を作成した。また、

考えている。（徳島）、災害

成

迎の挨拶、物故者追悼、組

菓子博に向けては、酒処広

り上げを伸ばすべく努力し

学生、一般に分かれた大き

ないかと期待している。今

を完成し、今年の３月から

軽減税率の導入に関して

見舞をお寄せいただき感

点）の展示等を

合役員永年功労者８名に対

親は和菓子への関心が薄い

島にちなんで、県の食品工

なコンテストであり、少し

販売を開始した。 年度は、

子博に向け、ＪＡ果実連と

15

28
10

10

21

11

廃業等が続いており、
業技術センターの協力を得

月には栄

敷居が高くなった感もある

日には小豆島で

菓子工業組合と、洋菓子協

連携し八朔を使ったスイー

ト、

に見えるようだ。和菓子甲

日に菓

子園で青年部が頑張って県

30

10
11

17

からの近況報告が行われま
した。

16

月

月には高松市内の商

誌でも既報の事項に加え、

定している。和菓子甲子園

た菓子の開発を進め、昨年

26

としている。また、昨年は

11

年

月

なる。松江城が国宝になっ

より

名が参加して開催さ

12
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出回量（消費量）が順調な
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ツの開発を考えている。広
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島菓子博終了後、毎年ポス
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30
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年４月以降に
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作品の審査
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内の高校のチームが優勝し

30 29
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れました。
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その後、今年が明治維新
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平成
日本食品衛生協会会長
崎公亮︑小関潔︑▽宮崎県

