できるだけ食品として活
用するようにしていくこ

食品ロスの削減の推進

食品リサイクル法等に

する。

本法を制定する旨を宣言

の削減を推進するため、

国民運動として食品ロス

多様な主体が連携し、

▽食品ロス削減月間（第

推進

食品ロスの削減を適切に

律の趣旨・内容を踏まえ、

施に当たっては、この法

抑制等に関する施策の実

基づく食品廃棄物の発生

いる我が国として、真摯

▽食品ロスの削減の定義

とを明記する。

に取り組むべき課題であ

事業者は食品ロス削減の努力義務
まだ食べられるのに捨てられる食品ロスを減らすための「食品ロスの削
減の推進に関する法律」がこのほど公布された。同法案では、国、自治体

９条）

を作る。また、基本方針

方針を踏まえて推進計画

県や市町村は、この基本

基本方針を策定。都道府

を進めるために、政府が

ことができる食品が大量

・我が国ではまだ食べる

〇食品ロスの問題

いては、次の通り。

に関する法律の概要につ

食品ロスの削減の推進

する中で、とりわけ、大

態にある人々が多数存在

・世界には栄養不足の状

〇前文

環境負荷の増大等の問題

ト・ 家 計 負 担 の 増 大 ）
、

・資源の無駄（事業コス

も言及

ができる食品について

こと、②まだ食べること

とその定着を図っていく

無駄にしない意識の醸成

していくよう、食べ物を

み、社会全体として対応

的にこの課題に取り組

ぞれの立場において主体

して、①国民各層がそれ

くための基本的な視点と

・食品ロスを削減してい

等に関する施策における

▽食品廃棄物の発生抑制

力

割、関係者相互の連携協

業者の責務、消費者の役

国・地方公共団体・事

条）

▽責務等（第３条～第７

取組

うにするための社会的な

る食品が廃棄されないよ

まだ食べることができ

法、資格取得について、

ロス削減推進計画を策定

基本方針を踏まえ、食品

・都道府県・市町村は、

針を策定（閣議決定）

減の推進に関する基本方

・政府は、食品ロスの削

第

▽基本方針等（第

（

め、 食 品 ロ ス 削 減 月 間

る理解と関心を深めるた

食品ロスの削減に関す

ることを明示

（第２条）

食品ロス削減法が公布

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

第963号
（令和元年６月）
● http://www.zenkaren.net/

が基本方針や推進計画を策定し、
実施する。事業者はその事業活動に関し、

案の作成などを行う特別
に廃棄

量の食料を輸入し、食料

は、廃棄することなく、

議（会長：内閣府特命担

同施策に協力するよう努めるとともに、食品ロスの削減について積極的に

機関として、関係閣僚や
・持続可能な開発のため

の多くを輸入に依存して

▽食品ロス削減推進会議

同法では、削減の取組

条）

就職状況について、学校

詳細については日本菓

当大臣（消費者及び食品
内閣府に、関係大臣及

施行期日：公布日から６

子教育センター（電話０

閣府に設置する。

取り組むよう努めるものとしている。

有識者で構成する「食品
の２０３０アジェンダで

び有識者を構成員とし、

▽基本的施策（第

月）を設ける

ロス削減推進会議」を内

顕著な功績がある者に対

（第 条～第

条～

条～

基本方針の案の作成等を
行う食品ロス削減推進会

び有識者を構成員とし、

月を超えない範囲内で政

条）

する表彰
④食品ロスの実態調査、

議（会長：内閣府特命担

基本方針の案の作成等を

３―３２３２―０２８

条）

①消費者、事業者等に対

食品ロスの効果的な削減

当大臣（消費者及び食品

令で定める日

第

する教育・学習の振興、

方法等に関する調査研究

行う食品ロス削減推進会

見学について、学費など。

知識の普及・啓発等

安全）
）を設置

いための取組等、消費者

援、フードバンク活動の

⑥フードバンク活動の支

ージ、学校の特色、募集
○校名、所在地、交通、 要項、募集人員、選考方

員）

氏（静岡県菓子工業組合

▽瑞宝単光章＝梅原陸男

ンパニー代表）

氏（元株式会社おやつカ

▽旭日単光章＝松田好旦

（業界関係受章者、
順不同）

春の叙勲褒章

令和元年

い。

２）に問い合わせると良

⑤食品ロスの削減につい

安全））を設置

11

10

13

※必要量に応じた食品の

と事業者との連携協力に

ための食品の提供等に伴

日本菓子教育センター

の通り。

•••••••••••••••••••••••••••••
同要覧の掲載項目は次 電話、ＦＡＸ、ホームペ

加盟学校要覧など

よる食品ロスの削減の重

って生ずる責任の在り方

（理事長髙井和明氏）で

高等学校に配付

要性についての理解を深

に関する調査・検討

の加盟学校要覧と掲示用
ポスター、
チラシ（写真）
を新しく作成し、全国約
５千の高等学校に配付し
た。

掲示用ポスター

日本菓子教育センター

めるための啓発を含む

条）

は、このほど同センター
条～第

▽食品ロス削減推進会議
（第

②食品関連事業者等の取
組に対する支援

内閣府に、関係大臣及

ですが本紙の文字を大きくしました

かねてからの要望で、本号から若干

③食品ロスの削減に関し

25

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

12

ての先進的な取組等の情

25

販売・購入、販売・購入

20

報の収集・提供

14

をした食品を無駄にしな

19

お知らせ

20

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

第963号
聞 （平成元年２月９日
第三種郵便物認可）
新
業
工
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菓
（毎月 15 日発行）

