ては、決勝戦出場学校名と
優勝・１組

▽賞

最も優秀とさ

副賞（商品券５万円）

れる作品。賞状、メダル、

作品名を、２０１９年７月

決勝戦は実技審査・プレ

日頃にＨＰ上に掲載する。

準優勝・２組

優秀とされ

ゼンテーションを行う。実

賞（商品券３万円）

る作品。賞状、メダル、副

分で、応募したお菓子を

技審査の制限時間は１時間

特別賞・数組

青年部各団体代表者へ、応

都道府県菓子工業組合及び

を行い、入賞者を決定する。

ョン（約２分）と試食審査

査終了後、プレゼンテーシ

▽問合先

ル

選ぶ優秀作品。賞状、メダ

審査委員が

個作ってもらう。実技審

募要領とポスターを送付し

○審査基準

甲子園のページに問い合わ

で検索）内の、全国和菓子

ＨＰ（お菓子何でも情報館

全国菓子工業組合連合会

①製品力：「味の良さ」

せフォームがある。また、

その他の詳細は次の通り。

②技術力：「作品の見た目」

た、全菓連青年部会員に、

性化を目的としている。ま

ひいては菓子業界全体の活

和菓子文化の発展・継承、

の和菓子離れの歯止めと、

もらうことにより、若年層

子を作る喜びと感動を得て

イベントは、高校生にお菓

応募の中から各ブロック２

属県は全菓連と同様）では

ク地区予選（ブロックの所

の二段階で実施し、ブロッ

審査方法は予選と決勝戦

子を創作・表現してもらう。

るなど、自由な発想で和菓

文字のうち１文字を解釈す

抱負、新元号の意味、漢字２

菓学校学校長）、松田明（全

教 授 ）、 梶 山 浩 司（ 東 京 製

金澤賢吾（辻製菓専門学校

○審査員（敬称略、順不同）

④プレゼンテーション

味を引く作品名など」

品 の 独 創 性 や 発 想 力 」「 興

③ネーミング・企画力：
「作

丁寧な作業）」「作業効率性」

▽応募締切・６月

頂ければ幸いです。

者で興味がある方にご案内

は、お知り合いの高校関係

８９０１）でも可。

全菓連（０３―３４００―

る。電話での問い合わせは

こちらからダウンロードす

応募用紙のフォーマットは

今年のテーマは「新元号
『令和』にちなんだ和菓子」

「作業態度など（衛生的で

た。

で、新元号に改まることに

国の高校生を対象にした和
菓子作りのコンテストで、

よる新しい時代への期待や

会への参加の意義と活力を

国菓子工業組合連合会青年

日（木）

いて

定企業における策定の際

善や「企業行動規範」未策

部部長）他

事業者や関連事業者と「協

ため、農林水産省が、食品

に対する信頼を向上させる

必着。
戦に出場する。結果につい

組合員様におかれまして

創出し、今後の全菓連を担

チームが決勝
る。募集に関しては、日本

チーム、計

10

う青年の育成にもつなげ

今年で

回目を迎える。本

全国和菓子甲子園は、全

日に辻製菓専門学校（大阪市阿倍野区）において決勝戦が行われる。

ポスター

全国の高校約４千３百校と

日に辻製菓専門学校で決勝戦

全国和菓子甲子園を開催
８月
チームを選び、

和菓子甲子園を開催することになり、現在、全国の高校に出場者を募集している。

全国菓子工業組合連合会青年部（部長・松田明氏）では、昨年に引き続き全国

20

同コンテストはブロック地区予選を行い全国６ブロックから、計
８月

12

23

は、参考にされたい。

20

第10回

アンケート調査を発表

食品関係事業者の企業行動規範等
策定状況

▽中小企業・実施済（

）、

）
）、

働」で取り組んでいる。消

費者の信頼を高める上で食

品事業者の行動のポイント

となる「協働の着眼点」、「Ｆ

http://www.maff.go.jp/
j/shokusan/kikaku/sinrai
/5gensoku.html
▽農林水産省補助事業「マ

Ｃ Ｐ 展 示 会・ 商 談 会 シ ー

）

ネジメント体制構築研修会」

ト」、「ＦＣＰ共通工場監査

〇参考
食品業界の信頼性向上等

項 目 」、 具 体 的 な 取 組 に 際

してのチェックシート「ベ

事業実施主体であるＳＯ
▽食品業界団体、消費者団

ト株式会社のホームページ

ＭＰＯリスケアマネジメン
体、マスコミ、有識者で構

ーシック

に資する農林水産省の取組。

策定予定
（１）
、
予定無し
（４）

で研修会動画を公開してい

」など各種ツー
る。
無について

交 換 会 を 開 催 し「『 食 品 業

成する「食品事業者の５つ

▽ 小 規 模 事 業 者・ 策 定 済

界の信頼性向上自主行動計

の基本原則」に関する意見
無し（２）

（７）、策定予定（４）、予

○事故対応マニュアルの有

）、

（

（２）、予定無し（

実 施 予 定（ １）、 実 施 予 定

ついて

無し（６）

▽中小企業・策定済（

▽ 小 規 模 事 業 者・ 策 定 済

▽中小企業・整備済（

策定予定
（５）
、
予定無し
（３）

（

○品質管理マニュアル・衛

食品関係事業者の企業行動

○企業行動規範策定済企業

定無し（３）

定無し（７）

規範等策定状況アンケート

における企業内への周知の

▽中小企業・策定済（

年度の

調査を発表した。本アンケ

実施状況について

農林水産省では

ート調査の結果は、消費者

▽小規模事業者・実施予定

整 備 予 定（ ２）、 予 定 無 し

政策の推進により目指すべ

無し（１）

生管理マニュアルの有無に

き姿を明らかにした消費者

▽中小企業・実施済（

）、

基本計画において、消費者

実 施 予 定（ ３）、 実 施 予 定

）、策定予定（２）、予

の安全の確保の一つの取組

○企業行動規範策定済企業

全菓連の集計結果は次の
通り。（内は社数）

▽「フード

http://www.sjnk-rm.co.
jp/seminar/food/
コ
･ ミュニケー
画』策定の手引き～５つの

定無し（４）

ション

における見直し・改善実施

基本原則～」の改訂版を作

ＣＰ）」について
ＦＣＰは消費者の「食」

プ
･ ロジェクト（Ｆ
▽中小企業・策定済（

成。「 企 業 行 動 規 範 」 策 定

）、

状況について

策定予定
（６）
、
予定無し
（４）

いて

▽小規模事業者・実施予定

▽ 小 規 模 事 業 者・ 策 定 済

済企業における見直し・改

無し（１）

○内部通報制度の有無につ

○企業行動規範の有無につ

）、
として用いられている。

13

13

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

20

10 45

▽小規模事業者・整備予定

12

第962号
（令和元年５月）
● http://www.zenkaren.net/

全菓連青年部
（１）、策定予定（７）、予

17

http://www.maff.go.jp/
j/shokusan/fcp/index.
html

録は無料。

セミナーも参加できる。登

録すると、専門家を招いた

ルを普及している。参加登

16

30

11

22

10

12

19

18
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全国菓子工業組合連合会
理事長 齊藤俊明
発行所 全菓連共済ビルヂング株式会社
〒107-0062 東京都港区南青山５丁目12番４号
ＴＥＬ03（3400）8901㈹ ＦＡＸ03（3407）5486
購読料年額 組合員：   600円（購読料は賦課金に含む）
（送料共） 一 般： 2,000円
11個の円…①和菓子②洋菓子③煎餅④
飴砂糖菓子⑤豆菓子⑥おこし⑦甘納
豆⑧チョコ⑨ビスケット⑩スナック
菓子⑪ガム 菓子11種全部の集まり
中心の C…菓子のConfectioneryの頭文字
横串の５個の円…団子と団結を表わす
全形…橘の花、中心の金色の円とCは
デザイン
雄しべ雌しべ、周りの白い円は花弁 東京藝術大学池田政治名誉教授