県＝霍川溜︑▽大分県＝篠

本智子︑今村好美︑▽熊本

生︑▽福岡県＝神田徹︑松

＝御菓子司柳月︑入河屋︑

ィスリーヒラノ︑▽静岡県

県＝㈲フランセ板屋︑パテ

▽新潟県＝㈲京家︑▽長野

食品衛生優良施設
▽北海道＝㈱ジェイスイー
賞受賞者

菊川義崇︑▽和歌山県＝三

孝夫︑▽奈良県＝石垣幾朗︑

㈱越乃雪本舗大和屋︑▽福

舗埼玉製菓㈲︑▽新潟県＝

丸屋︑▽埼玉県＝五家宝本

雄一︑▽山形県＝村田正作︑

▽宮城県＝山岸輝男︑阿部

食品衛生功労者

県＝宮里朗︑▽川崎市＝野

屋末広︑有村洋三︑▽沖縄

＝原和洋︑▽鹿児島県＝塩

里堂︑▽大阪府＝㈱瓢月堂︑

賀県＝大津菓子調進所㈲鶴

▽愛知県＝㈲永楽屋︑▽滋

年度
﹁食品衛生表彰者﹂
ツたしろ屋︑▽青森県＝㈲

た菓子関係者は次のとお

前雅信︑西垣内恵生︑▽鳥

八戸屋︑▽山形県＝菓子の

り︒敬称略︒

た︒同表彰の会で厚生労働

品衛生協会会長賞を受賞し

労働大臣賞ならびに日本食

衛生優良施設として︑厚生

が食品衛生功労者及び食品

教夫︑▽東京都＝酒井浩治︑

▽埼玉県＝鶴牧勝男︑木内

英司︑▽山形県＝岡部信之︑

伊藤仁治︑▽秋田県＝渡邊

県＝髙松義弘︑▽宮城県＝

▽青森県＝菊地浩︑▽岩手

食品衛生功労者

名古屋市＝伊藤光義︑▽京

＝吉田邦明︑佐藤恒雄︑▽

縄県＝與儀惠子︑▽新潟市

児島県＝松久保則雄︑▽沖

▽熊本県＝川邊亀友︑▽鹿

生︑▽長崎県＝山下恭二︑

村信郎︑▽福岡県＝秀島一

＝大浦和夫︑▽愛媛県＝田

口県＝宇野好一︑▽徳島県

▽岡山県＝國貞一登︑▽山

取県＝藤田信良︑成谷光博︑

ママリス㈱第一工場︑▽広

カ飲食店営業︑▽大阪市＝

工場︑▽名古屋市＝㈱タナ

▽新潟市＝亀田製菓㈱白根

札幌市＝ブールミッシュ︑

▽熊本県＝みのる菓舗︑▽

高知県＝㈱高知ヤマザキ︑

ンパニー大阪豊中工場︑▽

製パン㈱パスコウエストカ

駅前工場︑▽大阪府＝敷島

岐阜県＝金蝶製菓合資会社

井県＝カトウ洋菓子店︑▽

取県＝西原康博︑▽島根県

▽奈良県＝森田安彦︑▽鳥

彦︑▽大阪府＝髙橋博文︑

熊谷明︑▽滋賀県＝中西隆

部統︑▽愛知県＝小川昇︑

＝海野武志︑鈴木常夫︑阿

梨県＝大村和雄︑▽静岡県

▽石川県＝中村辰男︑▽山

京都＝細田眞︑井上繁夫︑

▽埼玉県＝小泉卓夫︑▽東

馬県＝大村隆秀︑石川久行︑

▽栃木県＝萩原良和︑▽群

ハル・アオキ・パリ︵アト

京都＝パティスリー・サダ

木県＝御菓子司桝金︑▽東

形県＝住吉屋菓子舗︑▽栃

＝㈱松栄堂平泉工場︑▽山

郷アルパジョン︑▽岩手県

ま︑㈱一久︑▽青森県＝㈲

▽北海道＝菓子処なかじ

食品衛生優良施設

▽広島市＝船田澄枝︑

口勉︑▽京都市＝山田敏夫︑

葉軒

屋︑▽京都市＝京菓子司二

菓子所つくは祢屋︑㈱松河

㈲マルヤ︑▽名古屋市＝御

㈲おがわ饅頭︑▽横浜市＝

堂製菓㈱︑▽宮崎県＝松家︑

工場︑▽長崎県＝長崎文明

賀県＝八頭司伝吉本舗本社

ィトライケストナー︑▽佐

▽徳島県＝カフェ・コンデ

＝亀屋昌信亀井堂︑▽広島

鳴門屋製パン㈱︑▽兵庫県

厚生労働大臣賞受賞者

大臣賞を受賞された食品衛

宮下晃︑▽神奈川県＝舘圀

都市＝八木広繁︑髙野元弥︑

リエ︶︑▽神奈川県＝㈲寿々

日︑東京・明治座

生功労者は二〇五名︑同優

好︑▽富山県＝大野隆一︑

＝福田雅徳︑▽徳島県＝川

月

良施設は一〇八施設︑日本

▽三重県＝伊藤英輝︑▽京
島市＝嚶鳴ベーカリー㈱

が

食品衛生協会会長賞を受賞

▽福岡市＝岩元滋幸

いわゆる﹁冠表示﹂につ

原産地表示ガイドライン検

託して﹁冠表示に係る原料

社︶日本農林規格協会に委

行われており︑特定の原材

などといった表現と併せて

○たっぷり﹂︑﹁○○の贅沢﹂

な く︑ 表 示 の 仕 方 が︑﹁ ○

②文字のポイントに関係

強調しているとは理解され

しており︑特にその食材を

る食材を商品名として採用

③形状からイメージされ

イチゴジャム︑さば水煮等︶

商品︵トマトケチャップ︑

通常名称として利用される

本的には果物や野菜等が︑

②その種類の商品は︑基

インであっても事実上それ

界サイドからは︑ガイドラ

これに対し︑製造流通業

う︒

○製造﹂と製造地表示を行

工 品 で あ っ た 場 合 は︑﹁ ○

ョコレート︑チーズなど加

だし︑冠表示そのものがチ

ぼって産地を表示する︒た

田勝義︑▽香川県＝徳田安

の判断にゆだねる旨が明示

の意思であることから︑そ

もっぱら表示を行う事業者

以下のとおりです︒

喜菓子舗︑㈲福寿堂菓子舗︑

とされている︒

県＝㈱小林製菓︑寿製菓㈱︑

された食品衛生功労者は三
都府＝西山昇︑▽大阪府＝

い て は︑﹃ 加 工 食 品 の 原 料

料名を強調している商品

で開かれ︑菓子関係者多数

三三名︑同優良施設は二一

原産地表示制度に関する検
討会﹂を開催しており︑第

︵たっぷりたまねぎ︑トマ

月

日︶において︑

29

２回検討会が９月

等︶

①特定原材料の使用を特

よ る こ と と さ れ︑﹁ 又 は 表

原料原産地名の表示方法に

ブリックコメントの結果の

ュールは︑年内に１回︑パ

も︑行政が行う科学的検証

を依頼した場合であって

②一括表示欄以外に表示す

め不適切︒

示は消費者の誤解を招くた

でないものを分別﹂等の表

②表示方法については︑

に強調しているか否かは︑

示﹂︑﹁大括り表示﹂も可能

において遺伝子組換え作物

と が 分 か る よ う に︑﹁ 原 材

の混入が確認された場合に

料に使用しているトウモロ

報告︑審議が行われ︑年明

また︑今回の改正案によ

コシは︑遺伝子組換えの混

け後に数回の審議を経て夏

り﹁遺伝子組み換えでない﹂

入を防ぐため分別生産流通

今後︑１︑２回の検討会

旨の表示ができなくなる食

る場合は︑①同様︑分別生

諮問の内容は︑検討会の

品の表示方法については︑

は︑不適正な表示となりま

報告書で取りまとめられた

管理を行っています︒﹂︑﹁大

ごろまでには答申が取りま

内容となっており︑従前は

消費者庁で検討し提示する

豆の分別流通管理により︑

でまとめられるものとみら

分別流通管理を行い︑意図

こととされていましたが︑

会での審議が開始されてい

日から食品表示部

ら消費者委員会に諮問さ

﹁遺伝子組換えでない﹂︑﹁非

を原料とする場合に限り

いと認められる対象農産物

組み換え農産物の混入がな

管理を行った上で︑遺伝子

あったが︑今後は分別流通

し︵ 分 別 生 産 流 通 管 理 済

か る よ う に︑﹁ と う も ろ こ

管理を行っていることが分

弧を付して︑分別生産流通

場合は︑原材料名の次に括

①一括表示欄に表示する

を超えると不適正な表示と

が︑実際の混入率が表示値

て表示することは可能です

物の具体的な混入率を併せ

なお︑遺伝子組換え農産

ます︒

せざる混入率５％以下のも

できる限り遺伝子組換えの

され︑ポイントの大きさ等

ための食品表示基準の改正

混 入 を 減 ら し て い ま す︒﹂

産流通管理を行っているこ

案の作成作業が行われ︑

以下の表示例が示されてい

す︒

断 に 困 難 を 伴 う︒﹁ 又 は 表

遺伝子組み換え食品の表

表示制度に関する検討会﹂

ます︒併せて︑同諮問案に
年度末の３月に報告書が取

遺伝子組換え﹂等の表示が

み ︶﹂︑﹁ 大 豆︵ 遺 伝 子 組 換

なる可能性があり︑注意が

等︑ただし﹁遺伝子組換え

必要とされています︒

第３者機関に事前に分析

えの混入を防ぐため分別︶﹂

月８日までの期間で行

今後の予想されるスケジ

われています︒

可能とされています︒

が

10
りまとめられたところです︒

が平成

対するパブリックコメント

10
年度に開催され︑

等と表示︒

ます︒

とめられるものと予想され

示﹂︑﹁大括り表示﹂が認め

示方法については︑他の表

月３日付で内閣総理大臣か

のには﹁遺伝子組換えでな

れます︒

地表示の方法︼国別重量順

られないと現実的に表示困

示事項とは切り離して検討

れ︑同
しているわけではない商品

い﹂旨の任意表示が可能で

に触れられていない︒

その議論の概要は︑商品

による産地表示を基本と

難となる︒特に︑中小事業

することとされ︑消費者庁

催されました︒

実態調査の結果を基に事務

回のガイドラインの対象と

し︑﹁ 又 は 表 示 ﹂ 及 び﹁ 大

者による負担や実行可能性

において﹁遺伝子組み換え



商品名又は商品名の一部と

局より以下の案が提示され

しない︒

括り表示﹂は原則使用しな

を十分踏まえた内容にする

に従うことが求められる可

して使用する食品の表示方

議論されたところです︒

①﹁イチゴ味﹂︑﹁リンゴ

い︒今回対象とするのは︑

必要がある︑等の意見が出

ていない商品︵メロンパン︑

法を一般に指すが︑食品表

︻冠表示の定義について︼

入り﹂︑﹁醤油風味﹂といっ

自ら当該原材料名を強調し

トの果肉たっぷり︑えびの

示法の定義はなく︑また︑

一般消費者からみて︑特定

た表現で︑その商品全体の

ている場合であることか

１日の第３回検討会にガイ

能性がある︒線引きが非常

新たに定義付けることも困

の原材料を強調した表示が

バリエーションを表してお

ドライン︵案︶が提示され

に不明確であり事業者の判

難であるため︑義務表示で

されている以下のカテゴリ

り︑特定の原材料名を強調

に○○エキスなどの加工品

その後︑消費者庁におい

︻冠表示に係る原料原産

はなく︑国がガイドライン

ーの商品を今回の﹁冠表示

を記載し︑○○を強調表示

ました︒

て消費者委員会に諮問する

きのこ山︑いちごつみ等︶

等を示すことにより普及し

に係る原料原産地表示ガイ

リンゴ入り︑

第２回検討会に提示され

11

ただし︑以下の表示は今

ていくことが適当である︒﹂

ドライン﹂の対象とする︒

ヨーグルト

︵チョコボール︻いちご︼︑

している場合には︑当該エ

た内容からの主な変更点は

贅沢等︶

とされていたところです︒

①商品名および商品名に

キスの製造地ではなく生鮮

遺伝子組み換え食品の表
示方法の改正に関する消
費者委員会 審査を開始

この背景としては︑原料が

近接した個所に︑特定の原

りんご味︑もも味︑うすし

原料である○○までさかの

月

強調された加工食品の強調

お味︑ピザポテト︵ポテト

11

され︑これらを踏まえ

された原材料の原産地が知

材料名の表示が商品名と同

チップス︶等︶

29

ら︑例えば︑使用原材料名

りたいという消費者の要請

程度のポイントで表示して

その後︑消費者庁が︵一

があります︒

あり︑協調している商品︵え

27

冠表示に係る原料原産地表示
ガイドラインの検討状況



討 会 中 間 と り ま と め ﹄︵ 平
日に開

年
11

﹁特定の原材料の名称を︑

成

びドリア︑もやしラーメン

中原義任︑▽兵庫県＝坂井

年度﹁食品衛生表彰の会﹂

品衛生協会主催による平成

厚 労 省︑︵ 公 社 ︶ 日 本 食

30

一施設であった︒受賞され

25

30
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お菓子作りを学ぶ

思いを
込めた

類のお菓子の作り方や仕込
経つのを感じさせない内容

と思いました︒

な時間だったのではないか

会を開催出来たことは大切

にふれ︑改めて今回の講習

暇もかまわず取り組む姿勢

作りの為なら︑どんな手間

情熱や自分の理想のお菓子

今回の講習会で前田氏の

でした︒

月の青年部

う！伝統と技﹂に合うお菓

素材とちょっとの腕︵技術︶

菓子作りです︒

み方を学びました︒
２０１７年

んを訪問し︑お話しをお聴

視察研修会の際に梅月堂さ
沢菓友会と合同で和菓子講

子作りだと思い講師を依頼

部のテーマ﹁未来へつなご

きしているうちに今の青年

しました︒
会場は金沢

しました︒当初は２月に講

今後︑全て同じ事が出来

市の能崎物産

るとは思えないですが︑出

㈱研修室をお