（１） 令和元年６月15日

貯蔵・陳列場所は︑他
償︑数量の多少にかかわ

量譲渡する場合︵無償有

移送する︑サンプルで少

先のＢ工場で直接購入し

るには︑当該香料を委託

けられる︒これを回避す

扱責任者の設置が義務付

・盗難・紛失防止

のものと区別した毒劇物
らず︶は︑毒物劇物営業

てもらう必要がある︒

いため︑購入先への確認

劇物に指定された香料
専用のものを使用する︒
者の登録及び毒物劇物取

物取締法﹂は取扱う際の

あり︑食品に含まれる香
は食品工場で使用する際
敷地境界線から十分離す

が必要だ︒

料の使用を制限するもの
にはメガネをかける︑手
などして一般の人が近づ

健康被害の防止が目的で

ではなく︑製品の一括表
袋をつけるなど健康被害

毒物及び劇物法
指定令の一部改正
示内容への影響はない︒
かないところにする︵具

令和元年７月１日 保 管 の 規 制 等 は 即 日 施 行 予 定

て急性毒性による健康被
の防止対策実施が義務付

回西日本食品産業創造展

担当保健所まで問合せ︶︒

日刊工業新聞が主催

◎四季の創作和菓子

第



香料︵製剤︶の成分と
ヘキサン酸︑ヘプタン

毒劇物対象品を保管・
・施設外への飛散・漏れ

し︑九州全県と山口の各

▽福岡市技能職団体連合

体的な管理方法は各地域

運搬等する食品製造事業

菓子工業組合が後援する

けられる︒

害が発生するおそれが高
酸︑ペンタン酸について

して広く使われている酪
酸︑
ペンタン酸
︵吉草酸︶
︑ い物質を毒物又は劇物に

含有するものが劇物指定
・染み出し・地下への染

﹁第

和菓子体験講習会を開催

地から必要な規制を行う
者は毒劇物の規制対象者

・飲食物の容器として通

香料工業会によるとヘキ ︵届出不要業務上取扱者︶ み込み防止対策を行う︒

予定となっており︑日本

にあたり︑盗難・紛失・

常使用されるものには保

％超︑酪酸は３％超

が劇物指定される予定︒
ことが目的だ︒取扱者が

サン酸︑ヘプタン酸︑ペ
流出・漏洩を防止するた

は

日までパブリック
健康を害することがない

％超含まれ

指定し︑保健衛生上の見

コメントの募集が行われ
よう管理上注意が必要な
ンタン酸が
めの以下の措置が必要と

ただし︑毒物劇物対象

創造展﹂が５月

〜

会会長賞

致庵︶

日︑ 江口可奈︵和菓子処
マリンメッセ福岡で開催

▽福岡県菓子工業組合理

和菓子体験講習会を開

▽福岡市菓子協同組合理

田浦光義︵㈲左衛門︶

清致庵︶

事長賞

催︒来場者に日替わりで

事長賞

▽福岡市技能職団体連合

福岡市菓子協同組合は

された︒

通り︒敬称略︒

ており︑本年６月下旬公
化学物質を﹁毒物劇物﹂
る香料はないが︑酪酸は
なる︵登録や届出︑毒物

品の香料をＡ工場で購入

５月

布７月１日施行予定で進
として指定し︑取扱方法
３％超含有する香料があ
劇物取扱責任者の設置は

しＢ工場で使用するため

回西日本食品産業

められている︒
を規定することにより健
り︑メーカーの規格書等
不要︶
︒

年度︶食品産業イノ

清

毒物及び劇物取締法と
康被害を防止している︒
では含有量が判断できな

図る取組を支援する︒補

唐衣や紫陽花などを講習

▽日刊工業新聞社西部支

▽日刊工業新聞社西部支

を活用・融合させること

助対象経費はコンサルタ

古屋正宏︵㈲左衛門︶

会会長賞

により︑業種横断的な課

した︒また︑和菓子職人

社支社長賞

ント経費︑交付率は定額

▽福岡市食品衛生協会会

題︵共通領域︶に対応す

成

５００万円︶︒ による工芸菓子・四季の
︵上限額

近年︑食品製造業の人

﹁食品産業イノベーション推進事業﹂

る低コストで操作性に優

社支社長賞

創作和菓子と工芸菓子コ

松永麻希︵㈱五十二萬石
▽公募締切

ンテストの受賞者は次の

後藤由美︵㈱五十二萬石
れた新技術・システムの

７月 日︵金︶

長賞

よる革新的で新規性のあ

構築等︑実装に向けた効

佐藤理子︵㈱五十二萬石

る技術の活用実証を支援

本舗︶

ベーション推進事業﹂を

▽問合せ先・株式会社日

穴井貴子︵㈱石村萬盛堂︶ 本舗︶

手不足・人材不足の問題

果を検証する取組を支

エンジニア経費︒交付率

経費︑設置に係る経費︑

入経費︑
設置に係る経費︑ 産性向上機器リース導入

進事業事務局・寺脇︑電

品産業イノベーション推

食

の２つの補助事業を公募

ボット︑
ＡＩ
︵人工知能︶
︑ 高めることを目的に︑次
ＩｏＴ等の先端技術の導

話 ０８０︱３２５８︱
０８５４

エンジニア経費等︒交付
率は１／２以内
︵上限額

は １ ／ ２ 以 内︵ 上 限 額
１８００万円︒リースの

５００万円︒リースの場

料産業局食品製造課︵０

している︒

場合は９００万円︶

合は２５０万円︶

もしくは農林水産省食
〇共同実証タイプ

３︱６７４４︱７１８０︶

入支援や︑その技術の橋
渡し役となるシステムイ

公募事業
①革新的技術活用実証事

︶
ンテグレーター︵ SIer
との接点づくりの促進を

②業種別業務最適化実証

業界全体の労働生産性

専門家のアドバイスを

ノベーション推進事業﹂

業

▽公募情報︑詳細情報は
い方︒食品製造事業者等

受けて労働生産性を上げ

で検索するとよい︒説明

図り︑食品産業における

事業
ロボット︑ＡＩ︑Ｉｏ

を中心に情報関連企業︑

たい方︒専門家の工場診

会の動画および公募要領

を上げる取組を検証した

て︑食品産業の生産性向

Ｔを導入して労働生産性

機械メーカー︑公的研究

断や改善指導による生産

が公開されている︒

〇事業者タイプ

上を推進する取組を展開

を上げたい方︒生産コス

機関等の関係事業者によ

性向上などを通して︑業

イノベーションを創出し

している︒日本能率協会

ト低減︑経営管理能力向

る共同実証グループ︵協

食品産業イ

コンサルティング︵ＪＭ

上のためのロボット︑Ａ

務の最適化や人材育成を

﹁ＪＭＡＣ

ＡＣ︶は︑同取組の一つ

議会︶で︑各分野の知見

田中好治︵㈲左衛門︶

社支社長賞

▽日刊工業新聞社西部支

ラＥｄ・ロード︶

緒方雅紀︵ガトーショコ

理事長賞

▽福岡市菓子協同組合

高木雄三︵東雲堂︶

理事長賞

▽福岡県菓子工業組合

通り︒

開催され︑受賞者は次の

たお菓子のコンテストも

を行った︒きな粉を使っ

きな粉饅頭の実演・販売

福岡菓業青年連合会は

本舗︶

する︒補助対象経費は生

本能率協会コンサルティ

▽福岡市食品衛生協会会

推進することとなった︒

援︒補助対象経費は生産

ング︵ＪＭＡＣ︶Ｈ

▽博多マイスター賞

が深刻化しており︑生産

産性向上機器導入経費︑

性向上機器導入経費︑生

長賞

本事業では︑食品製造事

生産性向上機器リース導

宗正康︵㈱石村萬盛堂︶

性の向上が急務となって
業者の生産性を３％以上

尾 形 清 三 郎︵ 和 菓 子 処

いる︒農林水産省ではロ



17

29

◎工芸菓子

管しない︒

は︑日常流通する有用な
尚︑この﹁毒物及び劇

ヘキサン酸︑ヘプタン酸

29

化学物質のうち︑主とし

11

Ｉ︑ＩｏＴ等の活用等に

きな粉と黒豆のケーキ（Ed.Road）

31

12

31

である﹁令和元年度︵平

和菓子体験講習会

労働生産性を上げたい方に

15

11

18

令和元年６月15日 （２）
（毎月 15 日発行）

聞
新
業
工
子
菓
（第三種郵便物認可）
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日本の菓子店へ就職希望

