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日、東京・明治記念館で開

いと思いま

いただきた

を開発して

れるお菓子

と健康にな

にしないお菓子、食べる

であろうと固く信じてい

て、それが健康に良いの

な甘さにこだわってい

国のものに比べると繊細

和菓子洋菓子含めて、外

み、菓子の生産・輸出に

ンバウンド需要を取り込

２５年は大阪万博で、イ

・パラリンピック、２０

来年は東京オリンピック

グビーワールドカップ、

伸びています。今年はラ

で、これも右肩上がりで

その１％の１万９千トン

は伸びています。輸出は

万トンの生産でここ５年

産輸出で、昨年は２００

塩川局長より「菓子の生

農林水産省食品産業局

した。この結果、本年度

・取締役会を開催し、理

この後、新理事は理事

任した。

の賦課金は昨年度と同

事長・社長、副理事長・

程され原案通り承認可決

円にすること

副社長、常務理事・常務

様、１株
とした。

任し、会計を担当する常

取締役を選出、理事長・

可決した。

務理事・常務取締役には

「常勤役員の報酬枠に

と、議長に堤副理事長が

「理事任期満了に伴う

白松一郎氏（宮城県菓子

社長には齊藤俊明氏を再

指名され議事に入った。

改選の件」はビル会社の

工業組合長）が再任され

ついて」は原案通り承認

年度事業報

役員改選と併せて行うこ

た。（別項参照）。

及び予算案承認の件」（２

「令和元年度事業計画

原案通り可決した。

事より監査報告があり、

件」が説明され、若月監

・監査役２名の辞任にと

を選出した。また、監事

ら残り理事・取締役

慣例により各ブロックか

子園に関する説明があっ

志氏を承認した。この後、 画の上映後、全国和菓子

事・専務取締役に吉田竹

た。

先ず「平成
告書及び財産目録及び貸

とが承認され、まず、理

面 参 照 ）「 令 和 元 年 度 賦

もない、新たに２名を選

事長より、乾杯の発生が
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り、第

甲子園津田実行委員長よ

国和菓子甲子園の記録動

課金決定の件」は同時上

長の挨拶の後、日本製パ

なされた。

名

子業界に関係する事は、

ン製菓機械工業会増田理

あった。一般財団法人食

と思います」との挨拶が

取り組んでいただきたい

を活用して、衛生管理に

たと聞いています。これ

で手引書を２月に作成し

求められますが、連合会

ＣＰに沿った衛生管理が

法の改正に伴い、ＨＡＣ

いと思います。食品衛生

る会社は、活用を頂きた

拡張などを計画されてい

の機会に設備増強や工場

きるようになります。こ

業所税と低利の融資がで

社は支援対象となり、事

ディー・ビスケットの会

らチョコレート・キャン

日ＥＵのＥＰＡで４月か

議事終了後、第９回全

借対照表及び損益計算書

名のうち員外理

事定数

％）

通 常 総 会・定 時 株 主 総 会 を 開 催

期定時株主総会を６月

貸借対照表及び損益計算
％）とする原案が承認さ

会場では引き続き、関

す。我々に

取り組んでいただきたい

続いて全菓連の第

係当局、関連団体、業界

至福の時間

と思います。特定農産加

50

及び剰余金処分案承認の

全菓連・ビル会社 普通配当百円（年
期通常総会、第

全菓連、同共済ビルヂング㈱（理事長、社長齊藤俊明氏）は令和元年度
第

員も駆けつけ、挨拶された。

書及び株主資本等変動計
れた。

の株主配当金は１株につ

算書及び個別注記表及び

日まで）

ら始められ、出席株主数

剰余金処分計算書案承認
通常総会が開催され、出

平成

と持株数を報告し、総会

の件」について営業概況
席会員数を報告し、通常

会議は先ずビル会社か

が定数を満たし成立した

並びに決算状況が説明さ

総会が定数を満たし成立

議案審議では「第
年４月１日から

き、普通配当百円（年

と宣言したあと、齊藤理

れた。宮武監査役より監

したことを宣言したあ

（平成

関係者約１４０名が参加

を与えて頂

工法が５年に一度延長を

懇親会も開催

し、懇親会を開催した。

けて、スト

が駆け付け
「私は甘党で、 る次第です。糖尿病を気

本年は甘利明衆議院議員

レス解消に

迎えますが、今国会で延

人間ドックで一番気にな

も良いと思

期

事長・社長を議長にして

査報告がされた後、同期

させていただいていま

議事に入った。

るのは血糖値とヘモグロ

す」と挨拶があった。

期

ビンＡ１ｃです。日本の

年３月

催し、全議案を原案通り承認した。終了後の懇親会には、甘利明衆議院議
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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
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（１） 令和元年７月15日

