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小 麦 の マ ー ク アップ を

還付

使用実績
に 応 じ

内容が明らかになってき

〇対象製品の申請

品も対象から除かれる。

菓子メーカーは、来年

た。今後、手直しがある
可能性もあるが、その内

４月に対象となる製品を

等対象に該当する根拠

容は、概ね以下の通り。

還付の対象は、公正取

（特にビスケットオーブ

同省に申請し、その製法

引規約に基づく「ビスケ

ン の 設 置 状 況 ）、 製 品 の

〇対象

万トン）に

されるビスケットなどの

う」との記述がある。

スタ原料）
・引下げを行

農林水産省では、総合

概要

◎検討中の菓子等対策の

要とされたもの。

が悪化するので対策が必

の恩恵がなく、競争条件

やマークアップの引下げ

を用いているため、関税

は別途ＥＵ産ビスケット

以上とされ、未満の場合

賞味期限は原則１２０日

やクラッカー、カットパ

スケットのほかクッキー

る。ビスケット類には、ビ

使用された小麦粉等とな

企 業 は、（ 小 麦 粉 卸 は 製

麦粉卸に報告する。製粉

入数量を製粉企業又は小

なども含まれる。ただし、 粉、プレミックス粉の購

ン、パイ、プレッツェル

粉 企 業 を 通 じ て、） 同 省

菓子メーカーは、小麦

〇小麦粉等使用量の報告

告する。

ミックス粉の使用量を報

製造数量や小麦粉、プレ

ット類」（約

「日ＥＵ・ＥＰＡにおけ
関税が早いものでは６年

的なＴＰＰ等関連政策大

との競合を証明する必要

に小麦粉等の販売数量を

Ｗ）を原料とした小麦粉

ビスケット類製造事業者に対して
このほどビスケット類を製造している事業者に対し、原料である小麦の

るパスタ・菓子等の関税
目に撤廃されるのに対

綱に記された菓子等対策

がある。また、国産小麦

使用実績に応じ、マークアップが還付されることとなった。対象となるの

日ＥＵ・ＥＰＡが合意
撤廃に関して、国境措置
し、競合する国内産ビス

の具体化に取り組んでお

報告する。

度、最終的には８～９円／

これは、ＥＵから輸入

程度になると見込まれる。

日 Ｅ Ｕ・ Ｅ Ｐ Ａ 発 効 に よ る 菓 子
等対策の概要

ＴＰＰ等関連政策大綱」
（注）の実質的撤廃（パ

よい。

◎制度発足の背景

程

した際に、追加で必要と
の整合性確保の観点か

ケット等は主に米国産ウ

の利用を表示している商

は、賞味期限が１２０日以上のもの。還付単価は、元年度分で３円／

なる施策等が「総合的な
ら、小麦のマークアップ

り、この度、その具体的

ーカーに対して交付金を

❶対象商品の製造実績、

年度に実施

に使用した小麦粉の総量

２年）４月以降の手続き

同省では、来年（令和

❷対象商品の製造証明

数量等

用数量、小麦粉等の購入

実績、原料小麦粉等の使

なる。ＴＰＰでは、その

同様に貿易交渉の対象と

売買差益のこと。関税と

小麦から徴収される国の

国家貿易で輸入される

た。

の削減が行われなくなっ

ついては、マークアップ

脱したため米国産小麦に

る調査研究事業」の報告

関連する食品表示に関す

した「食物アレルギーに

これは、

を特定する。その後、対

の円滑な実施を図るため

（工場の概要）
、ビスケ

た。米国はＴＰＰから離

討課題としている。

ェスタン・ホワイト（Ｗ

に追記された。その中に

交付する。

商品の出荷実績又は販売

％削減するとされ

額を

〇支払単価の決定

◎事前調査の実施につい

応するマークアップの引

に、今年度に事前調査を

ットオーブンの保有状況。

同省は、菓子メーカー
と製粉企業からの報告を
て

下げ総額から支払単価を

実施する。同調査は、事

❸①②を証明する書類

菓子メーカーは、連絡

とその記入例を掲載して

報のウェブサイトに様式

食品の表示
む

含

ーモンドは多数の症例が

これらの動きに対し

るもの。

••••••••••••••••••• 報告されていることによ

アレルギー物質を

て、菓子業界を含む食品

産業界からは、累次の表

者委員会食品表示部会に

回消費

消費者庁は、７月５日

ること、現在は特に品目

ある特定原材料に追加す

「くるみ」を表示義務の

の推奨品目とされている

関係の経過措置終了時期

いたい（原料原産地表示

措置期間を設定してもら

の負担軽減を考えて経過

いることから、事業者へ

示基準の変更が行われて

販売実績の書類、小麦粉

おいて、アレルギー物質

指定されていない「アー

である２０２２年３月

くるみの義務化、
アーモンドの推奨追加を検討中

等の購入実績の書類、ビ

を含む食品の表示につい

モンド」を表示が推奨さ

れば子会社の販売会社で

スケットオーブンの写

て、現在の検討状況を報

報告では、現在、表示

に開催された第

真、ＥＵ産ビスケット類

告した。
（賞味期限が１２０日未

績の書類、出荷実績又は

との競合関係の根拠書類

も可）が証明する製造実

書において、くるみとア

算出し、菓子メーカーに

実上の事前審査と同じ。

を受けた支払単価をもと

いる）
。ビスケット類を

真、第三者（別法人であ

連 絡 す る。
（ 単 価 は、 変

日までに同省に提出する

には、次の書類を９月

（製造製品のラベルの写

程度と見込まれ、将
程

必 要 が あ る。
（全菓連ホ
ームページ「お菓子何で

に５月頃に同省に交付を

製造されている組合員の

も情報館」の組合員様情

申請する。同省からは、

方は、参加を検討すると

〇還付金の交付

る）

度まで上がる可能性があ

来的には８～９円／

／

同調査に参加するため

（注）マークアップ

満の場合に必要）など）
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動するが、初年度は３円

30
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kg

照合して、ビスケット類

13

ｋｇ

６月頃、直接に、菓子メ

ものに指定することを検

れる特定原材料に準ずる

望を提出している。

日に合わせる）などの要

31
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kg
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（１） 令和元年８月15日