今回︑参加された方々は

来る範囲で見習い︑自分の

と鮮度やな﹂と言う言葉で
何か一つでも自分の物に︑

習会をお願いしていました

自店でも活かせる技法︑製

お菓子作りに反映出来たら

借りし︑大阪

そう言えば前田氏のお店

法を学ぼうと真剣に前田氏

と感じています︒

した︒

の話を聴き︑作業をしてい

が︑まさかの大雪！そのた

にお邪魔した時︑出来立て

る間も質問が飛び交うほど

めやむなく中止に︒しかし

梅月堂
講習会を希望する方の声は
の酒まんじゅうをいただき

前田

秀彦氏﹄をお

ま し た︒﹁ き ん つ ば ﹂ に 至

仕方など︑午

の蜜漬け﹂の

﹁りんご・栗

や﹁どら焼き﹂

スは多いが︑松本と飴との

として飴を購入されるケー

に残る話は﹁良いお菓子は

した︒その会話の中で印象

ても話し合い懇親を深めま

の今ある壁や悩み等につい

姿勢や意気込み︑自分たち

囲み︑お菓子作りに対する

講習会前日には前田氏を

プロジェク

的に﹁松本飴

の活性化を目

知活動と業界

しながらの認

もらいたい﹂と︑３社協業

っと松本の飴文化を知って

愛 す る 気 持 ち は 同 じ︒﹁ も

イバルとはいえ松本の飴を

ることがわかりました︒ラ

り他店では真似できないお

も羽釜で炊いており︑やは

た︒お菓子に使うあんこ等

うこだわりをおもちでし

いた物しか提供しないとい

焼き﹁どら焼き﹂は当日焼

っては︑注文を受けてから

したが︑各店を訪れたお客

に初めての試みではありま

商品を並べて売るのは互い

互販売したのです︒他店の

に良い落花生入りの飴を相

中から歯に付きにくく健康

通じて発信し︑各店商品の

かが﹂と地元ローカル紙を

う︑と﹁敬老の日に飴はい

の長寿の願いも同様であろ

千歳飴︒ならばお年寄りへ

品物︑商品の話など時間の

思いがけず予定外に出来た

いました︒中には失敗談や︑

かつ丁寧に説明をして下さ

ず普段の会話をする様に︑

前田氏も質問は後回しにせ

皆さん熱心な様子でした︒

同して頂ける飴屋さんがい

仲間を募集しています︒賛

から︑共に活動して頂ける

性化に繋がれば﹂との思い

活動が全国的な飴業界の活

が︑今回のような﹁各地の

かりのプロジェクトです

まだまだスタートしたば

す︒

メンバーは意気込んでいま

したい！と︑プロジェクト

﹁飴の街松本﹂から生み出

部部長・岡﨑欣浩

きました︒

の初心を思い起こす事がで

う姿勢に菓子屋を志した時

立てを提供していく〟とい

が喜ぶ為なら少量でも出来

最後に前田氏の〝お客様

月開催とな

前の部と午後

文
･ 化を知らな

ト﹂を始動さ

様の反応は良好で︑大きな

らっしゃいましたら︑ぜひ

りました︒

の部の二部に

い方も多い﹂という︑実は

せたのです︒

手応えを感じる結果となり

石川県菓子工業組合青年

わかれ計９種

三者共通の思いを持ってい

最初にやり

まんじゅう﹂

多く︑今回の

前田秀彦氏

招きして﹁酒

の﹃平野郷菓

習会を行い総勢

名が参加

どんな手間暇もかまわず取り組む

この度︑石川県菓子工業
組合青年部では︑石川県菓
子工業組合協賛のもと︑金

11
10

飴業界の活性化に向けて！

松本飴プロジェクト

は当時からの老舗飴店は３

そして現在︑松本市内に

でもあるのです︒

毎年一月の第一土日には

長野県の真ん中︑松本市︒

﹁あめ市﹂という冬の伝統
軒しか残っていません︒あ

新橋屋飴店︵創業から１

でしょうか︒

るいは３軒も︑と言うべき

行事が開催されます︒
上杉謙信が武田信玄に義

いわゆる﹁敵に塩を贈る﹂

５ ０ 年 ︶︑ 飯 田 屋 飴 店︵ 同

援の塩を贈ったとされる︑

の故事に由来して始まった

２２２年︶︑山屋御飴所︵同
３５６年︶の３軒はそれぞ
れの暖簾を守り︑ライバル
関係にありながらも松本の

万人以上

塩市︒それがいつしか あ｢
め市 ｣に変わり︑３００年

飴の伝統と文化を継承して

以上経った今は
もの方が訪れる盛大なイベ

産量が全国一を誇った時期

上もの飴屋があり︑飴の生

た︒そこで﹁地元の方を含

交換する機会がありまし

在り方について３者で意見

今年になり︑松本の飴の

来ました︒

もあったといいます︒城下

め︑観光客の方も松本土産

件以

町として様々な文化が醸成

明治期には市内に

されてきた松本は﹁飴の街﹂

20

ントとなっています︒

20

密接な関係

松本飴プロジェクト

一緒に活動して頂けません

ら︑子供の長

伸びることか

は引っ張ると

活動です︒飴

を関係付ける

敬老の日と飴

ある飴を贈るという風習を

はお年寄りに長寿の象徴で

方巻きのように︑敬老の日

のチョコレート︑節分の恵

ており︑バレンタインデー

共同開発することも検討し

やすく︑喜んで頂ける飴を

今後はお年寄りにも食べ

Ｅｍａｉｌ

４８４８

Ｔｅｌ

連絡先

ます！

０２６３︱３２︱

山屋御飴所 太田

ました︒

寿を願う縁起

健康寿命延伸都市を目指す

か？ご一報お待ちしており

物として定着

屋御飴所・太田喜久

長野県菓子工業組合・山
した七五三の

たかったのは
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田

秋田市スイーツフェスタ

大盛況

菓子協会のコンテスト入賞

中身を充実させる効果が大

高校の生徒さんたちにも手

スイーツアラカルト販売コーナー

伝ってもらい︑おかげで美

和菓子実演

スイーツアラカルト販売

味しく楽しいスイーツフェ

きかったようです︒調理師

コーナーでは４個で５５０

スタになったと思います︒

作品も展示したところ大評

円の販売をしたところ４０

学校の学生さんや秋田商業

秋田の農産物をふんだん

００個以上の菓子が完売し

判でした︒

秋田市スイーツフェスタ
に使った和・洋スイーツが

Ａ秋田なまはげ︑秋田商工

会で︑後援には秋田市︑Ｊ

洋菓子協会︑秋田洋菓子協

秋田県和菓子協会︑秋田県

田県菓子工業組合青年部︑

が秋田県菓子工業組合︑秋

合秋田支部が主催で︑共催

でした︒秋田県菓子工業組

につづいて開催され大盛況

秋田まるごと市場で︑昨年

たお客様にはかなり喜んで

があたる抽選会など来場し

販 売 コ ー ナ ー﹂︑ 豪 華 賞 品

題・ダリアの特別価格での

はげの﹁秋田の枝豆つめ放

ナー﹂の他︑ＪＡ秋田なま

イーツアラカルト販売コー

気商品が一堂に会する﹁ス

売コーナー﹂や︑県内の人

感動を味わえる﹁実演・即

量り売りを実施し︑連日完

ープ︑出来立てしんこ餅の

ンゴの餡を使った和風クレ

ーキ︑シュークリームを製

ーキアソートや︑ロールケ

シェが腕によりをかけてケ

斎作屋菓子舗の斎藤社長

た︒洋菓子協会では大館の

子供や家族連れに人気でし

ました︒

てもらったイベントになり

んにお菓子の魅力を満喫し

く︑４０００名以上の皆さ

の効果もあって集客が多

シを配布するなど事前ＰＲ

秋田市内の小中学校にチラ

教育委員会の協力もあって

算応援をいただき︑秋田市

秋田市の６次産業化の予

ました︒

こう！

の力で地域を元気にしてい

いきたいと思います︒菓子

業界の商売繁盛につなげて

にフィードバックして菓子

今後はそれぞれの菓子店

日

会議所をはじめマスコミ各

和菓子実演では︑シャイ

いただけた２日間でした︒

・小国輝也

県菓子工業組合秋田支部長

２０１８実行委員長・秋田

秋田市スイーツフェスタ

た︒

を実感することができまし

菓子のもつ魅力や集客力

社が名を連ねオール秋田で

もタイアップしたことも︑

農商工連携でＪＡさんと

盛り上げた菓子まつりにな

が︑飴細工の実演を行い洋

月

インスタ映えする食の延

すかが大事

長のような菓子の開発

れました︒
続いて︑コンビニ商材の

健康を意識した︑あっさ

を例に挙げ︑対策として主

進化が著しい現在︑和・洋

り︑軽めの商品を開発す

央会が設置している相談窓

菓子に比べ︑大きな影響を

ること

子を中心とした製菓原材料

受けていないリテールのパ

昨今の気候変動で︑暑い

に以下のような取り組みを

バレンタイン︑ハロウィ

ン屋の特長を取り入れ﹁焼

口の利用を呼びかけられま

ンなど新たなイベントの

きたて感︑鮮度にこだわっ

の製造卸︑商品開発︑製菓

取り込み

紹介されました︒

の値上げや︑栄養成分表示

日常の売上向上

り の 商 品 ︶﹂ の 開 発・ 販 売

たＤＡＹ１商材︵その日限

る菓子﹂﹁冷やして食べる

とに着目し﹁清涼感のあ

時期が長くなっているこ

開しています︒

が求められているとして︑

また︑大阪府の最低賃金

の義務化︑ＨＡＣＣＰなど︑

した︒

対応を求められる事柄が多

・製パンメーカーへの商品

講演会に先立ち︑野村理

提案など︑様々な事業を展

事長が挨拶に立たれ︑まず

日﹂として提唱し︑イベ

日を﹁いい夫婦の

く あ る 中︑﹁ 活 路 を 見 い だ

ントを開催︒よもぎの花

月

本年の地震︑台風で被害に

すために︑組合として分か

メリハリとして﹁濃厚な

りやすく説明する機会を設

味の菓子﹂にも注目を

あわれた方々へのお見舞い

やっていく重要性を話され

そのほかにも︑他業種に

を述べられました︒あわせ

代表

ました︒また︑米からとれ

比べて﹁食﹂という分野の

は︑株式会社上野忠

をキャッチコピーに菓子

る乳酸菌や︑もち麦といっ

強 み や﹁ 桜 の 花 び ら ﹂﹁ き

取締役の上野晃富史氏で

を展開︒

た植物性の材料を用いた︑

なこ﹂といった材料の世界

一方︑季節感が希薄になり︑

スです﹂と述べ︑大阪府菓

朝ごはんに和菓子を食べ

健康を意識した商品開発に

的人気ぶりなど︑多岐にわ

祭事が衰退しているなど︑

子工業組合で予定している

てもらえるよう︑惣菜が

ついても話されました︒

たる話題を︑ポイントを押

菓子﹂の重要性と︑その

講習会や説明会の積極的な

入った大福の考案など︑

最後に︑世界的な和のブ

さえて分かりやすくお話い

コンビニのできないことを

利用を呼びかけられました︒

自己消費のシーンを増や

ームの中︑人気の﹁和食﹂

言葉﹁決して離れない﹂

上野社長の講演では︑和

す取り組みの実施

にくらべて和菓子がまだま

けています︒変化はチャン

菓子を取り巻く現状と︑そ

２つ目のテーマとして︑

て︑大阪府中小企業団体中

の対策という観点から︑次

洋菓子のパティシエと和菓

岸︑お盆︑月見等に用いる

月︑雛祭りなどの節句︑彼

年間売上の多くを占めた正

衰退﹂についてふれ︑過去︑

上野社長はまず﹁祭事の

み出すことの必要性を話さ

第三の﹁いちご大福﹂を生

重要である﹂として︑第二︑

向けた︑不易流行の考えが

たなモノを求める消費者に

子職人の特徴を比較し﹁新

ンを︑どこに︑どう増や

菓子を食べてもらうシー

のようにまとめられました︒

開発に求められる要素を次

て︑これからの菓子の商品

だ注目されていないとし

者の姿が印象的でした︒

感想を口々に語りあう受講

には大きな拍手が送られ︑

ただきました︒講演の最後

事長・村上信

大阪府菓子工業組合副理
菓子材料の販売数量の減少

した︒

のようなテーマが語られま

す︒株式会社上野忠は和菓

講師としてお招きしたの

日に開かれました︒

テーマにした講習会が

大阪府菓子工業組合研究会にて

本文化への関心が高まり︑

インバウンド等により日

阪
﹁和﹂が注目を集めている

10

大
変化を見せる﹁和菓子﹂を

講習会風景

22

専門店から見た︑和菓子
の現状と対策︑これから



りました︒

造し︑昨年同様行列ができ︑

30

売︒洋菓子実演ではパティ

２０１８が︑９月
ズラリと並び︑出来立ての

ＪＡとタイアップで中身も充実

‼

日

秋

ンマスカット大福や県産リ

29

上野晃富史氏

11

12
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おおいた大茶会

月

参加

へ