第962号
聞 （平成元年２月９日
第三種郵便物認可）
新
業
工
子
菓
（毎月 15 日発行）

（１） 令和元年５月15日

桜花爛漫の信玄公祭り

回信

者祭り」としてギネス世界

道
武田兵糧丸、 小北海豆お
汁粉を販売

平成最後となる第

わせ武田氏館跡歴史館がオ

にはこの開府５００年に合

お菓子を作っております。

売各店ごと特長を生かして

味噌や胡麻など様々で、販

を使用したものや県内産の

よう今後も参加していきた

少しでもお手伝いできます

り上げるために組合として

電話一本で

いと思います。
山梨県菓子工業組合理事
長・内田長久

組合
員に

生餡お届け

•••••••••••••••••••

ープンし、歴史ファンで話

このお祭りでしか購入でき

題になっています。
３日間とも天候にも恵ま
ないものもあり、毎年楽し

を作りおいしいお菓子を作

歴史絵巻の「甲州軍団出陣」

山梨県菓子工業組合では

の人で賑わいました。

客が押し寄せ、街中は多く

く食べながら歩く方が多く

には海外からのお客様も多

づき正式に国より設置認可

中小企業等協同組合法に基

組合は昭和

年８月３日、

合員でもある福島菓子協同

福島県菓子工業組合の組

を行ってきましたが、現在

以後組合では各種の事業

員は

っております。当時の組合

立総会を行ったと記録が残

在の福島菓子協同組合の創

同生産工場が完成しまし

もと、昭和

年３月生餡協

作ろうというスローガンの

たちの使う餡は自分たちで

ていました。そこで、自分

障をきたすことようになっ

来の原料豆の高騰、品薄な

う組合員の減少、ここ数年

面しております。生餡を使

餡事業者が抱える問題と直

おります。現在、多くの製

製餡事業は現在も続いて

謝申しあげたいと思います。

れていますが諸先輩方に感

は故人となら

と改めて多く

は大変な事で、正に組合員

事ですがこれを維持する事

なっています。当たり前の

一本をで届くと云うことに

な生餡を必要な分だけ電話

の利便性で、組合員は必要

え地元の製餡工場ならでは

を使用し、鮮度を第一に考

小豆系の生餡には小豆だけ

勢は変わっておりません。

直でまじめな組合の製餡を

頂いており、これからも正

合員の会員企業にも使って

ます。現在は県菓子工業組

先輩方と同じく行っており

らったりと大変な苦労は諸

介していただき、教えても

でした。製餡業者の方を紹

理方法など試行錯誤の連続

合員の好みや製造方法・管

製餡工場

っていただき、お客様に喜

んで戴き、各店の売り上げ

が増え組合の売り上げも増

やし、さらに餡の品質向上

を目指すという方針で、現

が勇壮なパレードを繰り広

このお祭りに今年も出展し
バラ売りのお菓子は人気で

を受け発足し今年で設立七

も組合員の為に行っている

た。さらに平成元年には新

続けていくつもりです。

役員は当初自家製餡の経験

げられました。おりしも今

ました。舞鶴城公園から街

また初めての試みとして

した。

十周年を迎える事になりま

柱の一つが製餡事業です。

工場が完成し現在に至って

の大きなメリットの一つで

みにしているお客様もいら

万人の観光

年は、１５１９年に武田信

中につながる道沿いにテン

北海道特選小豆１００％の

した。資料によると前身の

従来、組合員が使っていた

す。以前からの製餡方法は

れ過去最高の

虎が躑躅ヶ崎

トを構え、他の多くのお店

お汁粉を販売しました。お

組織は昭和６年ころよりあ

生餡の最大供給者である製

ど数えあげればきりがあり

ありましたが、よりよい餡

記録に認定されている一大

に甲府・舞鶴城公園を中心

の地に館を移

と共に観光客を迎えまし

汁粉もインスタントや缶詰

り戦争に入ると、砂糖、小

ませんが、高品質の生餡を

たことから

るようになっ

甲府と呼ばれ

田兵糧丸は各店で山梨県産

す。戦後昭和

化交流コンベンションビュ

ております。

なる３階から７階には、京

結し京都経済百年の計とし

ち寄りください。

越しの節には是非ともお立

など、大小約

て建設費は約１００億円で

て、様々な知恵が融合した

都経済センター４階４０８

名でした。

日・

黒糖プロジェクト

経験がほとんどなく、各組

福島菓子協同組合代表理

ジェクト」初

た「黒糖プロ

ではありますが、統一した

用いるという共通取り組み

に決定。鹿児島県産黒糖を

っていただき、プロジェク

産 黒 糖（ 加 工 黒 糖 ）」 を 作

クト用に新たに「鹿児島県

いただいて、黒糖プロジェ

て、それにより奄美大島や

クト参加店がもっと増え

ントを実施して、プロジェ

が、今後も、定期的にイベ

種子島のサトウキビ生産農

菓子ではなく、土産菓子、

ト参加者に試作用として配

家の生産意欲も高まり、鹿

っていくという副産物もあ

児島県産黒糖の評価も高ま

れば、より一層嬉しいこと

布するなど、準備を進めて

また今回イベントを実施

です。

務局長・惠島理子

鹿児島県菓子工業組合事

するにあたり、揃いのＴシ

を継続していく絆と活力を

士気が上がり、今後も活動

ＰＯＰを作成したことで、

ャツ・のぼり・ポスター・

きました。

めてのイベン

ポスターやＰＯＰを作成

トでした。

鹿児島の新しい銘菓を目指して

黒糖プロジェクト胎動

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

事・菅野嘉春

次回は年号が「令和」と

はあるが製餡工場としての

し城下町の建

た。今回は山梨県菓子工業

のものなど多くなってきた

麦粉などの配給制がしかれ

います。資料を調べますと、

兼価で組合員に提供する姿

福島菓子協同組合

設に着手した

組合のブランドでもある

中、北海道産の美味しい小

組合員の苦労や結束力があ

なり、また新な時代を迎え

っしゃいます。観光客の中

に華やかに開催されまし

ことにはじま

「武田兵糧丸」を中心に、

豆のお汁粉には行列ができ

餡事業者の製造する生餡が

ったから現在に至っている

の材料を用いて戦国時代の

年に現

た。ちょうど桜が満開を迎

り「甲斐の府

北海道特選小豆１００％の

店主の徴用などで製菓は全

原料不足から次第に粗悪化

お菓子をイメージし作った

京都経済の新たな拠点と

テナントが入居しています。

組合を設立し昭和

えた６日には「世界一の武

中」を略して

お汁粉も販売しました。武
るほど好評でした。

してきて組合員の経営に支

「こうふ開府

年

５００年」の

京都府菓子工業組合事務所を

この京都経済センター

京都経済センターに移転
は、地上７階、地下２階建

いままでの京都府中小企業

新たな価値を生み出す「交

年３月

日（月）に、

キ ョ ウ ト 」、 飲 食 店 な ど

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

年福島菓子

号商工工業組合法が公

黒糖は、現在、鹿児島県

得られたような気がします。

第

デイリー性の強い菓子、そ

ます。山梨県の一大イベン

こでしか購入できない菓子

の生産量は沖縄県に及ばな

ものです。その中にはお菓

プロジェクトは「鹿児島

い状態ですが、鹿児島県産

年でもありま

の銘菓としては、もちろん

など、各店舗が独自のカラ

黒糖は、沖縄県産黒糖より

布され、昭和

ーを打ち出し、新たな鹿児

トでもあるこのお祭りを盛

『かるかん』が有名だけれ

発信しようという事業です。 あっさりしていて、加工し

島の名産菓子として全国に

やすくお菓子に向いている

子の材料に桑の葉や桑の実

ど、和洋を問わず使える素

ことも再確認されました。

す。武田神社

材で、いかにも鹿児島のお

実行委員会は、ほぼ毎月

て、異業種との交流を交え

菓子と思える新銘菓を創り

話し合いを重ね、セミナー

小企業団体中央会など京都

な呼び声が、鹿児島中央駅

出せないだろうか」との思

ここ数年を掛けて、鹿児

ら地上２階には、商業施設

「 い ら っ し ゃ い ま せ。 鹿

新幹線改札口前コンコース

いからスタートしました。

島の新銘菓として耳目を集

新たな業界発展のための事

児島県産黒糖を使ったお菓

この日は、鹿児島県の菓

に響き渡りました。

や黒糖を使用した菓子技術

められたら嬉しい限りです

業も進めていきたいと考え

子を販売しています。いか

講習会を開催して勉強した

を代表する経済団体や京都

が で し ょ う か 」「 ご 試 食 だ

そして、素材は、美味し

り、賛助会員にも加入して

知恵産業創造の森や京都文

四条烏丸という交通の至

子業三団体（菓子工業組合

くて健康的で、いかにも南

書店や「ポケモンセンター

便な京都の中心地に立地し

けでもいかがですか」３月

国らしい「鹿児島県産黒糖」

「ＳＵＩＮＡ室町」が入り、

の団体が集

ーローなどの産業支援機関

ておりますので、京都にお

合同で発足し

・洋菓子協会・菓業青年会）

都商工会議所、京都工業会、
京都経済同友会、京都府中

京都市下京区四条通室

新住所：〒６００―８００
９

Ｔ Ｅ Ｌ：（ ０ ７ ５） ３ ４ ２

京
者や学生が交流し、起業を

―０１２２

番地

支援する約１５０㎡の「オ

７５）３４２―０１３３

町東入函谷鉾町

ープンイノベーションカフ

Ｆ Ａ Ｘ：（ ０
ェ」が設けられ、無料で自

htt

kyoto.kashiko@gm

長・横山長尚

京都府菓子工業組合理事

ps://kyoto-kc.jp/

京都経済センター

ail.com

メール：

はなく青年部とも協力し

後組合員向けの事業だけで

入居団体の一員として、今

京都府菓子工業組合では

す。

由に利用することが出来ま

その例として３階には若

います。

流と融合」の場を提供して

日に全面開業しまし

た。
地下１階か

25

日の二日間、元気

11
78

に移転し業務を開始しまし
た。

京都経済センター

オープンイノベーションカフェ

16

29

25
20
22

51

３月

成

京都府菓子工業組合は平

19

会館から京都経済センター

50

都

70

21

信玄公祭りに組合で出展

月法律

玄公祭りが４月５日～７日

島
福
く途絶えたということで

16

48

梨
山
京
31

鹿児島
20

11

令和元年５月15日 （２）
（毎月 15 日発行）
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︵一社︶菓子・食品新素材技術センターでは第
回お菓子フォーラム研究会で大篭麻奈氏︵株式