員の紹介の後に議事に入

藤理事長の挨拶︑各県役

の歓迎の挨拶︑全菓連齊

菓子工業組合久村理事長

会議は︑開催県愛知県

名の

知県南知多町においてブ

大きく減少したこと︑Ｈ

重県からは︑組合員数が

の報告がありました︒三

組合と意見交換したいと

参加費用負担について各

ることや組合イベントの

務局の移転を検討してい

３回目を迎えたこと︑事

と︑鮎菓子食べよー博が

の減少が続いているこ

岐阜県からは︑組合員

アー﹂を開催していると

同企画で﹁食べ比べフェ

ました︒協賛企業との合

取組について報告があり

や協賛企業の新規募集の

絡めての新規組合員募集

対応として講習会案内に

らは︑組合員数減少への

がありました︒富山県か

話を聞いているとの報告

例会において有意義なお

ること︑製菓講習会や定

組合員の減少が続いてい

ました︒静岡県からは︑

が重要なことが報告され

値を知らしめていく活動

社会におけるお菓子の価

りました︒
愛知県からは︑

催予定について報告があ

等の開催状況や今後の開

りました︒また︑講習会

からであるとの報告があ

は新規加入組合員がいる

少なくなっており︑これ

組合員数の減少が比較的

ました︒福井県からは︑

安定に関する要望があり

原材料の安定供給と価格

望事項として小豆などの

告のほか︑全菓連への要

のＰＲ活動等の対策の報

者がいない等︶
︑若者へ

析︵店主の高齢化︑後継

動向とその大会理由の分

は︑時系列での組合員数

請がありました︒

り︑各県組合への協力要

年部での活動の紹介があ

への取り組みをはじめ青

ック長から和菓子甲子園

このほか︑青年部ブロ

の要請がありました︒

動向についての情報提供

の要望として小豆の市場

告があったほか全菓連へ

での取り組みについて報

ていくこと︑４つの部会

ったので今後組織を作っ

とや賛助会員制度がなか

年度は増加見込みとのこ

下になった組合員数も今

最盛期に比べ４分の１以

が行われました︒

ついても併せて意見交換

の原料情勢の情報提供に

から要望のあった小豆等

い︶がありました︒各県

ック会議をご覧くださ

︵左部︶掲載の九州ブロ

て報告︵内容は︑今月号

和元年度の課題等につい

その後︑全菓連から令

ました︒

ては︑富山県と決定され

ブロック会開催県につい

われました︒また︑次期

についての意見交換が行

や︑青年部支援のやり方

更なる情報提供の要請

中部ブロック 会 議 を 開 催

り︑先ず各県から前年度
ＡＣＣＰのチェックシー
のことです︒石川県から

した︒

日︵火︶に愛

参加者を得て開催されま

ロック内各県より

議が７月

全菓連中部ブロック会
ました︒

組合員数の減少対策や原料情勢等を議論

の活動実績と今後の予定
トが役立っていること︑

理におけるＨＡＣＣＰの

商品を維持していく取組

勉強会を通じて登録商標

強みとして技術講習会や

商標を持っていることを

とした組合員減少︑団体

食品表示改定などを要因

子まつり﹂
を実施した
︵宮

への参加︑﹁みやざきお菓

か︑ものづくり体験教室

計算ソフトの講習会のほ

食品表示や食中毒︑栄養

部ごとに活動しており︑

の出席もあり︑和菓子甲

長や沖縄出展協賛会から

また︑青年部ブロック

夫氏︵東京製菓学校和菓



れました︒

について意見交換が行わ

菓子工業組合結成の動き

対応状況︑③食品衛生管

日〜

９月４日︑製菓講習

業会館︑松山市

子 専 任 教 師 ︶︑ 愛 媛 県 菓

制度化︑④外国人材受入

崎 ︶︑ 組 合 員 減 少 に つ い
８月

行事予定

れ拡大について︑⑤菓子 ︵長崎︶
︑今年から総会制
原料の動向︑⑥食品ロス

日︑キ
て退会された組合員にア

食品表示やＨＡＣＣＰへの対応などを報告

日︵水︶に佐

全菓連九州ブロック会
議が７月

名の参加者を

賀市においてブロック内
各県より
得て開催されました︒

会︑講師・中嶋昌輝
氏︵ 五 香 青 柳 ︶︑ 静 岡 通

ともに
﹁お仕事体験教室﹂ の試みとして敬老の日訪

と︑他業種の事業者等と

ら総会制に変更したこ

問を実施したこと︑いき

４回開催したほか初めて

道場
︵持ち寄り勉強会︶
を

廃業だった︑和菓子講習

合員数３減のうち１件が

し た こ と︵ 鹿 児 島 ︶
︑組

糖プロジェクト﹂を実施

ての共同活動として﹁黒

館︑千葉市

ス代表︶
︑千葉県菓子会

ざわＩＴ経営支援オフィ

講師・鬼澤健八氏︵おに

レス導入から活用指南﹂︑ 津営業所︑津市

その主な内容は︑①令

日︑食品表示

を実施していること︑デ

なり団子の地域団体商標

新潟

25

センター︑上越市

コ ︶︑ 上 越 市 レ イ ン ボ ー

師・武田正貴氏︵㈱デリ

フトに関する講習会︑講

及び栄養成分表示ソ

９月

和元年度の全菓連事業計

パートと協力して実施し

会のほかＢＣＰ研修会を

30

習会︑講師・小林紀

愛媛

われました︒

画の全容︑特に︑②来年

が取れたことで
﹁認定﹂
を

３回開催したこと
︵佐賀︶

日︑和菓子講
て い る﹁ 博 多 水 無 月 ﹂の

かなり使ってもらえるよ

８月

４月の食品表示法施行に

年目を迎えたこ

学 校 校 長 ︶︑ ㈱ 斎 藤 商 会

・梶山浩司氏︵東京製菓

造技術講習会︑講師

三重

取組が

子店でのキャッシュ

28

９月４日︑和菓子製

２０１９︑講師・宮崎県

ーガイヤコンベンション

理由を調べており︑食品

応をきっかけにしてまた

センター︑宮崎市

アになる中で組合員減少

表示対策の講習会実施は

戻ってきてもらう取組を

の公布︑⑦働き方改革の

次いで︑各県から情勢

重 要 と な っ て い る︵ 大

菓子工業組合中原理事長

藤理事長の挨拶︑堤九州

報告が行われ︑組合員数

行おうとしていること︑

商㈱︑静岡市

ブロック長の挨拶︑出席

分︶
︑
組合員数は結果的に

菓子業界３団体での初め

日︑講習会﹁菓

の減少に歯止めがかから

変動なかった︑肥後菓子

８月

者紹介の後に議事に入

ず定款変更で総代会制か

千葉

向けた加工食品表示への

20

元年度の課題の報告が行

り︑先ず全菓連から令和

菓子工業組合組合員︑シ

ッズワークみやざき

静岡
表示やＨＡＣＣＰへの対

ンケートをとって退会の

18

対策としても衛生対策や

削減の推進に関する法律

17

動向等の説明でした︒

会議は︑開催県佐賀県

宮崎

の歓迎の挨拶︑全菓連齊

生対策や表示対策がシビ

に変更したこと︑食品衛

九州ブロック 会 議 を 開 催


と
︵福岡︶
︑後継者不足や う に な っ た︵ 熊 本 ︶
︑ 支 等の報告が行われました︒ 子園の在り方や沖縄での

各県からは青年部への

・課題等の報告が行われ

41
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になります。今回のブロ

ク大会の開催は７年ぶり

「鹿児島での九州ブロッ

年部に呼び掛けたとこ

模が大きい為、全国の青

クで主催しましたが、規

和菓子部門を近畿ブロッ

ベントに参加しました。

に相談するケースもあ

の先生や地元の和菓子屋

考えるのではなく、顧問

くれます。高校生だけが

ティの高い作品を作って

のにかかわらず、クオリ

和菓子作りの経験がない

狙いで、出場者の大半が