者数は増加が続いてお
する観点から、以下の事

中小菓子業界の発展に資
未開催の都道府県組合が

けするとともに、講習会

合員の注文に応じてお届

栄養成分計算ソフトを組

を利用した菓子業界専用

く、消費者、マスコミを

ら、食品事業者だけでな

ロスの削減を図る観点か

安全・安心の確保、食品

され、より一層の食品の

水産省の主催により開催

員までお届けしたところ

に、４月には冊子を組合

ージに掲載するととも

作成、全菓連のホームペ

理計画作成の手引書」を

子製造業における衛生管

の考え方を取り入れた菓

包括的経済連携協定）交

ＲＣＥＰ（東アジア地域

が本年４月に開始され、

日米物品貿易協定交渉

【３】貿易交渉への対応

に要請していきます。

安定供給対策の充実を国

令和元年度事業計画

年３月の月例経

全菓連
平成
年の推計値は
講習会を開催される場合
含めたフードチェーンに

渉等が進められていま

弱さも見られるが、個人

ころ輸出や生産の一部に

の経済の基調は、このと

比同程度の伸びとなって

ンバウンド消費も前年対

比８・７％増となり、イ

３、１１９万人と前年対

り、平成
業に取り組んでまいりま
には、定額助成を実施し
です。

消費の持ち直し、設備投
います。伸び率は低下し

済報告によると、我が国

す。
関係する者全体で情報を

資の増加、雇用情勢の着
たものの堅調に推移して
表示、遺伝子組み換え食

た加工食品の原料原産地

また、その後改正され

ージが発せられるととも

いく事が重要とのメッセ

すべき役割に取り組んで

共有し、それぞれが果た

チェックすべき事項につ

を体系的にまとめ、日々

されている一般衛生管理

組合員各位が日常実施

業が不利になることの無

と連携し、国内菓子製造

向を注視しつつ関係団体

す。政府の対外政策の動

に求めていきます。

品表示、冠表示のガイド

ですので、対応は容易と

【４】中小企業、地域活

【１】食の安全安心に関

の一部が改訂されまし

は思いますが、組合員の

性化対策

いよう所要の対応を政府

子の新しい食品表示全体

た。消費者の菓子に対す

問い合わせに適切に対応

いて記録するという内容

いう政府目標に向けて、
①適正な食品表示の推進
を網羅した分かり易い冊

る信頼確保のために、組

年１月、基本原則

先行きについては、当
今年度も引き続き堅調な
等
子を作成し、組合員の皆

に、

面一部に弱さが残るもの
伸びと地域への波及が期
⑴引き続き表示の適正化

ライン等を踏まえ、お菓

の、雇用・所得環境の改
待できるところです。

する問題

善が続く中で、緩やかな

20

１、事業環境を
巡る諸問題への
対応

ます。

実な改善等緩やかに回復
おり、

年度４千万人と

している。

30

31

る影響や、中国経済の先

の動向が世界経済に与え

れる。ただし、通商問題

回復が続くことが期待さ

等の原料価格、資材等の

子業界は、小麦、乳製品

傾向が続く中で、中小菓

いては依然としてデフレ

また、小売り段階にお

からの適用に向けて準備

基準の令和２年４月１日

公表された改正食品表示

品表示法の施行に併せて

の意図的な毒物混入事案

基本原則について、最近

本原則の改訂への対応

②食品事業者の５つの基

化に中小菓子製造事業者

によるＨＡＣＣＰの制度

食品衛生管理法の改正

化への対応等

③ＨＡＣＣＰ手法の制度

を注視しつつ、適正価格

況及び国内農政の動向等

世界の穀物等の需給状

に関する問題

【２】原材料の安定確保

めてまいります。

ラ整備、人材の育成確保、

が実現するよう、インフ

地震の震災復興の加速化

もに、東日本に加え熊本

域経済にも波及するとと

果が着実に中小企業、地

品表示の推進に努めます。 努めます。

①菓子需要喚起キャンペ

【１】需要喚起対策

加工用米、もち米、北海

業との連携の下に、国産

保のため、関係団体、企

①菓子の原材料の安定確

菓連ビルへの委託事業）

保対策等の経済事業（全

【２】原材料等の安定確

以上の状況を踏まえ、

京で実施を予定します。

国役員研修会を

月に東

①全中の助成を受け、全

ブロック会議の開催

【３】全国役員研修会、

ＰＬ共済保険制度のほ

ては、引き続きパソコン

れる栄養成分表示につい

特に、新たに義務化さ

回全国和菓子甲子園、

る高校生を対象とした第

８月に大阪で開催され

【５】青年部活動の支援

どを行います。

険の加入促進に努めます。 パソコン導入促進融資な

か、引き続き任意ＰＬ保

ブロック長会議、各地区

ブロック会議開催補助、

子祭り等の助成、全菓連

らなり意見交換会が農林

者、マスコミ、有識者か

等を踏まえ、業界、消費

ア諸国等から、日本の菓

に、経済発展著しいアジ

情報提供を行うととも

技能１号の活用に向けて

国人在留資格である特定

管法により創設された外

足への対策として改正入

【７】その他

き続き募集を行います。

認を受けて「ＨＡＣＣＰ

２月８日厚生労働省の確

が対応するために、本年

情報の提供等により紙面

品質管理・表示に関する

料メーカーの情報提供、

情報、需要喚起方策、材

を拡充するほか、原材料

菓連ビルへの委託事業）

【１】菓子工業新聞（全

方法を検討します。

砂糖、乳製品等原材料の

き ま す。 併 せ て、「 組 合

あり今後とも充実してい

等を行っているところで

（「お菓子のレシピ集」）

お菓子のレシピの紹介

上げた組合員店舗の紹介

に、菓子工業新聞に取り

実

要請していきます。

るために小麦、米、小豆、 実等の施策の拡充を国に

での菓子原材料を確保す

員様情報」コーナーを活

中小企業税制の一層の充

年４月１日に食

全日本菓子協会が窓口

道小豆、天津小豆等の共

②各県組合相互の情報交

ブロック大会の開催等の

子並びに菓子製造技術に

の充実を図ります。

用した組合員に対する各

⑵平成

年に制定された

となり菓子業界と砂糖業

同購入、斡旋事業を引き

換並びに全菓連の事業推

支援を行います。

対する関心が高まって来

【 ２】「 お 菓 子 何 で も 情

平成

界が一体となって取り組

続き実施します。

進のためのブロック会議

【６】全国菓子大博覧会

ており、全日本菓子協会

ーン

（平成

年度以降継続）

２、組合活動

また、海外からの訪日

む菓子需要喚起対策事業

②包装資材、出版物、プ

を継続実施します。

の次期開催地

子業界としての国際貢献

等関係団体と連携して菓

組合員への情報提供の充

報館」による、消費者、

させていきます。

種情報の提供を一層充実

各県組合情報提供制度 （「各地の菓子店探訪」）、

「お菓子何でも情報館」

全菓連ホームページ

に引き続き参画します。

リンター、アルコール洗

【４】各県組合活動の支

第 回全国菓子大博覧
会の開催地について、引

３、情報提供

②各県組合等が実施する

剤等の必要資材の斡旋を

組織活動対策補助、菓

10

11

国内の深刻な労働力不

菓子祭り等の需要拡大の

③全組合員を対象とした

援

我が国経済の回復の効

行き、海外経済の動向と
価格の上昇、高止まり、
を進めていきます。

するなど、その普及に努

政策に関する不確実性金
人手不足など、依然とし

合員へのさらなる浸透に

融資本市場の変動の影響
て難しい経営環境におか

さんに提供し、適正な食

に留意する必要がある、
れています。

に取り組みます。

とされています。

28

引き続き実施します。

20

27

取組に引き続き助成しま
す。

28
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第

回通常総会

年

開
催

月に︑同センターで

日本菓子教育センター
日本菓子教育センター

製菓衛生師法施行規則の
などの助成を行った︒

定委員を推薦し︑交通費
は約２︐７３２万円で昨

書籍の販売の総頒布高
活動及び会員校の紹介を

ムページを手直し︑事業

善

６．資格取得者の待遇改

行う︒

一部を改正する省令が公
・５％と報告さ

年対比
れた︒

８．優秀学生の表彰
①加盟校より推薦された

布された︒改正内容につ
いては同センターよりの
優秀な学生

名に対し︑

申し入れが反映された︒

る理解を深めてもらうた

界に対し︑訓練校に対す

４．技術専門校が菓子業

協力

７．関係官庁の事業への

講師派遣をした︒

﹁働きながら学ぶことに

②技術専門校生を対象に

と記念品を授与した︒

体の代表者による表彰状

め︑
５校の会員校に対し︑ および関係菓子業界４団

菓子実習事業に資するた

ついて﹂をテーマとした

４．会員校のＰＲ︒専門

とした研修会の開催

３．会員校教職員を対象

取り組み

格制度に関する諸問題の

２．製菓衛生師制度等資

能検定制度の普及

１．製菓衛生師並びに技

し行う広報活動を支援︑

門校が和洋菓子業界に対

賛︑助成する︑②技術専

質向上のための事業に協

菓子業界の技術振興︑資

報事業に取組む︑①和洋

８．和洋菓子業界への広

に反映するよう努める

校間の交流を図り︑事業

７．専門学校︑技術専門

日に︑浜松町東

めの広報事業を実施した

①厚生労働省医薬局食品

小論文の応募作品の中か

学校について︑ポスター

令和元年度の事業計画

回通

の助成を行った︒
安全部企画情報課に対

作品に対し賞

助成する︒

平成 年度卒業時に日本

な内容は次のとおり︒
５．製菓衛生師検討委員
し︑製菓衛生師に関わる
ら優秀な

および会員校の学校要覧

９．本頒布事業

６．会員校における和洋

１．会員校教職員を対象
会では︑製菓衛生師資格
諸問題について︑情報交
状と記念品を授与した︒

を制作︑配布する︒技術

統一制作した︒

とした研修会を開催︒
制度に関する諸問題につ
換や資料提供等に協力︒
９．会員の拡大

年

度事業報告についての主

同センターの平成

常総会を開催した︒

京會舘において第

２．ポスター︑加盟学校
いて︑会員校より要望事
②技能検定試験の問題作

万円

要覧を作成し︑全国約五
項を取りまとめ︑厚生労

場合︑１校につき

千の高校に配布︒会員校
成の委任を受けている︑

校・

今年度の入会は無かっ
た︒
．出版物など販売事業

千葉市
７月

日︑栄養成分
計算ソフト取扱い説
明会︑講師・㈱デリコ︑
ホテルグランヴェール岐

日︑夏休み！

作する︒

遣を行う︒

員校に︑講師の紹介と派

資するため︑希望する会

５．教育センターのホー

内書とポスターを統一製

．和洋菓子実技授業に

働省へ陳情書を提出し︑

作品
校・

山︑岐阜市
７月

親子でものづくり体
験教室︑都城圏域地場産

日︑食品衛生講習

業振興センター︑都城市
７月

会︵食品表示・異物混入
苦情対策︶
︑ 講 師・ 保 健

日︑組合間連

グランドホテル︑新潟市

企業団体中央会︶
︑新潟

稲垣隆弘氏︵新潟県中小

品開発について︑講師・

携推進事業による商

８月

ラザ︑宮崎市

日︶盛岡市︑ 所主任技師︑宮崎市民プ

日︶平泉町
日︑和菓子講

主︶
︑ 千 葉 県 菓 子 会 館︑

貴 之 氏︵ 菓 匠 庵 白 穂 店

店売り品﹂
︑ 講 師・ 新 澤

習会﹁菓匠庵白穂の

７月

14

専門校について︑入学案

の生徒募集に貢献した︒

平成

▽近畿ブロック
作品

校・
▽九州ブロック
作品

日〜

行事予定

︵

平泉文化遺産センター

マリオス︵

田 正 貴 氏︵ ㈱ デ リ コ ︶
︑

使い方講習会︑講師・武

養成分表示ソフトの

７月

16

15

日︑栄

▽中・四国ブロック

28

10

10

菓子教育センター理事長

89

中央職業能力開発協会の

︵理事長髙井和明氏︶で

87

検討がなされていたが︑

３．技術専門校入学案内
およびポスターを平成

考されたチームは︑８月

チームが選考される︒選

ロック２チーム︑合計

が行われ︑最終的に各ブ

後︑各地でブロック予選

回全国和菓子甲子園

校２４６作品の応募

第
全菓連青年部主催の第
回全国和菓子甲子園の
都道

校２４６作品

応募総数は︑全国
府県より
になった︒応募締め切り
日︑大阪市・辻製

菓専門学校にて︑決
勝戦を行い優勝作品
が決定される︒
各ブロックの応募

作品

18

65

24

24

22

37

岐阜

宮崎

新潟

数は以下の通り

校・

作品
12

50
岩手

18

31

17

17

23

▽東北・北海道ブロ
ック

９校・

▽関東・甲信越ブロ
ック

作品

▽中部ブロック
校・

12



10

10

46

23

10

中四国ブロック予選

15

34

千葉

20

81
10

31

43
30

は６月

10

依頼により︑和洋菓子検

30

年４月１日より︑

30

43
26
81
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（３） 令和元年７月15日

長野県の南部（南信）
、 ました。他にもハチの子
にも、又、世

いる。宇宙食

気で輸出して

ではすごい人

「ヨーロッパ

伺いました。

員にも話をしてみよう、

してみようと回りの組合

ナゴを使った何かに挑戦

意見があり、それでもイ

たら誰も食べない」など

どうか」
「そんなことし

い」「１匹丸ごとのせたら