の
おいた大茶会」と総称し県

県ではこれらの祭典を「お
にはバイプレーヤー的な存

は茶と共に人々と関わり時

ことも販売する側にはマイ

けになっている時間が長い

来場者の目がそちらに釘付

芸能人のインタビュー等、

小松亮太さん達の生演奏で

さん、バンドネオン奏者の

ァイオリニストの宮本笑里

ず不本意ではあったが、ヴ

や条件によって消費者の求

いるが、今回の経験で内容

トで菓子の販売等を行って

これまでに様々なイベン

市町村で趣向を凝らし

在となっている。

下

ロゴマークを見ても茶会で

に良い形で関わっている菓

このように大規模な祭典
ナス条件だったと思う。た

「天空の城ラピュタ」の主

た。

くるということを再確認し

めるものが大きく変わって

た事業を実施しているが、
り任され県銘菓等を販売し

題歌が聴けたことと、遠目

消費者が 求 め る も の の 変 化

月６日（土）から

にオープニングイベントの

まず皇太子ご夫婦が鑑賞

た要因として開会前日まで

た。思ったほど売れなかっ

局長・早瀬大雄

大分県菓子工業組合事務

だ、演奏中などは人の流れ

総合司会を務めた女優の賀

が止まり、声を出して邪魔

来千香子さんを見れたこと

子と当組合だが、冒頭にあ

をするわけにもいかないの

は良い思い出となった。

る肝心の銘菓販売と言うと

で我々もステージを見るし

は御馴染みの野点傘が一際

想像していたより売れず出

かなく、あまり商品は売れ

目立ち、茶会には欠かせな

国民文化祭は国民の文化
い菓子は各所でおおいた大
品に協力してくれた企業に

た。

活動への参加の機運を高

は申し訳ない結果となっ

回国

民文化祭・おおいた２０１
茶会に彩りを添えている

したオープニングイベント

九州を直撃すると予想され

を促すことを目的として、

前には会場内で大分銘菓を

８、第

合計５、０００個程配布し

響で期待していた県外から

・文化祭おおいた大会のオ

道府県で開催されている国

御来賓をはじめ招待客を大

の来場者が少なかったよう

全国菓子大博覧会開催を契機に

賛のお声を沢山頂戴しまし
た。

我が県に於いては、経験

いに対する理解と認識を深

に、国民及び県民に、障が

当組合員の提供した菓子が

スタンプラリーの景品でも

お菓子でもてなしていた。

席を用意し来場者を抹茶と

の向かいに特設ステージが

考えられる。他にもテント

くれないということが一つ

の人はなかなか足を止めて

菓を揃えた買台の前で地元

で、お土産用にと大分県銘

お陰で、この一大イベント

合員皆様の力強いご支援の

連理事長様はじめ全国の組

博覧会開催に当たり、全菓

一年半の時が過ぎました。

県で開催させて頂いてから

全国菓子大博覧会を三重

の感謝の気持ちで一杯で

きいと、言い尽くせない程

事務局の方々のご尽力も大

画・運営に携わって頂いた

は準備委員会当初より、企

が出来ました。又、これに

予定した様に無事終える事

いて近い将来に明るい灯と

は、三重県の菓子業界に於

取り組む機会をつくれた事

ースを設け、夢に向かって

し学ぶ学生にも、展示のブ

又、県内の製菓業を目指

に取り組みました。

に呼び掛け工芸菓子の制作

の有無を問わず、全組合員

めていただくことを目的

多く使われており、現在も

す。そして、全ての計画・

業界を盛り上げる為のぼり旗を制作

年から毎年、全

行われている各市町村の関

を三重県にて開催し、当初

年度から毎年、各都

内最大の文化の祭典で、全

いにもてなした。屋外の歩

昭和

行者天国イベント・記念ア

国障害者芸術・文化祭は障

行者天国イベントでもお茶

ープニングを記念して『歩

トラクション』が実施され、

がい者の創造性を高め、社

号の影

大分県菓子工業組合では実

会参加を促進するととも

国持ち回りで開催されてい

あり、ダンスや演奏や有名

「中嶋庵」を舞台に、映画

ざくら」が今年の夏に公開

を舞台にした第１作「あお

ち上げ、奈良県大和郡山市

製作したのは、大阪の芸能

屋で公開される予定です。

年６月に脳幹梗塞で倒れた

の兄で、中嶋信夫さんが昨

は店主

デューサーの福本裕介さん

「ＳＡＫＵＲＡ」のプロ

ます。

中嶋信夫氏の義理

くストーリーになっており

回復されております。今現

れ、リハビリを続け順調に

に侵されて脳幹梗塞で倒

活躍されました。心臓の病

いただき、初代役員として

合青年部立ち上げにご尽力

がれ、滋賀県菓子工業業組

た」とお褒めのお言葉を掛

になる度に「素晴らしかっ

大工芸菓子のパネルをご覧

は、店頭に飾った菓子博巨

にお出で下さるお客様に

り感謝して居ります。店舗

で事に当った結果だと心よ

実行に県内の組合員総動員

ました。以前、菓子業界の

ルアップを図る事だと感じ

スキルが向上し業界のレベ

に終わらず、組合員全体の

指す物は、単に菓子物産展

えて、この大会が一番に目

す。全国菓子大博覧会を終

なる事を大いに期待しま

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

「てのひらに込めて」の撮

中嶋庵

れ、来年２

影が行わ

店に追い込まれる危機を高

父親が病気で倒れ、店が閉

たる。映画の内容は店主の

らに込めて」が第２作にあ

され、今回の映画「てのひ

映画撮影は８月から

月に

「中嶋庵」を選ばれました。

を得て第２作のテーマに

菓子業界の現状からヒント

ことや後継者不足に悩む和

風ブッセ、チーズクリーム

されております。銘菓は和

と職人さんの３人で再出発

庵」と屋号を改名し、奥様

在、店舗新装に伴い「中嶋

な出来事が、現実に展開さ

て求める事が出来る夢の様

る全国のお菓子が一会場に

中には、旅の思い出に残

けて頂きます。

祭りする神社の例大祭に因

ます。そこで、菓祖神をお

有るとお聞きした事が有り

る文化度のバロメーターで

存在こそ、その地域に於け

作る「手先」だけ出演され

れ、映画の中でもお菓子を

お菓子つくりの指導をさ

れ、中嶋信夫氏も出演者に

彦根市内を舞台に撮影さ

かけて「中嶋庵」をはじめ

とうれしい」とコメント。

んが実際に店に来てくれる

夫氏は「映画を見たお客さ

に込めて」に対し、中嶋信

つ」です。映画「てのひら

の絶妙な味わいの「ふくみ

出来ない一面に、驚きと称

界の普段では目にする事が

す。それにも増して菓子業

る皆様もいらっしゃいま

れたと言う喜びを口にされ

三重県菓

組合員に配

菓子業界を盛り上げる為全

の機会にのぼり旗を制作し

まずは、気運の高まったこ

日】と定めている事から、

み【毎月十五日をお菓子の

上野幸廣

専務理事・

子工業組合

布しました。

部長・小川睦博

滋賀県菓子工業組合広報

です。

私達もこの映画で業界が盛
中嶋信夫氏は大学卒業

ております。

後、岐阜県の和菓子店で４
年間修業され、父親の経営
されていた中嶋製菓舗を継

のぼり旗

り上がれば大変うれしい事

10

月までに撮

月に関西、

校生の次女が立て直してい

ふくみつ

東京、名古

映画
「てのひらに込めて」
来年２月公開

滋賀県彦根市の和菓子店
「中嶋庵」
が映画の舞台に

滋賀県彦根市平田町にあ

!!
10

事務所「 SAKURA entertai
」。映画製作部門を立
nment

る創業１１０年の中嶋信夫
影が今年の夏から始まり

13

氏が経営する老舗和菓子店

に、平成

る国内最大の障がい者芸術
連事業でも様々な形で菓子

61

・文化の祭典である。大分

ていた大型の台風

行委員会よりテントを一張

重
三

18

おおいた大茶会のロゴ

25

•••••••••••••••••••••••••••••

め、新しい芸術文化の創造

で開催されている第

18

回全国障害者芸術

33

日（日）にかけて大分県

11

分
大
10
25

賀
滋
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アフタヌーンティーでは︑

ことながら︑それ以上に﹁和

を発信したい思いは当然の

和菓子の美味しさ︑美しさ

メインロビーで多くの乗船客を前に上生菓子のパフォーマンス
様々な和菓子を提供する中

菓子職人﹂という仕事が日

ク イーンエリザベス号に

豪華
客船

でお客様の席前で鋏菊の実

上

納品
演を行いましたが︑やはり

本の子供たちの憧れになっ

以

中餡にチョコ餡を選択され

てほしい︑という気持ちが

強くあります︒この仕事は

３月

ました︒
日の長崎︱上

ひとつにお声がけいただき
〜

ました︒余談ですが︑小松

古くを伝承しながら新たな

な和菓子をリクエストされ

茶クリームをサンド︑和の

焼印いりどら焼は︑中に抹

真剣に取り組まれていたよ

思われるかもしれません︒

の意味があるのだろう？と

匡

に集めました︒オリーブの

ーブに関連する製品を一堂

売︑和菓子作りワークショ

ブを使用したお菓子の販

ースでは︑組合員のオリー

香川県菓子工業組合のブ

れていただいた﹁湊屋﹂さ

売しました︒製造を受け入

のしずくは３時間ほどで完

上の来場があり︑オリーブ

ト当日は想定していた倍以

た﹂と仰ってました︒

を教えるいい勉強になっ

た佐藤亮太郎さんも﹁物事

うです︒製造指導にあたっ

売してみませんか？﹂と学

ので︑エントリー作品を販

にお菓子のイベントがある

と思い﹁組合で

で終わらせるのは勿体ない

日︵日︶

作品を活かした組合活動
月

マチ・オリーブ牛・オリー

利用する事で︑オリーブハ

するといった取り組みを行

一緒に作り︑一緒に販売を

ーブしずく﹂を生徒さんと

自分たちが作った物を商品

に戸惑ってはいたものの︑

作る為の仕込みの量の多さ

ー作品には興味深い作品が

画︑地域食材と⁝エントリ

したので︑地域に因んだ企

が町自慢の創作和菓子﹂で

今回の作品テーマが﹁わ

りたい！﹂との好感触でし

中にもかかわらず﹁ぜひや

イベント当日がテスト期間

く︑ある学校の生徒さんは

校側や生徒さんの反応も良

校側に打診したところ︑学

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

和菓子４０００個

日︑大

海間では私も乗船し︑上生

株式会社︒

ました︒例えば︑客室の菓

いに来てくれたり︑イベン

加工品と言えば︑オリーブ

ップ︑目玉として︑全国和

年

ブ 豚・ オ リ ー ブ 車 海 老 ⁝

多く︑エントリーしただけ

部会長・田村正太郎

香川県菓子工業組合青年

す︒

増えていけば良いと思いま

域に必要とされる菓子屋が

んと一緒に関わる事で︑地

いければいいのと︑生徒さ

甲子園が年々盛り上がって

じた関わり合いで︑和菓子

た︒今後とも作品販売を通

として販売するという事で

12
いました︒学校の先生も買

11

FAX.0283-23-5401

船内で実演パフォーマンスも

２０１８年３月

さんとは昨年９月に私がイ

価値を生み出していく︑素

阪港へ着いたクイーンエリ
ザベス号に４０００個を超

晴らしい仕事だと思いま

小︑人手不足︑小豆の価格

菓子パフォーマンス︑ワー

高騰︑日々頭を悩ませるこ

クショップ︑和のアフタヌ

フォーマンスは多くの乗船

とだらけです︒それでも和

ギリスのバースで上生菓子

客にお集まりいただき︑同

菓子屋に︑和菓子職人に明

のパフォーマンスをさせて

時にキュナード社オリジナ

るい未来があることを信じ

える和菓子を納品致しまし

ルに作った商品やお土産ボ

て︑可能な限り活動してい

た︒クイーンエリザベス号

ックスを販売したりと︑大

す︒私はとてもやり甲斐が

変賑やかに行われました︒

ーンティーと様々なことを

﹂は︑抹
Cunard Mochi

栃木県菓子工業組合菓子

頂く機会があり︑その会場

茶と桜の２粒のお餅で︑抹

２年ほど前から︑海外で

づくり研究会会長・和氣康

初となる和菓子乗船とのこ

した︒

乗船客の多くが欧米人で