菓子を知ってもらう事が

この事業は、高校生に和

開催も検討しています。

戦を大阪以外の場所での

性が活き活きと生きるた

長福元和彦氏による「男

ンズヘルスクリニック院

本会議終了後、福元メ

会の紹介があった。

あった。その後、各菓青

田理事長より来賓祝辞が

副理事長と鹿児島県比良

大会会長挨拶、全菓連堤

次に昨年度開催地の神屋

分がありますが、皆様の

か、お菓子の時間でどの

ように喜んでもらえる

せんので、お客様にどの

負っていく事は変わりま

が、九州の菓子業界を背

ん。今後、我々若い世代

で良い話を聞いていませ

１年経ち、今年はそこま

べて盛り上がりました。

く、菓子業界も例年に比

します」と挨拶があった。 ０周年により観光客が多

ご協力を賜りたくお願い

ように笑顔になっていく

河ドラマや明治維新１５

観点から申しますと、大

鹿児島県洋菓子協会吉田

次期開催地代表者挨拶、

最後に大会旗伝達式、

りの演奏があった。

練り歩きしたほか、島踊

に踊りながらテーブルを

合わせて、参加者も一緒

表「おはら節」の演奏に

人による鹿児島民謡の代

懇親会では、あまみ紬

った。

ク長より乾杯の発声があ

挨拶の後、松下前ブロッ

長、全菓連事務局からの

島県洋菓子協会松下会

大会旗伝達式

ブロック鹿児島大会・第

ック大会のテーマは『九

ろ、ブロックの枠を超え

り、地域のお菓子屋と高

めに～お菓子と男性医学

のか、思いはせながら、

副会長による中締めが行

おはら節をみんなで踊る

回全国菓子工業組合連

州創生！菓子新時代』と

た参加がありました。２

校生が結びついてくとい

～」の記念講演が行われ

目の前の明るい状況を作

われ閉会となった。

九州ブロック鹿児島大会

合会青年部九州ブロック

しました。菓青会は九州

日間で２万１千人の来客

う意味で重要な事業と考

た。

り上げ、積み重ねていく

第 回

鹿児島大会は、６月８日

から始まったと聞いてい

があり、日本の文化が世

えます。作品を販売した

その後、懇親会会場に

全菓連
青年部

～９日、ホテル・レクス

ますので、本日は様々な

界から注目されている事

こともあります。一度和

事務局が参加した。

た。全菓連からは、堤副

回菓業青年会九州

仙巌園観光と錦江湾クルーズ

トン鹿児島で開催され約

話が出来ればよいと思い

は、
肌で感じました。又、
で行われました。結果は、 所在地のマスコミにも注

第

理事長、
松田青年部部長、 ます」と挨拶があった。

名の青年部員が参加し

次に、全菓連青年部松田
年より、全菓連青年部に

翌日のエクスカーショ

日本の中でも若い世代に

ンでは、仙巌園観光と錦

部長より「３月にフィリ

があると思います」と歓

大会では、水野貴之大

ぎんちゅ）による琉球民

延長線上に、明るい未来

品を販売すると、お店の

移り、あまみ紬人（つむ
た。今年も決勝戦は大阪

て来賓の紹介の後、鹿児

を製作した岡山県の高校

る歓迎の後、水野大会会

国和菓子甲子園を開催し

るの＂という会話も生ま

江湾クルーズが行われた。
チームで行われ

迎の挨拶があった。続い
日に

長より「鹿児島県という

ます。将来的には、決勝

邸である仙巌園へは船で

れます。手間がかかる部

謡と奄美島唄の演奏によ

菓子甲子園で優勝した作

年前に全国和菓子甲子園

放映されたり、各高校の

お客様に＂今年も販売す

目され盛り上がりまし

るＳＭシーサイドモール
を大阪府生菓子青年クラ

チーム

事業の一環で、薬品の瓶

来て、錫門を通っていた。

正門は明治になり作ら

正門
ラスは、船の明かり取り

れた。島津の丸十紋が上

として作られた。他にガ

にも使われた。薩摩切子

にあり、両側には桐紋が

この門を通れるのは当主
薩摩焼は、他の焼き物

は透明と色付きのガラス

ある。丸十紋は島津家の

近代薩摩焼発祥
の地
り、鉄を溶かして大砲を

と同様に朝鮮出兵の際、

を合わせてカットするこ

山灰が落ちてくるため、

ｍの塔が２つあ

作っていた。製鉄に必要

日本に渡ってきた陶工に

とで、色のグラデーショ

がない十紋でフランシス

桜島の噴火により、火

火山灰対策

と嫡男のみであった。

な耐火煉瓦は薩摩焼の陶

より始められた。元々は

ンが生まれ、それが特徴

とができる。多い年は千

れ、灰はいつでも出すこ

て驚いたという話もある。 色 の 袋 が 各 家 庭 に 配 ら

錫門

撃必殺の剣法である。体

た。屋根瓦が錫で作られ

が、江戸時代は海であっ

必ず桜島上空の風向きが

で、鹿児島の天気予報は

たびに火山灰が降るの

回以上噴火があり、その

験コーナーでは、一般の

ており、錫門と呼ばれて

あるほど、悩まされてい

正門は明治に作られた

木刀より重い木刀で、横

いる。鹿児島の中心部に

示現流は「二の太刀は

家紋であるが、最初は丸
工が作り、石垣は城の技

茶の湯の道具として作ら
術が使われ、内部のアー

れ、古田織部から絶賛さ

町内にはごみ置き場とは
チ状の部分は石橋の技術

れた。島津斉彬は海外へ

コザビエルが鹿児島に訪
が使われた。反射炉はオ

輸出するために、欧米の

となっている。

ランダの技術で、当時は

嗜好に合わせた華やかな

無し」と言われ、最初の

別に灰置き場がある。黄

鎖国中で外国人の招聘は

模様を開発させ、幕末の

一撃にすべてを込める一

示現流体験コーナー

できなかったため、鹿児

パリ万博で好評だった。

島津斉彬が薩摩焼と合

に束ねた木に対する打ち

わせて近代化を進めた点

由の一つである。成功す

わせて工芸品まで高めた

る。

が、世界遺産となった理

るには５年はかかったと

鶴丸城があり、殿様は別

薩摩切子

島や日本の技術と組み合

れた際に、十字架と思っ

の上に

て反射炉跡がある。石垣

れた。その中の目玉とし

菓専門学校にて

の辻製菓専門学校で８月

うどんを使ったどら焼き

にて、和菓子とお茶をメ
ブで立ち上げました。昨

が優勝しました。ＮＨＫ

主催を移管し、第９回全

インに日本文化紹介のイ

所でもある。仙巌園の名

ました。３１９作品の応

お菓子の世界を広めてい

物故会員追悼、来賓紹介

である。その後の３５０

前の由来は中国の江西省

関西で５分間、ニュース

ピンのセブ島にある、東

の後、菓業青年会九州ブ

年以上に亘り、歴代当主

の竜虎山の仙巌の景色が

きたいという思いで、

ロック正浩一郎会長より

に受け継がれた。庭は大

似ている所から、命名さ

国歌斉唱、
大会綱領唱和、 洋一大きいと言われてい

仙巌園は、１６５８年
名庭園で、幕末に日本の

れた。広さは約１万５千

仙巌園

に 代・島津光久により
近代化の中心となった場

世紀には外

坪で、東京ドーム位の広
さがある。

代・島津斉彬に

国船が日本近海に現れ、
幕末の

より、敷地内に最新の工
場群が作られ、集成館と
名付けた。集成館では造
船、大砲、紡績、電信等
が行われた。

反射炉
２０１５年、日本の産
業革命遺産として世界遺

12

込み体験ができる。
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募があり、決勝戦は辻製
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（３） 令和元年８月15日