良いのか、

店舗集まっ

ちに進め方を任せた方が

で見て、組合の若い人た

す。誰か助けて！長い目

あるのですが悩んでいま

としてとても魅力的では

しインパクトもあり素材

では宣伝も弱い。珍しい

すと熱くなりました。私

いましたが、私も語り出

この地域少し変だとも思

り熱く語る人ばかりで、

た。１２０名ぐらい集ま

出席させていただきまし

食のシンポジウムがあり

先日、伊那市にて昆虫

イナゴのクッキー

やざざ虫、サナギなど。
界的に人口が
とはなったのですがなか

昆虫食ブームが今に来る

特に伊那谷と呼ばれるこ
今では珍味として重宝さ
増えた時最後

でしょう」
と。
うで醤油や蜜にイナゴの

せんべいか、かりんと

と、話は聞いているので

補助金も出して頂けそう

レビなどで取り上げられ

なか話は前に進みません。 て旗揚げすれば新聞やテ

インです。昆虫が入って

だ！」「 い え、 そ れ が メ

が入っている、異物混入

も変なのかな？「あっ虫

イナゴのクッキー

の地域では、昔から冬場
れ、高価なものになって

この伊那谷から新しい
そんな話を聞

細かにしたものを使って

の頼みは昆虫

くだ煮にして食していま
お菓子を発信できない
き、何とか商

しまいましたが…。

した。私も中学生ごろま
か、と若い組合員と話し

いるので混入ではなく昆

い。大手では販売しきれ

います。３年後と何とか

っていますが、今回は違

副理事長・福澤芳史

伊那支部支部長・長野県

長野県菓子工業組合上

ムを補うため、昆虫をつ

で母と一緒に秋の稲刈り

すが。ゲテモノと言う人

入です」とかバカな事ば

作ってくれる菓子店を探

もいますが珍味と言えば

かり考えている今日この

品にならない

して、各店頭に並べても

手が出ませんか？

ごろですが、面白い素材

た時、なぜか「イナゴで
かと。その時イナゴのク

らうのも良いかと思った

いつものこの紙面には

であるので私の生きてい

の時期、田んぼの土手を

ッキーを作ってもってい

のですが、近くには小回

「こうして、こうしたら

るうちにはと。

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

ない。自店ではイナゴク

なっているように試行錯

たまたま伊那市に昆虫
名に食べて

りの利くせんべい屋さん

成功した」という話が載

いでしょうか。当時海に

ッキーがそこそこ売れて

た。「エッ」と

も ら い ま し た。
「おいし

やかりんとう屋さんがな

上生菓子やアニバーサリ

近い工場一本でされてい

って出席者

屋さんがあり、そこの社
いけどイナゴが分からな

す。どうして和菓子店か
ーケーキなど本格的な和

誤の途上であります。

などつくだ煮にする珍味

が…他の地域
長に来ていただきお話を

ら洋菓子のパイをベース

はいるのですが、１店舗

春華堂様
東海道新幹線の沿線で

た生産を、防災の観点か

来上がったら製造ライン

菓子・洋菓子を多く作ら

った製品特性もあわせ、

とした製品が誕生したか

前や各地のイベントなど

一番長い距離を走るのが

へ装着しお菓子づくりを
ら、内陸部に世界でも類

主な納入先であった仕出

れています。五穀屋とい

で販売していく事によっ

には色々な逸話があると

行うところです。自社で

静岡県。その静岡で№１

し・弁当ルートから、当
を見ない免震システムを

て従業員も少しずつ増や

うプレミアムな別ブラン

じゅうで創業した当初は

聞いていますが、やはり

•••••••••••••••••••••••••••••

のお土産は、ご存知うな

一貫して行うので、お客

株式会社 富士製菓・富士食品

社独自に開発した成形技
導入した工場を造りダブ

す事ができ、設備も増強

ドもお持ちになっており

資金的にも、人的にもな

皆が大好きなバターをふ

様のニーズに合わせた商

ぎパイです。製造してい

術を応用できる特注品の
ル生産体勢にされました。

して量産型の和菓子店に

技術を高める事には並々

かなか順調に集めること

んだんに使い、うなぎパ

品が作れます。

る春華堂は、浜松で老舗

依頼も増えていきまし

に、富士食品はキャラク

変わっていく事ができま

宮崎から世界へ

コンビニで販売されるキ

ター市場へ向かっていま

ができませんでした。親

これを契機に数段階発展

スト・短期間で

ャラクター商品のお菓子

すが、双方の持つ市場性

現在、富士製菓は伝統

生産ライン乗せ

なども手がけています。

や情報を生かして弊社の

た。現在は、大手人気テ

られる技術」を

キャラクター商品の製造

技術と宮崎の食材とキャ

した。造形にこだわった

用い、国内の業

は、ゆるキャラブームが

ラクター・伝統和菓子の

戚や友人の力を借りてお

年に父の

務用食品市場向

最初でした。取引先から

融合等により、味、色、

業しました。ういろう、

弊社は昭和

篠原富士朗が宮崎市に創

けに長年販売す

の「キャラクターをかた

形にこだわったお菓子を

的な和菓子を国内外市場

ならぬ力を入れられてい

れたと思います。さらに

る事により現在

どった和菓子は作れない

ーマパークのお菓子や、

イ職人の手技を惜しまず

そんな同店の発展も実

その後２０１４年にもｎ

の礎を築きあげ

宮崎県菓子工業組合・

世界中の人に食べて頂き

お菓子の形づくり、デザ

株式会社富士製菓代表取

か」という相談がきっか

特に、冷凍保

インから始め、原型、製

締・篠原将洋

ることができま

存し、解凍して

造機械、道具を製作。出

たいと思います。

提供できるとい

けでした。弊社の強みは

伝統的な和菓子を「低コ

の菓子屋として知られて

を作られている、その技

は一本調子ではなかった

ｉｃｏｅという大型のス

富士製菓

した。

店を切り盛りし、宮崎駅

が加速されたようです。

まえに楽しめる体験型工
場見学。その体験の提供
が菓子屋店のブランド価

術が当初から高くあった

とのことです。その中で

イーツコミュニティーを

値の向上に大きく寄与さ

からだと思います。

大きな転機になったのが

名実ともに日本が誇る

43

崎
宮

富士製菓の和菓子

富士食品

白玉まんじゅう、酒まん

るとの事。

名湖の鰻を連想される方
が多いと思いますが、う
なぎパイはその地元名産

）９月に

品からヒントを得て１９
６１年（昭和
誕生しました。
当時はまさに高度経済
成長の真っ只中にあり、
その後開通した東海道新

作られました。春華堂さ
２００５年
（平成

年）
浜

に入ると

んは文字通り静岡を代表

お土産ＴＯＰ

松の西部にうなぎパイフ

する名店としてこれから

言っても過言ではないで

ァクトリーを新設し、多

も発展されることと思い

全線開通した東名高速道

くの見学者を受け入れる

しょう。
そんな春華堂さんです

路というインフラの勢い
にのって、瞬く間に全国

ます。

年に

尾関 勇
ようにされたことではな

幹線、そして昭和

【40】

17
が、うなぎパイ以外にも

44

いまでは全国で当たり

丹念に手間のかかるパイ

12

います。浜松といえば浜

言われました

で発信された

は」と言ってしまいまし

20

歩きイナゴを捕まえてい

ら「イヤじゃん」と。

のタンパク質とカルシウ

野
長
に名前が広まったそうで

10

36
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第964号

に就任した戸塚裕一氏は
いの好立地条件にあるが

業︑店舗は国道一号線沿

入っている︒配達も納入

方は午前２時には工場に

事を執っていて︑早出の

テーションを活かした人

応するため従業員もロー

年中無休のスーパーに対

た営業を展開している︒

店舗を網羅し

津市等の大型スーパーを

子を中心に製造している

ている︒四季ごとの和菓

うなど家族全員で従事し

て︑休日には家業を手伝

は菓子専門学校生とし

目として入社︑お嬢さん

子さんが﹁末廣﹂の３代

の６人家族︑今年から息

に子どもさんが一男一女

家族は両親と裕一夫妻

早くから組合や青年部に

与されてきた︒裕一氏も

長を務め業界の発展に寄

る︒父親も清水区の組合

ションを大切にしてい

同業者とのコミュニケー

スケジュールのなかでも

仕切っているが︑多忙な

氏が全面的に営業を取り

高齢の父親に代わり裕一

店毎独自の商品を開発︑

を使用することを条件に

なく︑材料に﹁きな粉﹂

ている︒統一した商品で

利用して販売促進を図っ

評価のある﹁きな粉﹂を

用され︑栄養価としても

康に由来する名物︶に使

る﹁ 安 倍 川 餅 ﹂︵ 徳 川 家

力や︑静岡県に代表され

になることが当然と家業

息子さんは自ら後継者

ることができたと話す︒

生かされていることを知

めに頑張ることで自分が

てきた︒また︑他人のた

を頂いて営業に活かされ

し合うことで知識と智恵

が共通の課題について話

することが大事で︑仲間

氏が昭和

年現在地で創

静岡県菓子工業組合

中部ブロック青年部長

顧客に約

静岡市清水区楠新田にあ
創業当初から和菓子専門
時間に合わせ４台の車両

頑張れ青年部！

る株式会社﹁末廣﹂の専
の製造卸に主力を置いて

に入った︒これも幅広く

中部ブロック長を訪ねて

務 取 締 役 を 務 め る︒
﹁末

﹁金な粉﹂の共通のシー

活動する父親の背中を見

所属し︑菓子講習会︑菓

ルを添付してお互いが切

が︑常にオリジナル商品

子博覧会など様々な事業

で対応している︒
の開発にも挑戦し︑最近

て育った結果であろう︒

子専門店に望まれる事は

裕一氏はこれからの菓

年部では清水港ドリーム

ック長に推挙された︒青

務め︑今年度︑中部ブロ

菓子工業組合青年部長を

い富士山を見たいと言う

岡県で開催される︒美し

は中部ブロック大会が静

れている︒また︑来年に

菓子甲子園の準備に追わ

ばならない︒

援︑応援して行かなけれ

代を担う若者を全力で支

明るい︑組合としても次

が育つことは菓子業界も

宝である︒こうした若者

若者は次代を担う貴重な

磋琢磨している︒
日
回全国和

一手間かけた製造が大切

プラザでのイベントや静

希望が多く︑会場の選定

に行われる第

青年部は今︑８月

にも積極的に参加し協力

年から１期２年静岡県

では洋菓子を専攻してい

ークリームの試行も行っ

と強調する︒裕一氏は昭

岡市主催のお茶の日等に

に苦慮している︒裕一氏

事・森田紀

静岡県菓子工業組合理

歳︑体

積極的に参加して部員の

和 年生まれの

力︑気力︑行動力と一番

ている︒

20
は組合活動には先ず参加

10

意欲と団結心を深める努

25

充実している時である︒

52

30

店内にて 戸塚裕一氏

して貢献してきた︒平成

きた︒現在は静岡市︑焼

﹁末廣﹂の店舗及び工場

るお嬢さんの提案でシュ

廣﹂は父親で社長の輝夫

平成

第

富山県菓子
工業組合

回通常総会開催

前払いされる時は︑商品

商品をお渡しする形で︑

工程をチェックす

般的衛生管理をもとに各

先の杖であり︑日常の一

生管理による改善点の把

し︑保存をして︑その衛

映することがＨＡＣＣＰ

握と衛生管理計画への反

分表示については︑表示

の考え方である︒栄養成

会計理事・密公昭

％以

富山県菓子工業組合・

有意義な講習会でした︒

度に対応するべく︑大変

講座もあり︑迫りくる制

践的な栄養成分ソフトの

の合間に組合員による実

ました︒また︑この講義

法等があることを勉強し

という表示が必要な簡易

は目安です︒︵推定値︶﹂

で︑表示に﹁この表示値

な方法により得られた値

内である公定法と合理的

れた分析方法で±

値の要件として︑規定さ

をお渡しする日が基準と

講演会風景︵２︶

ることで︑未然に
事故を防ぐことを

一般的衛生管理と

講演会風景︵１︶

％頂く︵軽減税率

なり

対象外のもの 例えば一

改めて︑軽減税率につい

は︑従来の設備・

体資産とならない箱等︶
︒ 目的としている︒

取引の流れとそれに伴う

てもっと認識を深めなけ

軽減税率制度における

対応ポイントを中心に話

機械器具などの衛

衛生教育・訓練︑

ればいけないことに気付

続いて︑株式会社アル

食品等の衛生的取

され︑軽減税率の対象品

や外食・ケータリングの

プの末永︵まつえ︶知史

扱いなどを指し︑

生管理︑従事者の

適用範囲なども教えて頂

︵さとし︶氏を講師にお

それに菓子類の区

かされました︒

きました︒中でも︑柏の

迎えして︑ＨＡＣＣＰの

分を行い︑その製

目では︑一体資産の意義

％

制度化と栄養成分表示に

葉は食べないから

で︑桜の葉は食べるから

造工程図をもとに

成をし︑記録を残

衛生管理計画の作

ついて講演して頂きまし
月１日前に予

ＨＡＣＣＰとは転ばぬ

た︒

８％であることや︑制度
が始まる

月１日以降に

20

講習会

・菓子店における軽減税率の注意点

日第
57

・ＨＡＣＣＰの制度化と栄養成分表示について

年６月

回富山県菓子工業組合総
会が﹁ホテルグランテラ
ス富山﹂で開催され︑議
案の審議が可決され︑滞
りなく終了しました︒
総会が終わり︑まず初
めに金沢国税局消費税課
の大橋弘明氏を講師にお
迎えして﹁菓子店におけ
る軽減税率の注意点﹂を