会社矢野経済研究所・上級研究員︶を講師に迎え
﹁和菓子に対する外国人の需要動向と将来展望﹂

プインタビュー調査を行

菓子の試食調査や︑グルー

国内外で外国人に対して和

２０１７年と２年間︑日本

類協会と弊社で２０１６︑

れは︑公益財団法人日本豆

向について紹介したい︒こ

ツに関する外国人の需要動

本日は︑和菓子やスイー

内にいながらにしてできる

ローチすることは︑日本国

される︒こうした方にアプ

多くのインバウンドが予想

０２０︑２０２１年はより

寄せてきている状況で︑２

国から日本に観光客が押し

海外展開ではなく︑今は外

しも海外に出ることだけが

とは避けて通れない︒必ず

をテーマに講演会を行いました︒

い︑﹁ 和 菓 子 の 海 外 展 開 の

一方︑和菓子業界は長い

海外展開と言える︒

その①
える︒
輸出エキスポは２０１７

ている事業者が多い︒実際︑
和菓子を食べてもらい︑調

ドネシアの方に︑その場で

した︒対象国は異なってい

方の和菓子の認知度を比較

が︑全体として在日者で﹁和

厳しい面もあると思うが︑

菓子という言葉を知ってい

るので単純比較はできない

２年目は１年目の調査の

る﹂と回答した方は８割い

査をした︒

同じように︑外国人も少し
中から可能性が高そうなマ

た︒訪日者は

日本の消費者が変わるのと

月に第２回が行われ︑本年
ずつ嗜好が変わってきてい

ーケットであった︑欧米圏

年からスタートし︑昨年

第３回の開催が予定されて

からアメリカ︑アジア圏か

・１％︒特

る︒
冒頭に申し上げたプロジ

いる︒輸出エキスポはお菓
子だけでなく︑様々な食品

に在日者の中で認知度が高

欧米圏ではアメリカが

らシンガポールの２カ国を

６％で比較的高い︒インバ

ェクトは最初の１年︑日本

インタビューしたり︑店頭

ウンドは中国や香港︑韓国︑

を輸出したいと考えている

を観察し︑どういう和菓子

かったのが中国で１００

アンケートした︒その後︑

がどう売られているか調査

％︑そしてシンガポール︑

外の商社やバイヤーが集

日本に観光に来ている︑特

台湾が高い︒東アジア圏は

ターゲットに︑実際に足を

い︑幕張メッセで商談会を

にアジア圏の外国人の方に

した︒

運び︑現地の流通事業者に

行う︒お菓子は︑ほかの分

試食調査を行った︒どら焼

国内でできる調査を行い︑

野に比べて出展者数や出品

きと饅頭を食べてもらい︑

まずは和菓子関連事業者に

数は多くはなかったが︑和

その場で味や食感などにつ

事業者の参加が多い︒国内

菓子の商談も何社か出て︑

・

練り切りやブッセ︑小豆を

いて︑感想を聞いた︒その

中国に月餅があり︑現地で

は鯛焼きも売られているよ

外国人に受け入れられた

し︑それと共にグループイ

人にインターネット調査

後︑日本に住んでいる外国

人︵在日者︶の認知度と︑

る︒日本に住んでいる外国

るか︒和菓子の認知度であ

う言葉をどれだけ知ってい

外国人が﹁和菓子﹂とい

ポールという東南アジア

シア︑マレーシア︑シンガ

タイやベトナム︑インドネ

が高い結果になった︒一方︑

域なので︑和菓子の認知度

うに︑餡の嗜好性が高い地

り︑受け入れられなかった

ンタビューではアメリカ︑

外国人における和
菓子の認知度

使った商品があった︒餡は

りする︒特に欧米系の方は︑

イギリス︑フランス︑中国︑

39.4%

ベトナム

33.3%

シンガポール

32.3%

タイ

26.4%

インドネシア

17.9%

結果だが︑どら焼きは﹁購

ポイント以上高く

よりは︑和菓子全体を帰国

買ってくれやすい﹂という

の

・８％と下から４位だ

経験の有無の質問では下位

ャッチがいいのではない

なっている︒恐らくアイキ

能性が高い国と想像できる︒

土産として買ってくれる可

いなどで︑食べるきっかけ

これは売り場が見つからな

でランクアップしている︒

方の比率は︑上から４番目

ったが﹁好き﹂と回答した

興味を引き︑伸びたのだろ

きの持つユニークな形状が

やかさ︑カラフルさ︑鯛焼

質問したが︑練り切りの鮮

れ食べてみたいですか﹂と

か︒実際に写真を掲示し﹁こ

日本に居住されている方

い︒一方︑東南アジアはそ

はないが︑実際に食べてみ

に﹁和菓子を食したことが

在日外国人の和菓
子を食べた経験と
好き・嫌い

ば購入するかもしれない﹂

入 し た い ﹂﹁ 店 が 見 つ か れ

と答えた方が７割になっ

あるか﹂の経験と︑その好

ういう回答が少ない︒
どら焼きと比べると饅頭

き嫌いを聞いた︒全体では

在日外国人が食べ
てみたい和菓子

ャッチの良さは重要で︑目

てもらうためには︑アイキ

になじみのない食品を食べ

和菓子のように︑外国人

う︒
は﹁日本らしい﹂という回

た︒饅頭は少し下がるが︑

約６割の方が﹁和菓子を食

いと推測される︒

るとおいしいと思う方が多

答の比率が高くなってい

６割の方が同じ回答をし

に留まらないと見過ごされ

た︒第三者の私からすると

てしまう︒目に留めてもら

る︒また︑こし餡の饅頭を

日本に住んでいる外国人

い︑食べてみたいと興味を

食べてもらったので﹁餡の

べたことがある﹂と回答し

に﹁和菓子を食べてみたい

意外に高いと思った︒

と思いますか﹂という質問

滑らかな食感﹂を選択肢に

％だった︒食

た︒その中で﹁好き﹂と回

てみたい﹂と回答をした︒

をしたら︑約６割が﹁食べ

示してもらうことが大事︒

答した方は

きはシンガポール︑香港︑

べたことがある和菓子は︑

実際に﹁食べてみたい﹂と

国籍別で見ると︑どら焼
出していた︒韓国はどら焼

韓国の比率が高い︒饅頭も

どら焼き︑鯛焼き︑大福︑

％と突

きでは﹁つぶつぶとした食

餡パンが上位４つに入って

次号に続く︒

シンガポールが１番で︑続
方が

いて韓国︑香港︑台湾と続

入れたが︑韓国が

62

可能性﹂として結果を取り

豆が甘いことに違和感を持

伝統を守っているので︑日

つ方も多く﹁餡が受け入れ

日本の和菓子の市場規模

り込むことには︑まだ完全

は︑認知度が低い︒

回答したカテゴリで︑比率

本国内の消費者をターゲッ

インバウンド︵訪日者︶の

い る︒﹁ 好 き ﹂ と 回 答 し た

トに︑長年事業も展開され

シンガポール︑タイ︑イン

く︒国籍別でも︑どら焼き

は堅調に推移しているもの

られないのでは﹂と思われ

ていることから︑もしかし

の︑これからの人口減の中︑
に対応しきれていないとい

か﹂と質問した︒どら焼き

てきて︑外国人の需要を取

は﹁好き﹂の比率がやや下

外国人の需要を取り込むこ

ですか﹂﹁普通ですか﹂﹁嫌

が高かったのが練り切りや

大福を含む４品が上位に入

カテゴリも︑鯛焼き︑大福︑

ことがあるか﹂を尋ねた︒

と饅頭で入れ違うことがな
がり

たらつぶ餡よりもこし餡の
いですか﹂という質問をし

で一番多いのは﹁味や食感

ってくるという点では︑国

・３％﹁普通﹂の比

製品別で見ると食べた経験

鯛焼き︒全体の

マレーシア

％と比較

どら焼きは上位にあるが︑
率を入れると

64.5%

すると

いので︑製品によって﹁こ
果になる︒国別で見ると韓

韓国

注目したいのは栗饅頭︒食

方が好きかなという推測が
た︒過半数の方がどら焼き

74.2％

の国の人が帰国土産として
できる︒
を﹁好き﹂と回答した︒﹁普

台湾

10

における差はない︒

いる中国の方は﹁餡のつぶ

78.8%

44
・３％で比率が開い

60

・９％︒７割の方が

国︑シンガポールが上に来

81.1%

香港

15

感が好き﹂と回答している

86

が一番多かったのはどら焼

通﹂と回答した方を含める

中国

ポイントく

つぶとした食感が好き﹂が

48.1%

訪日外国人︵イン
バウンド︶の帰国
土産の意向
全体と比べて

おはぎ

きで

88

ており︑このほかに台湾︑

訪日外国人の和菓子・餡製品食経験

中国が全体よりも高い比率

9.3%

と９割以上になる︒国別で

11.3%

見ると︑韓国︑シンガポー

ねりきり

らい高い︒台湾も同じ回答

18.2%

を占めている︒

もなか

ル︑香港︑タイが全体より

全体

訪日外国人︵イン
バウンド︶におけ
る和菓子・餡製品
の試食結果

18.8%

﹁帰国時にお土産として

23.0%

栗まんじゅう

訪日前における和
菓子・餡製品を食
べた経験

48

の バ ラ ン ス が い い こ と ﹂︒

大篭 麻奈 氏（株式会社矢野経済研究所・上級研究員）

月餅などで餡を食べ慣れて

需要動向 と 将来展望

％という結

和菓子に対する外国人の

買いたいか﹂という質問の

生八橋

﹁日本に来る前に食べたこ

「WAGASHI」の認知度（在日者）

％が中華系なので高
26.7%

インバウンドの方に﹁日

72.9%

があり︑シンガポールも国

ようかん

とがある﹂と回答した︒続

インドネシア

民の
33.4%

いて鯛焼き︑餡パンで︑国

73.3%

﹁好き﹂という回答の方

43.2%

まんじゅう

本に来る前に和菓子や餡製

フランス

に﹁どういう点が好きなの

大福

品を食べた経験があります

75.0%

も高い傾向が見られた︒ど

51.8%

別で比較しても上位３位は

タイ

試食はどら焼きと饅頭の

54.1%

あんぱん

の品目

78.1%

２品を食べてもらい﹁好き

71.9%

たいやき

か﹂と質問した︒

イギリス

あまり差がない︒マレーシ

88.6%

アは大福がやや高かった︒

アメリカ

85

まとめた︒

10

どらやき

71

91.1％

ら焼きと比較をすると饅頭

「WAGASHI」の認知度（訪日者）

11

シンガポール

を写真とともに掲示し﹁食

100.0％

べ た こ と が あ る か ﹂﹁ 見 た

中国

75

13

82.3％

37

91
全体
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少しています︒

国内産のさつまいもでん粉について
カなどの品種があり︑用途

比較しますと︑果肉が白色

でん粉用の品種は青果用と

によって品種が違います︒

鹿児島県の特産品として

さつまいもでん粉の用途

はじめに

知られるさつまいも︒その
のさつまいもで︑甘さが少

さつまいもでん
粉の用途

さつまいもは量販店等で販

２つ目は耐老化性という

コストの削減も図ることが

性質です︒糊状になったで

とした食感に︑小麦でん粉

るとサクサク食感に仕上が

ん粉が時間の経過ととも

間は約３時間に短縮されま

ります︒このようにでん粉

に︑白濁︑硬化︑離水とい

備の工場を設立しました︒

の種類で違う食感を生み出

った現象を起こすことを老

できます︒

すことができるため︑食品

やコーンスターチを使用す

メーカーでは商品に合わせ

した︒

でん粉といっても植物の

化といい︑これらの老化現

食品用途向けの
様々なでん粉

種類によって様々あり︑一

て使い分けをしています︒

象が少ないものを耐老化性

といいます︒この性質によ

り賞味期限の延長や冷凍後

解凍しても食感を保つこと

の中でも中間的な性質を持

さつまいもでん粉はでん粉

食感などに違いが出ます︒

はさつまいもの品種の違い

造しています︒このでん粉

﹁こなみずきでん粉﹂を製

ずき﹂という品種から作る

などに添加した際︑他ので

あることです︒落花生豆腐

３つ目は優れた成形性が

ができます︒

製造方法は︑原料受入後︑

っています︒例えば練り製

年 か ら︑﹁ こ な み

土を洗い流し︑磨砕機で細

平成

全体の約１割しかない状況

かく砕き︑すり潰し︑遠心

時間製造を続けます︒

新たなさつまい
もでん粉

般的に知られる馬鈴薯でん

この新工場設立により︑芋
独特の臭いがなくなり︑白
度が上がるなど︑高品質な
でん粉製造が可能となりま
した︒

さつまいもでん
粉の製造
粉やコーンスターチ粉等が
あります︒それぞれ粒子の

として︑これまでは多くが
でん粉工場は︑さつまい

異性化糖や水あめなどの糖
大きさや形に違いがあり︑

なくでん粉含有量が高い品

もが収穫される９月中旬頃

種です︒
化用に使用され︑次に繊維
食品に利用した際︑形状や

売される青果用だけではな

でん粉発祥の地は千葉県
月上旬頃ま

く︑焼酎用︑でん粉用とし
ても使用されています︒用
から稼動し︑

でした︒そのような中︑原

で

・製紙︑ダンボールなどの

つまいもを摺りおろしたこ

料であるさつまいもの生産

工業用︑食品用への使用は

といわれており︑天保５年︑

年には

とがでん粉製造の起源とさ

くずでん粉の代用としてさ

途別の割合は︑青果用約１

用約４割です︒でん粉とい

れています︒大正

24

う用途は︑まだあまり多く

割︑焼酎用約５割︑でん粉

12

の人に知られていません

24

その﹁でん粉﹂をさつまい

粉﹂という結晶で芋に蓄え︑

成により養分を作り﹁でん

を葉っぱで受け止め︑光合

が︑さつまいもは太陽の光

し︑昭和

まいもでん粉工場が操業

には全国で１８５２のさつ

れるようになり︑昭和

万ト

年にはさつまい

年

でん粉製造に電力が使用さ

せ︑生産者が安心してさつ

とで︑工場の経営を安定さ

価値の食品用に販売するこ

化用や工業用よりも高付加

営が厳しくなる状況で︑糖

量が年々減少し︑工場の経

品になるまで機械の中で製

にします︒原料受入後︑製

して脱水︑乾燥させて粉状

の後︑でん粉だけを取り出

ん粉を分けていきます︒そ

分離機で水分︑繊維等とで

ーンスターチを使用すると

えになり︑小麦でん粉やコ

用するとほどよい噛みごた

に︑さつまいもでん粉を使

用すると強い噛みごたえ

品や麺に馬鈴薯でん粉を使

いもでん粉は水に溶かし加

う性質です︒従来のさつま

１つ目は低温糊化性とい

ています︒

でん粉と異なる性質を持っ

だけで︑従来のさつまいも

国内で加工されたでん粉に

このような特徴は︑海外や

こなみずきでん粉の持つ

きます︒

ゼリー状に固めることがで

ん粉よりも少ない添加量で

10
31

し︑乾燥させたものが﹁さ

もからすり潰して取り出

現在では国内のさつまいも

こをピークに減産が続き︑

ンとなりました︒しかしそ

もでん粉の生産量は

したさつまいもでん粉製造

るため︑より食品用途に適

まいもを作れる環境を整え

がり︑それまで摺り込みと

とで異物混入のリスクが下

造され︑外気に触れないこ

焼菓子では馬鈴薯でん粉を

ます︒また︑せんべい等の

柔らかい噛みごたえになり

きでん粉は

熱すると

℃で糊

状になりますが︑こなみず

℃程で糊

加工されていないため添加

でん粉は国産であり︑また

似ていますが︑こなみずき

状になります︒この特性に

物ではなく食品として扱う

さつまいもの品種には︑

使用すると軽い食感に︑さ

に向けて︑平成

乾燥を分けて製造していま

でん粉は鹿児島県でのみ製
島県鹿屋市に︑平成

＊オーブンは１８０度に予

︻作り方︼

個 ︶ に 丸 め ま す︒︵ 手 に つ

ぜます︒

一度に加え︑さっくりと混

間冷やしてから成型します︶

静岡市
５月

日︑学生創作和

日︑第

回総代

働き方改革関連法講習

日︑施行された

会︑クーポール会館︑

５月

四国分社春季祭︑松山市

菓子品評会︑中嶋神社

５月

行事予定

９９
・ＪＡ鹿児島県経済連
穀特産課

日︑ＨＡＣＣＰ

山︑富山市

署︑ホテルグランテラス富

注意点講習会︑講師・税務

菓子店における軽減税率の

習会︑講師・
︵株︶アップ︑

・簡易栄養成分表示講

６月

金沢市

協 会 幹 事 ︶︑ ホ テ ル 金 沢︑

保険労務士︑石川県経営者

会︑講師・畠善寛氏︵社会



５５

☎０９９︱２５８︱５４

米

☎０３︱６２７１︱８１

年に鹿児

安納芋など青果用の品種︑

６．粗熱が取れたら︑粉糖

ことができる希少価値のあ

を入れたポリ袋に入れまぶ

るでん粉です︒

の薄力粉・でん粉・

より︑加熱時間が短縮され︑

す︒

食品の風味を損なわず製造

ココアは一緒に２回ふるっ

つまいもでん粉を使用する

菓子のレシピを紹介しま

し︑完成です︒

これまで紹介してきたと

と口どけが良くサクカリッ

鹿児島県南九州市に最新設

す︒こなみずきを使用する

︻お問い合わせ先︼

熱しておきます︒

くようなら︑ラップで棒状

５．１８０度のオーブン上

でん粉・食品

したが同時乾燥へ変わった

造され︑工場は

れから発展していく可能性

ておきます︒

・ＪＡ全農

ことで︑製品完成までの時

産量は２万７千トンまで減

を秘めたでん粉です︒多く

ことで口どけの良い仕上が

２．ボウルにバターを入れ︑

原料課

ｇ

１．バターは室温にもどし

にくるみ︑冷蔵庫で約１時

の粉類を

ｇ

て お き ま す︒︵ 時 間 が な い

します︒手でバターを少し

段で約

４．１・５㎝ぐらい︵約
ｇ

時は︑１００ｗ２分程加熱

さらにふるった

３．クルミを入れて混ぜ︑

さらによく混ぜます︒

年に

焼酎用にはコガネセンガ

おり︑さつまいもでん粉の