和菓子屋さんの仕事って

日︑ 日の二日

重ねが将来の職業選択に

役立つことを期待し︑菓

子業界を目指す子供たち

を少しでも増やすために

このような活動を続けて
いきたいです︒

県菓子工業組合の下部組

ウンとくしま﹄に︑徳島

験型イベント﹃キッズタ

て開催された︑お仕事体

ことから︑和菓子の体験

小学生が自発的に選ぶ

て受け取れることです︒

来る仮想通貨を給料とし

を選び︑会場内で使用出

ボランティアスタッフに

アキャップの着用と学生

んのこと手指の消毒︑ヘ

ともあり手洗いはもちろ

が︑お仕事体験というこ

らやさじによる成型︑箸

った茶巾しぼり︑三角べ

浮かべる児童も︒布を使

よ﹂の声に安堵の表情を

員に﹁きれいに包めてる

に四苦八苦するも︑組合

声も聞かれました︒包餡

触に﹁やわらかい﹂との

う︒身体を思い通りに動

体操をしています﹂とい

な作業をする︑聞けば﹁新

員の指導になかなか的確

残った児童が二人︒組合

そういうなか︑印象に

合員が優しく修正︒

て来ます︒が︑そこは組

ことへの自信をのぞかせ

選んだ仕事をやりとげた

が︑その表情には自分で

述べる児童たちでした

た﹂と思い思いの感想を

んこを包むのが難しかっ

ま く 使 え な か っ た ﹂﹁ あ

製 品 を 手 に︑﹁ 道 具 が う

こうして出来上がった

菓子屋の仕事委員長・清

徳島県菓子工業組合・

うございました︒

組合員の皆様︑ありがと

びにお手伝いいただいた

ました青年部長様︑なら

に際し︑ご尽力いただき

また︑今回のイベント

た事に感謝いたします︒

文末ではございます

織である徳島県菓子工業
に興味をもってくれるの
促されながら︑神妙な面

でのきんとん付け︑とま

かせるならば︑指先も思

ているように見えました︒ 水丈雄

二日目９回の講座は常に

このイベントは地元新
聞社が主催するもので県
定員いっぱいとなりまし
た︒

の企業︑団体が

下から
出展しています︒
分で季節の和

のような機会をいただけ

が︑主催者の方々にはこ

組合青年部が参加しまし

ありましたが︑
初日８回︑ 持ちで準備をする児童た

だろうか？という心配は

さあ︑いよいよ和菓子
どいながらも作業をすす

いのままなのだろうな

た︒

作りが始まります︒講師

める児童たち︑どうして

一講座
菓子を二品を作るのです

ち︒

役の組合員に教わりなが

最大の特徴は会場内に
保護者は入れず︑４年生

30

40

鶴岡市沖を震源とするＭ

祭典の２日前に︑当地

され︑当組合佐藤松兵衛

の銘菓がご神前にお供え

ら奉献されました数多く

祭典には︑全国各地か

更に巫女による神楽

られました︒

お名前が朗々と読み上げ

奏上では︑奉献者個々の

ださいました︒また名簿

了することが出来ました︒ 栄︑商売繁栄をご祈祷く

た︒

直会が盛大に開かれまし

籠所﹁斎館﹂に移動して

ら終始和やかな雰囲気の

精進御膳をいただきなが

三神合祭殿に於いて斎行

６・７の山形県沖地震に

理事長をはじめとして︑

﹁君が代﹂の奉奏をいた

今回で第

回目となっ

されました︒

から日本屈指の霊場とし

見舞われ︑余震の続くな

県内外より多数の方々が

祭︶が︑去る６月

ら神社と奉献下さった

り︑佐藤松兵衛理事長か

直会を始めるにあた

気持ちを大切にしこの一

願いしたからには真摯な

副理事長より︑神様にお

最後は当組合梅木欣一

神事を始めるにあた

者が玉串を奉って拝礼を

理事長ほか各地区の代表

だき︑続いて佐藤松兵衛

使命についてのご挨拶が

世へとつなげていくべき

先人からのこの伝統を後

という節目を大切にし︑

第

を約する中締めをもって

月

年を乗り切り︑来年の６

回銘菓奉献祭︵献菓

理事長が拝受いたしまし

者を代表し︑佐藤松兵衛

感謝状が贈呈され︑参列

いし︑出羽三山神社より

御神符いただき神事は終

のお恵みを賜り︑御酒と

金幣拝戴の儀により神様

内拝殿に昇殿を許され︑

その後︑三神合祭殿の

乾杯の発声により直会が

田正宏専務理事の弥栄な

拶をいただき︑当組合戸

部良一様から歓迎のご挨

あり︑続いて︑権宮司阿

名と銘菓名は出羽三山神

さいました方々の社︵店︶

なお︑この度奉献くだ

した︒

祭︶は無事終了いたしま

た︒

始まりました︒

れ︑権宮司

阿部良一様

る外拝殿にて執り行わ

な﹁鏡池﹂を背にして記

パワースッポットで有名

神事終了後は︑強力な

た旬の山菜を食材とする

ている︑出羽三山で採れ

食されたと言い伝えられ

直会は俳聖松尾芭蕉も

山形県菓子工業組合事

国に紹介されております︒

神事は三神合祭殿にあ

の祝詞が奏上され︑奉献

念撮影を行い︑羽黒山参

務局長・佐藤均

知らせ欄に掲載され︑全

されました皆様の事業繁

社公式ホームページのお

了いたしました︒

たる神恩奉賽の真心にた

日に︑この場に再会
り︑ 年という長きにわ

いたしました︒

方々への御礼と︑

年目

もとに懇談が弾みました︒

て多くの信仰を集める出

かではありましたが︑神

参列をいたしました︒

感謝状

60

回出羽三山神社銘菓奉献祭斎行

た銘菓奉献祭︵別称献菓
羽三山神社羽黒山の山頂

様のご加護のもと無事終

山形県鶴岡市にある古く

20

祝詞奏上

20

60

60

60

60

第

日︑
にある国の重要文化財の

山形県菓子工業組合



この小さな自信の積み

と︑腑に落ちたのです︒

作業中の様子

も気に入らない箇所も出

指導に熱が入る組合員
ら︑初めて触る練切の感

が自発的にやりたい仕事

から６年生までの小学生