約され︑

10

18

テーマに講演して頂きま
した︒

10 10

31

10

57
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（５） 令和元年７月15日

秋田県南の引き菓子文化を守る

菓子として欠かせぬもの

菓子司つじや

秋田県南にある大仙市

かも知れません︒

従来﹁とうふかまぼこ﹂

のすり身を上手に組み合
わせた郷土食文化です

﹁三杯もち﹂は伝統的な

の花火大会
﹁大曲の花火﹂ なかった江戸時代の冠婚

する︑地元で﹁みそ﹂﹁は

わ ら び 餅 ︶﹂ を ル ー ツ と

は﹁ねばな餅︵＝現在の

江戸時代から秋田県に

とても軟らかく粘つき︑

チモチの食感が特徴ゆえ

三杯もちについては︑モ

割合が増加しています︒

ら小包装の一口タイプの

三杯もち

︵現在は川魚ではなくス

柵状の一本物がほとんど

葬祭では︑料理・引き菓

なみそ﹂と呼ばれる味噌

小型化・自動包装化は非

とうふかまぼこ

ケトウ等のすり身を使

でしたが︑

年ほど前か

用︶︒

で有名です︒国内最高水
子作りから着付けまでの

で味付けた餅菓子があり

常に難しいものでした︒

です︒

準の技術を誇る花火製造
一切を取り仕切る町料理

ました︒三杯もちはそれ

２０１６年に包装機械メ

大曲は︑８月最終土曜日

会社が５社もあり︑日本
人︵現代の出張料理人︶

らをベースに小豆餡を加

﹁三杯もち﹂を守り続け

ぼこ﹂
﹁とうふカステラ﹂ 一番美味しい引き菓子を

の郷土菓子﹁とうふかま

１５０年にわたり秋田県

の花火のまちで︑五代・

﹁菓子司つじや﹂はそ

作ると評判の町料理人で

代・辻ジュンは︑地域で

れていました︒当店の初

の屋敷を借りて執り行わ

の手伝いのもと地主さん

な﹁お菓子﹂です︒豆腐

ますが︑秋田では伝統的

惣菜＝おかず﹂を想像し

その名前から﹁練り物の

﹁とうふかまぼこ﹂は

た︒

販売するようになりまし

は同様の原料を焼き上げ

か︒
﹁とうふカステラ﹂

分かりやすいでしょう

な見た目と甘さと言えば

のです︒伊達巻きのよう

けて整形し蒸し上げたも

らかに混ぜ︑甘く味を付

の産地でもありました︒

す︒大曲は米と共に大豆

１２０年の歴史を誇りま

り︑大曲の鮭の孵化場は

クラマスなどが豊富であ

は河川へ遡上する鮭・サ

昔から秋田県の内陸部

めば噛むほど小豆餡の風

とお餅の食感ですが︑噛

口に入れるとモチモチ

名の由来です︒

計ったことが三杯もちの

原料を茶碗で一杯二杯と

えて作られたものです︒

要に追いついていないた

製造しています︒未だ需

き︑現在は月間２万個を

装機をようやく実用化で

小さな餅も包める自動包

ーの協力を受け柔らかく

ーカーとフィルムメーカ

状や包装の開発・改良を

した︒大正３年には店舗

は餡・羊羹のように感じ

続けていきます︒

ています︒これらは江戸

られる秋田独特の餅菓子

商品の成り立ちや原料

め︑今後も食べやすい形

機会は少ないと思うの

です︒外郎とも羊羹とも

配合︑製造方法︑地域の

味が溢れ︑飲み込む時に

子をコラボさせたイベン

で︑生徒たちも事前に聞

ゆべしとも異なる︑例え

菓子文化をしっかり守り

大豆から作る豆腐と川魚

イベントを開催してほし

トを開催し︑若者のやる

いてみたい質問を準備し

が難しいですが﹁お餅な

続けることが当店の第一

たものです︒

い﹂という意見がありま

気を応援するほか︑町へ

ており︑高度な質問には

羊羹﹂という表現が合う

と白身魚のすり身をなめ

した︒

の愛着心を育む︒２．城

プロも答えに窮する場面

を構え一般のお客様へも

道後温泉の近くには︑

下町松山のお茶文化に由

もあるほど︑生徒さんの



兵庫県にあるお菓子の神

来する和菓子文化を広く

さんと市長が

は︑住民の皆

松山市で

ています︒

春と秋に大祭が開催され

社四国分社があり︑毎年

中嶋神社の分社︑中嶋神

もりのみこと︶
﹂を祀る

あります︒

材を定着させる︒などが

し︑和菓子文化を担う人

媛県菓子工業組合が連携

ＰＲする︒３．学生と愛

菓子組合関係者と松山市

近くにある中嶋神社に︑

そのあと︑道後温泉の

た︒

熱は高かったと感じまし

食べやすく︑買い

なりません︒より

嗜好に合わせねば

と消費者のいまの

態や大きさは社会

義ですが︑包装形

理製菓専門学

年

施しています

ティングを実

るタウンミー

菓子職人を目指す学生な

目的としては︑１．和

す︒

イベントを開催していま

に合わせて和菓子のＰＲ

業組合と協力し︑その日

そこで︑愛媛県菓子工

また︑プロに作品を見て

て臨んでいると思われ︑

にわたり案を練り準備し

の開催に向けて︑長期間

向上していました︒今年

生徒の創作意欲も技術も

すが︑昨年と比べ格段に

今回で２回目の開催で

祭となりました︒

にぎやかで盛大な春季大

ど︑
皆さんでお参りして︑

校の生徒さんと先生な

シエ・医療・観光専門学

菓専門学校︑河原パティ

の幹部の方︑愛媛調理製

す︒

統を繋いでゆきま

郷土菓子文化の伝

を休めず︑今後も

いように改良の手

やすく︑渡しやす

29

７月に愛媛調

が︑平成

校の学生から

らではの視点で︑お茶が

食べて批評してもらえる

報部長・白石恵一

辻卓也

組合大仙支部員・

秋田県菓子工業
﹁和菓子をア

盛んな松山の魅力と和菓

愛媛県菓子工業組合広
ピールできる

た︒

直接対話をす

学生の創作意欲も技術も向上

開 催
される

椿湯館内にて松山市和菓

様﹁田道間守命︵たじま

松山市和菓子品評会

昨年に引き続き︑５月
子品評会が開催されまし

和菓子品評会

菓子司つじや

日に松山市道後温泉・

時代から冠婚葬祭の引き

式場やケータリングが

一の花火のまちと称され
が呼ばれ︑近所の女性達

に 万人を集める日本一

ています︒

15

田
秋
70

媛
愛
19

令和元年７月15日 （６）
（毎月 15 日発行）
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第964号