多くの
学生が

韓国ウソン大学

時まで︑

での講習でした︒
朝９時から
真剣な態度で質問も多
く︑活気あふれる中で楽
しく講習できました︒ま

実習を行いました︒日本

名の

日︑韓

国テジョン︵大田︶にあ
の洋菓子店︑和菓子店︑

時からの講演は当

るウソン情報大学日本語
パン屋で働きたいという ﹁日本のサービスマナー﹂

てくれることを感じつ

が整っていくことを願い

銀月・田中昌信

理事長・クルール・ド・

佐賀県菓子工業組合副

ました︒

の理解が深まり職場環境

つ︑私ども受け入れる側

が︑数年後日本で頑張っ

この熱意のある学生達

心な学生達に驚きました︒

が飛び交い︑こちらも熱

終了後はたくさんの質問

半の講演を行いました︒

ことから応用まで１時間

辞儀の角度など基本的な

前で︑挨拶の大切さ︑お

も含め１２０名の学生の

をテーマに︑調理コース

店の赤間淳子店長による

た︑

調理学科の特別講師とし

14

五月例会に参加

京都府菓子工業組合青
づくりとお茶点て体験で

第二部は体験﹁和菓子

当青年部講師の代表に

身近にお茶を楽しもう﹂

﹁茶道を学び・和菓子を

よるデモンストレーショ

団法人京都青年会議所か

つくるワークショップ﹂

ンを会場のスクリーンに

致しました︒対象は公募

ーブル担当講師陣の指導

映し︑それに沿って各テ

で︑参加者が練り切り二
品︵桜・菊︶の菓子作り

その後参加者は各自で

を体験されました︒

所在近﹄〜見つけてみよ

子と一緒にお召し上がり

お茶を点て︑手作りお菓

元 千 宗 室 氏 の 講 演﹁
﹃宝

第一部は茶道裏千家家

０名︒

招待された一般市民３０

に講師として

名が参加

です︒

年部は︑５月

日公益社

京都ホテルオークラにて

公 益 社 団 法 人
京都青年会議所主催

になりました︒
今回の事業に参加させ

なりました︒

て 頂 く こ と は︑ 幅 広 い

っても大変貴重な経験と

じて頂くと共に我々にと

念頭におき︑活動の幅を

を我々の糧となることも

今後もお請けした事業

方々にお菓子の魅力を感
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学生達が大半を占める中

ースの１︑２年生

令和元年５月

13

て調理学科パティシェコ

90

う あ な た の 宝 〜﹂ を 拝
聴︒

広げていきたいと考えて
おります︒

京都府菓子工業組合青

年部広報・細井由美子
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（３） 令和元年６月15日

回お菓子フォーラム研究会で大篭麻奈氏

（一社）菓子・食品新素材技術センターでは
第
（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

という比率が高い。鯛焼

初、苦手だったが慣れた

ことがわかる。羊羹は最

地の食感を重視している

将来展望」をテーマに講演会を行いました。
先月号より続く。

在日外国人が和菓
子を好きな理由
日本に居住している外

きだという理由」につい
っている。餡パンは全体

３％で、全体より高くな

・

ては、全体的に「味や食
より「餡の風味」が高い。

きは見た目の良さが

感のバランスが良い」こ
練 り 切 り は「 日 本 ら し

国人の方が「和菓子を好

とが上位に来る。製品別

その②
は、砂糖の消費量と関係
があるかもしれない。ア
メリカやイギリス、フラ

国 内 の 和 菓 子・餡
製品関連事業者の

施策は何かしているか」

観光客を取り込むための

う方を増やすことができ

は、お土産を買おうとい

答した企業は６割で多か

いし、興味もない」と回

割強で「展開もしていな

培しているし、ほかに栽

った。小豆は中国でも栽

きない」という指摘もあ

応をする」、
「店頭の表示

ンバウンドの方に英語対

ルが高い。このため「イ

やプライスカードを変え

る。

培している国もあるの

と聞くと「何らか実施し

った。

と、一番に挙げられたこ

変われば味も変わるので

餅粉などの粉関係や水が

る。また、越境ＥＣとい

応から始めるべきであ

など日本国内でできる対

ている」ところが３割で、
残りの７割は「特に何も

と は 日 持 ち で あ る。「 輸

「日本で販売している製

う海外居住者向けツール

インバウンド対応
日本の和菓子業界、餡

していない」と回答した。

「海外展開はしていま

出に対応できる程度の日

品と同じ品質を海外で作

ンス、シンガポールのよ
うな経済発展を遂げてい
製品を作っているメーカ

「外国人の方に免税対応

すか」というアンケート

持ちを実現することがで

、「免税対応をする」
で、調達できると思うが、 る」

る国は、砂糖は食べ慣れ
ーに行ったアンケート結

しているか」という質問

をした。留意することは

何が課題なのか尋ねる

ているので、和菓子を食
果 を 紹 介 し た い。「 外 国

では「している」企業は

きない」が約

国 内 の 和 菓 子・餡

べても甘さがちょうどい
人の方に何か取り組みを

自社小売の事業者だけで

事業者の海外展開

いと感じると思う。中国

約 １ 割、「 し て い な い 」

がある。こうしたプラッ

しているか」を聞いた。

％だった。 るのは難しい」という指

やインドネシアなどの新

「言語対応できる人材が

を目指す。海外進出には

討し、最終的に海外展開

経過を経て、段階的に検

外展開である。こうした

も、日本国内でできる海

トフォームを活用するの

なく、スーパーやコンビ

いない」、「海外展開をす

外国人に対する
和 菓 子・餡 製 品
を広めていくた
めには

摘が多い。

ニで和菓子を販売してい

るための人材が足りな

％を占めた。
外国人の方に和菓子を

る一般流通メーカーもア

は

が和菓子を買うことがあ

楽しんでいただくために

い」など、人材不足を挙

「あなたの店では外国人

ていないのか、和菓子は

りますか」という質問で

ンケートの対象としてい

興国は、砂糖を食べ慣れ

ちょっと甘すぎると回答

は、その国の言語で製品

げ る 事 業 者 も 多 い。「 和

は、
「ほぼ全てが国内客

る こ と。「 実 際 に 海 外 展

する方が多かった。タイ

がどういうものか、何を

である」という回答が

菓子そのものの認知度が

は飲み物が甘い国なの

開しています」という比

いろいろな方法があり、

・４％で最も多い。ただ、 使って、どう作っている

さ」
、
「見た目の良さ」を

外国人に対する和菓子

で、食べ物では甘さを嫌

に見ると、製品により、

海外では低い」という声

いる事業者もいる。店の

を、オリジナルで作って

向けに英語のメニュー

事業所もあった。外国人

ス語の説明を加えている

メニューに英語とフラン

している店舗では、喫茶

フェなどの飲食店を併設

行雑誌に掲載してもらっ

「海外の旅行者向けの旅

し て も ら っ て い ま す 」、

街のリーフレットに掲載

の店が加盟している商店

ーチしています」、「自分

で「観光ガイドにアプロ

社で行うと限界もあるの

プロモーションは、自

ジア圏の方々は口コミが

ト時代とはいえ、特にア

介」も

９ ％ だ っ た。「 友 人 の 紹

ガイドのお勧め」が

・

答えは「旅行に同行する

いう質問では、一番多い

もので探しているか」と

しているか」、「どういう

う媒体を使い、情報収集

してもらうなど、発地向

や、海外の観光誌に掲載

使ったプロモーション

けでなく、海外の媒体を

おけるプロモーションだ

る方も多いので、国内に

％で高い。ネッ

次号に続く。

の営業も奏功する。

け営業といい、出発地で

歴史や商品の説明をマニ

率は

・９％だが、恐ら

のかを説明することが必

必ずしも路面店を持つこ

約４割の事業者は「外国

支持する声がある。カテ

の販売を広げるために、

うと聞いたことがある。

ばらけている印象があ

く自社小売している事業

とだけではない。直営店

和菓子の海外展開を検討する上での課題

もあった。

要。特に観光地は、外国

何をしていけばいいの

人が購入することもあ

日持ちが実現できない

１人当たりの砂糖の消費

ゴリにより、どこに惹か

者に絞ると数％になると

だけでなく、卸売りとい

より「甘さがちょうどい

る。例えば大福は、味や

人観光客が多いので、そ

か。いきなり海外に路面

る」と回答している。こ

なら現地で作ればいいと

う展開方法もある。

量で見ると高いが、和菓

思う。和菓子の海外展開

店を持つことは、ハード

重要で、自分が知ってい

い」という項目の回答比

ういう対応が販売機会を

なるが「原材料が調達で

ています」という声があ

る方が「これおいしいよ」

の比率は思ったよりも高

を行っている事業者は１

ュアルで対応していると

る。「 自 分 か ら 積 極 的 に

と紹介してくれることで

子の甘さは「ちょっと甘

ればならないだろう。既

ころもある。

アプローチしていない

「買ってみよう」となり

率が、高くなる傾向があ

にしている事業者に、ど

食機会の提供もある。

が、海外のテレビ局から

やすい。

国籍別では、アメリカ

んなことをしているか聞

置いただけでは買ってく

取材依頼が入った場合は

「事前にインターネッ

指摘する声が多い。外側

増やす。また、免税対応

いてみた。自店での多言

れないので「ぜひ食べて

積極的に受けている」な

トやブログ、情報サイト

い」
という意見が目立つ。 い。それに対し「外国人

語表記は、店頭リーフレ

みてください」という試

ど、海外メディアと連携

で探す」のもある。日本

る。甘さのちょうど良さ

ット、ポップ、外国語で

食の案内、また、喫茶ま

している事業者もある。

に来る前、いろいろな商

やシンガポールは、全体

説明したプライスカード

でいかなくても、店前で

外国人観光客が「日本

品情報をキャッチしてい

の餅部分が特徴的と、生

実際の取り組みは、第

を用意している。多言語

お茶とお菓子を提供する

で購入する商品をどうい

店舗を出す方法でもいい

一歩の入り口として、必

化は、英語はもちろん中

簡易喫茶を行っている事

さまざまな地域の事業者

ず多言語化表記をしなけ

国語、韓国語まで用意し

業者もいる。

関西の府県で数多くのス

社内に言語対応力がある人材
がいない

60

ている事業所もある。カ

イヤーズという括りで、

38.1％

し、企業と提携して羊羹

現地で出店したくても原材料
が調達できないと思う

にチャンスがある。競技

38.1％

ポーツ競技を開催するの

海外マーケッ卜に関する情報
が不足している

日本の消費につなげよう

る。こうした機会を活用

39.7％

等を配布するのもいい。

日本政府観光局が発表
し、
帰国土産はもちろん、

し、おやつ需要という切

輸出に対応できる程度の日持
ちを実現することができない

インバウンドへ
の対策強化

している訪日外国人数の

０００万人を目指すとし

り口で、スポーツイベン

27.0％
その他

競 技 者・ア ス リ ー ト の 方

ている。２０１９年は日

トに絡め、販売機会を作

15.9％

推移は２０１７年１年間

本でラグビーワールドカ

っていけないだろうか。

そもそも何から取り組んだら
いいかわからない

のエネルギー補給源に羊

ップが開催されるし、２

特にラグビーワールドカ

17.5％

で２，８００万人を超え

０２０年は東京オリンピ

ップは、日本中でゲーム

「和菓子」そのものの認知を
広めること

会場の近くで期間限定で

大篭 麻奈 氏（株式会社矢野経済研究所・上級研究員）

49.2％

で、一極集中ではなく、

需要動向 と 将来展望
58.7％

という取り組みをしてい

れるかが異なる。

48
現地のインフラが整っていな
い、整っていないと思う

羹やカステラを提案す

ック・パラリンピック、
２

開催が予定されている。

44.4％
海外展開するための人材が足
りない（頭数として）

た。
２０２０年に４，
００

０２１年は関西ワールド

東京オリンピック・パラ

36.5％
海外展開に取り組むための投
資をする余裕がない

０万人、
２０３０年に６， る。観覧者には小腹満た

マスターズゲームズが開

関東圏だが、関西ワール

催される。
経済産業省は、 リンピックは東京近郊の
この３つのビッグイベン

ドマスターズゲームズは

46

食感のバランスの良さを

85

91

トをゴールデンスポーツ

46

和菓子に対する外国人の
0.0％ 20.0％ 40.0％ 60.0％ 80.0％
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しています。後援は中小