の方の手に触れていただ

りになります︒レシピは以

ゴムベラで柔らかくなるま
こなみずきを使用した焼

個分︶︼

スノーボール
︻材料︵約

無塩バター⁝⁝⁝⁝⁝
粉糖⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝
クルミ︵無塩︶⁝⁝⁝

ｇ
さつまいもでん粉︵こな

押せる程度の硬さ︶くるみ

薄力粉⁝⁝⁝⁝⁝⁝

ｇ

はみじん切りにしておきま

みずきでも可︶⁝⁝⁝

ｇ

分焼きます︒

ｇ

ココア︵無調整︶⁝

18

15

21

粉糖︵仕上げ用︶⁝約

53

富山

19

29

29

工場︑生

ン︑でん粉用にはシロユタ

歴史は長いですが︑食品用

き︑その可能性を拡げて頂

で混ぜます︒粉糖を加え︑

スノーボール

13

愛媛

23

45 35 25 65

30 10 30

静岡

石川

30

30

最後に
途としての歴史は浅く︑こ

けるようお願いします︒

下の通りです︒

℃〜

78

58

76

56

℃〜

つまいもでん粉﹂です︒

74

38
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矢作川流域の南端にあり︑

中央部を北から南へ流れる

西尾市といえば︑愛知県

てくると︑お父様は完全に

﹁ＴＳＵＴＡＹＡ﹂に帰っ

経営する実家の洋菓子店

ロッパで修行し︑お父様の

同時に︑東京︑大阪︑ヨー

られています︒

トにも参入して拡販に努め

すると共に︑観光マーケッ

の素材を広く圏外にも発信

てきました︒

様々な製品に挑戦し発売し

る﹁西尾抹茶﹂に着目し︑

初から︑西尾の特産品であ

ぎ着けました︒オープン当

話して︑条件面で決して妥

バイヤーとも対等の立場で

子のみの品揃えで勝負し︑

﹁西尾抹茶﹂を使ったお菓

出店し︑ブランドを武器に

最近では︑複合店舗へも

らって︑ファンの獲得に努

菓子として気軽に食べても

抹茶ロール﹂など︑おやつ

て焼いたふわふわの﹁西尾

他にも︑西尾抹茶を使っ

クです︒

抹茶の生産量日本一を誇

一線を退きそれまで使って

まず︑地元の道の駅や︑

バタバタの状態で開店にこ

る︒また︑﹁三河の小京都﹂

いたお菓子のレシピまで処

高速道路のサービスエリア

繁盛企業訪問

として知られている︒

分するという徹底さで︑且

様

今回ご紹介するのは︑西

憲さんにバトンを渡しまし
協することなく納得のいく

ラコンチュル オカヤス

尾市から﹁西尾抹茶﹂をお

﹁刈谷ハイウェイオアシス﹂

してきたことの実践とし

且憲さんは︑今までに勉強

任されたオーナーシェフ

を食べた鶏が産んだ卵を使

ート﹁和華︵わか︶﹂︑茶葉

に︑西尾抹茶の生チョコレ

お菓子作りと︑強い経営理

も﹁西尾抹茶﹂に特化した

出店を行っています︒これ

ているのが﹁パフェ﹂で︑

そして︑今一番力を入れ

ていく︑将来が楽しみな若

次から次へとチャレンジし

の食材を愛し︑人を愛し︑

みて︑結果は後からついて

あ る ん で す よ︒ パ フ ェ の

﹁この後テレビ局の取材が

取材にお邪魔した時も︑

しい中ご協力下さいまし

見習いたいものです︒お忙

子製造販売に携わる我々も

湯布院に洋菓子のブームを

力を注いでおられます︒

ので全国的にギフトとして

ムを感じさせる素晴しいも

デザインも日本のモダニズ

ですが︑郷土を愛し︑地元

います︒今では日本でも屈

見事なハーモニーを奏でて

リー︑その上質な雰囲気は

と隣接する形のショコラト

頭武司

す︒
お菓子の﹁オカヤス﹂さ

きオーナーシェフのお店で
した︒

世間には﹁パフェ﹂は多い

﹁オカヤス﹂さんのよう

けれども︑この店のものは
ケーキ職人が視覚︑味覚に

に︑地元の名産品︑素材を

念を持っているからこそだ

こだわり抜いた︑美味しい

全国に発信することによ

と思います︒
他にも︑地元の地酒との

のは当たり前のケーキのよ

り︑地域全体の活性化に繋

ったプリン﹁茶っぷりん﹂

コラボでお菓子を作った

うなパフェを作っていま

がることが望まれます︒菓

など︑名前もとてもユニー

り︑呉服屋さんや居酒屋さ

す︒しかも︑限定で予約の

て︑すぐさま店の改装の準

んとのコラボでお菓子を作

みの販売です︒

くる︒たとえそれが失敗し

とりあえず何でもやって

ったりもされています︒

て も︑﹁ 縁 ﹂ が で き︑ そ れ

て︑ありがとうございまし

ったと言われる亀の井グル

作ったと言われています︒

人気を集めています︒面白

愛知県菓子工業組合・鬼

ー プ で す が︑ 山 荘 無 量 塔

１９９９年に最初のお店

まだまだ店の歴史は浅い

ゃっていました︒

た︒

﹂とうれしそうにおっし
が次の﹁縁﹂を生んでくれ
ればよしとする︑そんな考

す︒別府温泉の奥座敷とし

︶こそ近年とても
MURATA

えで経営や新商品の開発に

日本の菓子の名店の多く

ての風情と静かな街並みが

︵

て有名な場所なのです︒こ

評価が高く憧れの場所とし

ナリティあふれるラインナ

して︑品質が高く︑オリジ

違う日本のチョコレートと

コレートは欧州のそれとは

功されました︒同店のチョ

ョコレートブランドで大成

キのお店をオープンしまし

というロールケー
B-speak

由布岳の山麓の山あいに

名品となっているようです︒

たゲストが必ず買っていく

いるものの宿泊などで訪れ

購入できる場所は限られて

ない風味を醸し出します︒

ショコラ︒なかなか他には

っている茶葉を使った茶葉

いのが九州地方で名産とな

サービスエリアを訪れてみ

是非︑湯布院の町と別府湾

の温泉巡りに出かけた際は

買うこともできます︒九州

開され︑これらのお菓子を

といういくつかの施設も展

ビスエリアにタイムヒルズ

指の眺望を誇る別府湾サー

います︒

が︑その中に御三家と呼ば

の旅館は宿・レストランだ

なってようやく発展してき

菓が比較的少なく︑近代に

地ですが温泉地には名店銘

神社仏閣の多い古都と温泉

観光地として人気なのが

れる有名な温泉旅館がある

けでなく︑実はお菓子の販

テオムラタ
ta(

た が︑ さ ら に

たように思います︒その温

のは皆様ご存知の向きも多

théomura
と
) いうチ

泉地で日本屈指の県といえ

いでしょう︒

たいものです︒

ば泉源の数でトップの大分

尾関 勇


パイオニアは湯布院を作
離れが点在する山荘無量塔
売で成功を収めておられ︑
ップを世に出しています︒
︵テオムラタ︶ が︑有名な湯布院になりま
théomurata

は︑国内の観光地に存在し

観光客を虜にしています

西尾抹茶ロールと和華

備に入り︑店名まで換えて

営業時間：AM10時〜PM8時、
毎週火曜日定休。

んのオーナーシェフ︑岡安

めています︒

菓子に託して発信している
た︒

TEL・FAX：0563―56―7781

且憲さんは︑高校を卒業と

近 年 で は︑﹁ 西 尾 抹 茶 ﹂

地元洋菓子店︑お菓子の﹁オ

ラコンチュル オカヤス

共に良い相乗効果となって

茶っぷりん

!!

カヤス﹂さんを紹介致しま

愛知県西尾市末広町2

店 舗
データ

知
愛
県︒特に人気の高い温泉地

【38】
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な
観光資源 っと〝
職人の手しごと〟
た

和菓子づくり教室
材、そして何より有難いこ

藩の歴史的背景と豊富な食

芸能文化を大切にした加賀

外富裕層の体験型スタイル

事務所周辺）の観光地は海

六園、ひがし茶屋街（組合

ーズ船が寄港する毎に、兼

子店「行松旭松堂」の７代

年（１８３７）創業の和菓

け継ぐ小松の地で、天保８

先日、茶の湯の伝統を受

観光の目玉となりました。

まりとされ、かれこれ

年

菓子教室を開催したのが始

て、小松市立自然の家で和

た楽しんでもらう活動とし

身近に親しんでもらう、ま

ど、国内外で観光資源の材

携によるイベント企画な

イベント、他県との観光連

に開催される金沢城公園内

光列車内イベント、季節毎

にも菓子の年間消費額が常

のお菓子があって、全国的

四季折々に特別なそれぞれ

石川県は、人生の節目や

ります。

〝まったなし〟の課題であ

術の継承と職人の育成は

足による廃業などから、技

流れが押し寄せ、後継者不

の話題提供、そして販路開

ーズアップ！マスコミ等へ

人の１日と技術継承をクロ

商品の発表会とともに、職

子の基準・構想に基づく新

菓子の日」にＰＲを兼ねて、

のと確信しております。

とに和菓子は絶大なる評価
として、レンタル着物で散

されていますが、そんな石

局・薮猶八

石川県菓子工業組合事務

拓へと繋げていきたい。

をいただいております。

めるようになり、和菓子文

持続しています。沿線各県

前から各地で菓子教室を継

北陸新幹線金沢開業から

続的に取り組み、現在は園

地域の素材を活かした和菓

日「和

目行松宏展専務が長年取り

川県も時代とともに新しい

そこで、毎年６月

組んできた和菓子教室が、

化の情報発信に繋がったも

にトップクラスに位置付け

策・お茶と和菓子手づくり

児はじめ親子３世代での参

方も始めて量販店（スーパ

開発されチャレンジ精神で

ると、京都での

行松専務によ

で定番となり、また東日本

は、地元幼稚園や小中学校

取り組んだ和菓子体験教室

業組合の職人達が継続して

万十川と共に歩んできた地

史のある町を中心に清流四

一條家が町を形成。この歴

一條教房公から始まる土佐

乱を機に京都から下向した

高知県四万十市は応仁の

貨と共に売り出したのが最

造を始め、自宅店舗にて雑

「 餅 」「 ま ん じ ゅ う 」 の 製

治氏がご夫妻で「干菓子」

かのぼります。初代上原利

にも力を入れているため

が多いそうですが、卸売り

「季節菓子」等の注文製造

も「赤飯」や「投げもち」

語っていただきました。今

た」と昔を振り返りながら

けお力添えくださり高知の

しい時にも組合の発展にむ

職をつとめあげ、本業が忙

四万十市の支部長という要

にもご協力を惜しまず永年

現社長の平氏は組合活動

ます。

努力を続け頑張っておられ

年代から平成にかけて

ー等）に販売を拡充して「昭

和

修行を終えて実

回以上訪れて、和菓

大震災や熊本地震の被災地

商いは順調に繁盛していっ

家に戻った際、

にも

年頃までさ

上原菓子舗

地元に密着した和洋菓子店

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

料としてますます人気を集

体験・九谷絵付け教室・金
本年２月で１，０００回を

月には首都

圏中学校の卒業記念文集
箔張りなどのワークショツ

また、昨年

う言葉がマスコミ等で報道
（ＳＤＧｓ）のテーマにも

より「金沢独り勝ち」とい

が、新幹線の利用実績は前
されており、これは偏に加

加、また町内公民館での交

今年で４年目を迎えました

年同期比１０２％と順調に

流教室など、地域に密着し
たイベントへと進化してき

に大きく掲載さ

研 究 会 」（ 以 下

創業は昭和

地元では「和菓

こうして、石川県菓子工

れ、私自身初め

迎えるとの記事が地元新聞

という組織も本会と並行し

るもの」という

災地復興応援にも継続的に

子供たちへ元気を届ける被

子づくりを通して被災者の

とで永年商いをされている

有名な赤鉄橋）の橋のたも

域で四万十川橋（地元では

さいました。

の上原 平 氏が話してくだ

初だと２代目である現社長

ました。社長ご夫妻は大変

出荷されているとお聞きし

種類余りの商品を量販店に

も大いに感謝しております。

組合事務局といたしまして

頑張っていただきました。

うえ はら たいら

認識があり、何

あかてっきょう

とかしなければ

れぞれ地元「直江津」をＰ

を目指し、菓子の専門店に

元の方々に愛される菓子店

夫婦で協力し合いながら地

時から親子２代２世代のご

行先から地元に帰り、その

菓子を販売。銘菓〝あかて

し、新しい販売形態で和洋

年前には再度店舗を改築

いでいるとのことです。７

り、洋菓子部門にも力を注

る節也氏が帰ってきてお

現在は８年前に３代目とな

な努力家でございます。今

ように願っております。

展し続け、はばたいていく

原菓子舗がこれから先も発

と語っておられました。上

て い き た い と 思 い ま す。」

３代目へとバトンタッチし

菓子店であるよう心がけ、

「私共は地域に根付いた

現社長は昭和

Ｒする詰め合わせパッケー

店 舗 を 改 築。「 餅、 赤 飯、

っきょうろーる〟など３代

上原菓子舗さんを今回はご

ジの開発とイベント参加を

朝生菓子」を中心に朝早く

なりました。

江津駅を含むＪＲ東日本の

ぼり旗やイベント時のコス

現在は会員提案により、の

の成果を上げて参りました。 売りだけでなく、卸売りの

目もどんどん新しい菓子を

せつ や

実は元々、私自身の構想

会員各位に提案した所、成

から工場に立ち製造。店舗

紹介いたします。

にはこれをきっかけに様々

功体験の効果もあり全面的

その後、和菓子教室は観

な活動を展開していこうと

な賛同・協力のもとに多く

信越本線の区間が経営分離

成

し、北陸新幹線が開通する

も減少しておりました。そ

ました。またその取り組み

「直江津千両箱」を開発し

店１個ずつ詰め合わせた

文化を守ること・地域の活

て、商売すること・職種の

た。同業他社が力を合わせ

様にお叱りを受ける結果と

売。購入希望の多くのお客

ベント当日は開始直後に完

「 鉄 道 の 街 」「 海 の 街 」 そ

スに変えるべく「歴史の街」

この地域の変化をチャン

も進んでまいります。

新潟県菓子工業組合直江
津支部組合員・重原稔

局長・森下広和

高知県菓子工業組合事務

年３月には、地元の直

いう考えがあり、その後平

年頃に修

取り組んでいます。
もっと和菓子を

・・・と思い、

西地区の要として昨年まで

子は正月に食べ

成を知りました。

たものと思われます。

プは大変な人気スポットで

組織の力・新しい挑戦！
地域の活性化、菓子文化継承のために

区は「北前船」で栄えた港

て活動し続けています。菓

菓子研）

の若手中心の「直江津菓子

町であり、戦国の英雄上杉

子研では基本的に昔から、

新潟県上越市の直江津地

謙信公の所領である『越後』

チュームを作成するなど、

んが「地域」・「組織」の力

の国府がおかれた歴史・文

ことが決まっていました。

を集結することにより、多

個店の技術向上のための講

活動をより自発的に盛り上

は、マゼランペンギン施設

化のある土地柄です。それ

「鉄道の街直江津」にとっ

飼育数世界一を誇る「上越

習会や情報交換の機会、よ

げる機運が組織として醸成

性化を目指すこと、他には

に伴い、昔ながらの菓子文

されてまいりました。個々

無いこの取り組みの意義を

こで折角の「集団の力」を

上原菓子舗のお菓子

ては、大きなダメージとな

をきっかけに、イベント参

くの方に喜んでいただける

もあるのが特徴です。それ

組織として活かすことが出

店内の様子

ります。ただ暗い話題だけ

加の経験の無かった「仲間」

市立水族博物館うみがた

活動が出来ると信じて、直

り一層の親睦を図るための

７月には、地域の節目であ

り」の開業も控えておりま

懇親を活動の中心としてい

ただ厳しい経済状況の

認めていただいたからこ

した。

化も地域に根付いているた

30

の力は小さいかも知れませ

中、他の団体と同様に組織

にも自店から外に出て「売

そ、様々なマスコミ媒体に

め、多くの菓子店が残って

47
年６月に

ただ、浜っ子気質なのか、

る「高田藩開府４００年」

も取り上げていただき、イ

ではなく、平成

切磋琢磨しながらも、同業

に在籍する意義を直接的な

り に 行 く 」「 Ｐ Ｒ す る 」 と

ました。

ライバルでありながら仲が

いう経験をしてもらいまし

で組合員数が減少した今に

江津菓子研究会はこれから
店舗の自慢の商品を各

います。

50

知

高

のイベント時に菓子研加盟

年

16

て回数の偉業達

され、また近年多くのクル

東北・岩手県での菓子づくり教室（浜中工場長）

賀百万石の食・工芸文化、

16

推移し、今なお開業効果が

20

店

30

メリット・デメリットで判

直江津千両箱

断する風潮もあり、加盟店

ＰＲパッケージ

良く、お互いに認め合い・

来ないかと考え、平成

28

潟
時に助け合うという間柄で

26
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東北・岩手県での菓子づくり教室
（行松専務） ＪＲ七尾線観光列車「花嫁のれん号」車内イベント

20

10

川
石
新
至るまで、直江津菓子組合

11

令和元年５月15日 （６）
（毎月 15 日発行）
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第962号