に尽力してくれている姿

て仙台市のお菓子の未来

事も兼任し、宮城県そし

県菓子工業組合の常務理

菓子組合の組合長、宮城

をして下さいました。

っかけになれば」とお話

興味を持っていただくき

んは「和菓子や駄菓子に

もあるそうです。熊谷さ

ぎには売り切れになる日

なり、贈って幸せな気持

ています。

ご贈答製品にも力を入れ

本舗熊谷屋ではお土産や

うために元祖仙台駄菓子

と多くの方へ知ってもら

を運んでみてください。

近くに来た際には是非足

子本舗熊谷屋さんに、お

指している元祖仙台駄菓

て立てる和菓子作りを目

季節菓子

は、仙台藩の伊達文化と

はとても頼もしい限りで

仙台駄菓子の美味し

ちになる。そんな人と人

むすび丸

昔ながらの懐かしい駄
ともに発展した老舗菓子

す。また、伝統の味を守

さ、その良さを再度認識

を繋げ、世の中のお役に

江戸時代から続く、 ほ素ろ朴甘いで歴史

菓子は、仙台を代表する
屋で、創業元禄八年（１

り続けながら新しい試み

してもらい、そしてもっ

元祖仙台駄 菓 子 本 舗 熊 谷 屋

菓子として全国的に有名
６９５年）
、終始一貫し

にも挑戦し、アニメ「Ｗ

務局・関根美智子

宮城県菓子工業組合事

しです。

笑顔になれる事間違いな

です。元祖仙台駄菓子本
て駄菓子の製造販売を行

伝統の技術を再発見しよう

全国的な人口の減少、

製造販売してまいりまし

術を保ちながらも、時代

が、誇れる日本の伝統技

菓子業界にとって厳しい

我が国日本は、今年五

それは四季折々の風情

た。その技術を年間を通

青森市にあります私の

材にした上生菓子などを

月に新天皇が御即位され

で、歳時にも使われ、繊

経営が続いており、中々

伝統と、味の良さがお

展開しており、目でも楽

ました。そして年号も令

にあった商品の製造販売

店では、上生菓子（茶菓

継続していくと思います。 少子化時代、高齢化等、

化は今後も廃れる事無く

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

食べて幸せな気持ちに

舗熊谷屋（くまがいや）

ａｋｅ Ｕｐ， Ｇｉｒｌ

年に

ラクター「むすび丸」や

仙台・宮城観光ＰＲキャ

ｓ！」とのコラボ商品、

い現在に至りま
す。昭和
は、竹のささら
を仙台名物の七

松栄堂

有限会社

にては、大臣賞を受賞し

店の誇りで、そのたくみ

しめ、常連客や和菓子好

じて季節の歳時菓子とし

厳しい状況であります

は、昭和天皇皇后両陛下
ています。歴史と由緒の

な業を今に伝えているの

細で見た目の儚さや、ま

年以上

飴玉を付けた
ご来仙の折、ささら飴が
ある、長く多くの県民か

和となり、新しい時代へ
さんです。現在は、仙台

た。観光のお客様

スタートしまし

も新しい取組みを

乗り、嶋清さんで

気で活性化の波に

でも話題が広がり、昼過

がより一層進むことと思

いろいろな面で技術革新

野での技術が発展してい

日本では多種多様な分

す。

わりで沸き立っておりま

は新しい時代への移り変

となりました。今、国内

洗練された和菓子職人の

じで、今後はＡＩを初め、 外国にはとても珍しく、

ますが、和菓子業界も同

技術から生み出される和

和菓子のような菓子は

化です。

に打つ独自のお菓子の文

な場において特に人の心

りと寛ぎたい時等、様々

てなし、または、ゆっく

た華やかさもあり、おも

くことで、販売増にもな

だけに限らず展開してい

好評です。この様に歳時

も関心をよせていただき

ころ、多くの方からとて

向け用に製造販売したと

けではなく、一般・子供

を茶人向けの物としてだ

販売しております。それ

クター等を模ったりして

て、また、動物やキャラ

合副理事長・畑中和紀

締役・青森県菓子工業組

らえたらと思います。

販売、是非参考にしても

い技術を取り入れた製造

れます。伝統技術と新し

は販売拡大になると思わ

技術の発見となり、それ

を見直すことで、新たな

が頭の片隅を通過してい

来た」って言うフレーズ

てくれた岬を僕は訪ねて

「あなたがいつか話し

葉から三崎

引揚げて千

は満州から

のお父さん

す。五代目

頃だそうで

が来航した

年、ペリー

で、開業がなんと嘉永六

さんは「嶋清」の六代目

た。現在の御主人の清道

嶋清さんにお邪魔しまし

三崎港にある菓子の老舗

れながら、本日の目的の

道さんが消防団長として

す。ちなみに現在では清

頼を掴んでいった様で

らも無くてはならない信

組んで地域住民の方々か

団活動にも積極的に取り

地元に貢献する為に消防

ったと思います。そして

って活気溢れた日常があ

周辺には十三の町会があ

海山の物産が豊富で自然

て浜の乙女たちが奉納す

上安全などの願いを込め

家内安全、商売繁盛、海

崎ならではの大漁祈願、

た。毎年一月十五日に三

を作り上げていきまし

よって嶋清は三崎の銘菓

様々な注文を受ける事に

付けた「あてんぼ」など

った
「チャッキラコの舞」 活躍していた舟の名前を

る踊りをイメージして作

風光明媚な三崎の代表銘

業」その他、江戸時代に

銘菓を開発した「高倍の

お迎えした事により奉納

「食の神様」を分社して

県千倉町の高家神社から

神奈川県菓子工業組合

に日々頑張っています。

客様に喜んでもらえる様

お父さんの二人三脚でお

国人も多く、息子さんと

間です。リピーターも外

至福の一時を味わえる空

させて本物の茶器で頂く

ろきっぷ」が大人

くような梅雨の合間の爽

の地に婿に

地域を守って頑張ってい

の恵みに感謝を捧げ、食

自分で点てる

お菓
 子作り体験ではお抹茶も

にお菓子作りを体

菓子は、外国にも誇れる

っております。

来られたよ

ます。そのお陰で一年を

広報部・亀岡肇

自分で茶筅で点て

じゃなくお抹茶も

した。お菓子だけ

をオープンさせま

やかな晴天にバスに揺ら

うです。そ

菓です。近年では京急電

有限会社松栄堂代表取

青森市栄町１―５―４

験させる工房「庵」 われます。また、その反

菓子の文化です。その文

50

面、永い間日本人に根ざ

子）を創業以来

「ささらあめ」
お買い上げの光栄を賜り

きの女性のほか、ＳＮＳ

してきた和菓子の文化、

で、数々の賞を

が 代目社長、熊谷典博

回全国大菓子博覧会」

さんです。

ら愛されている駄菓子屋

年に

年
「第

動物、季節の風物詩を題

元祖仙台駄菓子本舗熊谷屋

ました。
また昭和

夕に見立てて、

店舗データ

受賞していま
す。昭和

10

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
お菓子作りを体験できる工房「庵」
鉄の「みさきまぐ

元祖仙台駄菓子本舗 熊谷屋

52

文化の向上を願い、千葉

菓子の老舗 嶋清

三崎港に息づく

19

通じて冠婚葬祭などの

季節の生菓子

38

の当時は港

高倍の業

森
青

32

営業時間：8:30 ～ 17:30
定休日：毎週日曜日
住 所：宮城県仙台市青葉区
木町通２－２－ 57

キャラクターを模したケーキ

城
宮
神奈川

第964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）

（７） 令和元年７月15日

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。

先月号より続く。

でするかである。
生産性向上策について
説明すると、自社の内部
のリソースを使い生産性
を上げる方法と、社外活
用の２つがある。社内の
リソース活用では、１つ
は今いる人材の定着を高

る。先日ある中小企業の

きるものが出てきてい

く、人と一緒に作業がで

ットがある。安全性も高

動きをするアーム型ロボ

社外人材の活用につい

るべきだ。

ら、まずはここを押さえ

人を取れない時代だか

がる。今はなかなかいい

めれば、当然生産性は上

め、１人１人の能力を高

採用だけに頼らずにこ
社長が「文句を言わず、
ては、私たちが取り組ん

生産性向上によ
る対策

れからは、生産性向上を
時間働いてくれる社員

を採ったようなもの」と
でいる「生涯プロフェッ

考えよう。つまり人がい
なくても回る仕組みにす

その②

で、事務的なものはクラ

これはハードとソフト

２つ目は技術の活用。

材活用法だ。

本ではこれから広がる人

リカなどでは多いが、日

用する手法である。アメ

で、これが今増えてきて

リーランスの兼業副業

グを行う。もう１つはフ

商品開発やマーケティン

いって、他社と提携し、

もしくはアライアンスと

り出して他社へ任せる。

いって、業務の一部を切

果的に自社のホームペー

を上げることにした。結

で、会社の採用ブランド

などユニークな採用方法

使う、遠隔地の人を採る

の選考をやめ、ネットを

り方を変えた。面接主体

いという課題があり、や

が、求める人材が採れな

味のある学生が、５人集

の。鹿児島大学の食に興

こでも出向くというも

人揃えてくれたら全国ど

た。出前全員面接会は５

た面談の仕組みを作っ

が、スカイプなどを使っ

面接は本社に来てもらう

かに採るかだった。最終

雇用改革、経営改革、生

なので、企業から見れば

働き方とは個人の視点

高める。コストも抑えて

デアを使い、イメージを

る。こういう独自のアイ

５人に２人、約

一賃金につながる。今は

いう形態が、同一労働同

ある。

成果を出すという事例で

業務改善で、プロセスと

が持てばよい。３つ目が

なくても、ほかのところ

ピュータのソフトを持た

ら、逆に見れば伸びしろ

本はまだ１割程度だか

の無期雇用は少ない。日

スか兼業副業で、正社員

の４割近くがフリーラン

せんべい採用と、いろい

採用、ニイガタ採用、お

出前全員面接会、ガリ勉

に変えた。遠距離就活や

ジやＳＮＳを使った採用

考のユニークさだ。新潟

用、おせんべい採用は選

ガリ勉採用、ニイガタ採

という動きが出てきた。

めて面接をしてもらおう

３種の神器といわれ、年

る。従来の日本型雇用は

からの進化ととらえてい

る。要するに日本型雇用

産性改革に近い意味があ

タイムか、無期雇用か、

い。フルタイムかパート

はおかしい。世界にはな

も非正規社員という定義

正規と言われる。そもそ

働き改革とは何か

ウドという仕組みがあ

いる。アメリカは働く人

％が非

る。自分のところでコン

働き方も改善により、生

いは世界共通だが、正規

有期雇用か。こういう違

内組合が強みとされてい

功序列、長期雇用、企業

で働きたい人に、新潟へ

たが、見直す時期だろう。 か 非 正 規 か は あ ま り な

採用は新潟県以外の新潟

のものを取り入れた。課

の思いをつづってもら

ろユニークなネーミング

題は新潟県内なら知名度

がある。

事例・三幸製菓

産性を上げ、より収益性
を高くして、人に頼らな
くてもいい組織にしてい

やるべきことは個人の生

年代は

い、優秀となったら即最

５人に１人くらいだった

い。非正社員も

もあるし、いい人を採れ

産性を高めていくことで

く。

終面接になる。おせんべ

ショナル」というサービ

るのだが、そこだけでは

ので、不安定就労者が増

語っていた。こういうこ

私の著書でも取り上げ

ある。

ること。ロボットの導入

生産性向上のもう１つ

い採用も同じで、おせん

スが事例になる。社内に

なかなか戦えない。全国

とが現実になってきてい

た採用事例を紹介した

べいに対する思いとな

は増えているが、一昔前

は自社外である。１つは

から優秀な人材が欲し

るので、
どう活用するか。 ないノウハウや経験を持

い。新潟の三幸製菓は採

造して作られているお菓

の是正と同一労働同一賃

取り組みは、長時間労働

企業の働き方改革への

しい。大体、人は仕事を

ると業務の切り出しは難

りやすく、この状態にな

る。ベテランの人ほど陥

つかんでいない場合もあ

え、何をしているのか、

り方があり、経営者でさ

特有の働き方や仕事のや

る。

年で、博多織のお土産に

えるべき時期に来てい

多織物協会は七百七十七

は我が社でやろう」と考

こは外へ任せよう、ここ

セ ス を 考 え 直 そ う 」「 こ

い。どこかで１回「プロ

っても生産性が上がらな

をしているといつまでた

えている。

く、
時間を決めた雇用や、 ＢＰО（ビジネスプロセ

は、博多献上も使ってい

に行って初めて「これは

す。博多帯は上と下に分

ただいています。博多と

ので、買っていただいた

かれており、華皿と独鈷

いう地域の名と献上とい

紙が来るので、印象に残

どっこどひょういり」と

の商標もとっています。

が、
独鈷は庶民の人ので、 う一般名詞で、博多献上

いう歌が昔ありました

宣伝はしませんが、日本

ートが来ます。遠方の方

全菓連では、全国組合

侍の人は華皿が付き、２

（純真短期大学客員教授） と 言 い ま す。
「いっぽん

幹部研修会で長末光正氏

段重ねになります。博多

中から注文が来ており、

江戸幕府に差し上げる正

を講師に迎え「菓子製造

献上は、先代が刀鍛冶に

お茶の先生にも使われて

百年以上前、いろいろ改

業の人材確保と育成」を

型を彫らせました。鍔を

います。どうして全国か

もう１つは非正社員と

つ中核的な人材を、フル

は数千万で、しかも操作
人で行って

く、むしろ新潟以外でい

例えば従来

用にコストをかけていた

れ、次の注文につながり

子だったんだ、チョコレ

金だ。つまり同じような

手放したがらない。これ

トですればよかったの

ます。

ートを入れたらザッハト

仕事をしていた人は、同

合もバインダーや財布な

大学でザッハトルテを

ルテだった」と気づきま

じような給料にしないと

小さい博多織のものを入

教えていますが、昔のグ

した。思いもよらぬとこ

不公平である。日本では

ています。４百～５百枚

ラサージュのやり方は１

ろから、自分のお菓子が

この格差が大きいといわ

し、即利益につながる。

献上はうちの商標登録の

４０度くらい煮詰めた飴

再発見できました。皆さ

れているが、小売りやサ

これまで「長く頑張っ

売り上げを下げるやり方

に」と思いました。学校

にチョコレートを入れ

んも新製品を開発するこ

ービスの業態を中心に、

て い る ね 」「 先 輩 が い る

をしてはだめだが、維持

どの小物を作られている

て、お湯で溶いて、伸ば

とに苦心されていると思

正社員化の動きも増えて

うちは帰らないのが礼

しながら生産性を高めた

れて送ると、お礼のお手

していました。これは博

いますが、再度、製菓衛

きている。

儀」など、長時間労働へ

ら、その分会社に金が残

～ 件のリピ

多献上の作り方と同じで

生師全書に返ってサンプ

長時間労働は、なぜ発

の偏りは数多く見かけて

書けば、

ある。作ってみたら「う

ルを作られて、自社のお

生するかといえば、業務

る。

お菓子で、献上博多帯が

ちのお菓子と同じじゃな

菓子の配合と比較をする

きた。生産性を高めるた

企業の働き方改
革への取り組み

スアウトソーシング）と

性がいまいちだった。今

菓子製造業の人材確保と育成

いか。うちのおじいさん

と気づくことがあります。 の属人化がある。特に中

めにするべきことは黎明

次号に続く。

ばするべきことはある

ある。改革しようと思え

期で、まだ伸びる余地が

はどこでこんなことをし

小企業に多い。その人に

時間の考え方

ていたのか、チョコレー

方にそれを付けると喜ば

テーマに講演を行いまし

彫る職人がおり、華皿と

ら注文が来ているかわか

博多献上

るようです。博多織の組

50

に買っていただいた時は

た。そのなかで同氏より

独鈷の柄を彫らせまし

らりませんが、来ていた

博多献上

40

業務委託などの契約で活

いた作業を、いかに８人

原 正紀 氏（株式会社クオリティオブライフ代表取締役）

タイムの雇用だけでな

は数百万で、いろいろな

中小菓子製造業における
働き方改革について
40

式な名前になります。博

博多献上のお話がありま

た。昔は、五色の献上に

だいた方には、毎年暑中

長 末 光 正 氏（ ば ん ぎ や ）

した。

していましたが、今は２

お見舞いと年賀状を出し

先月号より続く。

ばんぎやの博多献上

種類にしています。博多

その②

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

10
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令和元年７月15日 （８）
（毎月 15 日発行）
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新
業
工
子
菓
（第三種郵便物認可）