〜小学生がお仕事体験〜

どんなだろう？

５月
12

間︒アスティとくしまに

11
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新店舗・オープン
家族構成も

人でうちの

い」と、予算オーバーな

最中のオブジェを作りた

という話を聞き「さざえ

工場を考えるべきだ、工

ぱいにとってそのあとに

だよ。まずお店を目いっ

く取りたがるけど逆なん

をし、店内にいる人数を

お店の入口で人数制限

げる。

して回転率と客単価を上

どに求められているので

店は地域住民、観光客な

る昨今、まだまだ和菓子

業界の衰退が叫ばれてい

んできた店舗は駐車場が

自分で４代目。今まで営

の代から続く私のお店は

思えるお店を造ろう。こ

い。この子が継ぎたいと

代目になるかもしれな

子がうちのお店を継ぐ５

の子、もしかしたらこの

しており写

言葉が流行

え、という

ンスタ映

当時、イ

いった。

を進行して

ようと計画

の家」にし

果もあり、このオブジェ

てくれる、という宣伝効

って情報を拡散していっ

オブジェの前で写真を撮

になる。さらにお客様が

り、経営も安定するよう

め、菓子の製造が楽にな

造れる最中が売れるた

なった。パートさんでも

中を買ってくれるように

％がさざえ最

このオブジェの効果で

れて様々な場所のオープ

修業時代、師匠に言わ

活用できる工場を造るよ

り、ラックなどを最大限

店に比べ工場が手狭にな

ととした。そのためにお

面積を目いっぱい取るこ

を踏襲して、まずお店の

われたことがあり、それ

築すればいいんだ』と言

場は手狭になってから増

間、ピークの時は 分程

ル時は、お客様の待ち時

ができた。オープンセー

防ぎ回転率を上げること

おかげで、極力混乱を

た。

ら対策を練ることができ

生初めてのオープンなが

コントロールする等、人

爆剤になることができる

しかしたら地方活性の起

和菓子店という業種はも

われることが多々あり、

は元気がある！」と、言

うと「田舎の方が菓子店

んでいる先輩方に話を伺

東京や都市部で商売を営

はないかと感じている。

長谷川浩司と奥様

「 ５ 人 」、

がら作成を依頼した。

狭く土地は親戚からの借

うして一念発起し、お店

真を撮りたくなるような

にかかった金額は半年ほ

ンのお手伝いに行く機会

盛栄堂

このことに

地、お店の移転は３代目

の移転に取り掛かった。

かのお店だと一発で分か

アイキャッチとなるシン

どで回収できてしまって

ヒントを得

である父の代からの「悲

移転に伴い、最初に取

るような特殊な形にし

ボルが欲しいと考えてい

いる。

秒と回転率に

組当たりの平均接

新という相反する側面を

のではないか。伝統と革

客時間は

兼ねた和菓子店こそがこ

あり会津若松にある「さ

オブジェの前で中国人が

ちごのオブジェがあり、

菓子屋はすぐの工場を広

た。昔、兄弟弟子に『和

率でもとても頭を悩ませ

売り場と工場の面積比

セット物にお客様を誘導

どに力を入れ方がよい。

れない。だんごや赤飯な

オープンの日は上生は売

を得た。その経験から、

は予測を上回っており、

た現在も売り上げの推移

の減少する夏季に突入し

ルであったが、売り上げ

が進み、移転はギャンブ

地方の少子化、過疎化

川浩司

南房総市・盛栄堂・長谷

千葉県菓子工業組合・

いる。

くのではないかと願って

えていく業種になってい

ティングを重ねた。

力を注いだ成果は上げら

設計士との打ち合せは

ざえ堂」の形が５角形、

写真を撮りまくっている

れからの地方の未来を支

ができた。そのときに作

ほぼ毎週のように行い、

そして私と妻、子供が３

れたと思える。

観光客の増減、損益分岐
成した経営計画書は同時

四角いおうちは嫌だ。何

お客様の

願」でした。父の時代に

り組んだことは「資金の

した
「ものづくり補助金」 た、と計士と相談してい

た矢先、鹿児島県にある

点を計算するなど移転後
進行で設備投資用に活用

年程の時間が経

10

して帰って来て最初の言

代表取締役も息子に渡

ヴァンダラストの食パン

した。息子

年間２

し又２０１８年には店舗

２０００年に

葉が「パン業界に入る前

びを」を女房と一緒に毎

の修行中

店舗体制で来ましたが、

を新しく建て替え法人名

たまたま就職したのが都

関東の大学を卒業し、

女房群馬だから子供でも

に、上司から〝おまえの

店舗目を開店しました。

店も順調で１９８５年２

１９７９年長男誕生。

本人も進学したいと言う

がみんな進学するので、

ている様でした。友人達

事で農学系の大学へ進学

〟と言う

年位は日

作って来いよ

創業してから

内に本社のある卸売を主

ヴァンダラスト

日体感しながら生きて行

は親父はすごいなあ」と

は今迄と同じで店舗名を

創業から二代目へ

「麺棒が飛

思ったけど「あんな適当

マイピアからヴァンダラ

自分の目が届く一店舗体

んで来た

な作り方でよく売れるな

ストに変えました。代表

くには、脱サラしてパン

ら、俺はす

あ」と言われたのが今で

者を引退してからは企画

制に戻しました。いろん

ぐに辞める

も頭にやきついていま

運営その他諸々口出しは

屋をやるしかないと思

からね、そ

す。パン職人としては息

しません。
汗を出すだけ。

な出来事の中、長男も高

れ以外は何

子とは月とスッポン位の

この場をお借りして「息

い、群馬県太田市でパン

でもガマン

格差があり仕事中私は首