えば黒糖を使用し黒糖の味

福井市の水ようかんと言

のが冬の水ようかんの始ま

んを水で薄めて持ち帰った

ら正月の帰省時に︑ようか

重だったために︑奉公先か

に出され︑当時は砂糖が貴

称︒かつて関西へ丁稚奉公

を中心とした地域での呼

く冬場にも売上を伸ばして

クリームが夏場だけではな

も多くなっている︒アイス

内への出荷量より上回る日

弊社でも県外への出荷が県

きたように感じる︒実際︑

認知度が少しずつ広まって

え︑福井の冬水ようかんの

福井の冬の風物詩といえ

白い︒

んなど︑いたるところで水

ん︑量販店︑おみやげ屋さ

ようかんも登場している︒

かんといった変わり種の水

白あんを使った白い水よう

ーヒー味の水ようかんや︑

あるが︑容器が紙箱だとど
化と共に少しずつその時代

り︑水ようかんも時代の変

かっておらずその理由は諸

が︑はっきりとした事は分

似ていると思う︒

かんという食文化はとても

福井で冬にこたつで水よう

しいという感覚と︑雪国の

たつで食べるアイスが美味

房の効いた部屋や暖かいこ

いった話はよく聞くが︑暖

ムの販売数が増えていると

保田製菓㈲代表取締役・久

福井県菓子工業組合・久

したい︒

盛り上がっていく事を期待

ん﹂の市場が︑今後さらに

菓子の一つである﹁ようか

伸ばし︑日本の代表する和

によって互いに売り上げを

場の水ようかんが相乗効果

える水ようかんと福井の冬

水ようかん

ば﹁水ようかん﹂である︒

りとも言われている︒

季節を感じる和菓子

夏の間違い？と思われるか
がほんのり効いた水ようか

水ようかん

月下旬頃か

もしれないが

ようかんが登場し︑以降３

またその容器も特徴的

うしても斜めにすると液漏

近年ではテレビなどのメ

いるように︑夏に消費が増

月下旬ごろまで福井の水よ

で︑紙で出来た紙箱の容器

説ある︒県内の水ようかん

ディアで冬の水ようかんを

月のアイスクリー

うかんのシーズンが続く︒

に直接流し込まれていて︑
に合った形態へと変化して

は別名︑丁稚ようかんとも

今︑

県内には２００とも︑そ

れが発生してしまう事も多

呼ばれるが︑丁稚ようかん

んが主流だが︑最近ではコ

れ以上とも言われる水よう
紙箱から切れ目の入った水
いる︒

ら福井県内の和菓子屋さ

かんのメーカーがあるが︑
く︑県外への発送や持ち帰
なぜ冬に水ようかんな

り用にパックになった容器

保田晃仁

ようかんを一切れずつすく

取り上げられる機会も増

益々の発展︑商売繁盛︑皆

って食べるという昔からの

とは西日本の主に近畿地方

事長・村上信

商品パッケージもそれぞれ

の？ と 聞 か れ る 事 も 多 い

げな表情で劇場を後にした︒

多種多様で︑箱の色やデザ

体験に組合員たちは興味

も最近では増えてきてお

に︑特別に文楽人形の仕組

津々の様子だった︒

風情ある食べ方が福井流で

みや動きなどの実演解説を

物語やセリフを語る太夫︑

一体の人形を遣うこと︑演

遣い﹂︑﹁足遣い﹂の３人で

﹁主遣い﹂︑左手を遣う﹁左

人形の首と右手を遣う

を打ったような静けさの

谷判官切腹の段﹂では︑水

いた吉田和生師が遣う﹁塩

日︑人形解説をしていただ

その後開演となり︑この

情景や心情を奏でる三味

かしら

していただいた︒

目ごとに人形一つ一つに衣

中︑無念の切腹を遂げる場



令和の幕開け
第 回出羽三山神社

大阪府菓子工業組合副理

神社にご祈念申し上げたい

て︑五穀豊穣︑大漁満足︑

りました︒

相互の親睦を図ってまいり

銘菓奉献祭の当日は︑こ

と思っております︒

人民息災︑万民快楽を祈願

ます︒

ご存知のように出羽三山

賜され︑また出羽三山神社

皆様より奉献されました

公式ホームページにも掲載

銘菓は︑社会福祉団体へ下

二千四百四十六段の石段を

されます︒

の歴史の薫る精霊のなか︑

西のお伊勢さまに詣でる

登り︑樹齢三百年から六百

国宝﹁羽黒山五重塔﹂より

こ と を﹁ 伊 勢 参 宮 ﹂︑ 東 の

年の老杉が生い茂る羽黒山

する聖地でございます︒

出羽三山に詣でることを

蜂子皇子を御

開祖として以来千四百年の

﹁東の奥参り﹂と称され古

神社は第三十二代崇峻天皇

歴史を刻んだ﹁日本人の心

の第一皇子

の ふ る 里 ﹂︑ 人 々 の 生 業 を

銘菓奉献祭斎行のご案内

様のご健勝をここ出羽三山



大 阪 発 祥 の 伝 統 芸 能 で︑

世界遺産の
﹁文楽﹂
を鑑賞

大阪府菓子工業組合は４

線︑そして人形の３つの要

た ゆう

日︑国立文楽劇場︵大

阪市︶で上演中の４月文楽
素が三位一体となった総合

月

公演﹁仮名手本忠臣蔵﹂の

特に近年におきまして

銘菓奉献祭へぜひ奉献くだ

おります︒

皆様より丹精籠め謹製され

さい︒

年

出羽三山神社銘菓奉献祭
︵別称献菓祭︶は昭和

大震災︑平成

た銘菓がご神前に奉献さ

日と定め︑以降盛大に斎行

震︑９月には北海道胆振東
部地震にみまわれてまいり

回銘菓

身を清め︑舞台の安全と成

に登場する︒その裏側には︑

変嬉しく︑第

回銘菓奉献

に節目を迎えますことは大

は︑令和の記念すべき元年

本組合といたしまして

報賽の真心を捧げつつ︑震

菓をご神前に奉献し︑神恩

和らぎ︑皆様とご一緒に銘

春の令月︑気を淑しく︑風

回出羽三山神社

玉串を奉って︑祭儀が取り

舞うなか神楽が奉奏され︑

事務局までお願いいたしま

ては︑山形県菓子工業組合

その他お問い合わせについ

奉献の申し込み方法や︑

さに包まれた羽黒山参籠所

電話⁚０２３︱６４５︱４

市清住町三丁目２番

〒９９０︱０８３４

山形

﹁斎館﹂にて宮司を囲んで︑

２３１

す︒

出羽三山で採れた旬の山菜

号

を素材に俳聖芭蕉をもてな

︱６４５︱６８８６

をいただきながら︑奉献者

より伝わる名物の精進料理

したとも言われている︑古

祭儀終了後︑霊気と静け

納められます︒

して︑第

おめでたき令和の門出と

山形県内各地の菓子組合の

本地震︑その後各地での風

面に満員の観客が息を飲む

山頂の国の重要文化財﹁三

名場面の数々に大きな拍手

有志が菓子業界の繁栄をご

水害︑雪害と相次ぎ︑また

されてまいりました︒

ました︒
そんななか︑第

奉献祭におきましては︑新

功を祈願した塩がまかれて

祭を特段のお祭りと思って

しき令和の時代を迎え︑初

いるなど︑伝統芸能の現場

災 復 興 成 就︑ 菓 子 業 界 の

にふれ︑組合員たちは満足

60

23

文楽人形遣いの吉田和生︵よしだかずお︶さん

回を迎えること

28

は︑平成

は熱心に聞き入った︒

が送られた︒

祈念申し上げ︑相互の親睦

な大道具︑小道具が置かれ︑

おかげさまで︑令和元年

舞台の雰囲気を間近に感じ
ゆか

た︒特に︑太夫と三味線が

日の斎行をもって節
目となる

６月
所は回転式の舞台になって

ができます︒

演じる﹁床﹂と呼ばれる場

おり︑くるっと回って舞台

60

20

︵重要無形文化財保持者／人間国宝︶

60

開演に先立ち︑文楽人形

解説の後は︑文楽人形に

と融和をはかることを目的

れ︑ご祈祷を賜り︑巫女の

など︑おなじみの忠臣蔵の

くから日本屈指の霊場とし

神合祭殿﹂にて︑奉献者の
触れながら︑動かし方を学

終演後には︑許可を得て

昨年６月には大阪北部地

裳やかつらを仕立てること

司る﹁山の神﹂
﹁田の神﹂
﹁海

て多くの信仰を集めてまい

遣いで重要無

出演者の楽屋前や舞台裏を

日を祭

などの内容に︑組合員たち

年３月の東日本

の神﹂の宿る神々の峰にし

形文化財保持

んだり︑記念撮影の時間が

として︑毎年６月

芸術で︑ユネスコ無形文化

年４月の熊

者︵人間国宝︶

見学︒文楽人形やさまざま

35

設けられ︑普段はできない

遺産に指定されている︒

60

60

局長・佐藤均

山形県菓子工業組合事務

ＦＡＸ⁚０２３

45

20

文楽とは江戸時代に大阪

形

山

の吉田和生師

鑑賞会を行った︒

で生まれた人形浄瑠璃で︑

﹁仮名手本忠臣蔵﹂の鑑賞会

出羽三山神社銘菓奉献祭

10

インを見比べるだけでも面

12

井
福
阪
大
20
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（７） 令和元年５月15日

代表取締役会長

西日本食品産業創造展では、菊地唯夫氏（ロイ
ヤルホールディングス株式会社
兼ＣＥＯ）を講師に迎え「ロイヤルホールディン
グスの目指す生産性向上策と働き方改革」をテー
マに講演会を行いました。
先月号より続く。