会や商工中金などで活躍

り、組合をはじめ、中央

２１９名登録されてお

います。全菓連において

のある資格だと自負して

て、ふさわしくやりがい

との多い事務局にとっ

が、一人で責務を担うこ

いしいお菓子の出てくる

受け止めつつ「こんなお

制約が厳しいとの苦言を

した。参加者から旅費の

組合士担当者でもありま

いありません。

の自信になることまちが

ておきその過程が事務局

受験によって、合否はさ

にお問い合わせ下さい。

ついては最寄りの中央会

二宮純子さん、前知子さん

左から

た。第二部、

い１時間でし

イド交え楽し

の開発をスラ

を破る新製品

ままでの常識

きた。一方お茶と共にあ

る興味を示す方が増えて

の観光客が和菓子に対す

始めている。最近アジア

に対する新しい風が吹き

る。４年程前から和菓子

の１００の寺院や

中、世界登録遺産高野山

が年々減ってきている

んは、高野町は若い住民

喜ばれている。前知子さ

しいのが観光客に非常に

務局の交流としてありが

一度開いていただき、事
士制度、受験方法などに

話されていました。組合

務理事・恒松恵子

興組合に店舗を構える

をお持ちの方、商店街振

と、団地組合に製造工場

子組合はもちろんのこ

す。組合の形態として菓

業新聞をお借りしました

とつであるゆえ、菓子工

増やす！ことも使命のひ

設けられます。受験者を

科目、全国に受験会場が

組合運営、組合会計の３

のテーマで京菓子の老舗

見た和菓子文化の未来と

子屋の「女将さん」から

学客員教授の主催で和菓

会代表鈴木裕範和歌山大

の和菓子と文化を考える

愛会議室に於いて、紀州

手 腕。「 身 体 に も 心 に も

危機を乗り越えた才覚と

さんの大病というダブル

老舗の経営問題、良知

目良知さんと結婚。

菓子の老舗亀屋良長八代

年、２００年以上続く京

種とのコラボに、女性パ

またアーティストや異業

やさしい」和菓子の提案。

の殻を破るのが大変であ

商品を作るのに、造る側

お菓子があるので新しい

京都は何百年の伝統の

未来は」のテ

和菓子文化の

さんと考える

３人で「女将

知子さんとの

なみ」女将前

高野山「さざ

宮純子さん、

二宮」女将二

田辺市「菓匠

う」ゲームで楽しみ、遊

言われる「闘鶏まんじゅ

を神前で戦わせ占ったと

ショーを開催。 か決めるため、紅白の鶏

ーマでトーク

んで楽しみ、食べて美味

合戦でどちらに味方する

ールしていきたい。源平

かない商品をお客にアピ

られているが専門店にし

ーパーには、和菓子が売

りつつあるコンビニやス

で街並みの面影がなくな

町の街であるが都市開発

い。二宮純子さんは城下

なりつつあるのが寂し

った文化、風習が少なく

て終了しました。

販売をしたいと結論が出

にあったお菓子を造って

食材を求めて令和の時代

伝統が生まれる」新しい

方 が 多 い。「 革 新 に よ り

のではとの誤解をされる

糖は、糖尿と肥満になる

らうのが大変である。砂

人に説明をして造っても

の受注を受けた時、ご主

る。時々難しいデザイン

をしているので救われ

の宿坊で注文取りの営業

事務局長・高橋義明

和歌山県菓子工業組合

ティシエと商品開発。い

鈴木教授、吉村由依子さん、

企業庁で、主催は全国中
研修は初めてだった」と

組合のス ペ シ ャ リ ス ト

企業組合にはガバナンス
も組合事務局の研修を年

資格に挑 戦 し ま せ ん か

中小企業組合士制度
小企業団体中央会となり

に協会が設立され、地域
たく有意義な場ですが、

女将さんと考える

ランスに留学、料理のデ

方、企業組合を設立して

が、皆様方が組合士制度

亀屋良長八代目女将吉村

か所

の充実が求められてお

め社会的責任を果たすに
の組合士相互で情報交換
組合士は菓子製造業だけ

士との交流や情報交換が

日県民

和菓子文化の未来とは

令和元年５月

地元産品と連携で開発さ

に興味を持っていただけ

由依子さんをお迎えし第

ィプロムを習得。平成

れる方などがあります。

ることを願っています。

一部、記念講演を開催。

交流プラザ和歌山ビック

私は商店街振興組合に

最後に昨秋の全菓連研修

吉村さんは大学卒業後フ

月に組合制度、

山口県菓子工業組合専

は、中小企業組合に従事

上を図り、もって組合の
は組合運営の経験と専門
や研修など活発な活動を

都道府県

健全な発展に資すること
知識を備えた人材が必要
行っています。

ます。全国の

を目的とし、その職務の
です。組合の業務を執行
と、冒頭から定型の文
できるのも大きなメリッ

り、広く社会の信頼を高

遂行に必要な知識に関す
する役員、実務を担う職
面になってしまいました
トです。

する役職員等の資質の向

る試験を行い、試験合格
員の方々に今こそ挑戦し
が、菓子製造業と組合の

放っております。
料亭というと京都など
を思い浮かべがちです
が、実は神奈川県の三浦

新しい時代の

古くから風光明媚な場所

菓 子 店「 パ テ ィ ス リ ー

に立つ小さなフランス洋

も知られていますし、茅

名シェフ出身店舗として

さをずっと保ち、反対に

老若男女に親しまれる良

洋菓子はクラシカルで、

明理事長）の令和元年度

県菓子工業組合（齊藤俊

去る五月三十日、岩手

新たな決意で
幕開
けを

の三河邦彦氏（久慈支部

者を代表して、退任役員

の商品は必ず売れる。菓

手をかけたより良い品質

ではなく、菓子店らしい、

て行くためには安かろう

合では、組

菓子工業組

ど、岩手県

を進めるな

の事業展開

し、各種和洋菓子技術講

・ み か わ や 製 菓 ）、 優 秀

子店の個性を活かして頑

合員皆様の

買の拡充と普及を進める

技能者の椎名俊雄氏（盛

張って頂きたい。またＨ

多様なニー

しようと、世界中の美味

岡支部・タルトタタン）

ＡＣＣＰの制度化につい

ズに応える

習会を開催する。また、

の両氏から菓子製造に関

ては、避けては通れない

よう、積極

ほか、岩手県中小企業団

わってから現在までの

問題なので、組合員に配

的に事業に

しいお菓子を探して歩い

様々な体験談等が語られ

布した手引き書を良く読

取り組む予

被災地支援に係る販売会

た。

み、各組合員事業所で早

定である。

体中央会の事業を導入

齊藤俊明理事長は「五

急に確実に対応して欲し

ている。それらに対抗し

月一日に元号も令和と変

た。菓子業界を取り巻く

昨年度に引き続き、原材

本年度の事業計画は、

専務理事・

子工業組合

岩手県菓

い」と挨拶した。

環境は厳しいが、コンビ

料や消耗品による共同購

小沢仁

ニでは新しい商品を提供

岩手県菓子工業組合定期総会

わり新たな時代となっ

中小企業団体中央会の事業を導入

として栄えた葉山の地で

ラ・マーレ・ド・チャヤ」 ヶ崎出身の国民的ロック

菓子の銘店が日本に数
創業しました。葉山は御

多あることはお伝えして

総会が、世界遺産のまち

を開店しました。１９７

和菓子は、あっさりとし

用邸があり、その影響で

バンドの名曲にもその名

参りましたが、料理、そ

である西磐井郡平泉町大

７年にはあらゆるブーム

た餡の風味を大切にし、

多くの政府関係者が逗留

を歌われています。

れも和食の銘店も全国

ほか、令和元年度の各種

沢のホテル武蔵坊を会場

文人墨客が今も多く住

事業計画と賦課金改定等

素材そのものの美味しさ

るお菓子のクオリティを

まわれている葉山ならで

について承認された。

そのような背景から同

も大切にしてこられたの

はの、目の肥えた本物の

総会では、全菓連永年

津々浦々魅力的な輝きを

だと思います。和洋それ

大人に御遣い物として選

に開催され、平成三十年

のさきがけとなったフラ

ぞれのイメージがダブる

役員表彰、全菓連優秀技

を表現しているものが多

していた場所です。当初

ンス料理店「レストラン

ばれる、そんな料亭・レ

能者表彰、県組合役員感

店は料亭やレストランで

半島にも大変な老舗があ

は旅館業を営んでいた同

ラ・マーレ」もオープン、 ことなく自然と溶け合っ

ストラン発信のギフトの

度の事業報告及び決算の

り、そちらが贈答品とな

店ですが、高度成長期に

て、オリジナルのブラン

謝状の贈呈を行い、受賞

くあります。

るお菓子までもきちんと

極めて高い評価を得るに

姿がここにあります。

手土産として販売してい

事業を行っているのです。 和食の料亭として一本化

ド感を創出しています。

尾関 勇

50
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も所属していましたので

における中央会担当者が

毎年

•••••••••••••••••••

者の中から一定の実務経
ていただきたい資格で

でない各地の組合、組合

験を有するものに対し、
す。
昭和

18

年前に取得しました

年に創立され、 縁 は と て も 深 い も の で

中小企業組合の称号を与
現在、組合士は全国で３

和歌山

至ります。今では、某有

日影茶屋様

手

岩

える制度です。いま中小

「組合士の受験案内」
（写真は去年のものです）

12

店の名は「日影茶屋」
。 をし、１９７２年、海辺

【39】

12

29

口
山
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島根県菓 子 技 術 専 門 校

き、昔ながらの木製の絞

実技コース７月開始 入校受付中

今年も島根県菓子技術

授業の様子

ス出身の方が、習ったお

す。現に基礎・実技コー

級の実力を養うことで

コースは７月から始まり

待ちしております。実技

為に入校されることをお

も多くの方が技術を磨く

ちしております。見学も

なりたい方は連絡をお待

・詳しい内容をお知りに

ますので、入校希望の方

記のアドレス又は、島根

掲載しておりますので下

ホームベージに動画を

受け付けております。

菓子を早速店頭に並べ好
評を得ているという話や

県菓子工業組合でご覧く

ださい。

ko.html

島根県菓子技術専門校

http://www2.crossta 事務局・高島佐枝子
lk.or.jp/cake/senmon

すべきは学費の安さで、

されたと聞きます。特筆

所の山に柏の木を植樹す

「これ、なあに？」と、 知ってもらうために、近

そこで翌年、この話を

言うのを聞いて、心の中

ね！」と、子どもたちが

ウイって、美味しいんだ

「 洞 戸（ ほ ら ど ） の キ

ふるさと大福づくり

ら、餅つき大会などでつ

近年は衛生面の問題か

抜群でした。

食感と粒あんとの相性が

く、モッチリしたお餅の

みと酸味のバランスが良

した。関のキウイは、甘

に携わったものを使いま

られた！」と言ってくれ

だったけど、今日は食べ

「いちごもあんこも苦手

たいちごを使いました。

家で自分たちが摘んでき

と、学校近くのいちご農

児童が収穫したもち米

体験してもらいました。

『いちご大福』づくりを

としていろいろな場面で

マスコットキャラクター

こは各地の菓子祭り等の

図っています。いせわん

のお菓子のＰＲと振興を

様々な活動を通して三重

こ事務局」を発足させ

カンパニーが「いせわん

合から委託を受けた濱田

た。

ことには躊躇していまし

が難しいので自店で扱う

うことは他店との区別化

ンの最中を販売するとい

数の菓子店が同じデザイ

ました。当初は県内で複

ンした最中種が発売され

っております。

んこ」を知らない方もみ

す。ただ中には「いせわ

になる可能性もありま

第で店の新しい定番商品

ァンがいますので工夫次

というお菓子は根強いフ

応は概ね良好です。最中

言えませんがお客様の反

のではっきりしたことは

技術専門校に是非一人で

も理想は高い島根県菓子

いことだと強く感じまし

日本人としてとても寂し

屋としてだけではなく、

くことを思うと、和菓子

習も一緒に忘れられてい

このような古くからの風

て使われる縁起物です。

が途切れないことを願っ

落ちないことから、家系

が出るまで冬の間も葉が

ました。柏の葉は、新葉

いることに危機感を感じ

柏餅を知らない子どもが

間を過ごしてもらうこと

ことができて、楽しい時

の成長も感じていただく

は、柏と一緒にお子さん

加してくださった方に

ントを行いましたが、参

た。今年、２回目のイベ

らうイベントを行いまし

いて、その場で食べても

際に葉を採り、柏餅を巻

一度集まってもらい、実

をしてくれた親子にもう

で、さらに翌年には植樹

て葉が育ってきましたの

キウイは同じく受粉作業

して雪餅生地に仕上げ、

が収穫したもち米を製粉

ました。餅生地は、児童

づくりをさせていただき

親子での『キウイ大福』

が 少 な い よ う で、「 ふ る

学生は意外と食べる機会

前すぎるのか、地元の小

んです。しかし、あたり

また、関市の田原（た

でした。

らせていただくきっかけ

おう」という授業の中で、 談をいただいたのが関わ

さとに誇りを持ってもら

わら）地区は、いちご農

でいるところもあり、相

をどうしたらいいか悩ん

ますが、収穫したもち米

を行う小学校が多くあり

育として「もち米づくり」

のは、和菓子職人として

域です。田原小学校では、 ってもらうことができる

家が多いことが特長の地

の喜びであり、楽しみで

またその地域の良さを知

に、日本の文化や風習、

ちに知ってもらうと同時

子の美味しさを子どもた

持っている技術で、和菓

とがあります。私たちが

のではないかと感じるこ

子に出会っていなかった

ちが本当に美味しい和菓

じゃますると、子どもた

このように小学校にお

柏の植樹

活躍した「いせわんこ」

イベントに参加、グッズ

それでもデザインが可

えますのでさらに活動範

た。

ができています。

もともと組合運営で営利

柏餅を見た子が言うのを

でガッツポーズ。関市の

いたお餅をその場で食べ

る児童もいて、こちらも

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

を目的にしていないから

ることにしました。小さ

山間部に位置する洞戸地

ることが避けられていま

大好評でした。

１年間熱心に技術を磨き

・上用餡・黄味餡・金団

を受賞した者が在籍して

聞いて、本当に驚きまし

な子を持つ親さんに集ま

区は、寒暖差が大きいこ

す。関市内では、地域教

り器で水分を取る作業は

国でも数少ない公立の和
餡など様々な餡を作りま

学をしました、講師陣は

です。その上講師陣は使

た。 そ し て、「 葉 っ ぱ も

ってもらい、苗木を植え

とからキウイ栽培がさか

専門校の授業が始まりま

菓子の専門校です。入校
す。餡を作りながら、ゴ

５名（内材料屋２名）で、 おります。また講師陣も

命感に燃えた講師なので

食べられるの？」と、別

たところ、１ヶ月ほどし

子どもたちにもっと和菓子を

式後には、松江の老舗店
ルフボールを餡玉に見立

日々勉強をして、すばら

この運営が可能なので

の子が言うのを聞いて、

現在は、和菓子屋にお勤

の社長さんの和菓子につ
て包餡時の餡玉を回す練
現役の講師を３名迎え授
しい技術をより多くの人

す。バリヤは低くされど

珍しく興味深々でした。

いて講座がありました。
習をします。外部講師の
業内容を充実させていま
に学んで頂ける様に頑張

した。この学校は国の認

授業では手亡豆を使い餡
授業では「砂糖」の話、
す。講師の中には「選・

の著作権は菓子博事務局

の販売、ＳＮＳを通じて

愛いこと、脱酸素剤対応

囲を広げていせわんこの

めではないけど２級合格

づくりをしました。すべ
工場見学では全国でも数

会「お伊勢さん菓子博２

から三重県菓子工業組合

の活動報告など精力的に

の個包装袋も用意されて

知名度が上がれば関連商

基礎コースでは練切餡

て手作業での工程にな
少ない機械での
「寒梅粉」 和菓子職」の輝かしい称

０１７」が盛況のうちに

に譲渡され

三重のお菓子をＰＲして

いることもあり販売する

品の売り上げＵＰにも繋

え、試行錯誤の末「いせ

ティーが出せるように考

的なキャラクターですか

わんこ」は可愛くて魅了

が る と 思 い ま す。「 い せ

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

お菓子のＰＲと振興に活躍する

三重
県の

三

重

いせわんこ

第 回全国菓子大博覧

わんこ」の誕生日にあわ

ら三重県菓子工業組合の

の種類を５種類にしてお

開始しました。最中の餡

うに組合全体で協力する

してしっかり定着するよ

イメージキャラクターと

キウイを大福で包む参加親子

学校の目標は技能士２

幕を閉じてから２年にな

ました。現

います。その一環として

方向で自店のオリジナリ

日から販売を

客様が選ぶという満足感

ことも必要だと思います。

せて４月

を持っていただけるよう

三重県菓子工業組合・
丸井屋老舗・加藤靖子

に考えました。販売から
まだ時間がたっていない

育った柏の葉を採る子どもたち

号を持つ者・県知事表彰

ります。終了後菓子博の

在は三重県

昨年いせわんこをデザイ

餡は５種類

敦資

和菓子処関市虎屋・古田

岐阜県菓子工業組合・

と思っています。

よう取り組んでいきたい

う機会を増やしていける

方に和菓子にふれてもら

おり、今後もより多くの

商品の開発なども行って

地元の高校生とのコラボ

の親子和菓子づくりや、

す。その他にもＰＴＡで

菓子工業組

定した訓練校であり、全

り、茹でた豆を潰し水を
が出来るまでの工程の見

柏の植樹と、ふるさと大福づくり

かけながら皮を取り除

岐

阜

根
島

業

いせわんこ最中
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令和元年６月15日 （６）
（毎月 15 日発行）