第964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。
ので、ドイツ製の蜜蝋ワ

テーブルサイズにカット

イン材の厚みを指定し、

った。材木屋に無垢のパ

２名テーブルは自分で作

ンした３年後に建てた。

カフェは、店をオープ

た。椅子はさすがに作れ

勉強してテーブルも作っ

それをしくたて、自分で

ても、
味わいになるので、

削れたり、へこんだりし

いるので、
味わいになる。

削っても色がしみ込んで

ックスをしみ込ませた。

してもらい、脚はインタ
ないので、色付きではな

カフェをオープン

ーネットで探して、取り

その③

いと感じるのではない

で、何となく居心地がい

入ると統一感があるの

ン状にしている。これも

のクリームで、モンブラ

さにした。その上は和栗

がスッと入るくらいの固

凍庫の中でも、スプーン

出した。

して、うちとしては安く

たので、１，３５０円に

後の集客が伸び悩んでい

もついている。ランチの

カフェ店内

か。手間はかかったが、

季節によって変わる。

い、
全部同じ塗装をした。

それだけはしたかった。

させたいと思い、牛乳に

リゾットを甘くして食べ

つぶは米のババロアだ。

スクリームで、白いつぶ

た。一番下がバニラアイ

ンをパフェにして出し

テイクアウトのモンブラ

ラチンはトロッと固まる

で、そのまま入れた。ゼ

のようにしたかったの

ムを加えるが、リゾット

アイスクリームマシンで

イスクリームだ。これも

チョコレートのムースア

ドウィッチとスコーンが

は、今はベーグルのサン

い板をつけた。板の上に

で作っている。その上は、 分で木を切り、下に四角

がリゾットになった感覚

付いて、いろいろなスイ

ジとは合わないので、自

イルだが、うちのイメー

は３段重や２段重のスタ

ットは、普通、ホテルで

アフタヌーンティーセ

いるが、料理がなければ

はお茶しか飲まない人も

２００円は欲しい。中に

かった。ランチが無いと

の利益が出ないことがわ

ランチをしないとカフェ

店をしようと思った時、

の経験はないが、自分で

アイデアはクックパッド

料理の専門書も読むが、

だが、カフェで客単価１， る。フランスやイタリア

客単価は８００円が最高

からもらっている。

パッドが私の先生であ

うと思った。今はクック

の赤、紅玉リンゴを使っ

思い、ビーツやパプリカ

菜のキッシュを作ろうと

人参があるので、赤い野

マレ人参というおいしい

節ごとに変わる。アヤホ

アフタヌーンティー

シナモンを入れ、米を入

くらいしか入れていな

作るのではなくて、ムー

キッシュは、具材が季

も自分でしている。料理

ランチの料理のレシピ

ランチメニュー

栗パフェ

アフタヌーンテ
ィー

れて炊きあげ、生クリー

い。
栗も入っており、自分

ならないので、勉強しよ

カフェメニューでは、

ムを足した。普通、ババ

ーツがのって、ドリンク

いものを買い、同じ塗装

ス状に作って冷凍し、冷

付けた。表面は木で、ニ

のイメージでは、栗ご飯

たので、給料日が近づく

感じる状況に持っていけ

た。

ロアは泡立てた生クリー

いう時代になったと感じ

塗らないで納品してもら

とんどである。中には本

をかけた。食器棚も色を

ちになるが、本来なら廃

ている。原材料も上がり、 と頭が痛かった。その後、 ば「この店で働きたい」

スを塗ると安っぽくなる

お客様が多いことだ。金

と思ってもらえると思

する可能性が高いが、

当に行きたい店があり

売り上げが上がり、借り

の長い型で焼くので、端

棄してしまうものを、商

働き方改革で残業代もつ

い。全体商品価値が下が

曜日の午後は、暇が続い

「ここに行くんだ」とい

％以上になるとあまり違

品として使うことはでき

を切り落とす。それを捨

材料費の高騰へ
の対応
らないという条件のも

いは出ない。
このように、 たので、その時にしよう

う。そういう意味で、
働い

てていたが、ある時、切

ていたお金も払い終わっ

と、材料のクオリティを

けなければならない。そ
各１時間半の２部制にし

と３時の部と５時の部で

う子もいるが、その割合
材料費を減らすことも考

ている。

り落としパウンドケーキ

ている人たちのモチベー

下げることがあっても仕

年たって少し

材料費が高騰してお

た。大体

えている。

ションをどう上げるかが

としてビニール袋に詰

余力が出た時から、社会

方ないが、それ以外に何

ると、利益を出せない状

り、今もまだ上がってい

と聞いた。やはり給料を

人材確保

重要だ。まずオークウッ

フルーツを乗せて仕上げ

席なので

保険の整備や給料の基本

ドは「こういう店だ」
とい

を

ある。目減りするが、生

る。間違いない味にして

たのを

クリーム屋はそこに気を

いるので評判はいいが、

もあるので、

60

た。カフェは

況になるので、トータル

給も上げ、残業代もある

うコンセプトを新入社員

メニューは結構変える

ちゃんと出さないと人を

バランスで数字を合わせ

今、店を始める人たちは、 に話して、ケーキが売れ

程度出せる形になった。

るからこそ、みんなの給

め、原価プラスαの値段

人材確保は難しい。す

集めて、続けてもらうこ

ることが必要になる。お

最初からそれをするので

料が払えることを感じて

かできないか考えた。パ

ぐに人が辞めてしまうと

とは難しい。うちの店で

いしいお菓子を作ってい

大変だろう。自分の店で

もらいたい。
だから、
お客

るので、利益率を高める

いう問題だ。なかなか人

働く子も、入る前は「こ

れば、商売が成り立つ時

も開店を目指す人たちに

様がまた来てもらえるよ

つけるだけで大分変わる

それよりびっくりしたの

人入れるが、４名
席に３人掛けのパターン

が続かないのは多分、ど

んな店で働きたかったか

代ではない。ただ、今の

は、そういうアドバイス

う、１人１人が努力でき

と言う。これは乳脂肪に

50

最大

名くらい

んな店でも悩みだろう。

ります」と言っていたが、 状況を昔と比べるのはよ

ら、給料が安くても頑張

くない。これが現実なの

をしなければならない。

ので、ぴったりと終わら

だ。１カ月半前に１日１

どうしたら辞めないで働

長く働いていると一般企

で、立ち向かい、自分た

をつけたら、一番先に売

時間だけ、予約を取るた

いてくれるのか考える

業の友達に比べて、休み

ちが改善策を考えていか

ないと冷凍庫に眠るもの

から、ケーキバイキング

めに受ける時間を設け、

と、まず給料である。私

や給料が見合ってないこ

り切れた。それから厚み

ムースを作る時も生クリ

を始めた。月１回だが、

その時、電話と来店とメ

はいろいろな調理師学校

とが悩みになる。年２回、 なければ、この先さらに

ならない。オープンして

が出てくる。これを何と

ームを泡立てるが、最高

その時に冷凍庫に眠って

ールで一気に申し込みが

に教えに行っているが、

厳しくなる。うちもオー

給料に多少不満があっ

からは、いろいろ試した。

ミリでカットしてい

の状態にしたものを作る

いるものを全部出す。ス

あるので抽選する。今も

先生に聞けば、掲示板に

従業員１人ずつと面談す

プンのころは本当に利益

ても、スタッフが「働いて

かできないかと、８年前

のと、きょう使う生クリ

る時は、
クリームを塗り、 その状況なので、お客様

ポンジケーキが余ってい

がいかにケーキバイキン

求人案内があるとまず見

るが、そういうことがポ

が出ていないというか、

楽しい」とか、生きがいを

ミリに変えた。

ームを全部泡立て、使う

グに敏感なのかと感じ

るのは、給料と休みだそ

ロッと出てくる。これま

お客様が来てくれなかっ

は、ケーキバイキングの

次号に続く。

もなかなかその通りには

だ。しかし、理想を掲げて

る環境を作ることが重要
ときに出す、作り置きが

る。他にいろいろイベン

うだ。その後、どんな店

ではいなかったが、そう

もより、低ければ目減り

人材育成に必要
なこと

トをしても、それ以上の

かをチェックする子がほ

センチ

こに基本給も上げるとな

45

は大分変わってきている

横田 秀夫 氏（菓子工房オークウッド代表取締役）

反響なので、複雑な気持

10

最近の菓子製造業の
経営事業 について
18

20

30

洋菓子店の働き方改革

ウンドケーキは

カボチャとホウレン草のキッシュ

要素が何も生まれてこな
30
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（９） 令和元年７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