の催事やパフォーマンスを

あると感じています︒現実

船内にある２０００程の

あるようで︑選択される和

茶の餅にはチョコ餡を使用

しておりますが︑これに何

は人口減少による市場の縮

客室に置く菓子や︑キュナ

商品の提案から決定まで

しましたし︑お土産ボック

させていただきました︒メ

ード社オリジナルの﹁お土

にはイギリス日本間で何度
菓子の多くが見た目は日本

スに作ったキュナード社の

インロビーでの上生菓子パ

産 ボ ッ ク ス ﹂︑ 和 の ア フ タ

らしく︑味は少し洋風なも

にいらしていたことがきっ

グローバルブランドアン

ヌーンティー︑バーで提供
も話し合い︑非常にパワー

のが多く︑また︑そのよう

かけでこのご縁に繋がりま

バサダーの小松美保さんと

する日本酒×和菓子︑上生
がかかりましたが︑それも

クイーンエリザベス号に

クイーンエリザベス号を所

菓子ワークショップとパフ

毎年日本酒を乗せている兵

有するキュナード社は︑同

ォーマンス等︑持ちかけら

庫の酒造会社明石酒類醸造

船が日本を周遊する期間に

とで︑大変光栄に思います︒

子﹁

行う﹁明石鯛プログラム﹂
れる企画は多岐に渡るもの
勢を強く感じました︒

なっております︒

きたいと思います︒

を企画しており︑日本酒と
でした︒

全て︑キュナード社の﹁ Our
﹂を大切にする姿
Customer

和食とのペアリング企画の

産品振興課が企画し︑オリ

オイル・グラッセ・新漬け



は有名ですが︑最近ではオ

平成

月

た︒小豆島に日本で最初に

んでは︑生徒さん達は沢山

21

月と

オリーブが植樹されて１１

菓子甲子園出場作品﹁オリ

和菓子甲子園エントリー

香川県小豆島にて︑オリー

リーブの実や葉っぱを餌に

10

TEL.0283-23-7331

15

０周年を記念して︑香川県

川

大阪営業所 大阪府大阪市淀川区西中島7-7-2

TEL.03-3851-7331

東京都千代田区岩本町1-8-16

東京営業所

香

栃木県佐野市村上町903

26

様々な物が香川ブランドと

オリーブしずく

本社工場

http://www.namisato.co.jp

URL

24

木
栃
ブマルシェが開催されまし

学生さんと一緒にお菓子づくり

30
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に弁当や総菜を作るもの

るので︑大手は年が明けて
減塩指向はこれからも続

一番多いのは︑カップ麺だ︒

何を使うかによっては︑健

たからといって︑代わりに

その②
から︑商品に栄養成分表示

回ＦＡＣＴＡＳセミナー︵主催・三和建設株
に︑栄養成分を表示してく

第
式会社︶では︑垣田達哉氏︵消費者問題研究所代表︶

某メーカーのドレッシン

グは新表示になっている

康面にいいことにならない︒

る︒ただ︑塩分を減らすこ

き︑国を挙げて塩分を少な

くる︒景気が悪くなり︑輸

が︑食塩相当量は大さじ１

くして下さいと言ってい

成分表示がないから︑小規

杯︑０・９ｇである︒野菜

サラダが健康にいいからと

とは︑味に直結する︒簡単

また︑トランス脂肪酸を

倍の２・７ｇ摂取となる︒

確定しない︒すると栄養成

女性の目標は７ｇだから︑

また︑２０２０年の３ヶ

る︒パーム油は植物油脂な

２・７ｇ使ったら︑あとど

いって︑朝昼晩ドレッシン

のに飽和脂肪酸が多いか

れくらい食品から摂れるか

グを１杯ずつかけたら︑３

食塩相当量という表示だ

ら︑あまりいい油ではない︒

という話だ︒こういうドレ

減らす代わりに︑パーム油

が︑厚労省が目標量にして

日本人はトランス脂肪酸よ

ッシングを毎日使っていた

を使っているところがあ

なる︒また︑東京へ出てオ

いる塩分は︑男性１日８ｇ

り飽和脂肪酸のほうが︑は

分表示も確定せず︑弁当の

リンピックを見ようとすれ

未満︑女性７ｇ未満である︒

るかに摂取量が多い︒国は

総菜は決まらない︒

ば︑地方で金は落とさない︒

実際の摂取量は︑２０１６

月前に軽減税率が始まる︒

東京は一部潤うが︑そうで

年で男女ともに２ｇ以上越

当たり前だが︑景気が悪く

にいうとまずくなる︒

をしてくる︒そこで起きる

は︑栄養成分表示をしなく

入大豆を使わないと成り立

ことは︑レシピが変わって

てもいい︒しかし︑小規模

たないとなれば︑レシピが

れと言ってもできないだろ

栄養成分表示が義務化さ

事業者が作ったものを︑大

は︑栄養成分表示が必要で

月は１年で

はないところは景気が悪く

月が目

ーカーは︑３年後にカップ

減らそうとしている︒某メ

えているので︑国を挙げて

酸を減らし︑パーム油を使

る︒従って︑トランス脂肪

務表示にしようと思ってい

はなく飽和脂肪酸の量を義

前から︑トランス脂肪酸で

にはならないが︑減塩指向

い︒減らしたからいいこと

商品を作らないと売れな

して︑こうですよ﹂という

ま う︒﹁ う ち は 塩 分 を 減 ら

ら︑塩分をかなり摂ってし

なってくる︒

前である︒食品は関係なく

ヌードルの減塩ヌードルを

ったことは︑決していいこ

方が作った総菜や弁当を︑

模事業者の商品は扱えなく

う︒大手スーパーには栄養

界に２０２０年を境に何が起きる？その影響は〜﹂
をテーマに講演を行いました︒
先月号より続く︒

れた︒４要素を備えた加工

規模事業者が販売する場合

栄養成分表示の全面義務化

平方センチメー

商品は全てが対象である︒

トルの物は表示しなくてい
ある︒例えば地元の農家の

表面積が

というと５×６の

いが︑

ても︑普通の日用品が高く

出すと言った︒カップ麺の

包装紙で包むことになるの

なれば︑食料品を抑えよう

塩分は１個で７〜９ｇあ

︑

としてくる︒年が明けると

一番稼ぎ時の

オリンピックモードになっ

道の駅や朝市で売る場合︑

である︒今はどこのスーパ

ものが結構ある︒ここで例

で︑とても小さい︒２０２

ーも各店舗独自の色を出す

小規模事業者が作ったもの

いてはいけなくなる︒栄養

品揃えをしているので︑地

でも︑栄養成分表示が必要

成分表示を省略できるもう

は続く︒

０年４月１日から表示され

１つの条件は小企業だ︒小

とではない︒塩分を減らし

かっている︒そんなところ

れが信頼である︒

造者か︑加工者の表示が必

ったって︑うちはあんたの

った場合は︑販売者だけの

は栄養成分表示ラベルも一

者でする場合は︑書いても

られない︒スーパーにバル

ぜひ消費者に﹁こういう
構わないが︑製造者にはな

製造所固有記号を使わな

っている︒

で働いていても︑モチベー

商品をどうやって栄養成分

れない︒販売者だけの表示

ず要る︒製造所固有記号も︑

緒 に 納 入 し ま す ﹂﹁ あ り が

は︑一切できなくなる︒

表示でも構わないことにな

クで卸している場合︑１箱

表示したらいい﹂という話

ればいけない︒その時︑初

者には何の付加価値もな

ている︒全部なので︑消費

るから︑安全な商品を出し

場で作っているんだった

あ る︒﹁ そ ん な き れ い な 工

さい﹂と言うのが︑安心で

していますよ︑安心して下

こんなにきれいなところで

申し上げるとともに︑都道

組合員の皆様には︑お詫び

いました︒

て︑９月号を同封してしま

ましたが︑一部地域で誤っ

合員の皆様にお送りいたし

上生菓子で季節を感じとろ

衛生上の責任者の表示

になるだろう︒そういう商

物をこういうところで作っ

たい︑お宅のを入れようか﹂

ているので︑どうぞご安心

となる︒

ションは上がらない︒消費

１００トレイ分だとする

い商品は︑販売者だけの表

者にも会社にも︑自慢でき

と︑原材料表示︑製造者の

製造所固有記号を使った

今回から記号の前にプラス

ら無くせない︒食中毒が起

品を扱っている方は︑ビジ

示は不可である︒従って製

をつけるので︑今までと新

マグロの刺身や牛肉など

逆に義務はないから﹁そ

場合︑消費者からの問い合

下さい﹂と訴えられる物を

表示は別ラベルで︑１００

ネスチャンスかもしれない︒

る工場で物を作る︒これが

きた時︑どこで作っている

んなのしません︒お宅でし



しいものの違いがわかる︒

をカットしたものは︑今回

枚一緒に納入する︒店では

て 下 さ い ﹂﹁ そ ん な こ と 言

作っていただければと思う︒

かを早く調べなければなら

トレイに小分けして︑裏に

消費者に安心を与える︒こ

の法律では加工ではない︒
ないように︑食の安全のた

わせあるいは︑この商品を

しかし︑マグロの刺身を売

作ったところがどこかを︑

期画面に製造所固有記号を

い︒消費者は安心を求めて

ら︑大丈夫だ﹂となる︒そ

府県菓子工業組合もしくは

う！〜︑サイエンスヒルズ

終わりに

貼って︑店に出す︒この裏
のラベルに栄養成分表示が

者と衛生上の責任者の違い

大きく作って︑消費者がす

いる︒安心とは信頼である︒

のためには﹁うちはこんな

全菓連まで︑ご連絡いただ

こまつ・ひととものづくり

行事予定
要る︒業務用の加工食品に

加工者や製造者は事項名

は︑販売者は︑衛生上の責

ぐに入っていけるように

安心のために何をしている

工場﹂とホームページにア

月号をお

お詫びとお知らせ

ところが︑今回の食品表

は︑栄養成分表示の義務は

というが︑スーパー側は今

任者にはなれない︒一般的

し︑製造所がどこかを特定

の か︒﹁ う ち は こ う い う こ

ければ︑早急に

造所が分かるようにしなけ

日本の法律を全部守ってい

な い と い け な い︒﹁ う ち は

月号を同封し︑組

ご迷惑をおかけしました

ともに

先月︑菓子需要拡大キャ

示法ではマグロの刺身など

ない︒消費者に販売するも

まで表示していないものが

な商品は︑必ず製造者か加

できるようにする︒また︑

とをしているから︑どうぞ

ップできなくてはならな

送りさせていただきます︒

たが︑見せない工場がある︒

の生鮮食品をカットしたも

のだけである︒従って︑大

工者か輸入者の事項名の表

０１２０のお客様相談室に

い︒働いている人も﹁これ

安全は何かといえば︑法

のは︑加工食品ではない︒

手スーパーは︑栄養成分表

多かった︒これは︑全部表

示が要る︒販売者だけは不

電話をしたら﹁わかりませ

安心してください﹂という

じゃ虫が入って来る﹂と分

伝えることができることが

しかし︑表示は加工者にな

示のラベルも一緒に納入し

また︑大手の場合だが︑

示しなければいけない︒

可だ︒よくあるのは地元の

ん﹂という答えでは不可だ︒

例えば網戸に問題があっ

ところが︑付加価値を生む︒

条件になる︒ＱＲコードの

今まで食品衛生法では︑

加工者という表示が要る︒

る︒スーパーはまとめて仕

てくれとは言えない︒しか

製造所固有記号が変わっ

産品で︑販売者だけ書いて

すぐに答えられるという条

日︑第

入れ︑店の中

し︑スーパーでは︑栄養成

た︒製造所固有記号は︑１

あるものは不可で︑製造者

件で︑製造所固有記号を使

13

日〜

日︑えひ

月８日︑サイエンス

公園︑松山市

り﹁ す ご い も の 博 ﹂︑ 城 山

め・まつやま産業まつ

月

り︑宮交シティ︑宮崎市

回みやざきお菓子まつ

日〜

で小分けをし

分表示をすることはできな

つの商品を二ヶ所以上とい

もわからなければならな

月

て い る︒﹁ 小

い︒ししゃもなど栄養成分

うことで厳しくなった︒製

い︒販売者が表示上の責任

18

25

ンペーンのリーフレットと

分け﹂は加工

表示は分からないだろう︒

造者︑加工者︑輸入者で表

17

24

消費者に見せられる工場で

加工者の義務表示をしてい

行為である︒

魚や肉関係はたくさんあ

示上の責任者と衛生上の責

11

11

科学館︑小松市

・フェスタ２０１８〜

12

律を守ること︒メーカーは

る︒それがそのまま来てお

しかし︑店内

り︑スーパーに店内小分け

宮崎

愛媛

石川

10