聞
工

新
子
菓
（第三種郵便物認可）

第963号

27

地元に根差した

と言われています︒

まんじゅう乃池田堂
﹁常在菓道﹂の心得

玉名市は︑熊本県西北
﹁まんじゅう乃池田堂﹂
はそんな天水町小天にあ

部に位置し︑天水町はそ
の中でも︑南西部にある
るおまんじゅう屋さんで
す︒三代目にあたる池田

ともとは建設業を営んで

古くからみかんの栽培

としても知られており︑
おり︑近くにお菓子屋さ

真規さんの曽祖父は︑も

ゴールデンウイーク頃に
んがないという事で一代

だよいます︒また明治

年には夏目漱石が小天温
た︒

わ れ て い て︑﹁ ま ん じ ゅ

年前

は着色料などの添加物を

う乃池田堂﹂でも金栗四

事に就いたあとで
自家製餡で作る甘酒ま

一切使わない無添加にこ

三さんを印刷した特別パ

年に創業しました︒三代
に
﹁まんじゅう乃池田堂﹂
んじゅうといきなり団子

だわっています︒パッケ

ッケージの甘酒まんじゅ

目池田真規さんも地元の
でお菓子作りを始めまし

ージやのれんやのぼりな

うやいきなり団子を﹁い

﹁滋賀羽二重糯﹂を使用

ブランド
も ち 米

工業高校を卒業後他の仕



どのデザインも真規さん

だてん大河ドラマ館﹂で

小説﹁草枕﹂が書かれた

色とりどり︑食感もと

自ら手がけています︒地

販

で作成いたしました︒

ンドもち米﹁滋賀羽二重

りどり︑５個詰合せもで

販売しています︒金栗四

た︒いずれも滋賀のブラ

糯﹂を用いた商品で︑ね

元に根差したお菓子屋さ

ましたが﹁お田植えまん

す︒最近では少なくなり

くさんの注文がはいりま

規さんが上杉謙信の﹁常

います︒これは三代目真

﹁常在菓道﹂と記されて

の手作りののれんには

﹁まんじゅう乃池田堂﹂

じゅう︵田植えのお手伝

あやかって書いたもの

在 戦 場 ﹂︵ い つ で も 戦 場

また︑現在放映されて

で︑この心構えを忘れず

いの方に配るまんじゅ

いるＮＨＫ大河ドラマ

今後も地元に根差したお

にいる心構えで事をなせ

﹁いだてん﹂の主人公金

菓子屋さんを続けて行き

う ︶﹂ な ど も 昔 は 多 か っ

栗四三さんは玉名の出身

たいと語っていました︒

という心得を示す語︶に

で︑玉名市には﹁いだて

務局・野田尚美

熊本県菓子工業組合事

いものが好きだったと言

ます︒金栗四三さんは甘

ん大河ドラマ館﹂があり

たそうです︒

や卒業式︑法事︑などた

園にまんじゅうを配るな

き︑今後の滋賀県のお土

売

滋賀県菓子工業組合理
事長・竹内晴久

客さんが地元の方です︒

ばり︑風味︑香ばしさや

新しいｔａｅシリーズ４点
ｔａｅ﹂に続く新しいｔ
ａｅシリーズ４点を商品

うさぎをモチーフにしイ
ンスタ映えするイメージ

どの活動もしました︒

三さんの誕生日には保育

滋賀県菓子工業組合で
は 周年事業の一環で商
日より組合

18

店で販売を始めまし

とろとろすくえる
おもちのジャム
餅の恵 t a e
粉にかくれた
ココアのクッキー
忍の珠 t a e

化し︑３月
員

NEW

品化した﹁もちもち食感
湖の餅

NEW
NEW

賀

NEW

店売りの他にも︑入学式

んで︑店売りの七割のお

池田真規さん

産になる様展開していき

まんじゅう乃池田堂
また健康志向も配慮しな

12
たい︒

泉に行き︑そこを舞台に

目にあたる祖母が昭和

はみかんの花の香りがた

が行われ﹁みかんの町﹂

町です︒

30

がら︑またパッケージは

59

本
熊
滋
50

業
おもちのプリン

チョコのかかった
輪っかのラスク
宵の波 t a e
もちもち食感
おもちのプリン
湖の餅 t a e

16

つぶつぶさくさく
もち米パフ
星の粒 t a e
滋賀羽二重糯を用いた
新しい滋賀県産のお菓
子を提案するブランド

第963号
聞 （平成元年２月９日
第三種郵便物認可）
工

新
子
菓
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（７） 令和元年６月15日

店にも６年間配属してい

せてもらった。２０１１

ただき、様々な経験をさ

年に、相方である浅野理

回全国大会において

）を講師に迎
稲 葉 基 大 氏（ wagashi asobi

全菓連青年部では第

え「わがしごと」をテーマに講演会を行いま

ドライフルーツ
の羊羹

人と一緒に店を始めた。

生という女性の和菓子職

和菓子屋で、高校卒業後

座の甘味処や東京の生菓

京 の 大 田 区 で、 wagashi から 年間修行をさせて
と い う 和 菓 子 屋 を いただいた。その間、銀
asobi
している。もともとは赤
子の工場、ニューヨーク

は浅野
wagashi asobi
が考えた「ドライフルー
ツの羊羹」と私が考えた
ハーブのらくがんのみを
商品としている。ドライ
フルーツの羊羹は、見た
目もインパクトのあるお
菓子だ。黒砂糖ベースの
練り羊羹の中にドライフ
ルーツのイチゴやイチジ

その①
った。自分の家で作った

入を得ることもできなか
に落とし込む時、ドライ

と、現代で食するお菓子

糖も同じサトウキビ由来

い。理由はラム酒も黒砂

思われるかもしれない

も突飛なものを始めたと

「強すぎる」、「粒が大き

てもらう機会を設けた。

き、いろいろな方に食べ

型を発注すると何万円も

プライベートで落雁の木

サラリーマン職人時代、

で、合羽橋の道具屋に行

が、とらや修業時代、ニ

になっていった。活動で

き、一番安いチョコレー

だからだ。香りや風味、

グリルドチキンというメ

出会った方にアロマテラ

トのプラスチックの型を

フルーツが扱いやすかっ

てる役割も担ってくれ

ニューを頼んだら、上に

ピーの講師をしている方

使って作ったのが始まり

和菓子を介し、世の中の

餡とパンの相性がいい

る。パンに合うというお

ローズマリーというハー

がいた。その方から欧米

で、希望するサイズに一

かかり、私の小遣いでは

ら「パンに合う和菓子を

ことは、あんパンという

客様の要望に応えて考案

ブが乗ってきた。あまり

では薬効成分として認め

番近かった。チョコレー

すぎる」など、ご意見を

作って欲しい」と依頼が

形で昔から日本人がして

したものだ。安易に気を

にも香りがよく「こんな

られているハーブなど、

トの型で造り始めた。店

ューヨークで生活をして

あった。その時、私には

きたミックスカルチャー

てらい、おもしろ半分で

にいい香りなら、お菓子

さまざま勧めてもらっ

を始める時は、独立創業

味がけんかをしない。フ

依頼の意味が理解できず

だ。餡とイチジク、イチ

何か新しいものを始める

にしたらおいしいに違い

た。また、煎じてお茶で

で未知の挑戦なので余分

たので、この３種類を選

何も作ることができなか

ゴとクルミ、それぞれパ

より、目の前にいる友人

ない」と、ローズマリー

飲む分にはいいが、食べ

なお金は使えない。それ

人たちと関わる活動をし

ったが、浅野がパンに合

ンに合う素材の集合体を

の要望を、いかにして和

を餅生地に練り込んで草

てはいけないハーブがあ

でそのままプラスチック

依頼できなかった。それ

う素材をノートに書き連

どのように和菓子に落と

菓子職人の経験と趣向で

餅にしたり、絞って綿玉

るなど、注意しなければ

のチョコレート型を使っ

いただいて、今のサイズ

ねることから、菓子作り

し込むか。ドライフルー

解決するかで生まれたの

に入れた。いろいろ試し

ならないことも教えてく

いたころ、レストランで

のデザインを始めた。

ツを使った洋菓子を思い

がドライフルーツの羊羹

てみたが、落雁にしたら

ルーツのうまみを引き立

例えばクルミの入った

浮かべると、香り付けの

である。

んだ。

パンはよく売られてい

ために洋酒を使うことが

ていたなか、ある女性か

る。ヨーロッパ系のパン

の型を見つけると、買い

て商品化した。いろいろ

うちの店では２品しか

お茶会などの依頼を受

落雁は楕円形で洋風な

占めて使い回している。

れたので、いろいろ広げ

多い。それでラム酒で香

ースを作り、そこにフル

商品を作っていない。も

けるたびに、この落雁を

形になっている。これは

らしさは何かと考えた。

一番おいしかった。香り

屋だとイチジクペースト

ーツを入れると考えた

う１つの商品はハーブを

おもしろ半分で持って行

てくる。そうしたメッセ

ドライフルーツの羊羹や

なメディアで取り上げて

たり前の食文化だ。菓子

時、ブランデーよりもラ

使った落雁である。これ

あげる、家族を亡くした

ージを伝えることができ

ることができた。ローズ

のルーツである木の実や

ム酒のほうが相性がよ

ば時代背景で見るとカス

人に元気が出るようお悔

ハーブの落雁が将来残れ

が引き立つので、口に含

り付けをすることに気づ

イベートな時間にしてお

果物の流れから考える

ろうという定義付けは、

テラは和菓子だが、シフ

るのは、世界でも珍しい

ば、当時の東京を象徴し

ハーブのらくがん
が練り込まれたパンも売

ので、一見すると奇をて

り、その時はサラリーマ

新しいことをしているよ

現代では例えば小豆や米

やみのお菓子を届ける。

お菓子文化ではないかと

たお菓子と言ってもらえ

いただき、この形が定着

らったお菓子のように見

ン職人だったので、副収

うに見られるが、ラム酒

ォンケーキは和菓子では

というような、自分がも

考える。

るかもしれない。地域性

マリーやカモミール、ハ

えるかもしれない。私は

たちが

と
wagashi asobi

粉を使っているからな

ないようなことが起きて

てなす側というか、何か

例えば槌谷さんの干し

があるお菓子が存在する

んだ時の楽しみ方も一番

展開せず、地域のお祭り

いうプライベートの活動

を使っていること以外、

ど、材料での分類は難し

いる。自分たちが考える

対象物に対してメッセー

柿を使ったお菓子など、

ことにより、人が来るコ

いた。羊羹を黒砂糖でベ

ケースもないし、貯金も

ごとや行事に根差したお

で自信作となっていたも

基本的には地面に近いお

い。パティシェが米粉を

和菓子は何だろうといえ

ジを送り届けるのが和菓

その地域で育まれたお菓

ンテンツになれたらいい

してしまったので、いま

ない。どうしたら失敗し

菓子を何百年も作り続け

ので挑み、だめだったら

菓子作りをしている。例

使ったロールケーキを作

ば「メッセージが込めら

子の原点と考えている。

子がある。東京は地域の

と思う。

イビスカスなどを並べら

ないか考えた。私はとら

ている。店の名前よりも

あきらめるしかないと浅

えばハーブを使っている

ったり、ゆずシトラスを

れているお菓子」かなと

茶席で亭主がお客様を

農作物を使う、文化を何

適当だと思う。

やさんという大きな店で

お菓子の名前のほうが知

野のドライフルーツの羊

から新しいと言われる

使ったり、逆に和菓子屋

考えている。例えば豊か

もてなす時、はやりのお

とかといっても表現しに

ク、クルミが入っている

年間お世話になった。

られている。いろいろな

羹と、僕のハーブのらく

が、古くから和菓子自体

でもどらやきにホイップ

な収穫を感謝して神仏へ

菓子もいいかもしれない

だに２００円くらいのそ

浅野は京都の鍵前良房さ

種類のお菓子を作るわけ

がんを１品ずつ出した。

にヨモギやニッキを使わ

クリームを挟む。そうい

お供え物をする、雨乞い

が、その日の天気や季節、 くい土地柄なので、東京

れるようになった。

ん、銀座の空也さん、北

ではなく、専門店化して

店は私の地元、東京の大

れている。果物や木の実

う中、和菓子というカテ

に何かをお供えするとい

ほとんどなかった。多分

ところはないか見たが、

を始めるのに見本となる

を積んだ後、独立して店

った。和菓子職人が修行

和菓子屋はないかなと思

を始める時、見本となる

私と浅野の２人は、店

実績を残しているビジネ

商いのスタイルが、一番

京都の老舗がされている

に入ってきた。それで、

た職人で、最後にとらや

つか回って修行をしてき

海道のお菓子屋さんと幾

長く商いができるのでは

の和菓子職人たちでも、

ルを目指せば、ポッと出

さんというビジネスモデ

うな、その「お菓子」屋

うよりは松風屋さんのよ

いる。和菓子屋さんとい

田区に出した。

れ、洋菓子の対義語とし

使いながらも、和菓子と

か用意してあげる、農作

一会のお菓子作りができ

り、そのためだけの一期

日、東菓工・

協力会講演会、講師

７月

行事予定

養軒、台東区

表 取 締 役 社 長 ）、 上 野 精

・二木正人氏（㈱二木代

•••••••••••••••••••

次号に続く。

も干し柿を使うなど、地

ゴリがどのような意味を

ここにいる方の中でも、

スモデルではないかとい

業をしている仲間へお茶

ると和菓子の存在が生き

いう言葉の意味を自問自

の時間に何かを用意して

て和菓子という言葉がで

答することが多い。例え

では和
wagashi asobi

す。
私達のお菓子は結構、 きた。何が和菓子なんだ

菓子屋の原点回帰も目指

明治維新以降に開国さ

域の農産物をお菓子に昇

と ら や 時 代 か ら wagashi られている。イチゴジャ
と い う 活 動 を プ ラ ムをパンに塗るのは、当
asobi

稲葉 基大 氏（wagashi asobi）
華させることが多い。

和菓子屋をゼロイチで創

う話になった。家族経営

店を始める時は、自分

22

和菓子屋の原点
回帰

業した方は、ほとんどい

で、百貨店などにあまり

と考えた。

ないだろう。見本になる

東京

その「お菓子」屋
さんというビジ
ネスモデル

「わがしごと」

持 つ の だ ろ う か。 wagas う信仰の文化、お祖母さ お客様の心理状態など、
と い う 言 葉 を んがおやつとして孫に何 い ろ い ろ な こ と が 関 わ
hi asobi