その③
うことができるので、メ

商品管理を日本国内で行
ある。

かに、卸売りの可能性も
目的に、多くの場合、冷

ったり、廃棄ロス削減を

ランニングコストともに

る。これはイニシャル・

ーパー「ＫＡＴＡＧＩＲ

会が展開する日系食品ス

今のところ小豆味は販売

っている。残念ながら、

キが中心であるが、餡を

人気となっており、ケー

ロサンゼルスでは、私

カで決定的に異なるの

シンガポールとアメリ

使った和菓子も販売され

スの中で、大福、どら焼、 が訪問した際には大判焼

は、アメリカでは和菓子

されていなかったが、抹

のお店が日本から催事出

の中で大福が一番人気で

Ｉ」が２店舗ある。ここで

水羊羹、栗饅頭、団子な

店していた。私が見てい

あったが、シンガポール

それなりにハードルが高

い る 和 菓 子 企 業 は、「 宗

どが販売されていた。ア

た限りでは、お客さんは

では圧倒的にどら焼が人

凍出荷になる。アメリカ

ろう。

家源吉兆庵」くらいであ

メリカではニューヨーク

アジア系の方だった。

アメリカのロサンゼル

日本航空の北米法人は

り、決して多くはない。

・ロサンゼルスともに大

ーカーは安心安全で取り

ている。ミツワでは冷凍

売場「Ｊ―ＳＷＥＥＴＳ」 直営店として路面店を出

日本のデパ地下のような

店するほか、海外に出店

福が一番の人気商品で、

茶味は人気となっている。 ている。

かってしまうこと。倉庫
で出荷されたものを、冷

を展開しており、洋菓子

している百貨店やショッ

はコンビニ程度の店舗面

経由型は逆になるが、そ
蔵コーナーで解凍しなが

～

いため、現時点で直営店

の国の中で商品を管理ス
ら売っている。最中や大

が中心ではあるが、

に出荷したいと思った

トックしているので、オ
福、どら焼きと様々な商

っている。これは空港の

スに日系スーパーのミツ

ーダーしてから商品が手

品が並んでいる、アメリ

菓子売場のように、メー

組みやすい。一方、デメ

元に届くまでのリードタ

カで一番売れているのは

カーから商品を納品する

積で、和菓子は冷蔵ケー

イムが短い。ただ、商品

大福で、一番いいところ

スタイルであり、自社で

を本格的に海外展開して

管理を海外で行わなけれ

に置かれている。ロスや

店舗を持たなくても、こ

ら、冷凍でないと無理だ

ばならないので、食品の

西海岸は日本人を含むア

ういった売場に商品を納

ワがあり、カリフォルニ

り、
温度管理が必要だと、 ジア系移民が多いエリア

ように賞味期限があった

で、日系、中国系、韓国

品する方法もある。

リットはＥＭＳなどを使

送され、手元に届く。倉
日本のクオリティでして

系のスーパーが複数店舗

将来展望」をテーマに講演会を行いました。

庫経由型は、日本からあ

もらえるかという課題が

を構え、売り場では様々

海外居住者に対す
る通販（越境ＥＣ）

る方は、自国商品に対す
る信頼度が低い事情があ

ふく」のような商品設計

る。ロッテの「雪見だい

もちアイスがはやってい

また、今、アメリカでは

１・７ドル程度だった。

ろ販売されており、１つ

福、よもぎ大福といろい

大福は、白大福、ごま大

入できるところとして

しており、日本食品が購

日系の小売業も沢山出店

した。シンガポールには

商品は至るところで目に

豆を使った商品、和菓子

系が多いこともあり、小

シンガポールでは中華

場では、日本のメーカー

スーパーのアイス売り

いるようであった。

も定番のひとつになって

焼を知り、おやつとして

ラえもん」を通じてどら

されている国も多く「ド

メ「ドラえもん」が放送

るので、個人で日本やア

ＦＯＯ

品が数多く販売されてい

越境ＥＣは、国境を超

ピングモールの専門店街

で「ＷＨＯＬＥ

は、高島屋、伊勢丹、シ

る。その中には、小豆や

メリカから商品を輸入す

に出る展開もある。

ＤＳ」では１個２ドルの

ャトレーゼなどの認知度

餡を使用した商品も複数

えて行われるｅコーマス

ポールで見て来た売り場

種類

が高い。菓子類では、特

目にした。

る。日本から商品を輸出
する場合は、輸送期間が

アメリカ

私がアメリカとシンガ

アメリカ、ニューヨー

規模の大きな会社

る。アジア圏では、アニ

を紹介したい。

くらい、専用の什器でバ

に近年、シャトレーゼが

来たら、日本の文化や伝

質疑応答
インバウンドの方

ブランドの売り場を作

クのマンハッタンには、

ルク販売する売場が広が

だろうが、今はできてい

統的なものに触れようと

る消費の仕方が増えてい

カメイグループの片桐商

を普及させるなら、茶道

ない。では、町の菓子屋

している。京都に行った

のこと。海外に居住され

最終的なゴール地点

下町に住んでいる

にチャンスは無いのかと

ら着物を着て町を回った

る。日本でも大分、越境

は、直営店の可能性であ

質問

などと一体化して落ち着

いうと、そうではない。

り、茶席で抹茶と和菓子

ている消費者の方がイン

かかったり、品質維持だ

際、グループインタビュ

が、以前は和菓子屋が何

いて食べられるほうがい

第一に日本に来ている外

を体験するなど、そうし

ＥＣは認知度が広がって

多いシンガポールでどら

ーでアメリカの方に話を

軒もあり、海苔巻きやお

い。小豆だから体にもい

国人観光客にアプローチ

ターネットのサイトを通

海外で路面店を出すほ

焼が売れている話があっ

聞いた時も、どこの州出

稲荷さんも食べられた。

いし、栄養バランスを考

をすることがある。また、 た観光をする。従って、

おり、食品メーカーや食

直送型のメリットは、

の人が購入していくと聞

たが、矛盾しないか。

身かで嗜好が分かれた。

和菓子が売れないと、昼

えたら、和菓子はいいと

洋風アレンジを加えてい

じ、日本の商品を直接買

と、違う魅力として映る

く。中華系は、アメリカ

シンガポールは中

カントリーサイドの州出

に海苔巻きやお稲荷さん

思う。町の和菓子屋の衰

お茶席でお茶と一緒に召

ない伝統的な和菓子を外

常日ごろ取材をし

の方が買っているという

き印が付けられている。

いる焼菓子のギフトが多

卵が入っていると、中国

なると、味に対してはも

友人が中国にどら

話は多くの場合、洋菓子

その焼き印を評価する方

かった。確かに、日本に

人は香りが生臭いと言っ

いう結果があった。

販売されていたの

であることは事実であ

が多く、ちょっとした飾

ある贈答の文化はアメリ

う少し保守的だろう。実

視察した海外で
の売り場から

と感じた。

で生活していても、中秋

回答

％を

も食べられるようにし

退と外国で需要を伸ばし

し上がってもらうのが和

品卸で、参入する事業者

ウンドの方にアンケート

質問

や春節、旧正月をお祝い

華系の方が人口の

身者は味に保守的で、例

て、補完してきた。この

ていくことの関係につい

国人に伝えたい、という

って、国際郵便で配送を

調査した中で挙がってい

売しようとしても、物流

する文化があり、こうい

占めており、中国人の嗜

えば羊羹は見た目で何か

ように和菓子は衰退して

菓子という話だったが、

ことであれば、まずは欧

も増えている。

たのは、日本で売ってい

費などを乗せるととても

う時期には友人や親族に

好と似ている。しかし、

わからないので食べない

きたが、外国で品を変え、 て、教えてほしい。

そのアプローチが最初か

米系にターゲットを絞

かけたり、海外の保税地

質問
る和菓子と自国にある和

日本と同じ値段では販売

ギフトを配るために箱入

シンガポールは多国籍国

という人もいた。一方、

回答

ら受け入れられるかとい

り、店頭に簡易喫茶スペ

な和菓子が販売されてい

は、どういう和菓子をお
菓子は、味やパッケージ

できない。千、２千円の

りの詰め合わせのギフト

家で、新しいものへの受

ニュージャージー州出身

アイスクリームに入った

でないと、輸出の体力が

えば、国籍や価値観によ

ースを設けて、抹茶とお

る。自国にも商品がある

りなのだが、自国の商品

て嫌うそうだ。中華系が

もちアイスを８～

土産にしているか。自分
のきれいさ、食感などが

詰め合わせなど、利益が

を爆買いする需要はある

容性や、知らない間に西

の方は、新しいものが入

りして売れている。そう

ないのは現実としてあ

って違うだろう。このプ

菓子を楽しんでもらえる

のにアジアの方がなぜ日

カには無いが、アジア系

海外展開
直営の可能性

の国にも餡を使ったいろ

違うという声があった。

出る品でなければ輸出で

と聞く。

洋の文化に慣れ親しんで

って来る環境で育った方

いう売り方で大企業が進

る。和菓子は朝生で発展

ロジェクトで感じたこと

ようにするなどを提案し

店舗ほど持っ

ビジネスモデルは直送
る程度のロットを海外の
出てくる。

ア州内に

区の倉庫に置いてある商
型と倉庫経由型がある。
保税地区の倉庫に持って

先月号より続く。

品を発送してもらう。国
直送型は、まず消費者が
行き、保管して、オーダ

る。特に中国に住んでい

境を超えた個人間、ある
サイトを通じてオーダー
ーが入ったら出荷依頼を

いろなお菓子があるの

ただのどら焼きは自国に

きない。詰め合わせは、

質問

いて、比較的寛容で、新

だったので、寛容度は高

出している。また、デパ

してきた食品で、その良

は、欧米の方は文化に対

海外展開
卸売りの可能性

日本で和菓子を買うのか。 もあるが、試食をしても

に、どうして、わざわざ

らったのは両口屋是清の

どういう感じなのか。

焼きで進出したが、ダメ

しい感覚を持っている人

い。同じアメリカ人でも

ートの売り場に並んでい

さを伝えるには現地で製

気であるということであ

いは個人と事業者間の通
をする。すると日本国内
かけて、商品を出す。

回答

＂千成＂というどら焼き

回答

で帰ってきた。新聞で読

が多いのではないか。地

羊羹を食べられる方と、

るような和菓子だけが売

てはどうでしょうか。

海外で和菓子を販

て、実際にインバウンド

で、千成ひょうたんの焼

は、日本でも販売されて

んだが、どら焼きの皮に

域にもよるが中国本土に

食べられない方がいたと

して造詣が深い。日本に

10

造販売すれば一番伝わる

に無い特徴を持っている

12

15

10

れている。本当に和菓子

シンガポール

信販売のことを越境ＥＣ
で商品管理している倉庫

っても、配達に日数がか

大篭 麻奈 氏（株式会社矢野経済研究所・上級研究員）

と呼ぶ。この流通総額が

需要動向 と 将来展望

から、国際郵便などで発

和菓子に対する外国人の

凄い勢いで拡大してい

師に迎え「和菓子に対する外国人の需要動向と

（株式会社矢野経済研究所・上級研究員）を講

91

本で買うのかは、インバ

75
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全菓連青年部では第

回全国大会において稲

葉基大氏（ wagashi asobi
）を講師に迎え「わ
がしごと」をテーマに講演会を行いました。
先月号より続く。

って行き「これ松屋でよ
く買うのよ」と言われた
ら、どうだろう。せっか
くお客様が善意で私の店
まで来てくれたのに、渡
した時、変な空気を生ん

して取り組んでいる。私

売しないスタイルを目指

本的に自分の店でしか販

お休みさせてもらい、基

昨年の夏で百貨店を一時

なるなら、販売する場所

ことを言ったかしら」と

もらったお客様も「変な

お客様は損をしている。

お菓子屋だけで、買った

は売り上げが上っている

でしまう。得しているの

の店は東京と言いながら
を減らしてみた。こうい

その②

があると
wagashi asobi

ころだよ」となるかもし

れない。そのお手伝いが

できたら、地域の人に、

店をしていることを許し

てもらえるかなと考えて

いる。地元の人がお土産