場合︑それから入って︑製

り︑加工してないのに加工

で小分けをし

の も の は 結 構 あ る︒﹁ う ち

10

任者がある︒表示上の責任

したという表示を︑義務か

ても︑店内加
垣田達哉氏

工品には認め

同一商品を二ヵ所以上で製造する場
合のみ製造所固有記号使用可

め義務づけられている︒

12

る時は︑加工してないのに

る︒日本人の塩分摂取量で

11 10

てくるが︑４月に表示があ

垣田 達哉 氏（消費者問題研究所代表）

えば農家の方が小遣い稼ぎ

食品業界に2020年を境に
何 が 起 き る？ そ の 影 響 は

元の業者から仕入れている

食品表示の2020年問題

規模事業者が作ったもの

ていなければ︑売り場に置

なる可能性がある︒

を講師に迎え﹁食品表示の２０２０年問題〜食品業

18
30

30
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第956号

第

回菓業青年会九州ブロック大分大会・第

先月号より続く︒

いて講演会を開催しました︒

国のヤマト便の配送を利用
させていただいた︒最盛期
には︑ヤマト便の４トント
ラックが１日４便走ってい

時間走

たので︑大変なにぎわいだ
った︒ヤマト便は
っており︑菓子博の商品を

その②

ので︑来られた方は飲食コ

が︑三重県は食材が豊富な

上げも出店条件も厳しい

んでいた︒出入業者は売り

客様がたくさん入ったと喜

今回は地元の業者も︑お

菓子を作り︑好評を博した︒

ななどの柑橘系を使ったお

草︑みかんややまとたちば

の伊勢茶やあおさなどの海

う﹂と声がけした︒三重県

ことを︑お菓子でしましょ

外に発信したかっ

省点だが︑私は海

力いただいた︒反

って下さいとご協

をパッケージで売

伊勢参りと菓子博

イアップして︑お

回は旅行会社とタ

かけるのだが︑今

頭を下げて動員を

ろいろなところに

っていただき︑い

んにチケットを売

全国のお菓子屋さ

大変である︒本来︑

けの人が集まると

てたので︑それだ

げられている︒日本のお菓

いろいろなところで取り上

は質も高く︑美しいので︑

良かったし︑日本のお菓子

とよい︒海外の方の反応は

ールするかをしていただく

て日本のお菓子をどうアピ

内だけでなく︑海外に向け

の後の菓子博では︑日本国

ただいたのではないか︒こ

も︑１万人くらいは来てい

とはできなかった︒それで

ど多くの方に来てもらうこ

け入れたりしたが︑それほ

とか︑海外からの視察も受

ロガーの方に来ていただく

はなかったので︑海外のブ

えばとても海外に行く余裕

とぶち上げた︒結果的に言

お伊勢さん菓子博２０１７の様子

ーナーに喜んで︑列を作っ

た︒インバウンド

レンジしたいと思っている

てくれた︒博覧会をするこ

で海外から何千万人の方が

き︑商売に役立てて欲しい

ぜひお菓子を売っていただ

っと自慢したい︒菓子博で︑

番販売ができたことをちょ

るが︑今回は歴代の中で一

菓子博には長い歴史があ

荷すると︑翌日昼には伊勢

たれている︒前日４時に出

ト便は全国に︑配送網を持

のがヤマト便である︒ヤマ

とか解消したいと利用した

びつかないからだった︒何

欠品が多く︑売り上げに結

わってしまい︑ロスが出る︒

場で並べていると会期は終

注をかけて荷物を送り︑会

お菓子を発注したいが︑発

仕掛けになると思う︒

菓子博が盛り上がっていく

ある︒こうした形は今後︑

い︑買いたいという要望が

ら︑お土産で持って帰りた

方は︑お菓子を見て食べた

だいた︒全国から来られた

は︑予想以上に売っていた

いした︒近鉄百貨店さんで

質問

地元の業者も喜ぶ

とは︑来場していただいた

ので︑近鉄百貨店さんの巨

れているのか︒

ていた︒三重県には城もあ

昔の人は大変な労力をかけ

した餅がある︒旅の方が歩

なが餅という牛の舌の形を

る︒三重県の北の方には︑

に立ったお菓子を作ってい

ほとんど変えていない︒江

しているが︑赤福餅の形は

創業から３００年以上経過

ものを求めている︒赤福は

ったが︑お客さんは新しい

今回︑菓子博を通じて思

と変わらない数だが︑赤福

お伊勢参りのお客様は︑昔

買う必要がないのだろう︒

ないので︑そこまで土産を

ある︒隣近所の付き合いが

見送ってきた︒今は１箱で

は買えない﹂というお客さ

め﹁まだ旅が続くから赤福

３日しか持たない︒このた

いので傾けると偏るし︑２︑

して不便である︒やわらか

それでも赤福餅はお土産と

ればどこにでも帰れるが︑

会社の決まりである︒全国

遠くに売りに行かないのが

参りの味だから︑そこから

っている︒赤福餅はお伊勢

沿線の土産コーナーでも売

地元の鉄道会社の売店や︑

も売っている︒近鉄という

比べれば名古屋でも大阪で

る︒確かに赤福餅も︑昔に

ず残っていくが︑それだけ

もちろん赤福餅は︑変わら

作っていくことが使命だ︒

やこれまでにないお菓子を

べない︒このため︑利便性

なので︑そんなに赤福は食

し︑ものは足りている時代

は外国から人が来るだろう

んな事業をした︒これから

子屋とは離れたところでそ

の実行委員会は全力で応援

かで開催が決まれば︑伊勢

まだ決まってないが︑どこ

レンジする︒次の菓子博は︑

いろいろ新しいことにチャ

い世代はその期待を受け︑

若い世代を後押しする︒若

エネルギーだと思う︒私も

やわらかい発想︑やる気・

ら業界を背負う若い世代の

事で︑男は夜中に菓子の準

準備する︒これは女性の仕

火を入れ︑お茶を沸かして︑

に起きて︑本店の前で釜に

いる︒私の家内は︑朝４時

ていただくために︑開けて

発する︒そうした方に食べ

早朝から荷物をまとめて出

は１日

た開店時間である︒昔の人

日間に

り︑立派な上菓子もあるが︑

きながら食べるようにでき

んを逃がしている︒お伊勢

どこでも食べられるように

朝５時は︑お伊勢参

多くは旅の方をも

ており︑薄べったい形なの

の売り上げは変わってい

参りの人たちに伊勢の味を

いと︑成功と言えない︒

の方向に満足してもらえな

者にも喜んでもらう︒全て

に︑出店していただいた業

方に︑喜んでもらうととも

大なお菓子売り場を作っ

たし︑一緒に考えなければ

濱田

子は︑まだまだ可能性があ

ならないと気づかされた︒

りの旅のお客さんに合わせ

日本に来られているから︑

に商品が着く︒例えば前日

う 観 光 施 設 を 作 っ た︒﹁ 何

同時に︑時代という壁を乗

てなすお菓子だ︒

戸時代︑白餡で作っていた

る︒これが時代の流れだと

お届けする意味では︑改善

三重県の新たな
菓子を開発

た︒過去の菓子博では︑開

で餅屋が観光施設をする

り越えていくのは︑これか

ると思うので︑それを菓子

会期に合わせて︑三重県

う楽しんでもらうかが使命

の？﹂と言われたが︑伊勢

海外に向けて発
信を

のいろいろなお菓子を作っ

と課題である︒赤福餅をも

の旅の魅力を作るため︑菓

博で知ってもらいたい︒

お昼に発注すると︑翌日昼

宝されるかもしれないが︑

っと全国に行って売ったら

最初は﹁日本のお菓子の最

には到着する︒今回は︑ア

赤福餅は過去あまり取り上

いいと言われることがあ

大イベントがあることを︑

催当初はお菓子があるが︑

で﹁普段︑自分たちがチャ

で来て︑１皿しか頼まない︒

げられていない︒今は車や

三重県は観光地とはいえ

会期が進むにつれて減って
た︒こういうチャンスなの

くたくさんお伊勢参りに来

昔は︑お伊勢参りに行って

電車があるので２︑３日あ

海外へ向けて発信しよう﹂

マゾンのために作られた全

がある︒単に食べておいし

られる方に︑素早くサービ

きたと︑赤福の箱を何箱も

万人の目標を立

いった︒理由は無くなった

餅菓子ブランドが残ってい
い︑疲れた体に糖分が欲し

抱え︑帰られるお客さんを

朝５時から︑開店さ

る︒江戸時代︑お伊勢参り

スするためだろう︒先人の

旅の方をもてな
すお菓子

知恵が生きている︒

を意識した菓子文化であ

一期一会の旅の方

で荷物に差し込んで持ち歩

記録はあるが︑形はそのま

思う︒我々はこれからも過

三重県はもともと旅の方

る︒旅の方にお菓子を提供

に提供すること

くことができる︒伊勢まで

去の方が作ってくれた素晴

キロ歩いたので︑

するため︑１００くらいの

が︑我々の生まれ

まだ︒ただ︑赤福がこのま

もしろいが︑いろ

していただくとお

重県に来たら︑探

われるだろう︒三

ションはないと思

そんなにバリエー

の組み合わせで︑

昔だから餡と餅

今でも提供している︒恐ら

間に何十個も作る︒それを

で素早く作っている︒１分

餅は︑寿司を握るように手

早く出すためである︒赤福

のかだが︑私の考えでは︑

ない︒何でこの形になった

不思議で︑持ち運びに向か

餡が逆転している︒これも

る︒今︑店頭では４人家族

食べている姿も覚えてい

福餅をてんこ盛りにして︑

ながらにお客様が店頭で赤

いものに飢えており︑子供

べた︒それだけ世の中も甘

餅を１人で４粒も５粒も食

減ってきている︒昔は赤福

実︑売り上げはだんだんと

なが餅はお土産として︑重

お持ち帰りには向かない︒

ので素早く食べられるが︑

スピード感のある食べ物な

れるが︑伊勢土産ではない︒

赤福餅は伊勢名物と言わ

した商売を考えていく︒

同時に︑新しい時代に対応

らしい商材を守っていくと

売なので︑お伊勢参りをど

っている︒観光客相手の商

が潤うことにより︑成り立

勢に人が来てくれて︑地域

我々の赤福グループは伊

考えることが必要だ︒

して持ち帰りやすいものを

時代とは違い︑伊勢土産と

の余地がある︒父親たちの

ると考え︑おかげ横丁とい

来る人の数を増やせば売れ

れど行けないので︑伊勢に

赤福餅を売りに行きたいけ

い︒そこだけは守る︒父は

旅のお供でなければならな

も赤福餅は︑お伊勢参りの

たみがなくなる︒これから

なると︑お客様にはありが

か︑皆さん真剣に考えてい

菓子業界がどう残っていく

通の悩みだが︑これから和

た︒全国のお菓子屋さん共

なことを学ばせていただい

今回︑菓子博でいろいろ

の使命だろう︒

子を作っていくことが我々

ではない伊勢の新しいお菓

話を終わりたい︒

皆様にエールをお送りして

とご縁が持てたし︑九州の

い︒菓子博を通じ︑皆さん

ていただけるとありがた

新しい時代のお菓子も作っ

い︒これからの若い世代で

新しい菓子博を作ってほし

する︒これまでとは︑違う

ていただきたい︒

ているので︑赤福本店へ来

赤福餅を用意してお待ちし

で気持ちがいい︒朝５時に

伊勢参りは︑空気がきれい

いただきたい︒夏の朝のお

れたら︑早起きして食べて

い伝統である︒伊勢に来ら

備をする︒これが変わらな

32

いろな形の餅菓子

る︒

ま行けるとは思わない︒事

60

来ると形が変わる︒代表的

24

なものは赤福餅だが︑餅と

言われた︒大体

いだけでなく︑形も工夫さ

濱田 典保 氏（株式会社赤福顧問）

れており︑旅の方の気持ち

途切れないようそこにお願

通じて築いた絆

お伊勢さん菓子博２０１７を

キロで︑

二十二世紀に繋がる『赤心慶福』の精神の継承

回

お伊勢さん菓子博２０１７を通じて築いた絆﹂につ

﹁ 二 十 二 世 紀 に 繋 が る﹃ 赤 心 慶 福 ﹄ の 精 神 の 継 承

は︑濱田典保氏︵株式会社赤福顧問︶を講師に迎え

全国菓子工業組合連合会九州ブロック大分大会で

20

をする人は１日８里歩くと

歴代の中で一番
販売した

24

64

てきたルーツであ
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第

回西日本食品産業創造展では「若者の夢を

がどういう仕事をしている
のか見ておけ」と言います。
その中で、少しでも自分が
何かの役に立っているとい
う嬉しさを感じて欲しい。
それが仕事の存在理由にな
ります。自分が何もしない
で「まだ教えてもらってい