めのコストも費用も安い。

新規市場の開拓

従って爆買いになり、滞在

その⑤
は「昔、あんな業態して、

して、現金が無くなったら

で帰れたかなどである。店

した。いろいろな新しいテ

ンが起きていることを実感

ではなく、人を活かすため

したい。人を代替するため

年で約５倍に増

が失敗したとしても、ここ

で、この

働きやすさはどう変わるの

波及する効果は大きい。
なくなりましたね」という

う し よ う 」「 き ょ う は 接 客

えている。インバウンド、

をしなければいけないが、

アウトバウンドは、てん

本部に行かなければならな

のイノベーションだ。働く

ンを推進する方とお会いす

い」など、そういうジレン

人が「きょうのレジ締めど

る。これはマーケティング

これからの時代、労働人

ることも大事だ。

マを起こさせず、なるべく

クノロジーが出てきている

という思考ではない。マー

口の減少と生産性向上に向

価値を生み出すところに集

ので、やはりイノベーショ

クションオーブンを入れ、

ケティングも大事だが、先

けた社会ニーズがあるの

中するためのイノベーショ

で出てきたイノベーション

火も油も全くないところ

行し過ぎてしまうので、イ

で、まさしくここが働き方

ンを考える。その中では新

はいろいろな業態に使え

マーケティングとイノベ

で、かなりの品質のものが

ノベーションだけしたらど

改革と生産性向上を両立す

しいロボティクス、例えば

か。キッチンもコンパクト

ーションは企業の両輪にな

出せる。掃除も全部ロボッ

んな店ができるのかという

るための知恵の出しどころ

でマイクロウエーブコンベ

る。マーケティングばかり

ト、オーダーもタブレット

ことだ。

だろう。私は無人化しよう

マクドナルドのオーダーシ

思い出しか残らない。これ

考えてはだめで、もっとイ

を使って全部自動にし、ア

シカゴで全米レストラン

ステムなど、いろいろなも

はイノベーションではない。

ノベーションを考えるべき

ルバイトは腕にデバイスを

協会ＮＲＡの年１回開かれ

とは思っていない。日本の

のが生まれている。こうし

アウトバウンドで分子を増

だ。それが分母を考える上

つけている。ここで私が注

外食産業の大事なポイント

やすための新規市場の取り

開発をしている。新業態開

で大事なテーマになる。

目をしているのは売上では

るイベントがある。幕張メ

は、お客様との接点におも

やも海外にどんどん出して

発、新メニュー開発をして

ロイヤルが現金を扱わな

ッセの３倍の場所を使っ

いる。海外の日本食レスト

分母の話も避けて通れな

いるが、これは実はマーケ

い店を東京の馬喰町にオー

ない。注目していることは、

て、出展者は２千だそうだ。

組みが十分あり得る。

い。分母を下げてしまった

ティングである。その後に

従業員が何分前に来たら店

万８千軒くらい

ら分子も小さくなること

行われることは、マーケテ

プンした。これはイノベー

がオープンできるか。今ま

たものを活用し、外食産業

ランは

が、外食産業の難しいジレ

ションだけを考えた店であ

の働き方改革と生産性向上

人を生かすためのイノベーション

ンマだ。政治家の方たちに

ィングし、お客様が喜ぶ業

る。働き方改革と生産性向

てなしで付加価値をつける

を両立していく。

た。本当にそうなのか考え

成長している時代ならこん

分子を大きくする意味で

態ができて、うまくいった

こと。そこに集中できるよ

ると、結構いろいろな研究

なことは起きない。その分

は、新規市場の開拓も大事
「製造業はいろいろな研究

ら、競合他社がまねして、

ＮＲＡの会長と挨拶する機

うにイノベーションを起こ

サービスが悪くなってき

も短期で十分だった。これ
開発をしているのに、外食

会があったのでお邪魔し

型になるだろう。その時に

た 」、 従 業 員 は「 最 近 出 店

なテーマである。福岡にも

産業はしていないから生産

で２時間かかっていたトレ

た。そこでもイノベーショ

ためには、４つの条件があ

ホルダーが大事である。市

る。

からは、欧米、中東など遠

ーニングが何分でできる

ること。お客様が納得する

場が成長し、企業が成長し

人を投入すればいい。人が

ステークホルダー（表１）

がないからずっとこの店に

くから来るようになる。来

上の両立だけを考えた店を

か、店が終わってから何分

上げします」と言ったら、

以上の付加価値を生み出す

ている時代、ステークホル

い る。 ボ ー ナ ス も 増 え な

多くの外国人の方が来られ

店舗数が増え、ブームが終

作った。とにかく実験をす

ほかの企業は値下げしてく

ための企業努力。無駄なコ

い 」、 取 引 先 も「 最 近 ロ イ

ている。今までは台湾、中
性が低いのでは」と言われ

る。トライアンドエラーと

れた。寡占業界だから大手

る。現状では仕方がない。

ストは削減する企業努力。

ダーはあまり考える必要が

る時間も費用もかかるの

わり、価格競争になって店

のトップが上げたら、みん

外食は宅配やコンビニのよ

なかった。店を増やせば売

は、ほかの分配率を下げる

労働分配率を上げるために

去年から少しヒントが生ま

る。ただ、この問題に対し、

ない競争にさらされてい

ない。だから永久に終わら

トップ企業は５千億円しか

ジを出すことで共感を得

と、社会に対してメッセー

３つをしっかりすること

が自立的に推進する。この

るからではなく、自分たち

分配問題

国、香港、韓国など近いと

舗が減り、消える。そこに

性を上げる取り組みをし

な追随し、価格は上がる。

うに寡占化してなく、すそ

て、株主がいる。よく誰が

業員にとっても生産性は大

は大事なのでしょうか」と

しかないからだ。これが利

VS 公共分配率

で、爆買いして帰るだけで

て、各ステークホルダーへ

では、外食産業でできるの

偉いという議論があるが、

事だ」と言っているのは、

いう質問を受ける。どう説

VS 自己資本分配率

はもったいないから、滞在

分配していきたい。

かというと、多分難しい。

企業はいろいろなステー

従業員からよく「働いて

だ」と、ステークホルダー

明したら一番わかりやすい

生産性はなぜ必要か（表２）

クホルダーによって支えら

ヤルは値下げしか言ってこ

いる我々にとって、生産性

はみんな不満を持ち始め

VS 他人資本分配率

ころから来ている人ばかり

いないから、そういう利害

宅配では、先ほどの混乱

働き方改革を国から言われ

上も増え、利益も増えるの

な い 」、 株 主 も「 何 で こ ん

改善したり、チャレンジが

る。次に、ステークホルダ

害対立の最大の要因であ

表２

なので、当然日本に来るた

対立が起きやすくなってい

はどう終わったかといえ

兆円でも

ナンセンスで、企業の存続

なに株価が下がっているん

できたり、将来に向けた希

る。例えば分配率を下げた

全化させるため、うちは値

野が広いから、

れている。お客様がいて、
で、お客様の満足度も上が

望を持つことができる。取

かと思い、図を作った。従

ら、税金は下げられないか

る。社会の共感は「あの企
ー間でいろいろな利害対立

業員にすれば、１人当たり

れている。数年前は値上げ

引先も取引が拡大していく

の報酬が上がることが大切

業は本当に一生懸命に頑張
が起き始める。株主からす

ってくれているから、多少
ると、株価を上げるために

に対して、お客様は抵抗が
し、株主は応分のリターン

ら株主のリターンを下げる

あった。去年からは、少し
を得られる。これは意識し

だ。報酬÷従業員数になる。

高くても応援したい」とい
「人件費を使い過ぎている。

ことになる。しかし、生産

この抵抗は変わってきたの
ているわけではない。店を

この数式は従業員数分の付

うものだ。我々はそれを進
リストラをしなさい」とい

ではないか。まだ気のせい
出していけば、無意識的に

性を上げても誰も文句はな

めるため、付加価値向上、
い。分配率は全て一緒でも

新規市場の開拓、効率性の

加価値×付加価値分の人件

かもしれないが、宅配の混
費に分けられる。付加価値

乱は、あまりに行き過ぎた

う。まさしく利害対立であ

向上に取り組んで生産性を

る。パイがどんどん小さく

上げ、それをお客様、従業

全てのステークホルダーの

低価格は社会にいろいろな

員、取引先、株主に持続性

満足度が上がっていく。実

ひずみを生み出している、

のある形で分配する。これ

分配は増えるので、生産性

という印象を人々に与え

により、人口が減少してい

と付加価値は分母と分子で

た。こういう状況だからと

くなか、生産性向上と働き

なっていくので、全てのス

いって、みんなが値上げを

はこれが資本主義の本質で

題は起きなかった。生産性

なくても、それぞれの分配

していけば、また元に戻っ

を頑張って上げていこうと

がどんどん上がっていった

はおのずと増えていく時代

方改革を両立し、持続性の

なる。成長期にはこんな問
りの付加価値なので生産

から、分配率の問題を考え
る。生み出された付加価値

だった。だからこそ、生産

てしまう。私が会社で言っ

従業員数分の総人件費とな

性、右側の付加価値分の総

のうちどれだけ人件費に分

ある産業化を模索していき

る。左側は従業員１人当た
昨年、宅配が大きな問題

人件費は労働分配率であ
疲弊してしまった。これは

配したか。私が従業員に「従

たい。

テークホルダーが取り合い

になった。お客様の満足度

お客様と従業員の間の利害

ているのは、お客様に納得

をしてしまう。
ら自動的に全てのステーク

を上げていたら、従業員が
今の日本が抱えているの

対立だろう。人が多くいて

いただける価格に転嫁する

ある。資本主義は成長が源

ホルダーが満足できる仕組

は成長の鈍化、成熟である。

みを内包している。

お客様は「最近ロイヤルは

これは、宅配だから上げら

どこかの企業が「業界を健

10

ば、実際に料金を上げた。

11

っていく。従業員も待遇を

菊地 唯夫 氏（ロイヤルホールディングス株式会社 代表取締役会長兼ＣＥＯ）

にとっては全てのステーク

生産性向上策 と 働き方改革

泉にあり、成長しているか

25

ロイヤルホールディングスの目指す

従業員がいて、取引先がい

表１
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く必要があります。そうし

まとの真の関係を深めてゆ

全菓連では、全国組合幹部研修会で山本昌仁氏
て成長していくものです。

に感じ、気付き勉強になる

ように新しい展開をする度

しい店を構えました。この

先日、日本橋高島屋に新

（たねやグループＣＥＯ）を講師に迎え「お菓子

屋の経営改善」をテーマに講演を行いました。

先月号より続く。

その③

経営理念の一つとして心に

かの心」という意味合いで

まによろこんでいただけた

新たに「今日如何にお客さ

グループでの「商魂」は日々

間でなく成果でもって判断

ものです。これからは、時

間というものはもっている

では測りきれないものが人

していた。ところが、時間

払うのは、常に時間で判断

私どもの人事制度を大幅に

はないでしょうか。これは、

こそ、成果主義の考え方で

っていくつもりです。これ

がある。そんな店を多く作

なんとなく盛り上がるもの

く。この人が居るからこそ、

変えていくものとなりま

していきたいと思っていま
す。成果は、家で子供を見

刻み込んでいます。

時間から成果に

が近江八幡の今の苦労する

ことが多々あります。私が

す。なかなか人がいないの

ところですが、働ける人が

となく、バナナの叩き売り

分でも仕

事をして結果を出せば、時

子育てのために働けないで

ながら、たとえ
これは今更ながらという

間には関係なく給料を渡し

はなく、子育てしながら、

子供の頃、和菓子舗という

ていく。今「たねや」の店

出来る人が働けばいい。今、

づくりをしているからだ。

毎日行きたいと思える環境
で本格的に開発し力を注ぎ

水羊羹に尽きるということ

のは、夏はほとんど何もす
感じはするが、世の中「働

長はほぼ女性。若い間はい

男女の区別なく子育てが出

みたいになってしまう。「あ

き方改革」ということが

いが、子育てになれば、ど

来る世の中になってきてい

商いはもちろんある程度の

ま し た。「 夏 の た ね や の 水

そこに行ったらなんか売り

大々的に喧伝されるように

うしても止む無く休まざる

る中で、そういう環境にた

商魂

なってきました。私どもも、

を得ない。私の母親は家業

ねやも変えていきたいと思

利益を必要とします。しか
菓子舗は「今日いかにお客

リーダーとして求められ

伝える力

し、経営者はその利益に固

ることもなく、職人さんた

もう幾年も前から保育園を

でもあったが子供が生まれ

います。私たちは９月に大

っているようです。最近「も

つけられる」でなく「あそ

立ち上げ、女性のよりよく

ても仕事をしていた。合間

きな異動があり、全組織を

か。それから、いざという

う帰りたくない」と言い出

たねやグループの掲げる

働ける環境作りに取り組ん

でどうしても子供の面倒を

大きく入れ替えます。その

時に力を存分に発揮する

しています。会長からは「社

ちも半ば遊んでいたような

でいます。会社という組織

みなければならない時は、

時、訓示で「時間から結果

なのです。一つの事業を興

人。そういう人材を企業は

ものでした。しかし、それ

は決して時間ではなく、む

他のスタッフに任せてい

に変えていこう」と宣言し

す時、みんなそこへ向けて

必要としていると思います。 長になった瞬間から、次の

こに行くと、何か楽しいな。

しろ成果というもので仕事

た。この例でも解るように、

ます。現在は仕組み作りを

頑張ろうとしますが、そこ

何かお喋りの一つもしたく

量や判断材料を見て行く必

必要な人がいるかいないか

しており、来年度中に何ら

はあくまでスタート地点。

代を見つけなかったら失格

「商魂」とは商魂たくまし

要があると感じています。

に重点を置いていく。何も

かの画期的な形を打ち出し

そこからスタートダッシュ

いなどという、どちらかと

今までは時間でくくられて

８時間働かねばならないで

ていくつもりです。

で、ずっと上りつめていか

では立ち行かなくなるから

コレートが爆発的に売れて

いたと思います。朝９時に

なく、その人の存在感を感

屋店にオープンしました

なければならない。重要な

なる」と思ってもらえるよ

羊羹」と評判になるほどで

いる。こうして、よく観察

出勤したら６時に退社す

じられる店作りをしてい

が、オープンは始まりであ

言えば否定的なイメージを

した。ゼリーもそうですが、

してみるとお菓子を買い求

る。とにかく時間でいくら、

そして、重要なことは結果

り、終わりになってはダメ

とちょっとしたゼリーなど

さまによろこんでいただけ

この水羊羹の画期的な開発

めるお客さまはなぜか圧倒

あるいは年間契約でも給料

には次があるということで

を売っていたのですが、夏

たかの心」が一番大切であ

でたねやは夏も冬も忙しく

的に女性が多い。このよう

出なければリーダーは降り

す。この前、日本橋の高島

うな環境づくりをしていか

執しがちです。それが前面

る。そのために、私どもに

なった。現在ではお中元お

な傾向はともかく、たねや

て も ら う。「 こ う い う ふ う

なければいけない。毎日来

に出てしまうと、店で一番

はこれという教育マニュア

歳暮の季節はもちろんのこ

ど６ぐらいにしてほしい、

にやりたいんです。こう思

示すのではなく、まさに商

頑張っている者が「とにか

ルがあるわけではない。販

と、バレンタインにもチョ

というような△ではいけな

いをする側の魂、心の有り

く、挨拶どうでもいいから、

売員は自分で感じたことを

らなければいけないなど、

い。良いか悪いかだけで、

向けの商品は何と言っても

この２００個をノルマとし

自分の言葉で表現しお客さ

決めなければならないこと

っているんです」と言われ

てもらえるということは、

て売らなければならない」

世の中には表れない。リー

は沢山ある。お菓子以外に

真 ん 中 は ダ メ。「 主 人 の 味

だ、道半ばです」ではダメ

「結果は？」と訊いたら「ま

方を問い掛けるものです。

のようなノリになり、どこ

ダーは知識を持っているよ

に合わないものを世の中に

そうと思うといかに伝えら

０００人もの従業員を動か

長クラスしかないため、２

話すのは十数人の役員、部

にいる間も、ほとんど他の

数回行く程度で、近江八幡

を決定する。本社には月に

ら、私は本社に行けば○×

○か×を決めること。だか

決断力とは何か。それは

要である。もし△でも「明

の判断をしていく準備が必

ばならないが、常に○か×

いろと勉強しておかなけれ

きます。そのためにはいろ

会社のスピードが遅れてい

から先に進まず、どんどん

ったら、その次の部下は△

りません。そう言ってしま

れ△だな」と言うことはあ

そして、結果、成果。ど

の責務なのです。

は毎日するということが私

てであり、その○×の判断

と言おうと、私の舌がすべ

子が並んでいます。誰が何

私、山本昌仁に合ったお菓

で、今のたねやの店頭には、

代々伝えられてきているの

いく」となってしまいます。

向き「行列の人をさばいて

客さまの好みさえ覚えれ

がお客さまの顔を覚え、お

人覚えたかがすべて。店長

店では、お客さまの顔を何

を出さなければいけない。

果を求められるので、それ

だ。リーダーはかならず結

てくる。それを売り上げ、
売り上げと言ってしまう
と、顔も見ずに下ばっかり

くなる」という存在感。リ

の人のためにはなんかした

徳 と い う こ と に な る。「 こ

とではあるが最終的には人

しかしながら、難しいこ

ことと理解しています。

の成果が約束されるという

るものであり経過次第でそ

ことだが、結果はついてく

勉強したということになる

の頃から社長の背中を見て

のは中・高校生の頃で、そ

菓子舗を継ごうと決心した

て私に任せてくれた。私が

わなくなったのです。すべ

何をやっても本当に何も言

し挟むことをしなかった。

長でもある父は一切口を差

社長に就任した途端、現会

と。ただ、私の場合、私が

れは本当に頭を悩ますこ

オーナー企業であればこ

いうことは事実。失敗は絶

れが一番大変な事なのだと

いい」ということ。実はこ

のは「好きなようにしたら

く見習わなければならない

言ってくれたことで一番凄

ます。父親（会長）が私に

べてを任せようと心してい

ますが交代した瞬間からす

って、大分先の話ではあり

ば、やはり私は会長を見習

るところです。うまくいけ

いい国だと言い聞かせてい

近江八幡はいい所、日本は

人いいな」と慕われ思われ

ルに行っており、楽しくや

わたしの息子は今シアト

人徳

ーダー像はいろいろあると

でしょう。

る人徳が大事なのではない

なのです。

対に許されないということ

思うが、結果的には「この

のですが…。今、一生懸命、

だ」と言いきかされている

り、伝える力、今持ってい

も人事や経理、総務、いろ

出すことは絶対しない」と

ることとして「３つの力と
１つの心をしっかり持ちな

れるかが大切になります。

経済団体にいるので、工場

日中に」と必ず自ら期限を

んなことを言っても結果が

決断力

中でも「社長がこう言って

でお菓子を作る時間はあり

段階では５だけ

つける。○か×しかない。

さい」と話しています。一

いたから、こうしなさい」

ません。しかし、お菓子を

この味は

つには伝える力。私が普段

ではダメで「私はこう思い

どういう味にしていくの

ば、売り上げは後から付い

ます」という伝え方が大切。

か、こういうお菓子を今や

結果、成果

どんなに良いことを考えて

たねや饅頭桑の葉（当日、参加者に配布）

後継者問題

る力をどう出していくのか

いろな分野のことを決めて

山本 昌仁 氏 （たねやグループＣＥＯ）

行く。その決断と決定に「こ

お 菓 子 屋 の 経営改 善

が大事なのです。

10
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（９） 令和元年５月15日

東京商工会議所では工業部会講演会において小
澤俊文氏（株式会社コロンバン代表取締役社長）
を講師に迎え「社員の可能性を信じる～コロンバ
ン挑戦の軌跡～」をテーマに講演を行いました。