に持っていった時「この

お菓子屋さんは雑誌にも

出ているのよ。昔は百貨

店もしていたみたいだけ

れど、やめてしまうくら

田区の羽田空港の近くで

話の１つにお客様の付加

なんだけどね」とお土産

い変わったお菓子屋さん
とんど知らないエリア

す」と言った。メジャー

組みも悪くない。

も、学校もなければ、観

だ。だから、住んでいる

価値として利用してもら

なっていったら「長原は

様の選択肢が増えた。そ

うことを通じ、地域性が

な と こ ろ が な い。 逆 に

だろうし、東京の方もほ

が仕事で「何個売って幾

こでは、下がっているも

を自覚しなければならな

光資源も繁華街もないエ

人たちも地元のことを他

地元は長原という駅

は、
そこに「ありがとう」 の花が好きである。菓子

らもらうから、売り上げ

のと下がっていないもの

い。今、私の店の物を買

育まれたらいい。

で、地方の方は知らない

という文化の中では、梅

が幾らになる、足りない

の両方がある。

リアにある。ここまでわ

自分の店でしか販売しない
私たちは、独立してす
ぐに百貨店から声をかけ
ていただき、取り扱いし
ていただいた。銀座松屋
さん、渋谷西武さん、新

宿伊勢丹さん、横浜高島

屋さん、大変お世話にな

ったが、納品して自分の

店が売り切れになること

人参を育てることはしな

が発生しているからで、

の花の形の最中にした」

からコストを下げよう」

で言いたがらない。私も

ざわざ買いに来てくれた

い。欲しい時にそこに行

逆に買ってもらえないも

と説明して初めて「勉強

が有名に えるなら、そういう取り
wagashi asobi

方が、銀座にお土産で持

けば買える。そのために

のは「ありがとう」が発

になったよ、ありがとう」 というのは、本当は仕事

仕事の原点回帰
和菓子職人が独立する
ことは、簡単ではなかっ
た。職人は給料をたくさ

で最中を１個買ってもら

最初に挨拶をした時「大

を譲ってくれてありがと
農家があり、ＪＡ、市場

生していないのではと考

ょっと違うと思った。一

う 」「 手 を 引 い て く れ て
があって、町に届けてく

えている。

んもらえる職業ではない

える。
人の役に立つこと、 と考えている。

代

ありがとう」
「道のゴミ

れる。全部してくれてい

とらやさんのニューヨ

なか、失敗もできない。

ありがとうをもらうこと

ど、競合するアイテムよ

来たボルドーのワインな

時、ハムやフランスから

次の世代の人たちには、

歩かないようになると、

で、この方たちが外を出

以上の方がメインなの

ってくれるお客様は

を拾ってくれてありがと

る人たちがいて、そこで

ーク支店にいた時だ。そ

りも人に差し上げたくな

ることをしていれば、お

「ありがとう」をもらえ

いか。自分たちの仕事は

きたことが、貨幣ではな

しても売ってくれない。

メリカから１足買おうと

な」と思うが、個人でア

もっと安い店がないか

味がしないのか」という

の形をしているのに梅の

す る。
「何でプラムの花

リカ人に梅の花の説明を

買ってもらうため、アメ

買いに行き
「これ高いな、 梅の形をした最中を１個

客様は買ってくれない。

の需要が落ち込んでいる

話をした。本当に和菓子

ち込んできているという

和菓子のギフト需要が落

バルが増えて来ている、

たときに、和菓子のライ

ち合わせで店に来て頂い

この間、槌谷さんに打

ろいろな物が流通しやす

に入ったワインなど、い

くると、ハムやガラス瓶

た。流通が便利になって

せんべいが送りやすかっ

そういう時代は羊羹やお

届かないことがあった。

なかったり、時間指定で

なかったり、冷凍で送れ

少子高齢化や人口減少

ーマではないか。

子職人にとって大事なテ

当ててみることが、和菓

なく、違う見方で定規を

と一言で片づけるのでは

方が変わる。和菓子離れ

くなる市場への意識の仕

常に考えることで、小さ

が作れているか。それを

てするとか、いろいろな

もらえるように心を込め

大きな「ありがとう」を

れる人が減ってくる分、

い。「 あ り が と う 」 を く

ことが必要かもしれな

ではなく、縮小していく

同じサイズを維持するの

人数が減ってくるので、

もしれない。それ以前に

和菓子離れに対して

人にプレゼントする

う」という気持ちがもら

人参を１本買い、何十円

贅沢もできない環境で店

ではないのかもしれない

える。運が良ければ言葉

こでは和菓子をいろいろ

金をもらえるかもしれな

ＡＢＣマートが仕入れの

話になると「日本人は俳

のかというデータの見方

くなり、海外からもいろ

wagashi asobi 受け入れてもらえないか

い。それで仕事について

ルートを作って売ってく

句を詠んだり、茶碗のデ

を、もっと冷静に見なけ

る和菓子を

考えた。例えば八百屋は

れている。その手間賃も

ザインにしたり、着物の

やり方をしていきたい。

では「ありがとう」を可

「野菜を仕入れて売り、

含め「ありがとう」で、

する日本で、父世代のよ

視化するために起こって

金儲けをしている人た

いろな物が輸入された。

次号に続く。

ればいけない。

うに、右肩上がりで売れ

柄にしたり、いろいろな

このため和菓子の需要が

ていく時代ではないこと

ああいう値段が付いてい

昔は流通がよくなかっ

下がるというより、お客

ち」ではない。私たちが

たので、冷蔵で物を運べ

意匠を重ね、愛しい人ま
で重ねてしまうくらい梅

る。
なぜお金を払うのか

カレーを作りたくても、
ジャガイモとタマネギと

ナイキのスニーカーを

か払う。そこに「ありが

が何度かあり、これはち

稲葉基大氏

を始めることに挑戦した。 がもらえる。それが現代

稲葉 基大 氏（wagashi asobi）

並べても日本のようにお

「わがしごと」

10

とう」の形がある。

仕事とは何か？と考え
た時に、社会と関わるこ
とだと思う。人の役に立
つことは、電車の中で席
を譲ることや弱いものを
いたわる、小さい子を守
る、いろいろなことがあ
る。例えば朝、遅刻しな
いよう子どもを起こして
あげることも社会に関わ
る出来事ではないか。そ
して、仕事だと思う。返
ってくるものは「起こし
てくれてありがとう」「席
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今井

稔典

大阪府飴菓子掛物組合

理事長

事務所

〒五八一―〇〇四二
大阪府八尾市南木の本八―六二
（キッコー製菓㈱内）

☎〇七二―九九一―一二〇〇

天の川

ｇ

ｇ

菅野 泉

【錦玉羹】

％

に練り上げる。

※配糖率

教師

ｇ

軟らかめ

水飴…………………

水………………３００ｇ

グラニュー糖…３５０ｇ

日本菓子専門学校

【大納言鹿の子】
蜜漬け大納言……約
小豆中割餡…………
倍割求肥１・５㎝角

餡で包む。

❶角切り求肥を小豆中割

〈仕上げ工程〉

意する。

りになってしまうので注

ならず、新引粉がかたま

〈錦玉羹工程〉

にかぶせて仕上げる。

の鹿の子を包み込むよう

上からそっとはがし、④

❼淡雪羹が固まったら台

する。

〈淡雪羹工程〉

火を止める。

❸水飴を加えて溶けたら

❷沸騰して寒天が溶解し

れ火にかける。

❸きめ細かい泡になった

泡立てる。

て溶かし、軽く煮詰める。 加えながらホイッパーで

たらグラニュー糖を加え

ら

❷卵白に錦玉羹を徐々に

羹と同工程）

❶ 錦 玉 羹 を 作 る。（ 錦 玉

ました。

すらとかかる雲を表現し

輝く夜空、淡雪羹はうっ

を新引き粉で、錦玉羹で

現。夜空にかかる天の川

※大納言鹿の子で夜を表

げました。

夕』をイメージして仕上

今回は、７月７日『七

きます。

なシーンで使うことがで

って、一年を通して様々

鹿の子は仕上げ方によ

❶粉末寒天と水を鍋に入

℃位まで熱を抜く。

❷蜜漬け大納言を軽く押

つくるお料理をワンコイ

材を使い、腕をふるって

ロによる審査に加え、今

の技が光るスイーツをプ

を１ヶ月前に開催。職人

いに来られるお客様は、

にもなります。お店に買

い刺激を受け「やる気」

どもとても勉強になり良

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

ン５００円で販売。他に

年は一般審査員の方々も

必ずお買い上げになりま

し付け、上がり目方約

も、県産の名茶である「さ

加わり、厳正な審査によ

ｇの俵形に整える。

しま茶」「奥久慈茶」「古

す。しかし、スイートフ

して鹿の子をつくる。
❹色つき新引粉を天の川
をイメージして表面に散

水………………２５０ｇ
らす。

❺③で残った錦玉羹をど

お菓子の祭典を開催

内茶」の試飲・販売会や、 ってグランプリ、準グラ

ェアでは沢山のお店・商

❸錦玉羹を②にてんぷら

マに地場食材のイメージ

ンプリ、金賞を決定しま

【倍割牛皮】

ｇ

し、４月

日

日

第８回いばらきスイートフェア
茨城県内の和洋菓子・

アップ・消費拡大を図る

県産農産物のＰＲや卵の

品の中から選んでいただ

グラニュー糖…２００ｇ

粉末寒天……………３ｇ

パン等の店舗が一堂に会

と共に、茨城県の食の業

した。スイートフェア当

白玉粉…………３７５ｇ

……………１個

日茨

つかみ取りなど様々なイ

水飴…………………

入れて手早く混ぜ合わせ

界を活気づける事を目的

グラニュー糖…７５０ｇ
ｇ

城県庁にて「第８回いば

【仕上げ材料】

卵白…………………

らさじでマーブル台（大

【淡雪羹】

る。

水………………４５０ｇ

紙の上に広げて乾かす。 理石）上に、直径

なく、県産食材を使った

今回のテーマ食材でも

として嬉しい限りでした。 の魅力を発信して行くイ

大変多く、製造する立場

らお並びになるお客様が

年同じ内容にならず茨城

最後になりますが、毎

員一同とても勉強になっ

スイーツとお飲み物をセ

ある「いちご」を使用し

ベントとしていばらきス

ともにそのコンテスト商

ットで楽しむことができ

たお菓子を和菓子・洋菓

毎年スイートフェアを

イートフェアを微力なが

各店舗の販売だけでは

る「いばらきスイーツカ

子に分かれてコンテスト

楽しみに来られるお客様

開催されました。
いばらきスイートフェ

フェ」や、県内の料理団

を行う「いばらきスイー

には楽しいんでいただけ

く大変さを私も含め従業
らいの丸形に薄く流す。

アは「地産地消」をテー

体協力のもと、県内屈指

げていきたいと思ってお

ら菓子職人として盛り上

たりと、輪が広がってい

茨城県菓子工業組合・

ります。

また作り手としても、

菓匠にいつま・新妻則夫

グランプリ商品「イチゴダイフク」

が出来て販売スタイルな

他のお店の商品を見る事

きます。

と１年振りの再会があっ

会場模様

ツコンテスト２０１９」

21

城

の料理人が茨城県産の食

たと思います。

日に販売し、開催３日間

色つき新引粉（５色くら
アルコールの量が多

❻淡雪羹を仕込み、固ま

ＦＡＸ ０３－３４０７－５４８６

品を目当てに早い時間か

ベントも開催し、お客様

粉末寒天……………３ｇ
いあるとよい）

い、または新引粉の量が

った⑤の一部にハケ塗り

話 ０３－３４００－８９０１
電

たと思います。

としています。

水………………２３０ｇ
※着色料をアルコールで

少なすぎるとサラサラに

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。

45

らきスイートフェア」が

40

㎝く

※羊羹舟に１・５㎝厚に

グラニュー糖…１７５ｇ
薄めたものに、新引粉を

流す。
【小豆中割餡】
ｇ

20

天の川

水飴…………………

15

小豆こし生餡…５００ｇ

19

10 30
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