ドライフルーツの羊羹

坂のとらやという老舗の

20

私は２０１１年から東

した。

•••••••••
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
10 •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•••••••••
20

令和元年６月15日 （８）
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全菓連では︑全国組合幹部研修会で原正紀氏
︵株式会社クオリティオブライフ代表取締役︶
を講師に迎え﹁中小菓子製造業における働き方
改革について﹂をテーマに講演を行いました︒

乗り切ろうという戦略が

企業を取り巻く環境
今は環境変化の激しい
必要になるだろう︒
２つ目の問題は︑生産

時代である︒日本の総人
口の推移で︑現状ではピ
年齢人口︒日本の場合は
歳という設定にな

減るので︑内需型の産業

成長を支えてきた内需が

く︒これまで日本経済の

い︒

卒で働く人はあまりいな

はやや古い︒今

っているが︑このデータ

〜

は戦略を考えずに︑普通
人も減っている︒
しかし︑

歳でリタイヤする

年以上

その①

前から減り始めている︒

き︑売れるか楽しみにし

ンショックの傷が癒えた

在化しなかった︒リーマ

のであまり人材不足が顕

企業は採用を抑えていた

来年はもっと採れない︒

今年厳しかったら︑来年

るマイナスが出てくる︒

て︑人口が減ることによ

大きく分けると高齢社

る︒
今年採れない企業は︑ る︒

はもっと厳しい時代にな

会の問題点は３つある︒

う乗り切るのかを見てい

日本はこの高齢社会をど

者になっていくと医療は

世代がどんどん後期高齢

がない︒これから団塊の

題︒これも当然持つわけ

２つ目が医療保険の問

国がない︒むしろ世界が︑ ろう︒

高齢社会だけは真似する

もっと必要になる︒これ

いようにするしかないだ

策を打ってきた︒しかし︑ だけ年金を払わなくてい

も抑えにかかり︑できる

なっている︒かろうじて

キャンセル待ちで行列に

に評判のいいところは︑

多くは満員の状態で︑特

入れればいいと言うが︑

人にのしかかる︒施設に

きたが︑今はもう１人１

は︑みんなでサポートで

供がたくさんいた時代

る日突然来ることだ︒子

きいのは技術革新だ︒ド

く各種の環境変化で︑大

もう１つが経営を取り巻

のインパクトがあるが︑

人口だけでもこれだけ

る︒

れになるという状態であ

そうしないと社会が共倒

人材を活用するとよい︒

で︑採りやすいベテラン

会という言い方をしてい

らについてはスマート社

報化社会︑そしてこれか

農耕社会︑生産社会︑情

いう概念だ︒狩猟社会︑

業や産業ではない社会と

リーよりも少し広く︑工

をしている︒インダスト

ｔｙ５・０という言い方

日本政府はＳｏｃｉｅ

どんな変化をもたらすか︒

頑張ろう﹂で済んでいた︒ ろいろ参考にしながら施

ころ︑東日本大震災が起

歳以

全部社会インフラの問題

イツが数年前にインダス

本来︑採用難になる時代

きて︑電力会社が採用を

上比率を高齢率という︒

空いているのは︑評判が

ストップするなど︑また
３つ目は比率︒

が少し緩和され︑
その間︑ 今は人口オーナスといっ

採用調整が入った︒この

は個人負担率を高めるし

る︒ＡＩやロボットを使

で︑１つは年金だ︒年金

あまり良くないところだ︒ トリー４・０︑第４次産

％

かないだろう︒

国連の定義によると

は働いている世代がリタ

ような時期が数年続いた
ので︑
人は減り続けたが︑ を超えると高齢社会︑

よる力︑２次が機械によ

売り方︑働き方などに影

変化の中︑企業の商品や

い︑新しい仕組みの社会

ラン世代が頑張って長く

る大量生産︑第３次がイ

響を受けないわけがな

業革命と言い出した︒産

介護時代になる︒団塊の

働くこと︒今はテクノロ

ンターネット︑情報化社

これらの問題の解決方

が払っている年金がシニ

世代が︑どんどん要介護

ジーも進化し︑サポート

３つ目が介護の問題で

ア側へ来ている︒現状︑

状態になってくる可能性

イヤ世代を支える仕組み

３人で１人くらいを担ぐ

い︒これから加速度的に

けがない︒乗り切り方と

なる︒そんなのは持つわ

もそろそろシニアに差し

の働き盛りの層で︑自分

長く元気で働くことだ︒

れるように︑できるだけ

主役になってきた︒第４

るアマゾンやグーグルが

り︑新しいビジネスであ

ネットワーク社会やグロ

かけにすぎない︒また︑

方改革はそのためのきっ

クトが主流となっている︒

ある程度の年金プラスで

データベースに︑一定の

もう１つ︑若者の採用

かかる人たちである︒介

お金を払ってアプローチ

は難しいので︑採用対象

して年金支給年齢をどん

する方法もある︒ＳＮＳ

を拡大すること︒今の日

ーバル化も大きく進展す

やネットワークを使い︑

本では女性やシニア︑外

次産業革命は︑主にロボ

会社の発信をして︑興味

国人︑フリーター︑ニー

自立していく︒企業は人

を持ち﹁いいね﹂をして

トなどをいかに戦力化し

護の厄介なところは﹁け

くれた人にアプローチす

ていくか︑というダイバ

どん高め︑同時に定年年

るソーシャルネットワー

ーシティ組織化がテーマ

るだろう︒

クもある︒リファラルと

である︒単に人が採りづ

ットやＡＩで︑それらが

いって縁故採用を︑もっ

らいからというより︑そ

材がなかなか採れないの

ろなやり方があり︑人材

とＩＴを使い︑効率的に

れにより会社の中でどん

さ倒れました﹂など︑あ

ビジネス会社が保有する

する採用も増えている︒

どん新しい意見が出た

齢も高め︑年金の支給額

ダイレクトにもいろい

求人票を出して待つだけ

り︑働き方が改革された

次号に続く︒

という日本のこれまでの

で︑リファラルやダイレ

ちらかというとマイナー

りする効果がある︒

りつつある︒
は採用効果を高めるこ
と︒採用が厳しいとはい
え︑世の中に人材がいな
くなったわけではない︒
他社との競争に勝てば人
は採れる︒このため︑採
用力を今まで以上に強化
した採用活動をする︒例

人票を出して反応を待つ
という︑待ちの採用がほ
とんどだったが︑ダイレ
クトリクルーティングと
いって︑今はダイレクト
にスカウトすることが重
要な採用手法の一つにな