先月号より続く。

きらめて、当社に入社して
きた。ところが、才能豊か
な人間なので、１年したら
もう一度ボクシングをした
いとなり「思い切ってやっ
てこい」と許した。「頑張れ」
と送り出したというより、

は、全て自前でする。知識

新入社員の採用と教育

うことが自発的に行われた。

えるようになった。こうい

かして、今ランキングは４

は元チャンピオンを打ち負

と練習に専念する。９月に

き、ボクシングが近くなる

日ごろは営業部員として働

現在も彼は当社の社員で、

の部分は外部委託でも出来

新入社員を採用

ので、技術が伝承されなか

位である。

年間採用をしなかった

った。私が社長になってか
るが、思いや会社の歴史、

その④

養蜂も、自然を守っていく

養蜂をしたわけではない。

つプリンを売ろうと思って

で売っている。別にはちみ

プリンは１本１，０２９円

ちなみに、原宿はちみつ

でいる。そのフルーツを入

ルーツは６カ月間漬け込ん

ンドケーキに使っているフ

本８，６４０円する。パウ

名前を冠したお菓子で、１

ある。創業者の門倉國輝の

〝國輝〟というお菓子も

せんよ、難しいですよ、社

んなの無理ですよ、できま

品を幾つも提案すると「そ

無理、できない」だ。新商

がよく言うのは「難しい、

当然できる。それから、皆

ない。挨拶は当たり前で、

た。そんな会社はろくでも

挨拶もできない社員がい

が来て一生懸命に処理して

といえば、クレームや苦情

う。何で忙しくしているか

もう１つは忙しいとよく言

いし、いい商品もできない。

も、売り上げにつながらな

ンに向かう仕事が長くて

思っている。でも、パソコ

いることで仕事していると

たが、パソコンに向かって

また、私も昔はそうだっ

ていかないと、致命的な事

花粉媒介の中心的ポリネー

れて作ったお菓子を、さら

長は素人だから」と言う。

なので、今あるものをどう

ターであるミツバチを増や

に３カ月間寝かすので、し

けれども、その「難しい、

故につながる。

そうと飼育した結果、はち

っとりとした最高級のパウ

組み立てて考えるかだ。

みつが取れ、捨てるわけに

ンドケーキである。

國輝

はいかないので何とか生か

社会貢献である。

せないか、自然の味を皆さ

をしているつもりだが、あ

無理、できない」を克服し、 いる。そういう人は、仕事

まり責任のないものだと思

んに味わっていただけない

今の商品を作っている。当

月にもう一度

ら、お金がなくて苦しい中

社では「難しい、無理、で

者があきらめたら終わる。

ければいけないことは、健

経営者が一番大事にしな

３キロは辛い。

しまう。例えば私も毎週

どんどん楽な方向に行って

キロ走っているが最初２、

みつをかけたらどうかとな

る人間はそれを自分の頭で

には客観的な経営ができる

ら、会社を大きくしていく

頭に立って商品を売った

質問

いかなければならない。

のような後進の育成をして

笠かぶって賛成とか反対と

いる。意欲もないのに、陣

さい」という言い方をして

る気のある人だけ出てきな

議を開いている。これは「や

ば、人は動かじ」だから、

させてみせ、ほめてやらね

ってみせ、言って聞かせて、

やり方をやればできる。「や

うのではなく、誰でもその

売れる。毎日

考え、新たな考え方に組み

人間が必要だろうと、金融

り、新商品の開発に職人で

質疑応答

機関の人間が入っていた。

ションと、自分の頭の中で

ていることはコミュニケー

ションをする。それで、ど

テーマを与え、ディスカッ

る時間はもちろんあるが、

当社の研修は座学で教え

までは社長をする。

を迎える。私は１００周年

で、５年半後に１００周年

の方たちが経営者になって

ということはよくある。新

小澤 「社長だから言える」

と言われる。こういう感覚

すると「社長だから言える」

っているが、従業員と会話

私もできる限りしようと思

はない感覚から進めたり、

か、反省会をする。また、

た理由やなぜ失敗をしたの

品もたくさんある。成功し

品だけでなく、失敗した商

当社の場合、成功した商

人が商品会議に出てくる。

し、新しいものを作りたい

案件を作りたい人が来る

の役にも立たない。新しい

かいう人が出てきても、何

係につながり、そのうち「社

作っていくことが、信頼関

ュニケーションと関係性を

ならないが、そういうコミ

ろいろな手を打たなければ

る。その人の力に応じ、い

環境はある程度整えてあげ

とをさせてみる。そのため、

だ。あなただってできるこ

やらせてみることが大事

東京駅でみずから店

直すことができる人。こう

２代目が亡くなった後、そ

人の心をつかむポイ

質問

いう人を育てないと組織は

、 年前、世の中の

考えることだと思ってい

んな考え方があるのか、人

も投資して、工場や倉庫を

規の取引先は、一般社員が

人材育成で大事にし

後のすがすがしさとか、さ

る。

の考え方を聞く。正解は１

造り、いろいろなものを作

行ってとれないものを、社

強くなっていかない。

ントを教えてほしい。

わやかさは翌日からの経営

変化が激しくない時代は、

つではないことを知るとい

ってしまって、責任をとら

長だからできる」というこ

小澤

人間は筋力を蓄えないとや

に意欲をわかす。毎朝起き

指示命令に従い、言われた

う教育をしている。

なければならないからだ。

とが消えていくのではない

年以上し

かと思い、当社はおいしい

う。人のお手伝い的な仕事

１年生、２年生の社員は、

自分の会社のことを誰より

康だ。私は毎週土日に

ているが、それでも辛い。

プリンが有名なので、はち

をすることにより、忙しさ

試合をして、来年になると

きない」は言わせない、言

を醸し出す。一番大事なこ

新入社員が入ってくると自

が、もう一度やってみよう

養蜂の専門家もいる。岐

チャンピオン戦というとこ

名の新入社

わないという考え方をとっ

とは、本来やろうと決めた

これからの方針は全て当社

～

ている。もう１つ「人間は

仕事にどれだけ時間を費や

の社員が総出でする。思い

で、毎年

縷々語ってきたが、決し

間 違 う、 忘 れ る 」。 こ の 前

せるかだ。こういうことに

分たちの責任を感じて、教

と思ってしてみたら、何と
きる。

が活性化した。それから、

員を採用した。これは初年

て大層なことをしているわ

提で組織を作らないと、必

陥っている人はいないか、

「難しい、無理、
できない」は言
わせない

けではない。何も無いなか

ず事故が起きる。完璧な人

よく見ていただく必要があ

が、新たな仕事に挑戦する

個ほど完売

り、作った。単価は高いが、

徒手空拳で、働くにはどう

間はいない。必ず人は間違

る。

ろまで来ている。こういう

している。作っても足りな

したらいいか、必死に考え

うし、忘れる。忘れても間

のようにある失敗事例があ

は自分たち以外では、絶対

社会貢献では、原宿ロー

い状況で、今年の３月には、

てきた。お金があれば楽だ

違えてもいい組織作りをし

る。それを見直すと腑に落

度、２年度にはよく分から

ルの売上の一部を世界の子

売れすぎてはちみつが足り

し、人がいれば楽だが、無

なのはなぜとれたかという

社会貢献

は何もない。今風にいえば、

供にワクチンを贈る国際支

なくなってしまい１、２週

いものねだりをしてもダメ

情報の共有だ。当社は毎週

かここまで来られた。経営

最後に経営者の心構えと
もよく知り、誰よりも商品

ロ走り、毎朝１５０回腕立

る気が失せる。自分の筋力

て１５０回腕立て伏せをす

ことをしていれば済んでい

質問

失敗に学ぶという講座も開

か。

キロ走り終わった

を維持し、増進させること

ると、筋肉がぱんぱんに張

た。ここ数年あるいはこれ

みたいな方はいないのか。

いている。それが、なぜ失

でも、

によって経営を活性化す

る。その張っている緊張感

から先の２、３年は、多分

長が行けばとれることはよ

敗したか。我々の商品も山

よってやる気が出てくる。

る。また、脳は必ず楽なほ

が、どんな困難にもまれて

産業革命も超えていくよう

５年半あり、今の業績で盤

くある。社長だから、それ

コロンバンは今

いった。

う、やらないで済むほうを

も負けないという自信につ

創業家は門倉家で、

はそれでいいのだが、大事

億円

年半

選ぶ。無理、できないなど、

ながる。人間は自分を鼓舞

小澤

石な基盤ができると思うの

は変えられるか。

こうした心配を脳は考えな

な変化がある。その時代に

で、その時は後進に道を譲

コロンバンは創業家
くて済むから、楽なほうに

することにより成長してい

今も存在している。創業者

行く。筋力も同じで、走る

が亡くなって、２代目も早

く。

セオリーは無いのではない

キ

して、最初はこの会社を再

て伏せをする。このことに

10
か。経験していないような

10

本当に素人のたわ言のよ

のが辛いから止めるほうを

10

10

気持ちになる。無駄なこと

ダイバーシティになるだろ

援団体に寄付している。こ

間製造ができなかったくら

りたい。公衆の面前で言っ

働き方をしている。

うが、働き方の多様性でこ

ういう行動で、仕事イコー

い売れている。

ているので、自分でも違え

に伝わらない。１年生、２

ういう社員も採用してい

ル社会貢献となる。花粉媒

くに亡くなられた。それま

年生で思いのある人間が、

る。働き方を多様化するこ

介をするミツバチを育てる

では門倉コンフェクション

なかったが、３年目から大

事以外の趣味など何かあれ

とで、いろいろな人材が当

ことが起きる時代に、過去

きな変化が起きた。若いフ

ば、思い切ってする。中途

社に集まってきてくれる。

は参考知識として知ってお

阜大学で、昆虫学の修士を

と入社してきた。当社の場

半端な気持ちではなく、全

うな講演だったと思うが、

先輩として新入社員を育て

合、こういういろいろな働

てやりきる。やりきること

何かお役に立てれば幸いで

ちる。要は社長だからとい

レッシュな社員が入ってき

もう１つは、プロボクサ

き方をする人を採用してい

るからやめよう、脚が痛い

金曜日に案件会議と商品会

取り、それを仕事にしたい

ーで、佐川遼君といって東

る。仕事だけではなく、仕

からやめよう、腰が痛いか

ることはないと思うが、そ

ている。

京農大の時に国体で２位に

必ずある。このあきらめな

的な運営だった。その前か

て、従来からいた社員たち

なった。一旦ボクサーをあ

い気持ちがあれば、必ずで

く必要はあるが、生き残れ

原宿はちみつプリン
ある。

小澤 俊文 氏（株式会社コロンバン代表取締役社長）

らやめよう。すると人間は

コロンバン挑戦の軌跡

を知れば何とかできる道が

経営者が一番大事
にしなければいけ
ないことは健康

社員の可能性を信じる

生するのは無理だと思った

國輝
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令和元年５月15日 （10）
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第962号