子よありがとう」又これ

パン会社がインストアベ

出来るか

から上は捨て去り汗だけ

からが代表者としてのほ

生まれは福岡県。縁が

ら」と言わ

を流す事に徹し一緒に仕

んとうのスタートだと思

校生に成り「パン屋にな

れ、職人経

事をやっています。修行

います。三代目迄バトン

屋を始めました。子供を

験のない私

先を探していただいた先

タッチしてくれる事を祈

ーカリーを担当し店長と

はパン職人

輩や修行先のお店の方や

っています。

あり現在は群馬県太田市

の世界はこ

一緒に働いた同僚の方達

ってもいいかな」と言い

んな所もあるんだという

には大変大変感謝してお

作らず店を作りました。

する事を助言しました。

人の繁盛店を昔の上司に

事を始めて知りました。

して派遣されました。（職

ことで）西友時代にパン

本経済も右肩上がりでし

無事進学し大学３年の終

探してもらい、そのパン

でパン製造小売業を営ん

とした製パン会社でし

を作る楽しさ又商品を作

たが、平成になりバブル

わり頃息子から「就職活

事で、レベルの高い商品

出しましたが少しは迷っ

た。
（１９７０年）

りすぐに現金に変わると

もはじけ日本経済も右肩

動を始めた友人も出て来
界へ来るならお前の就職

２００８年５年間修業

（１９７６年）

当時スーパーのインス

いう事に感動し作る喜び

下がりとなり、経営者と

たので俺はどうすればい

屋に入社させてもらいま

場結婚し５ケ月目位の時

トアベーカリーが出始め

売る喜びを体感しまし

しての苦しみを世間並に

で、厳しいといわれる個

でおります。

の頃で、入社２年目に伊

た。３年位が過ぎ子供も

先は俺にまかせろという

理事長・大村隆秀

群馬県菓子工業組合副

勢崎市に群馬県初の西友

経験させてもらいました。 いんだ」と言われパン業

ります。

出来ず「作る喜び売る喜

店内の様子

ストアが出店し、私の製

15
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ってしまった。

失い、

まで踏み切るきっかけを

その間、私も結婚し３
の５年分の経営計画書を

90

人の子宝にも恵まれた。

て「５角形

も移転を計画していたら

確保」
、
顧問税理士に『千

く中で、うちの店の看板

15

３人目でついに待望の男

しいが様々な理由により

葉県の最大手銀行に融資
作成し、銀行にプレゼン

を申請する際にも役に立

「森三」というお店にい

1

大正３年創業、曾祖父

断念したそうである。私

を断られるような計画な
した。その甲斐もあって

商品は「さざえ最中」で

度、

が修行から戻り家業を継

ら断念した方がよい』と
った。

87

う、設計士と何度もミー

いだ後も、なかなか移転

言われ、
地域の人口推移、 無事に融資を受けること

菓子屋こそが地方活性化の起爆剤に

融資・ものづくり補助金活用

葉
千
馬
群

15

‼
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（５） 令和元年８月15日

地域の文化と餅屋のかかわり

中野餅屋

中野餅屋

る様になった

日に鰻を食べ

土用の丑の

われは何故か分からない

あ ん 餅 も あ り ま す。「 云

代わりに塩が入った、塩

餅を使いますが、砂糖の

（７月

た。取材時の土用餅の日

文が入る」と仰ってまし

用の丑の日には塩餅の注

様 は、「 何 故 か 昔 か ら 土

食べ方かもしれませんね。 知らない文化や風習を知

んが、夏ならではの餅の

も食わぬ」ではありませ

がよく言う「夏の餅は犬

た。

ればいい」と仰ってまし

（う）の字が

が、「 土 用 は

の平賀源内

い…ウチならではなのか

しているのを聞いた事な

が、土用餅として塩餅を

丸亀の菓子屋はあります

物が食べやすい…昔の人

時期にはさっぱりとした

小豆は体にいい、暑い

てました。

を求めてお客様が来られ

ルで細く長く続けていけ

事はせずに現在のスタイ

れている限り、目新しい

は、「 地 域 か ら 必 要 と さ

いる五代目の大岳さん

青年部でも活躍されて

ました。

ただきありがとうござい

餅屋さん色々と教えてい

る事が出来ました。中野

今回の取材で、自分が

のは、江戸時

…他にも餅を扱っている

ご存知の方が多いと思い

付くもの…鰻

もしれません」先代の奥

日）には、塩餅

代に香川出身

「中野餅屋」の五代目、
ますが、八朔団子馬って

の目・たてがみ・尻尾・

を食べると良

でお祝いする、誕生餅は

中野大岳さんと先代の奥
ご存知でしょうか？香川
張子の虎が飾られる風習
衣装で飾られます。大き

い」と言った

年創業

様にお話しを聞かせてい
県の西の方に古くから伝
があるそうです。この地
さは一升～一斗のオーダ

今回は、明治

ただきました。中野餅屋
わる文化で、八朔の節句
域の節句行事に馬が使わ
ーが出来、１メートル超

子供がまたがっても壊れ

けて食べる風習みたいで

聞きます。菓

あった、馬術の名人であ
ない程の頑丈さらしいで

す。
それを食べた子供は、 いお餅が通常ですが、中

年部・田村正太郎

やかな中での銘菓奉献式

ットと言われる三峯神社

は国内屈指のパワースポ

でした。式は

時頃始ま

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

明治神宮銘菓奉献の再開
組合員
による

明治神宮に於いて全国

いました。当組合員によ

菓奉献は数十年途絶えて

中で４店舗が代表して直