やり方は︑世界的にはど

うすればいいのか︒１つ

︑

会︑情報革命で︑これに

％を超えると超高齢社会

必要だ︒同時に個人のキ

システムができている︒

人手不足は顕在化しない

代で決めなさい﹂に詳し

ャリアを尊重して︑支援

がある︒この介護がのし

ができる︒こんな大きな

ている︒１つは残業であ

く書いたが︑個人の選択

ターンが多い︒では︑ど

も︑人がいないというパ

化している︒業績好調で

人手不足はかなり顕在

採用効果による
対策

ことも考えるべきである︒ えば従来︑メディアや求

できるような組織になる

騎馬戦状態になってい

業革命の第１次は蒸気に

る︒ザンギョウは英語に

肢は今の会社で勤め続け

進んでくるだろう︒働き

法は１つしかない︒ベテ

なっている︒世界的に︑

るだけではなく︑転職を

よって世界中がつなが

ある︒これから日本は大

あまり無いからだ︒みん

はじめ︑
兼業・副業・複業︑

人生１００年時代といわ

なので︑今の若い人たち

な定時で帰らないので

フリー︑起業ととても広

代

％だ︒

世界が定義する高齢化の

﹁自分だけ帰るのもなか

がってきた︒社員と求職

かかるのが今の

である︒日本は

てオリパラや万博も決ま

想定をしのぐ高齢社会に

だけでなく︑多様な人材

なか⁝﹂となるが︑これ

者に選ばれる企業になら

る︒これが進むと肩車に

状態が続いた︒ここへ来

り︑企業の業績もいいと

未知の境地である︒今ま

突入している︒これから

実はこれは構造的な問

で日本は海外︑特にヨー

いう中で一気に噴出し︑

題である︒従来の人口が

ロッパやアメリカを見本

高齢社会がどんなインパ

っきりしている︒
従って︑ 河期﹂
という本を出した︒ なぜならば︑出版した翌

伸びている時代は︑人口

未曾有の人手不足になっ

年︑リーマンショックが

に︑例えば北欧モデルや

クトを与えていくかは︑

これから働き手も減って

ボーナス時代というが︑

てきた︒

商品開発や事業の多角
起きて企業が採用を一斉

を選択し始めた今の時代

くるので︑構造的に人が

の時代は無くさなければ

は︑企業にとっても固定

化︑対象地域を広げる︑

力を積み重ね︑継続的に

ならないし︑法律がそう

的な雇用というスタイル

オランダモデルなど︑い

物事を高めていく方法

なる︒

採用が厳しくても﹁来年

で︑トヨタ方式を初め︑

にストップしたからだ︒

は﹁改善﹂で︑地道な努

日本型雇用の進化
これまでの日本の強み

私の近著﹁逃げ切れな

ものづくりでは世界にイ

を活かすことができる働

は働き者なのか︑生産性

ないと︑人材の不足はず

き方の柔軟性への対応が

ンパクトを与えた︒
反面︑ い世代のキャリア改造計

が低いのか︑真剣に考え

っと続いていくだろう︒

画 定年後の働き方は

なければならない時代に

課題も明らかになってき

21

ークアウトしており︑こ
れからどんどん減ってい

に活動しているだけでは
生産年齢人口は

歳︑中

成長は難しい︒競争が激

しくなるし︑市場も小さ
ていたら空振りだった︒

65
14

取れない時代になると書

私は

年前に﹁採用氷

原 正紀 氏（株式会社クオリティオブライフ代表取締役）
個人が多様なキャリア

50

中小菓子製造業における
働き方改革について
なった︒残業が当たり前

40

15
10

28

64
64
10

海外展開を考えるなどで

くなることは数字的には

40

15
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和菓子において特に重

菓実習︑専門製菓学︑専

習︑応用製菓学︑応用製

基礎製菓学︑基礎製菓実

蒸し︑枠蒸し︑流し︑オ

化︑
餡をさまざまな工程︑

いによる餡の具体的な変

でん粉のα化配糖率の違

その①

実習においては︑加工

いて修得します︒

し︑衛生管理の方法につ

安全性の重要性を認識

理解すると共に︑食品の

書も多くし︑上級校への

に十分な時間をかけて板

原料について︑項目ごと

高校製菓理論は各種製菓

専願で定員が満ちます︒

現在︑高校受験者は︑

隆史氏の

洋菓子協会副理事長三島

洋菓子関係では︑全国

ます︒

員店に多数就職致してい

史ある名店を含め︑組合

区をはじめ福

のメカニズムを体験して

年より担当︑指導し

生師養成コース﹂も︑平

華女子高等学校﹁製菓衛

次に福岡市内︑私立精

しています︒

学的考査出来る様に指導

チャートとして学生が科

学び︑製造工程をフロー

を徹底した上で各種の実

を重点に置き︑衛生管理

行︑着衣︑頭髪︑爪など

を防止するため︑手洗励

は︑衛生上の危害の発生

た︒実技指導にあたって

方を伝達してまいりまし

進学後もその知識と学び

いと岩田屋コミュニティ

の方々にも指導してほし

昨年より和菓子を一般

生も多くいます︒

テストにも入賞する卒業

き︑洋菓子協会主催コン

の他各有名ホテルで働

の濱田氏のオペラなどそ

岡県洋菓子協会副理事長

成

習を行います︒
製菓衛生師全書より理

ン︑フランソワ︑フジパ

高校卒業生は︑山崎パ

いただき︑月１回定員

ています︒
料である甘味料︑小麦︑

論︑同じく製菓製パン実

人で餡から始まり︑蒸し

洋菓子においては︑生
製パンは︑パンの意義

いりますと︑菓子の原材

製菓学をつきつめてま

を目的としています︒

説︑実験︑考察といった

会人向け直前講習会講師

りは︑製菓衛生師一般社

成分︑
栄養特性について︑ 成しています︒

衛生師試験全員合格を達

味料︑酒類︑香料︑酵母︑ 業までで︑８年連続製菓

び履修時間への考慮が必

製菓衛生師全書の改訂及

東雲堂といった百年の歴

よ子︑千鳥屋︑明月堂︑

菓子工業組合である︑ひ

十分な理解を経て食の安

析︑重要管理点方式への

ます︒

ブン焼菓子等を教えてい

菓子︑平鍋焼菓子︑オー

を５年程しています︒受

要となります︒

全・安心とつながってい

生師を活用し︑ＨＡＣＣ

今後も全国菓子工業組

送料は実費。
県菓子工業組合までは
全菓連負担。

お申込みは
各県菓子工業組合へ

全菓連では︑全国組合幹部研修会で長末光

正氏︵純真短期大学客員教授︶を講師に迎え

﹁菓子製造業の人材確保と育成﹂をテーマに

講演を行いました︒

ある純真短期大学食物栄
要な餡については︑小豆

のカリキュラムです︒

養学科・製菓クリエイト
より︑
製餡作業を通して︑

私は︑福岡県福岡市に

年より

門製菓実習︑製菓製パン
ーブン焼き︑まる岡仕上
分類︑製パン工程︑生地

でん粉︑米粉︑鶏卵︑油

ンをはじめ︑市内のリテ

進歩を考慮し︑豊かで多
地分類より各種の加工
にはじまり︑各種のパン

習の工程をへて表現力を

流れを把握し︑人心を集
約して進めることが容易

さわるにあたり︑資格の

年度︵令和元年︶

精華女子高等学校﹁製菓

平成

合連合会様の御指導よろ

ることも重要なことです︒

Ｐの考え方を取り入れた

管理栄養士は﹁栄養士

従来の衛生管理法とＨ

有無を問われる方がいら

ンに３ヶ月間︑修得する

法の一部を改正する法

しくお願いいたします︒
を成す為には１万時間は

意志を持続する方法を確

菓子製造業者を再教育す
季︑を掲載い

必要であると結論づけま

人が入

人

組合員︑福岡市菓子組合

員に送り届けます︒

次号に続く︒

定価：3,500円（税別）

コースにて平成

実習を担当︑指導してい

発酵︑最適条件ベーカー

脂︑乳︑チョコレート類︑ 習を受け持ち３学年︑年

菓子︑枠蒸し菓子︑流し

カレッジ様より御依頼を

き出し︑加工法︑原材料
ズパーセント︑などをよ

ールベーカリー︑福岡県

げなどを製菓現場より導

製菓学とは︑食品加工
等の配合基準を計算して

年卒

ます︒

学︑食品学︑調理学を基

果実加工品︑凝固剤︑調

様な菓子︑パンを提供で
法︑加熱︑芯温の確認︑

ブに対する博多和菓子の

養い自己を分析しつづけ

間６百時間︑平成

り科学的に理解すること

きる人材を育成するため

大学を使用して︑菓子職

デモンストレーションも

ることにより将来につな

で学習します︒

３年前より福岡マイス
就職希望者に対する実習
いたしました︒

になりました︒

水︑添加物︑などの各種

ターに任命されました︒
を行いました︒

人の

がる想像力を獲得すると

こうしたことをふまえ

平成 年は各職で

読売新聞社別冊紙﹁和

考えます︒その目安とし

まして︑人材を育成する

っしゃいます︒

きます︒

ま た︑福 岡 市 観 光 コ ン

菓子とお茶﹂に関する原

て経過する時間を計る事

場合︑ひとつのポジショ

万人強の製菓衛

マイスターが活躍してい
ベンションビューローよ

稿を４ページに亘り︑和

にしました︒一つの物事

現在

ます︒和菓子マイスター
り御依頼をいただき︑福

菓子の歴史︑和菓子の四

験者より︑製菓業にたず

としては︑公民館での一
岡市来訪者エグゼクティ

たしました︒

ＡＣＣＰの違いは︑工程

衛生師養成コース﹂は

律﹂が施行され︑新しい

人入学︒純真短期大学食

立︑指導することが肝要

した︒私自身この

を継続的に検査と監視を

年間

各活動を通

カリキュラムが実施され

の時間の積み重ねを考え

です︒

して色々と考

物栄養学科﹁製菓クリエ

人材育成に対して︑経

行いその結果を記録する

ますとほぼ１万時間であ

ています︒製菓衛生師は

えてみまし

イトコース﹂は

過時間を計測し︑１万時

とあります︒記録して残

ります︒座学においても

内容の一部には毎年変更

年

があります︒

た︒私が

間達成を一基準として指

ただし︑今後ＨＡＣＣ

今後ますます製菓衛生

学しました︒今年も

授業の構築には︑１万時

し示すことが︑仕事への

Ｐの考え方を取り入れた

すことがなにより重要で

間教育という

間が経験豊な物とし︑学

情熱と理解︑そして瑕疵

を育成し福岡県菓子工業

現場におり︑

生に倦くこと無い︑程良

あります︒
人を育成する

一般的衛生管理プログラ

師の役割は大きくなり︑
ます︒

項目を始め︑危害分

管理計画の作成に係れる

菓子製造業における衛生
実習においては︑１万

福岡県菓子工業組合よ

ム

い緊張をあたえています︒ をなくすことにつながり
ず座学にて理

時間経過後は︑観察︑仮

人材育成のため新たに︑

ためには︑ま

解力を深め実

31

決定版 和菓子教本

16

導き出す方法を学びます︒ 手順の明確化を実習の中

長末光正氏

にし︑製菓製パン技術の

菓子製造業の
人材確保 と 育成

般人への指導︑純真短期

21

定価：3,050円（税別）

定価：1,429円（税別）

定価：3,250円（税別）

31

20

38

98

60

12

洋菓子教本
～ Les Bases de la Pâtisserie ～

長末 光正 氏（純真短期大学客員教授）
12

製菓衛生師・菓子製造技能検定
受験練習問題と解答

18

28

読売新聞社別冊紙﹁和菓子とお茶﹂

10

製菓衛生師全書
～和洋菓子・パンのすべて～

18
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全菓連斡旋図書

■日本菓子教育センター編集・発行

全菓連では、全国組合幹部研修会で横田秀
キ屋だと思い、頭が切り

った。それで、町のケー

歳の時だ

夫氏（菓子工房オークウッド代表取締役）を
変って、５年後の

え始めたのが

講師に迎え「洋菓子店の働き方改革・最近の
時、店をオープンした。

当時、ホテルスイーツの
が、今度はホテルをする

ホテルをずっとしてきた

その②

緑があるという景勝が重

のぞくような日々だっ

物なら使う素材は木。壁

ージも全て合わせた。そ

ラル」
、
「シンプル」、「自

いので、我慢強くしてい

こは自分の中でこだわ

の色はくすんだ赤と黄色

レセプションをした

ったら、だんだんとリピ

り、統一感を出そうと思

た。それでも、自分の作

ではなく、郊外だろう。
時、先輩方に来てもらっ

ーターが増え、売り上げ

っている。

要だったのでそこに決め

結婚してからずっと春日

た ら、「 こ こ で 大 丈 夫 か

が少しずつ上がっていっ

然体」でしたい思いがあ

部に住んでいるので、家

な」、「こんな大きい店を

た。３年後、隣にオーク

をベースにして、パッケ

の近くでいいという安易

作って、金かけて大丈夫

ウッドカフェを建てて、

りたいお菓子は変わらな

な決断で店を出した。

か」という声が聞こえて

ランチなどを出して、今

た。

オークウッドの土地面

く る。「 そ う だ よ な あ 」

の形になった。

った。そうであれば都内

積は３７０坪で、もとも

と思った。自分でも「店

商品を紹介すると、モ

栗のパリパリモ
ンブラン

とスーパーの駐車場の使

日ころ

栗のパリパリモンブラン

栗のモンブラン、夏は桃、

ンブランは９月

っていたが、今はそんな

１月中旬からはいちごの

本は本屋に並んでいなか

中、
本を出したくなった。 いることが多い。自分は

いた店とスタイルが似て

が店を出すと、修行して

ケーキ屋で修行した人

歳の

菓子製造業の経営事業について」をテーマに
講演を行いました。

先月号より続く。

オークウッドを
オープン