その②

嫌われないようにするには

いのに言う。そういう人に、

とを、人に言わなければい

す。自分が言われて嫌なこ

っても必ず嫌な人はいま

す。だから、どの会社に行

んどんに教える人もいま

嫌われる人間は欠点が多

れる人間にならないこと。

を考える。それから、嫌わ

るか、いい人間になれるか

分でどうしたらうまくなれ

なさい。そのためには、自

人より少し違う人間になり

人間になったらダメです。

普通です。だから、普通の

にしつこく聞くと上手にな

と思うことを聞きやすい人

が働いても同じです。苦手

の科目が嫌になる。皆さん

れました。そうしたら、そ

いたら「うるさい」と言わ

ば分かりません。先生に聞

を４回も５回も聞かなけれ

がよくないから、同じこと

覚えるけれど、私なんか頭

いですか、化粧は濃くない

どうですか、髪の乱れはな

いに服装検査します。爪は

ず対面に向かい合い、お互

就職され、働き出す時に先

第一歩になると思います。

ら入って、それが社会人の

みは大丈夫ですか」などか

は切りましたか、身だしな

る よ う に し て い ま す。「 爪

と幸せな話すツールとして

帰るだけではなくて、家族

る。ただ、お菓子を持って

などそういう会話ができ

ます。「作り方はどうする」

ションのツールとなってい

ました」などコミュニケー

と「家族がとても喜んでい

す。「 ど う だ っ た 」 と 聞 く

の評価をいただかせていま

がってくるのではないかと

うな時でも、何とか持ち上

ば、人生がひっくり返るよ

直、この３つを持っていれ

ませんが、明るく元気で素

当たり前であり、一々言い

三嶋

たいのですが。

さんに、お言葉をいただき

司会

これから就職する皆

どうしたらいいかが、長く

い。欠点を減らしていけば、

から「どうしてこのパンは

をしない人が多い。従業員

い」と言っても、全く質問

それから「質問をしなさ

先生ばかりいればいいけれ

手になります。ただ、いい

方もいますが、教えれば上

また、世の中に不器用な

好かれる人間になります。

ければいい。

さい」と言う人には聞かな

喜 ぶ 人 が 多 い で す。「 う る

んに教えたい。聞かれたら

たいいことは、何とか皆さ

だら終わりなので、勉強し

ります。自分１人は、死ん

す。それで休む人もあまり

人に千時間近く教えていま

小、中、高、大、一般社会

実際、１年間に和菓子を

が無いように指示します。

授業の時も、とまどうこと

らスタートしていきます。

現場に入ると、先ずそこか

ですか。入社してお菓子の

ちの人生は成功に導かれる

でうまくいった時、学生た

から学び続け、実際に現場

いるだろうか、と学生時代

おもてなしの心がこもって

対してどうなのか。これは、

て作ったお菓子がお客様に

た時に、自分が自信を持っ

れ、商品としてでき上がっ

こうしたことは就職さ

使っていただきます。

えて下さい。そうすれば、

ます。

持っていただきたいと思い

ないんだ」という気持ちを

の道をつなげなくてはいけ

なければいけないんだ」「こ

いけれど「今はこれをやら

もしれない、嫌かもしれな

断しないように。きついか

ういうことだけで物事を判

か得か、好きか嫌いか、そ

にとって有利か不利か、損

思います。それから、自分

返事ができることは

勤める方法です。

うまくできないんです、ど

ど、変わった先生も多い。

司会

いませんし、学校を辞める

と思い、教えています。

いい考えが浮かびます。お

ない」と言っていれば、い

うすればよくできるんです

できない人を教えるのが先

者の長末さんにお話をして

人もいません。お菓子も少

生さんたちは時間が無いと

つまでたっても仕事はおも

か」と聞かれると、教える

生ですが、いい人を教えて、

し持ち帰ってもらい、家族

いう人生を過ごすようにす

できない。夜練習して、１

ほうは嬉しいんです。何も

できない人はあまり教えた

いただけますか。

案外多彩にできるので、生

つずつ解決していく。そう

言わないでいるよりも、盛

くない。私は中学や高校の

に、まず衛生のことを伝え

長末

まれ変わってからより、先

司会

んに質問をする人がいい。

時は、数学が苦手でした。

年以上この仕事を

ん辞めようと思ったことも

どうしたらいいか。仕事の

ン ） 皆 さ ん が 卒 業 さ れ、

また、人が１００人いれば、

頭のいい子はぱっと数学を

ある。

しろくなりません。自分か

就職するでしょう。お金を

ったことを味合わせてやろ

人、凄

ず 何 と か な る よ 」。 う ち の

いうことが一番楽しいんじ

もらうようになると全く世

うと思うんですね。人間の

ろくでもない方は

お袋はいつも、ふたをされ

だいご味、おもしろさも含

「あれをやれ」と言ったら、

界が違います。いい面と悪

変な性ですね。上手に教え

ら、安かろうと高かろうと

ら入って行き、ひたすら食

堂々と「まだ、教えてもら

い面、世の中は必ず表と裏

てやれば喜ぶのに、つっけ

誰が見てもいいとしなけれ

いついていけば、必ず成功

ていた、という歴史や背景

っていません」と言われま

があります。新人が入って

認識する。この循環の中で

ゃないですか。一流の仕事

まで分かってくると、仕事

す。学校は授業料を払って

きたら先輩は、自分が味わ

２、３年間学んでもらい、

論とは、ただひたすらにす

はおもしろくなります。ま

いますから、教えてくれま

製菓衛生師は全国に

平田健太郎（有限会社シモ

を積み重ねれば、明るく元

資格を取ります。この訓練

持ちが吹っ切れるまでに

質問

ばなりません。

うちの店でもありますが

も毎年１００名以上誕生し

気で素直なよい社会人にな

人で、真ん中は

ています。全国に約３万５

万人います。福岡県で

に行って欲しいと思いま

千社の菓子屋があり、業界

たからこういうやり方をし

区） この材料しかなかっ

三嶋隆夫（フランス菓子

た、先輩がしている仕事を

す。うちに就職したら給料

長末

すると思います。

早くできるようになりたい

を払っているのだから「人

約

るだけです。

と憧れますが、その仕事が

け素晴らしい国かもわか

歳の時です。

回以上行ってい

本当に感動しました。建築

製菓衛生師や栄養士、管理

いう規模になっています。

は３兆５千億から４兆円と

守る大事なシステムです。

格は、皆さんのこれからを

っていけると思います。資

すか。

めたいと思わなかったので

年かかったそうですが、辞

お菓子を教える前

半分先生、半分経験

回ってきた時は、なかなか

る。できれば、就職する前

には挨拶だけ大声の人もい
す。私は

を見たり、美術館に行った

ます。最初は

んですね。そういう方は大

り、オペラを見たりしまし

仕事が嫌だという気

ますが、黙っていつ来たか

体辞めていきます。私は条

いました。皆さんも勤めた

て飛び出ると言っていまし

跳ねくりまわったら、開い

ている鍋のどじょうでも、

も、同じような嫌なことが

もたくさんありました。で

つらいことも涙を流すこと

しているので、嫌なことも

と思います。ですから、学

ができるかを再構築したい

ずポンコツになるまで、何

咀嚼して人生、生き方を考

会長、三嶋会長の話をよく

るといい。今日あった平田

よ！。

菓子創りはおもしろいです

る。我慢を楽しむ。我慢を

覚めたら我慢が始まってい

もできない。朝起きて目が

三嶋

長末

す。

ら、嫌になってくるだけで

し い。 真 剣 に や ら な い か

な仕事でも真剣にやれば楽

あってもしたいです。どん

きます。だから、先のこと

真夜中の２時くらいまで働

明治神宮菓道敬心会

月

回全国銘菓奉献式を

感謝状が送られた。

（㈱清月堂本店・東京）に

式典では水原正一朗氏

れ会場に飾られた。

から銘菓百台以上が献菓さ

献菓を行った。当日は全国

た。続いて、代表者が４名

切りを会場で作り、奉納し

（亀屋茂廣）が務め、練り

玉 ）、 介 添 え に 中 島 正 揮 氏

男氏（和洋菓子とらや・埼

同式には、所役に中島虎

出席した。

挙行、菓子関係者が数多く

日第

長白松一郎氏）では

明治神宮菓道敬心会（会

•••••••••••••••••••••••••••••

た。

している自分が偉い。別の

ら、高校で授業があります。

我慢できない人は何

自分がここにいて、このお

終わったらお茶菓子の注文

はあまり考えないようにし

29

わからないような方がいる

件として３年間が１クール

また、

ら必ず１回は、辞めたいと

っさん我慢しているな、と

が入っているので、恐らく
質問

最初は嫌だったけれ

同じ仕事がしたいですか。

ています。やりたいことは

何度も辞めたいと思
う一度勉強したいという方

感じれば楽しい。そうなっ

平田

山のようにありますが、す

私はこれが終わった

たら何も苦しくない。

人がいても自分の目的を通

ど、今はこんなに奥の深い

る時間がない。どうしよう

生まれ変わっても、

すためには、我慢だと思う。

仕事はないと思う。だから、

をこっそりしています。岩

生まれ変わっても続けたい

田屋で売ったこともあり、

かと思いながら、絵の勉強
三嶋

私も生まれ変わって
もすると思います。もちろ

と思います。

平田

栄養士がこの業界を守る砦

が大学に戻ってこられる方

人間性は、お菓子や

近くになって、も

た。ただ、ヨーロッパは変

になると思っています。ま

と言っています。１年目は

た、学生たちが後継として

わらないんです。パンも

思いますよ。辞めたいとい

種類くらいしかなく、日本

うのは人間関係ですね。私

窯焼き、２年目は成型、３

もいます。世の中に出て何

の場合は親父で、親子の人

年目は仕込みで一通り教え

業界を守るため、私は教員

かをした後、再度勉強して

間関係は難しい。他人同士

みたいに１００種類も作ら

みようという時、大学に入

ます。ただ、それは目先の

としてどう教えるかです

ることも人生の新しい方法

ないんですよ。何で変わら

が、先ずは話が聞けないと

技術を習ったのであり、そ

いけない。そして、黒板に

ないのに行くかというと、

の場合は、我慢です。嫌な

変わらないものを見に行く

を作る手だと思います。

こからが本物だと思いま

質問

す。また、最低６年いれば

書いたものを、学生が写し

パンに出ると思いますか。

んです。変わらずに商売す

て頭で整理し、思考を高め

フランスに勉強に生かせま

てもらって、師範の作った

ることがどんなに難しい

そう思わなければどこでも

か。技術も変わらないで続

性格のようにものが

勤まらない。また、私が今

す。今は１年の留学がある

平田

まで生きられたのは、常に

ので、フランスの国立学校

ものを再現してもらう。手

できます。几帳面な人は几

けていくことが、最高に難

帳面に、緩い人は緩くでき

が受け入れてくれます。パ

順は間違ってないか、温度
しい。目先が変わるのはよ

管理は大丈夫か、再現でき
くないです。

前向きだからです。みんな

ンはフランスに行って勉強

る。自分で楽しむならどん
店を作る時の資格や

したほうがいい。技術だけ

たか、確認してもらう。そ

が「もうだめだ」と言って

司会

も「そんなことないよ、必

ではなく、外国に１人で生

なものを作ってもいいけれ
情報を教えていただけます

30

10

10

ど、お金をもらうプロだか
か。

69

10

して、もう一度報告をする

活をすることは、人生にプ

第 69 回全国銘菓奉献式

40

時、何が抜けていたかを再

10

48

50

くいい人

挨拶をはっきりしな

若者の夢を応援 ～君はどう
生きるか ～ 一流の仕事論

平田

第28回 西日本食品産業創造展

い人は大体ダメですね。中

めてお聞きします。

次にプロになるには

先月号より続く。

称略）

マにパネルディスカッションを行いました。（敬

応援～君はどう生きるか～一流の仕事論」をテー

28

ラスになる。日本がどれだ
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第956号

第

回全菓連青年部中・四国ブロック大会では、

難波広孝氏（株式会社四国にぎわいネットワーク
代表取締役・道の駅源平の里むれ）を講師に迎え

材を磨き上げたことによ

「道の駅オリジナル商品の考え方」をテーマに講
演を行いました。

先月号より続く。
社会問題に取り組んだ商
り、地域振興や観光振興の
一助になればと思い、作っ

その②

える人が増えてきた。そこ
で今まであるようでなかっ
た、また自宅では作るのが
難しい、ロールケーキ用の
ケーキ生地だけの販売を考
えた。プロの職人が作った

月

ケーキ生地だけを販売する
のは珍しい。去年の
枚販売でき

×

セ

海鮮食堂じゃこや

だ。この企画は県産素材の

高松市長の瓦せんべい

ナルなところは、①香川大

思っているし、現に生まれ

開発した。この中に高松の

２点目は「うさ玉」であ

てきている。商品は後から

でロールケーキ３個分の量

被害・生活環境被害地域へ

で提供する食堂で、プロの

イベントは故郷をＰＲす

付いてくる。故郷を大切に

消費拡大につながり、地域

職人は雇わず、地元のお母

る企画をしている。一過性

思い、人を主役にして「あ

学と岩佐佛喜堂が共同研究

みを考えている。またお香

さん方を採用して、讃岐の

のイベントは基本的に実施

りがとう」で交流していき

ホームページにアクセスす

る。ストレスから来る生活

カ所くらいの観光施設

していない。季節商品とは

たい。

になる。家族で一緒に作っ

の支援として２つの貢献を

も

席ほどで、１日平均平日で

別にオリジナル商品を開発

また、その店、その会社

の人や資源、異業種の連携

でそれぞれの香りを販売し

１回転半、土日祝日は４回

し、限定数にしてＰＲする

の味、素材、デザイン、伝

がないと作れない個性を生

状にして販売している。最

てもらい、

転近く来店いただいてい

種くらい発売してい

ことに力を入れている。年

したお香であること。②価

習慣病や事件などが少なく

源平香

初のとっかかりは地元を香

香川県の海の香りがするお

る。その日に仕入れた魚と

間

値の高い沈香を使用してい

な い 時 代 で あ る。 そ こ で

業員全員で買い取って、う

２つ目は「源平香」だ。

りで表現したいというとこ

香づくりに取り組んでい