点余りが奉献され、その

ます。全国の銘菓１００

た。式は厳かに行わられ

す。左甚五郎作と言われ

光の目玉となっていま

くの参拝客が訪れ秩父観

守りで有名になり大変多

があります。白い気の御

銘菓奉献式が長く続けら

る銘菓奉献は久方ぶりで

る彫刻が飾る豪華絢爛な

時頃に終了しまし

野餅屋でいう土用餅は、

れておりますが、埼玉県

接奉献しました。今回は

り

なんとお灸をすえられる

塩餅なのです。香川県の

す。平成最後の銘菓奉献

栄

目が終わった後で（硬く

風習もあるとか…

菓子工業組合員による銘

愼

八朔団子馬は専用の土
なったもの）
、細かく砕

雑煮にはあんこが入った

秩父市 ㈱

事な成長を願い、八朔の
台に団子生地を盛り付け

・土用は塩餅？？

ったあんこの中に柔らか

香川県菓子工業組合青

は香川県丸亀市に店舗を
や馬節句といい、旧暦八
れる様になったのは、丸
える大きさの団子馬は、

のお祝いに使われている
る曲垣平九郎にちなんで
す。食べるのは、お披露

はっさく

構えていらっしゃいま
月一日を八朔といい、（今
亀出身の讃岐藩の家臣で

おはぎ等の餅菓子や赤飯
特別なお菓子です。端午
いるそうです。

子文化では、土用餅とい

をその日に作り、当日売
の節句同様に男の子の無

日には団子馬、鶴亀鯛な

いてご近所などに配り、

ま がきへい く ろう

り切るスタイルのお店で

どの団子菓子、
武者人形、 馬の形に成型し、ガラス

父神社大祭です。皆様、

本殿の秩父神社も有りま

た商品や、北海道産原料

私が埼玉代表として参列

岩手県・埼玉県・東京都
ちおしの「きなこ大豆」

お話を店主小林敏夫さ

是非秩父にもお越しくだ

された秩父市㈱愼栄さん
かる焼き大豆

にこだわった商品など

し直接奉献の大変な名誉

・石川県の順での奉献で、 す。秩父夜祭りはこの秩

豆菓子製造の様子

は北海道産の原料にこだ

ん に 伺 い ま し た。「 平 成

埼玉県菓子工業組合で

様々な商品を生み出して

わって製造している商品

した銘菓は当店の看板商

は数十年各神社への銘菓

さい。

きました。また、近年で

銘菓奉献式に参列させて

品『深里のつるし柿』で

奉献が滞っておりました

月

です。香ばしく煎った大

は、栄養機能食品として

いただきました。当日は

す。先の伊勢菓子博では

年
豆をサクッとした生地で

の豆菓子「カルシウム黒

高円宮家絢子女王殿下の

を賜りました。私が奉献

を紹介します。

創業当初は広島駅前で大

包み、自社独自でブレン

豆」を開発しました。カ

が、当組合として各神社

日に明治神宮

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

株式会社イシカワは昭
八車を押して、煎り豆を

ドしたきなこをコーティ

名誉総裁賞の栄誉を拝領
手によって何層にも重ね

商品は、広島大学との共

ご結婚式が明治神宮で執

られたきなこの層はほろ

同開発で生まれ、豆菓子

イフルーツ等

は平成

ルシウムを必要とされて

っとした食感で、きなこ

の新たな需要を見出しま

これからも

きました。

せていただ

銘菓奉献さ

組合事務員が適時組合員

問い合わせください。当

合事務所までお気軽にお

ご相談がありましたら組

ない事があるとか、各種

年と連続

お菓子作り

埼玉県菓子工業組合副

のご相談にのります。

していく所

祥夫

理事長兼専務理事・中島

秩父市に

存です」

に鋭意精進

菓子業界のことでわから

ングしています。職人の

好きにはたまらない一品

した。今後は創業１００

10

株式会社イシカワ

和２年に広島の地で創業
手売りするところから始

ものづくりの人を増やす

年目を迎え
まりました。現在では豆

温や湿度、豆が採れた年

です。

年を目指し、現在まで培

への銘菓奉献を順次再開

ます。平成９年からは拠

度や地域によって豆の状

イシカワの主なお客様

ってきた技術で豆という

いたしまして、おかげで

創業から愛情を込めて豆

点を広島市から廿日市市

態は様々です。安定した

は量販店で、地元広島を

素材の良さを伝える新た

り行われており警備が厳

の企画製造販

菓子を作り続けてきまし

峠に移し豆菓子の製造を

品質を保つため、職人が

中心に、北は北海道、南

な商品作りを提供してま

いるお客様に向けたこの

売を行ってい

た。ここでの〝ものづく

行っています。自然豊か

一粒一粒を見極め丁寧に

は沖縄まで全国にイシカ

いります。

菓子をはじめ

ま す。
「もの

りの人〟とは豆菓子を作

で、水が綺麗なこの場所

加工しています。長年培

ワの商品を卸していま

増田製粉株式会社・広

します。組合員の益々繁

づくりの人を

っている職人だけでな

で〝ものづくりの人〟と

ってきた技術により生み

す。より多くのお客様に

島県菓子工業組合青年部

大変よく売れています。

増 や す。
」を

く、イシカワで働くスタ

して私たちは日々豆と向

出される豆菓子は、ふっ

イシカワの豆菓子を食べ

事務局・中川慎司

29

つるし柿本舗

愼栄

重ながら大変華やかで賑

経営理念とし

ッフ全員がものづくりの

き合い続けています。

くら柔らかく豆本来の素

ていただけるよう、地元

ナッツ、ドラ

て掲げてお

想いを心に持ち、笑顔に

イシカワこだわりの豆

材の味が生かされていま

メーカーの味噌を使用し

栄の御祈願を願い補助さ

り、お客様に

なって頂ける製品を一丸

菓子は、そのほとんどが

す。中でも、イシカワい

明治神宮に