に金をかけすぎたかな

ことはない。新聞紙より

ぱりぱりタルトになる。

店内は木造が主体なの

われていないスペースを

も薄い、春巻きの皮のよ

土台は同じだが、上の果

わけではないので、どん

確で、何かを判断する時、 蒸し栗のペーストを年間

うな感じの生地にバター

物が季節で変わる。

ったので、企画書を書い

契約している。土台はパ

を塗って３枚重ね、タル

言える。カフェのお客様

地代は

万円なので、い

台

トの土台にする。さくさ

ーターフィロという薄い

る。会員になっている人

なら最初に会計し、誕生

～

タートはフランスだが、

パイ生地で、オーストラ

は、お金を払ってでも会

日とわかれば、お客様が

宇治抹茶を使ったケー

日ころまでし

それを基準にとことんし

リアで作られている。ス

員になってくれる人たち

何も言わずともハッピー

キは、夏に練乳宇治金時

月な

から１月

ていた。このためコンセ

のかというところから入

なので、その人たちにＤ

バースデーをする。そう

で、木に合うイメージで

停められるが、車が１台

プトは、しっかり作った

る。その次にそれに合う

％戻っ

焼き菓子が売れないと

あ」と思いながらも、後

て、
柴田書店に提出した。 なケーキ屋がいいのかゼ

も停まっていない時間帯

ほうがいいと考えた。建

ものが組み合わさり、最

Ｍを送ると

のかき氷を食べて、これ

ビニョラータ

年で借りた。

ロから考えることができ

のほうが多い。厨房の窓

とても忙しい。７月と９

終的にリンゴのおいしさ

てくる。お金をかけても、 いうサプライズは喜ばれ

でお菓子を作ろうと思っ

18

定期借地

トしたので、ホテルのシ
営業会議を通り「ホテル
た。よく聞かれる質問は

で、ビジネスとしては心

から、駐車場の入り口を

い前から、９月にパン祭

を表現するスイーツにな

る。毎日の売れた数もわ

くぱりぱりしている。名

のお菓子とデザート」と
「東京でずっとしていた

配だったが、そこだけ異

い」。「クリームの甘さは

りを始めた。そのころは

る。レストランや、料理

それなりの戻りがあるの

かるので、従業員は昼が

オーストラリアの方が質

いう本を２年がかりで作
のに、何で春日部に店を

空間にしたい。地代の安

絞られると、次の試作で

焼き菓子があまり動か

人の方と一緒に仕事して

で、やるだけの価値はあ

終わった後、事務所でパ

洋菓子店が抱え
る問題点

か出してない。クリーム

った。その本ができた時
出したのか」だ。自分の
もらった。自分もある程

さと土地の広さ、周りに

点くらいまでいけ

ず、オーブンが空く時間

法論を考えている。まず、 これくらい」とある程度、 月は暇なので、５年くら

を開発するかで、その方

は

があるので「だったらパ

思ったのは、何をするに

る。普通のフリーのＤＭ

ソコンを開き、現在、何

店作りをしている。パー

は嬉しかったが、自分が
中では「都会的」
、
「かっ

度の年齢になり、人生を

理想とするお菓子を作ろ

る。その後、詰めて３回

種類ほ

しても素材から考える。

では３～５％しか戻って
洋菓子店が抱える問題

に引けないから頑張ろう

ェフになることが若いこ

今まで求めたものが止ま
こいい」
、
「最先端」はパ

考えると最後は「ナチュ

うと思ったら試作を重ね

の試作で完成できる。う

ンをしよう」と

お菓子屋は完成を想像

が何個売れているのかチ

前は「ぱりぱりタルトシ

ってしまった感じがし
ークハイアットでさせて

な店があるんだ」と知っ

るが、私は３回で完成さ

ちで働いて、店をオープ

ど作り、その時だけ出し

し、それに近づけるため、 こない。そのレジシステ

ェックする。その後、そ

は良い。昔は何でもかん

て、次に何をしようか考

後、フォークで刺して食

てもらえた。パウンドケ

せようと思っている。１

ンさせた子も多いが、み

月は

ムは、レジに会員のカー

の日の売り上げ予測か

は和栗。茨城県のある方

乳のクリームを入れてい

出でもおもしろいと思う。 ーキや焼き菓子が売れる

べるスタイルなので、演

店にしなければ、ビジネ

回目の試作でいろいろな

んな個人で始めると忙し

ていた。その後、

素材を組み合わせていく

ドをピッとすると前回何

ら、これくらいいけるだ

クハイアットは、ホテル

る。砂糖は一切入れず、

スはきついので、ラッキ

ことをする。例えばスポ

く、新しいお菓子を出し

ハロウィンになり、店は

という感覚である。ケー

を買っているか確認でき

と思った。案の定、１年

全て練乳の甘さだけで作

利益は出せない。最初、

ンジケーキとクリームと

たいけれどなかなか出せ

かわいくなるが、売り上

キ屋も素材から物事を考

ろうという生産の数を出

ろいろなことができると

ろの目標だった。それが

ホールケーキのビニョ

全 然 売 れ な か っ た が、

フルーツの組み合わせな

ない。それでもしなけれ

げは上がらない。何とか

えていくことが、重要だ。 るので「あのお菓子はど

して、管理している。事

リーズ」で、今の時期は

ラータは、イタリアのス

徐々に売れるようになっ

点を、
幾つか考えてみた。 ら、１台作る時にいろい

ばならないから、いかに

しようと思い、リンゴが

うでしたか」や誕生日で

でもフランスがいいと思

イーツで、小さなシュー

た。５年くらい前、日経

ろなパターンを作ってし

短時間で自分が納得し、

一番おいしいのは

また、顧客管理がきち

前に動く感じにしている

が作る栗しか使わない。

運よくパークハイアット

クリームが山

新聞の土曜のランキング

１つは売り上げの伸び悩

まう。スポンジ生地は３

お客さんに喜んでもらえ

のでリンゴ祭りを始め

は「本日このお客様は誕

のは、そのシステムがあ

としてのコンセプトが明

でシェフになることがで

積みになって

で、無花果のケーキはパ

み。調子がいい時は、あ

種類用意する。スポンジ

る商品を作るか、という

んとできるレジシステム

生日です」と画面に出る

目はやばいなという状況

きた。５年くらいたって

いる。普通、

ウンドケーキランキング

る程度売り上げは伸びる

以外の生地やクリームも

試作の仕方が重要である。 た。リンゴの加工を全部

を入れている。会員にな

るからできる。

考えた。住んでいる人し

メディアに取り上げても

バースデーケ

の１位をいただいた。う

が、一度低迷する時期が

割合や砂糖を変えたもの

違うものにする。このた

ので「本日はお誕生日お

になった。駐車場は

らったり、テレビに出さ

ーキはカット

ち以外、上位は全部東京

ある。常に商品開発を心

を用意する。そこで一度

この間までリンゴ祭り

るためにはお客様から１

次号に続く。

30

か通らない裏道にあるの

せてもらったりしている

して食べる

の店だった。オーボンビ

がけてはいるが、忙しい

に全部を食べ、方向性を

め、どういう加工をした

めでとうございます」と

20

宇治

が、これはフ

ュータンやピエールエル

中でしなければならな

をしていた。８月にはモ

００円をいただいてい

っている。

た。練乳、抹茶、小豆の

ォークで刺し

メなど、すごい名前があ

探 る。
「このお菓子なら

らリンゴが一番おいしい

無花果のケーキ

組み合わせで、チョコレ

て食べる。ハ

る中、
春日部と出ている。 い。そうなると、いかに

モ祭りをしているので、

ーだった。

ートのスポンジの中に練

ッピーバース

スポンジ生地はこれがい

自分はホテルでスター

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

短時間で品質の高い商品
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住んでいる人には「そん

洋菓子店の働き方改革
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香梅袋

岩崎 真岳
教師

グラニュー糖…１５０ｇ

小豆こし生餡…３００ｇ

〈小豆中割餡〉

日本菓子専門学校

今回は、青々しい初夏

を水で溶いた葛粉に入れ

と上白糖を合わせたもの

末状に砕いておいた黒糖

く）あらかじめ細かく粉

１／３ぐらい残してお

し て い く。（ 配 合 中 の 水

えながら手で完全に溶か

て返った葛種を約

ｇぐ

❹木べらと竹べらを使っ

ずつ加え延ばしておく。

いた１／５の葛液を少し

しにしていく。残してお

やし焦げないように本返

が出てきたらヘラ数を増

きれいにやる必要はな

餡は笹の葉にくるむため

に 乗 せ る。（ こ こ で の 包

蜜を切っておいた種なし

らいにきり、あらかじめ

わせもち、両サイドを降

りたたむように両端を合

包餡し笹の葉の上（表面） き、笹の葉３枚を縦に折

青梅蜜漬け（餡入り）で

りながら綺麗な折り目が

枚の上に④を真ん中に置

❺重ねて敷いた笹の葉２

い。）

えないように仕上げる。）

いにやりつつ中の餡が見

（サイドの折り目はきれ

枝を使って縛り上げる。

とめ、切っていた笹の葉

る。上の部分をひねりま

出るように袋状に仕上げ

生地を締める。

❼水を張った冷水に入れ

にする。

＆中を真空のような状態

気で８分程蒸しあげ殺菌

❻セイロに移し強めの蒸

具や菓子など趣向を凝ら

性達が次々に訪れ、茶道

設。華やかな着物姿の女

・源氏流による茶席を特

流、の茶道５流派と煎茶

すきに菅の笠」をイメー

歌に出てくる「あかねだ

え、なじみのある茶摘の

及をテーマに菓子を考

は、若い人への茶道の普

をはじめ多くのスタッフ

外郎をたたみ表現しまし

２色に染め分けた四角の

「唐衣」を出しました。

る尚武をイメージした

設、菓子は園内に咲き誇

聿子師範が観騎亭席を開

歳現役師範）社中池田征
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したもてなしに心を和ま

ジした菓子を注文しまし

た。「 周 り の 青 葉 も 美 し

よく混ぜ合わせる。絹フ

せました。

た。練り切を円形に延ば

〈葛種〉

を提案させて頂きます。

も味にも清涼感なお菓子

※青梅の蜜漬
（種なしＭ）

３枚使用

※笹の葉（枝付）１つに

葛粉（随一）………
上白糖………………
黒糖…………………
水飴…………………

ルイで裏ごし残りの水で

たたえる「第

り、参会者が静かに見つ

ここで、当日出された

く、お茶の味と菓子を引

ｇ

師賛仰献茶式・大茶会」

める中、古儀茶道藪内流

し笠の筋を入れて半円に

き立ててくれるよう」と

トレハロース………

かり混ぜ合わせる。

日、岡山後楽園

菓子の紹介をしたいと思

たたみ、赤いたすきをイ

これも好評で、数が足り

に映える青梅の甘露煮と

❸葛種を１／５ほど別容

が４月

家元・藪内紹智宗匠が風

います。裏千家は、学校

メージした線を２本入れ

裏ごしする。
❷水飴、小豆こし中割餡
を加えホイッパーでしっ

岡山後楽園で大茶会

器にとっておき、サワリ

で開かれました。平成最

格あるお点前を披露。臨

茶道連絡会が担当し淡交

なくなるぐらいでした。

平成
最後

一粒

ねっておいた小豆こし中

に移し火にかけ木べらで

後の茶会となり約２５０

済宗建仁寺派管長の小堀

たかわいい菓子ができあ

洗い流すようにしっかり

【準備】
漬けていく（笹の葉の枝
割餡を詰めて穴をふさい

底をしっかり当て葛種を

０人が緑に包まれた名園

会岡山支部青年部が中心

ｇ

ｇ

・小豆こし中割餡を練り
部分を切っておく）
でおく

対流させながら練ってい

泰巌老大師が栄西をまつ

栄西（岡山市出身）を
回栄西禅
74

水飴…………………

ｇ

上げておく。
・蜜をきっておいた種な
【工程】

で一服を堪能し、茶祖栄

28

笹の葉を使って見た目に

ｇ

・笹の葉（枝付き）を沸
し青梅蜜漬けＭのくりぬ

く。だんだん葛が返り塊

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。

ＦＡＸ ０３－３４０７－５４８６

に裏千家、表千家、武者

鶴鳴館など園内７ヶ所

後、読経をしました。

る祭壇に茶をささげた

め約１０００人が立ち寄

若い学生や幼稚園児を含

列ができるほどの人気で

となり野点席を開設、行

でした。

ておいしかった」と好評

けど、お菓子がかわいく

茶はちょっぴり苦かった

がりました。園児にも「お

してもらいました。

名園でお茶と菓子を満喫

人々に、うららかな春の

らお年寄りまで数多くの

このように幼稚園児か

岡山県菓子工業組合理

事長・宮武孝昭

岡山後楽園

源氏流は、澤田春園（

唯一、煎茶で参加した

りました。鈴木青年部長

㊧あかねだすきに菅の笠・㊨唐衣

小路千家、藪内流、速水

能舞台で献茶式があ

西を偲びました。

若い人への茶道の普及を

ｇ

騰したお湯の中に入れ軽

❶葛粉に少量ずつ水を加

水………………３２０ｇ
小豆こし中割餡

35

かれた種の部分に硬めに

香梅袋

く湯がいておき、冷水に

………１５０ｇ

山
岡
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