農産物を使い、料理を提供

るカードを入れている。こ

人々の健康を守るため、ま

っぷん晴らしをしようとし

この商品は、日々志を高く

る。各お店が協力しあって、

している。近隣の漁協、地

れもポイントで、東京や関

考えた。①日本の伝統食で

た日々のスムーズなコミュ

高松市長の
瓦せんべい

夢に向かって一生懸命やっ

ろから入った。

さぬきのお菓子のＰＲに全

地域連携の商品は３点あ
る。

方、特に観光関係の方は

セット、 セットも買って、
活用されている。

袋を混ぜると

共通する餡にあるのだと思

徴はやはり、最中・羊羹に

さて、同店のお菓子の特

ＡＣＣＰにもそれが表われ

から認証を受けた、仙台Ｈ

あり、そのような品質のこ

天も天草から作る自家製で

す。その他、羊羹に使う寒

っていただきたい一品で

いない方には是非召し上が

か。まだお試しになられて

しいのではないでしょう

ている点は菓子業界でも珍

お客様サービスや故郷のＰ

しい休日の過ごし方、また

につながる。それにより新

ばならないので地域の回遊

つの販売拠点に行かなけれ

いろいろな種類を製造し、

画である。焼きドーナツは

発見につなげようという企

共同で創りあげた。故郷再

魚介類を中心にセルフ方式

こや」は瀬戸内海で獲れる

道の駅の「海鮮食堂じゃ

歳の方の意見を採用した

の感覚も凄いものがあり、

覚は素晴らしい。年配の方

見を通している。女性の感

新商品の６割はパートの意

ものづくりの発想だが、

ていること。

に自信を持って情報発信し

元の素材を使い、故郷の味

は、地元のお母さん方が地

この食堂でお伝えしたいの

きない特色のある食堂だ。

ん方の力でどこにも真似で

こともある。地元のお母さ

られない珍しい料理が並ぶ

できる。また、ふだん食べ

定した価格でお客様に提供

仕入れることができて、安

元の生産者様の協力で安く

く、人と故郷に重きを置い

る。商品企画は商品ではな

いる「人」を主役にしてい

ではなく、故郷で頑張って

ことは「人」である。商品

本日の話に全て共通する

供できる。

と、新鮮で楽しい空間が提

客様に飽きのこない店舗

品を誕生させることで、お

る。定期的にオリジナル商

きな変化は必要ないと思う。

みを生かすことであり、大

を生かす、またご自身の強

持ちになれる。故郷の強み

り、また自ずと積極的な気

しの工夫で店の環境は変わ

り、時代ごとにお客様の変

揺るがないものは必ず守

があると思う。その大切な

きたものなど、大切なもの

統的なもの、受け継がれて

から商品は生まれてくると

います。こし餡やつぶ餡な

だわりの和菓子を若いお客

Ｒ方法が提案できるはず

焼きドーナツ

どはもちろんですが、独特

様にも知っていただきたい

仙台の白松がモナカ本舗さ

れています。その代表格が

られ、地元に根ざし消費さ

それも羊羹や最中が多く作

は、しっかりとした和菓子、

なのが黒胡麻を使った胡麻

と切に思います。

ています。

創業は１９３２年、１９

餡です。香りが良く栄養価

海鮮食堂じゃこや

こともある。

73

ればよいと考えている。少

化に対応した商品を提供す

６５年に赤坂工場を建てら

に優れた胡麻を使ったお菓

終わりに

れ、１９８５年にリニュー

全ての商品を味わうには２

アルされましたが、ＨＡＣ

舗様」

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

ケーキ生地だけ販売

られてきた。

あるイノシシ肉を地域資源

ニケーションに役立てるた
たが、その心配はなく、も

最初は「高松市長の瓦せ

ている人のための応援グッ

３ つ 目 は「 焼 き ド ー ナ

力を尽くしたいと意気込ん

み出してくれた。今検討し

ととらえ、捕獲したイノシ

め、ストレス解消「うさ玉」
う少しで完売になりそうだ。

ん べ い 」。 高 松 市 の 最 新 情

ズとして開発した。オリジ

ツ 」。 地 域 の 安 全 な 食 材 の

ること。③リラックス効果

シの消費拡大につなげるこ

を作成した。一見ネクラな

報を世界に発信するため、

子でお客様に喜んでもらい

魅力を見つめ直そうと、栗

西に出張される営業マンの

と。②地元酒蔵の日本酒の

イメージだが、潰すことで

高松市長の大西秀人氏をイ

年以

ていることは、ドーナツを

魅力やおいしさを世の中に

すっきりして次のステージ

３点目はロールケーキの

ラスト化した瓦せんべいを

たい、その思いから

県産食材で味を変えるこ

伝え、日本文化に貢献する

に挑める気持ちになる。見

生地。最近は大切な人と時

ＣＰの取得を始めとする工

上も前に専用の胡麻擦り機

の高い、サクラの香りを調

こと。この想いを西野金陵

た目は真っ白で、玉子そっ

間を過ごすことが大切と考

場の品質に対する理念は徹

合していること。これは日

に相談し、香川県でしか醸

くりだ。製作には２年かか

を徹底的に選び、最高の製

底されており、業界でもか

でいる。

と。県内の複数の施設で販

造できない、イノシシ肉に

った。もし売れ残ったら従

品を作ること、良心的な価

林公園に隣接している栗林

本で初めての試みである

合う酒という地域限定の付

中が有名ですが、その他に

格設定を規範とすることが

を開発され、原料から一貫

庵と道の駅源平の里むれが

ている。人の郷土愛・熱意

加価値をつけた。これも、

羊羹も柱とされており、そ

なり厳しい１社として有名

して製造できるようにされ

売し、ドーナツを求めて香

もともとあった香川県の食

れぞれ、白松がモナカ、白

ベースになっており、その

です。２００９年に仙台市

川県を回遊してもらう仕組

白松がモナカ本

松がヨーカンという独特の

ことは現代にも『品質は語

持ち運びに便利なように袋

東北仙台というと色々な

名前で呼んでおられます。

る…』というスローガンに

「まもり香」という形状で、

お菓子が思い浮かびます

現代では、どら焼きなども

掲げられています。

イベント

が、そもそも東北エリアで

お作りになられております

ロールケーキ用の

んになります。同店は非常

が、まさに教科書のような

そして創業者の方の作ら

味を前面に出している。

に誠実できっちりとした会

れた社是にある通り、材料

90

10

ジや店頭からも充分に伝わ

10

10

20

ってきます。店名の通り最

20

50

「宮城県

社で、お客さまの信頼も厚

店と言えるでしょう。

たロールケーキの写真も送

ンチ、高さが２・５センチ

シートの大きさは

に取り組むことができた。

なくていい商品なので、楽

やデコレーションも気にし

た。原価の高い食材の仕入

日に販売し、

24

36

た。

12

52

品は３点ある。

イノシシに合う
お酒

難波 広孝 氏（株式会社四国にぎわいネットワーク代表取締役・道の駅源平の里むれ）

く、そのことはホームペー

うさ玉

78
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１点目は日本酒で、害獣

道の駅
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【基礎編】
教師

ド

カシス」

硬さにする。

加えながら撹拌して絞れる

ー糖を弱めに泡立て、①に

渋皮付きマロン・冷凍カシ

ントノーレの口金で絞り、

体にクレーム

カシスをサ

❶フィルムから剥がした本

スとの合わせています。

材に選び、相性の良いカシ

た。季節柄で栗をメイン素

ムースを組み合わせまし

❹フィルムを敷いたプラッ

グラニュー糖…………

ｇ

％とグラニュ

ｇ

間焼成する。

カシス

カシス……

クーリー

ド

………………

❷クリーム

ｇ

マロンペーストの部分は

カシスを加え混ぜる。

Ｅ．「クレーム

②を半量ずつ加え混ぜマロ
ンリキュールを加えまぜ冷

クリーム

刻みと冷凍カシスホールを
上面に適量散らして１８０
水にあてて硬さを調節する。

そのままにしてカシスの部

％…………

分

スホールを適量飾りナパー

分を酸味のあるアプリコッ

クにタルトリング９個を並

～

Ｆ．「仕上げ材料」

でつや

❺焼成後、焼き上がったク

℃のオーブンで約

ｇ

ジュ

クレーム

カシスにクレ

カシスを加えな

………………適量

チョコレート飾り……適量

飾りを付ける。

います。

トに代えてみても良いと思

基本的なタルトレットと

【まとめ】

ミロワール

出しをする。チョコレート

べ③を８分目まで絞り込

ド

❶クーリー
ーム

がら軟らかくする。

ミロワール

渋皮付きマロン………適量

み、焼き上げたタルトを乗

ｇ

ナパージュ

冷凍カシスホール……適量

マロン

ダマンド

レーム

せて冷凍する。

ｇ

カシス」

の上にラム酒を適量アンビ
ベする。

Ｄ．「クーリー

カシスピュレ…………

マロン」

％……１５０ｇ

グラニュー糖Ａ………

Ｃ．「クレーム
クリーム
ｇ

冷凍卵黄………………

「何か看板商品を開発しな

ならないのに給料はゼロ

お店も家族も支えなければ

苦難に直面していました。

んは修行から戻り、大変な

危機に陥っており、和氣さ

百貨店や通販でも販売する

しまうほど、また都内大手

では毎日六店舗で完売して

ほどに、十二年たった現在

ヶ月で売上の半分を締める

に人気となり、発売から三

かく試食させることで次第

でしたが、揚げたてをとに

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

ければ」という思いで毎晩

ｇ

遅くまで試作に明け暮れる

人気商品へと成長していっ

グラニュー糖…………

中、失敗した饅頭を揚げて

たそうです。

て完全な固体になる前に生

オイルを加えたものを入れ

９個分）

中村 光一朗

洋菓子講習
日本菓子専門学校

ザ

㎝ タルトリング

サブレ

㎝ 高さ

ロートンヌ
（φ
Ａ．「 パ ー ト
マンド」

グラニュー糖Ｂ………

ペクチン（イエローリボン）

ｇ

粉末ゼラチン…………３ｇ

みると「これはいける！」

地を取り出し冷蔵庫で冷却

インパクトのある黒糖風味

する。

市街の中心にある二荒山神

み出した和氣さんですが、

ｇ

社の近くに本店を構える老

海外でも活躍の場を広げ、

ｇ

宇 都 宮 と い え ば 餃 子！

で外はカリカリ、中はしっ

昨年はシンガポールやイギ

バター…………………

………………１ｇ

熱し、グラニュー糖Ｂとペ

そんなイメージを強く持っ

とり、更なる改良を重ね『宮

粉糖……………………

Ｂ．「 ク レ ー ム

ｇ

・グラニュー糖でアングレ

クチンを混ぜたものを加え

舗和菓子店。明治から続く

のかりまん』が誕生しまし

％・冷凍卵黄

ｇ

％……２００ｇ

❶クリーム

マロンリキュール……

クリーム

マロンペースト………

水………………………

ーズソースを作り膨潤した

混ぜる。

菓心庵高林堂三代目店主の

ＦＡＸ ０３－３４０７－５４８６

℃まで加

菓心庵

高林堂

店だけにお客さんからは

た。当初は老舗高級和菓子

クイーンエリザベスで日本

上海間を航海する豪華客船

リス、今年三月には長崎～

ました。

「なにこれ？」という反応

ブロック長・木内政和

全菓連青年部関東甲信越

・４９４６

電話番号：０２８・６３３

二荒町四―二

本店住所：栃木県宇都宮市

後も更に期待できそうです。

かける若き匠和氣さんに今

宇都宮から世界をまたに

のことでした。

現在英語を必死に勉強中と

す。また来年もやりたいと

やりがいがあったそうで

ンが大きく賑やかで、大変

た。海外の方はリアクショ

ークショップを行いまし

菓子のパフォーマンスやワ

の伝統を伝えるため、上生

今から十二年前、創業百

かりまん

二十年を迎えた頃、経営の

ですが、実は匠の作る菓子

高林堂

今回訪れたのは、宇都宮

激戦区でもありました。

❸冷水で急冷してクレーム

ー糖Ａを手鍋で

❶カシスピュレ・グラニュ

………………５ｇ

カシス

全に混ざりきる前に全卵を

粉末ゼラチンを加え溶かす。

ている方も多いかもしれま

和氣康匡さんにお話を伺い

ド

加えて均一になるまで撹拌

❷マロンペーストに①を少

せん。餃子ばかりがクロー

❸生地を２㎜厚に伸ばしφ

マロン」

レモン果汁……………３ｇ

ラム酒…………………適量

する。

❷②を沸騰させて火から外

ズアップされがちな宇都宮
％に

クレーム

❶バターをクリーム状にし

❹パート

してレモン果汁を加え混ぜ

ｇ

食塩……………………１ｇ

バター…………………

ｇ

ｇ

てグラニュー糖を擦り混ぜ

しずつ加え軟らかくし残り

る。

話 ０３－３４００－８９０１
電

経営危機と失敗から生
まれた『宮のかりまん』

ｇ

る。

を全て加え混ぜる。

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。

そんな大ヒット商品を生

ｇ

ドを敷き込んだタルトリン

❸泡立て器で持てる程度ま
マロンを絞

冷凍カシスホール……適量

で泡立てたクリーム

ダマンド

ザマン

ｇ
❷マロンペーストに①を少

グの八分目程度までクレー

サブレ

ｇ

ム

全卵……………………

バニラオイル…………適量

グラニュー糖…………

45

しずつ加え軟らかくし、残

７・５㎝タルトリングに敷

❶冷蔵庫で冷やしておい

粉末アーモンド………

き込む。

た、バター・粉糖・薄力粉

マロンペースト………

ｇ

薄力粉……………１４０ｇ

・粉末アーモンド・食塩を

30 10 90

りを加え混ぜる。

❷全体がサラサラの粉末状

り込み、マロングラッセの

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

❸粉末アーモンドを加え完

60

60 15
15

粉末アーモンド………

フードプロセッサーに入れ
全卵……………………

45

ｇ

ダマンド

て全体が均一になるまで撹

10 30 50

10

30
45 40

マロングラッセ………適量

薄力粉…………………

ロートンヌ

になったら、全卵にバニラ

拌する。

35

7.5

25
45

10 50 35 25 50 60

45

35

1.5
30 70 90

30
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