全菓連では、全国組合幹部研修会で横田秀夫氏

（菓子工房オークウッド代表取締役）を講師に迎

え「洋菓子店の働き方改革・最近の菓子製造業の

私はパティシェとなっ
人になるな。大変なだけで

ったが「おまえは絶対に職

経営事業について」をテーマに講演を行いました。

年歩んできた。今は

埼玉県の春日部で、オーク

いた。それで兄は役場に就

公務員になれ」と言われて

何もいいことがないから、

て、

ウッドというケーキ屋をし

職したが、自分は「それで
はおもしろくないな、何か

ている。春日部で有名なの

年前、

はクレヨンしんちゃんだ
が、その町で今から

その①

製菓学校は今ほど無く、

ささいなきっかけである。

してみようか」というのが、

和菓子ではなく、洋菓子を

た。そういうなか「では、

ら受けろ」と言われ、それ

聞いたら「一番早い試験か

どうしたらいいですか」と

た。「 正 直 わ か ら な い し、

まえ、決まったか」と言っ

ろ、進路指導の先生が「お

全然考えてもなかったとこ

と今度は卵を割るだけの仕

の洗い物をして、手が空く

い」と言われながら山積み

洗 い 物 ば か り だ っ た。「 遅

最初は何もできないので、

けられるのか」と思ったし、

で「こんなところで俺は続

に行ったら怒鳴り声ばかり

ころだ。入った瞬間、厨房

ているという実感を持った。

ら、少しずつお菓子を作っ

ムで練習した。そのころか

が帰った後、残ったクリー

たい」と思った。先輩たち

「自分もできるようになり

ペしている早さに感動し

輩がショートケーキをナッ

が見えるようになると、先

るようになり、やっと周り

ールからゲームセットま

内海先生の後ろでプレーボ

を持っていろ」と言われ、

歳になったばかりの

２年制しかなかった。家も

がプリンスホテルだった。

た。

あまり裕福ではなかったの

その後、試験に受かり、自

私は、パティシェで作っ

分の行きたい方向性も店も

で、とりあえず調理師学校

事だった。この卵が一体何

とケーキを買ってきてくれ

なら１年で卒業できて、お
分のホテル人生がスタート

個と言われて割って

てもらっている。内海安雄

くいった。

あったから、その後もうま

たが、振りかえればあれが

な毎日で、嫌だと思ってい

じる。その時は地獄のよう

があったと、今になって感

めようという精神力の強さ

ったので、厳しさの中に極

やはり職人気質の団体だ

で、ずっと差していた。

金もかからないだろうとい

になるのかもわからず、

ている内海会の会長をさせ

した。

人案内が貼られていた。自

の時期になり、掲示板に求

からない状況だった。就職

いし、どうしたらいいかわ

は情報があまり入ってこな

らえるようになったので、

そういう舞台に出させても

京プリンスホテルに決まっ

属ホテルが発表となり、東

体の研修を受けてから、配

入社なので、箱根の山で全

プリンスホテルとしての

に食べるケーキなので、そ

ではなく、フルコースの後

違う。また、テイクアウト

日本人の味覚は、根本的に

そのうち仕事も多少でき

していた。

ったから続けようと思い、

た。けれどもとりあえず入

将来どうなるのか不安だっ

業が楽しいと思わないし、

は仕上げたら、お客様がフ

える。レストランデザート

で食べてもらえるように考

様々で、それでもいい状態

の時間もお客様によって

ある程度の時間がある。そ

当時、プリンスホテルは実

拝しながら仕事していた。

の人たちが、内海先生を崇

ている

菓長をしていた。下で働い

その時の東京プリンスの製

外資系は行きたくないと思

いた。自分はホテルなら、

は働きづらいと聞かされて

ければならないので、職人

ホテルスタイルに合わせな

ルのしきたりがあり、その

り無かった。外資系のホテ

みんなで応援に行く日があ

試合があると、仕事中でも

業団野球が盛んで、大事な

の人がいるので、どういう

署のトップにいろいろな国

ばかりをしていたが、各部

一番と思い、フランス菓子

それまでは、フランスが

く入社が決まり、

年間シ

るので、先輩に「おまえ傘

に付いて行くと、日が当た

った。自分も新入社員の時

アメリカのスイーツの本を

いると思っていた。一度も

てまずいの三拍子そろって

カのお菓子は大きくて甘く

い、ドイツやベルギー、イ

ので、１年半くらいいた。

ンス菓子を勉強したかった

スリーで教えており、フラ

東京プリンスホテルの後

親父は競輪が好きで、勝つ

ホテルからプレゼントしよ

やってきて良かったと実感

の場で作る瞬間のスイーツ

ォークを入れるまで持てば

開いたことがなかった。見

さんという大先輩がおり、

ち取り、フランスに行って

うとチョコレートで本を作

した。

の美味しさを知った。テイ

ケーキが好きなのか聞い

てみるとレシピも砂糖カッ

いた。そのころは、この職

個、

うので、行かせてもらった。
今の若い人たちは、いろい
ろな洋菓子事情をスマホで

％

る話になった。自分はその

全日空ホテルの時、フレ

クアウトのケーキは事前に

た。アメリカ人の総支配人

話をしたい。
私の親父は和菓子職人だ

全日空ホテル
歳の時、東京全日空ホ

ートケーキを食べた時「こ

ェフをさせてもらった。

は、フランスの巨匠ジャン

れはうまいな」と思った。

作品を作った。点数の

時、ホテルのパティシェと

ンチレストランに配属にな

っていた。それなのに先輩

は、ブラウニーが好きだと

東京プリンスホ
テル

クールに目覚めて挑戦した

は味で決められるので、こ

して上から５番目だった

った。星付のフランスのレ

から「話をつけてきたから、

それまで自分は、アメリ

を学んだ。

タリア、スペインのお菓子

ストランのレカンのパティ

ミエ氏が銀座のフレンチレ

が、最初は勝てなかった。

れがよくないと勝てないこ

が、コンクールに勝ったこ

いいので、瞬間的な美味し

とりあえず面接だけは行っ

いた。そのころ、ちょうど

フランスにシャルルプルー

とを実感した。ただ、ケー

ともあり「おまえがやれ」

さを勉強させてもらった。

は都内のホテルやパティス

ストという国際大会があ

キ以外は、ほとんどが飴細

作り、ショーケースに並ん

この感覚が今、テイクアウ

代のバリバリ

り、パティシェの中では世

工の点だったので、何とか

だものを選び、箱に詰めて

とパティシェの感覚は違う

ラスになっている。料理人

のホテルの感覚と違うと感

話をした瞬間、何か今まで

リカ人で年齢は私と同じ、

歳のアメ

マネージャーだけだった。

のは総支配人と総料理長、

そうしたら、決まっている

る料理やお菓子、お酒を食

その国で育つ農産物ででき

た。人はその国に生まれ、

その時「これだな」と思っ

子を、こよなく愛している。

く。みんな自分の国のお菓

ーをくわえながら出てい

な冷蔵庫に入ってブラウニ

厨房に入ってきたら、大き

えてパークハイアット時代

きると思い、考えを切りか

ら、また新しいお菓子がで

国のアイデアを取り入れた

守りながらも、いろいろな

た。フランス菓子の基礎を

は考えもしないことがあっ

発想があり、フランス人で

も、よく見るとおもしろい

大ざっぱだなと思いながら

プ２杯となっており、随分

プ２分の１とか、卵はカッ

ので、いい刺激を受けた。

歳の

じた。その後、総料理長を

べて成長していく。味覚の

を過ごした。そこで、今の

いう。朝、グッモーニンと

全日空ホテルで５番手と

紹介してもらったら

ベースはそこにある。フラ

てくれ」と頼まれて行った。

して８年働き、いずれシェ

ドイツ人、サービスのトッ

ンス菓子一辺倒では、多様

トのケーキを作る時にもプ

で、嬉しいことにイギリス

フになりたいと思っていた

歳。そ

ず、今は外資系のホテルは

はそのホテルのことも知ら

できると噂が流れた。自分

囲気を感じた。そこで運よ

うホテルを作る、という雰

これから日本で今までと違

ういう感覚の人が集まり、

ほかの国を勉強しようと思

とはできない。このため、

な国のお客様を喜ばせるこ

次号に続く。

礎が決まった。

店で出しているお菓子の基

総支配人は何と

ところ、新宿にパークハイ

プはフランス人で

有名だが、そのころはあま

パークハイアッ
トホテル

アット東京というホテルが

め、作ってから食べるまで、

帰国してからは、ホテル

まで持ち帰ってくれた。そ

サッチャー首相に贈ったチョコレートの本

させられた。フランス人と

40

で描いた。蓋の部分は、チ

、

テルのオープンで入社し、

界的に最高峰だったので、

ストランからフランス人の

持ち帰って食べる。このた

町に不二家などの洋菓子店

８年間いた。ちょうどバブ

挑戦したいと思い、日本予

となった。絵本の表紙がサ

料理長が来て、一緒に仕事

リーで働かせてもらってい

ルの真っ最中で、何をして

準優勝をつかむことができ

したが、味覚の違いを感じ

10

30

ることができて、いい経験

でケーキを販売した。イギ

れまで下積み生活をずっと

ョコレートで作っているの

リスのサッチャー首相が来

していたが、何か認められ、

となった。

て、絵本を出版したので、

シャルルプルーストに出した飴細工とケーキ

32

34

32

ができ始め、いちごのショ

もホテルにお客様が来る状
選に２回挑戦したが、ダメ

ッチャーの顔写真だったの

シャルルプルースト世界大会で準優勝

60

たので、最初に若いころの

況で、とにかく忙しかった。

で、キャラメルを使い、筆

20 歳で東京プリンスホテルに配属

た。この時、フランス人の

得ていると思う。自分の時

30

20

感覚や、最先端のものを見

ほかにないかな」と思って

横田 秀夫 氏（菓子工房オークウッド代表取締役）

最近の菓子製造業の
経営事業 について

だった。３回目に何とか勝

洋菓子店の働き方改革

全日空ホテルの時、コン

店をオープンした。その前
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洋菓子講習
日本菓子専門学校

ジョコンド

教師

【基礎編】
酒井 雅秀

ボネ （直径６㎝・高さ４㎝・セルクル・８個分）
〈ビスキュイ

グラニュー糖…………

ｇ

板ゼラチン………１・２ｇ

ｇ

１枚分）
紅茶リキュール………４ｇ

卵黄……………………

ｇ

（８取り鉄板

ショコラ〉

粉糖……………………
グリ

〈ムース

ショコラ

ｇ

グリオット

オット〉

粉末アーモンド………
全卵………………１０５ｇ

生クリーム（

ｇ

ｇ

水飴……………………

ピュレ…

卵白……………………
ｇ

ｇ

ｇ

ｇ

グラニュー糖…………

％）…

バター…………………
板ゼラチン………２・４ｇ

ールグレー〉

ミルクチョコレート…
％）

〈仕上げ材料〉

ｇ

…………１００ｇ

生クリーム（

ｇ

グラニュー糖

グリオット

ト

❸卵黄、グラニュー糖をす

ュゼさせる

加え沸騰させ５分間アンフ

❷①に牛乳、生クリームを

ートに①を数回に分けて加

❷溶かしたミルクチョコレ

かした板ゼラチンを加える

ピュレ、水飴を温め、ふや

げる

ーズソースの要領で炊き上

り混ぜ、②を加えアングレ

❸卵黄、グラニュー糖をす

４㎝のセルクルにはめる

をまぶし、直径６㎝×高さ

❷①の表面にグラニュー糖

ットする

【コメント】

げ材料で飾る

アールグレーを絞り、仕上

❺上面にクレームショコラ

❶全卵を湯煎で温め、ふる

ショコラ〉

❹ふやかした板ゼラチン、

げる

ーズソースの要領で炊き上

り混ぜ、②を加えアングレ

❶アールグレーを少量のお

ールグレー〉

〈クレーム

を合わせる

❸泡立てた生クリームと②

え乳化させる。

【組み立て】

する

❻適度な硬さに泡立て使用

加え一晩冷蔵庫で休ませる

❺泡立てない生クリームを

化させる。

ートに数回に分けて加え乳

❹溶かしたミルクチョコレ

めたアールグレー

❹③の中にムースショコラ

ョコラを抜き②の底にはめ

スキュイ

ブリュ

グリオットを半量流し、固

る

グリオットを流し冷凍

レを入れ再びムースショコ

シ

❸直径５㎝の丸抜き型でビ

せた方がより濃く抽出でき

らしてから、アンフュゼさ

外ですが、少量のお湯で蒸

が抜群です。紅茶は、配合

ルグレーブリュレとの相性

いになり、センターのアー

のあるフルーティーな味わ

ット風味にしたため、酸味

ムースショコラをグリオ

ジョコンド

【工程】

った粉糖、粉末アーモンド

紅茶リキュールを加えシノ

湯（配合外）で蒸らす

❶ビスキュイ

〈ビスキュイ

を加え泡立てる

ワで裏ごす

❷牛乳、生クリームを加え

㎝にカ

⑥「にっこり梨ゼリー」

する

ラ

れたお菓子

ると思ます。

ジョコンド

❷卵白とグラニュー糖でメ

❺型に流し冷凍する

沸騰させ５分間アンフュゼ

ア

レンゲを作る

〈ムース

ショコラ

❸①に半量の②を加えふる

オット〉

ショコラを４㎝×

ジョコンド

った薄力粉とココアを加え

させる

グリ

混ぜる

❶生クリーム、グリオット

地元のフリーズドライと

ちおとめを使ったカステラ

地元の異業種の方々のご

協力・ご意見をいただいた

⑨「レーズンサンド」ぶっ

鹿沼秋まつり（ユネスコ

つけ秋祭り屋台

無形文化遺産・国指定重要

ゼリー

⑦「チビクロ・いちご味」

地元の板荷緑茶を使った

カステラ

中身が一新します。日本な

一年を迎え詰め合わせの

いちご市を連想

④ラスク「いちご味」

たお菓子

店ならではのカヌマのパウ

で生まれた。それぞれのお

校生が出し合ったアイデア

にお越しいただき、店舗に

販売中です。鹿沼秋まつり

計９種類の詰め合わせを

形をした菓子

無形民俗文化財）の屋台の

ました。当店では、地元の

らではの四季により「いち

もお立ち寄りください。

栃木県菓子工業組合鹿沼

支部・佐賀雄二

アンジェル洋菓子店

高校生が試行錯誤し生ま

⑧「グラノーラショコラ」

発

ンド「カヌンド」として開

鹿沼の和・洋菓子屋、高

《カヌンド３》

お土産品として、焼菓子の

⑤いちごマドレーヌ（新商

いちご市セットで生まれ

③ネコの手「いちご味」

詰め合わせ「いちご市セッ

ご市セット」の詰め合わせ

品）

た。

セットで販売を開始しまし

品の

②「板荷緑茶味」

鹿沼市が＂いちごの品質
年

ト」を昨年４月に商品化し

今春の詰め合わせは、

内容が年に４回変わります。

詰め合わせ内容は年に４回変わる

菓子

いちご市を連想させるお

ました。地産地消に力を入

①カぬテラ「いちご味」

いちご市セット

チゴを使用、鹿沼高生が発

れていて、材料の一部にイ

月「いちご市」を宣言し

日本一＂を掲げ、平成

案したグラノーラ等

「いちご市セット」

アンジェル洋菓子店の
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ショコラ

❹湯煎で熱めに溶かしたバ
ターを③に加え最後に残り
のエレンゲを合わせる
❺鉄板に流し高温のオーブ

分）
ブリュレ〉

ンで短時間で焼成する（２
００℃約

〈アールグレー

❶アールグレーを少量のお
湯（配合外）で蒸らす

10

ｇ
アールグレー茶葉……３ｇ
牛乳……………………
ｇ

チョコレート

…………１３５ｇ

ミルクチョコレート

％）…
ｇ

生クリーム（

ｇ

％）
卵黄……………………

生クリーム（

グラニュー糖…………

ショコラ

18

木

ボネ
80

オーナメン

ア

…………１２８ｇ
〈クレーム

ＦＡＸ ０３－３４０７－５４８６

栃

薄力粉…………………

ブリュレ〉

ココア…………………６ｇ

ｇ

10

35

35

35

〈アールグレー

ｇ

話 ０３－３４００－８９０１
電

28

35

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。

11

アールグレー茶葉……３ｇ

％）…

牛乳……………………
生クリーム（

18 20 50 50

24 22

36 40 60

82 82

20 15 15 73

57 57
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