喜んでもらい

となってお届けする、と

手作りです。その日の気

せていただきます。また

たいという気

いう意味が込められてい

年

持ちを持って

29

し、今年で
る豆菓子メーカーです。

佐伯地区の大豆の生産

30

92

30

す。
・団子馬？？

14

のが始まりと

す。佐賀のヒヨクモチと
日）長男出生

焼いて醤油やきなこをつ

年は８月

団子馬と鯛の団子菓子

北海道産小豆を使った、

38

一歳の誕生日に一升餅

15

玉
埼

30

27

川
香
島
広
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（毎月 15 日発行）
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石川の新しい夏の和菓子歳時記を創出

「加賀夜舟」
「能登夜舟」
「金沢夜舟」販売会

夜舟の販売会

も、ハーブ等の

こし、じゃがい

ん草、とうもろ

小松菜やほうれ

用したものや、

ジェクトならではのチャ

られませんし、このプロ

店の活動では容易には得

うした気付きは普段の個

収穫と感じています。こ

来年以降、更に多くの

レンジが出来た事は私個

多種多様で挑戦

菓子店・生産農家が参加

農産物を使用し

バー全員の協力と各分野

的な「夜舟」が出

し「加賀夜舟」「能登夜舟」

引き続き「夜舟」の販売

の担当者のご尽力もあり

揃い〝こんな使

「金沢夜舟」が石川の夏

石川県内の有志の和菓

はいわゆる「おはぎ」の
を開き出品や販促に関し

組織として素晴らしい準

い方・魅せ方が

の風物詩として県民の皆

人的にも本当に良い経験

『農菓プロジェクト』
。
夏季の呼び名ですが、『農
ての綿密な計画を立てて

備が出来ました。そして

あったんだ！〟

たものまで、各

農業そして菓子業の両業
菓プロジェクト』として
きました。農家と菓子店

日ま

を実施しました。
「夜舟」

種が直面している問題や
県産農産物の素晴らしさ
とのマッチングに始まり
７月 日から７月

子店と農家が参加する

現状に共感し合い、石川
を認知しいて頂くと共に
製造・販売・配送の役割

０１４年に結成された団
民の皆様に広く親しまれ

ティ豊かな「夜舟」を県
沢倶楽部』にバックアッ

分担や、地元出版社『金
ッピングモール５店舗に

で県内の百貨店及びショ

ーションし五日間の販売

になりました。また県内

私自身大変勉強

と今回初参加の

のメンバーの一員として

よう『農菓プロジェクト』

様に愛される菓子となる

となりました。

の食文化を未来へ繋いで
それらを使用したバラエ

体です。これまでに県産
て集合販売会を開催し、

です。

プ頂いての販促プロモー

た事、販促の重要性や商

石川県菓子工業組合青

る菓子に育てていこうと

る事が出来ました。

品の付加価値と商品単価

年部部長・和乃菓ひろの

の農産物を使用した創作

賀夜舟」
「能登夜舟」
「金

各店の創作「夜舟」に

の関係についても考える

店主・広野純一

活動を推進していく所存

れた時間の中でこれだけ

沢夜舟」とグループ分け

はメロンや桃、ブルーベ

機会を頂けたのは大きな

農家さんと繋がりが出来

二回目となった今年は
の大きなプロジェクトを

し、グループ単位で配送

リー等のフルーツ餡を使

会を終え、大変好評を得

軒の
実行するには大変な労力

や販売員の役割をローテ

軒の和菓子店と

生産農家が参加し、２月
が必要ですが、参加メン

菓子店の所在地毎に「加

港でのマーケティング調

査等の活動を行ってきま
した。
そして今年は、昨年に
から数回のミーティング

ションについて等、限ら

店オリジナル・

いきたいという思いで２

2019 夜舟ポスター

いう取り組みです。

15

和菓子のコンテストや空

11

われるモンドセレクショ

食のオリンピックと言

品質」を追求するためで

ちの子供に安心・安全な

理 由。 そ れ は、「 自 分 た

けています。その一番の

地から育む果物の恵み

かけ農家さんが豊かな土

有名です。初夏から秋に

ーツ王国として全国的に

らんぼ・ぶどうなどフル

されたコンフィチュール

使用し、美味しさが凝縮

のような果実を積極的に

まうものがあります。そ

ど規格外ではじかれてし

は美味しくてもサイズな

ケーキです。

愛され続けるロングセラ

ンでは６年連続金賞受

す。

を、美味しいお菓子にし

一番人気の商品は、昭

ーのイタリアンロールで

賞。一見何も変わらない

創業者の言葉の中に、

年間

す。ほんのり塩味のシュ

ように見えて、毎年材料

年の誕生より

然に囲まれた町です。「清

ー皮でふわふわスポンジ

和

山梨県の西側に位置す
月」はこの地に本店を構

「旬果」に仕立ててお届

お菓子屋 清月

る、南アルプス市。そこ

たいとの想いから作った

けしています。

常に進歩を忘れるなとい

のが「甲州レーズン」で

と製法を見直し進化し続

う謹言があります。私た

そして大切にしている

日本一の山梨だからこそ

レーズンはぶどう生産量

国産の小粒ですが、甲州

一般的なレーズンは外

お菓子を通して、これか

ないという考えのもと、

人と地域への奉仕を忘れ

す。日々進化をしながら

という企業理念がありま

清月には「菓心天創」

す。

とフレッシュクリームを
包み込んだ、シンプルな

33

のに深い味わいのロール

ことは、地元の農家さん

できる大粒の高級ピオー

た菓子づくりをすること

ら山梨産の果物を活かし

ある究極のレーズンサン

ジューシーで食べ応えの

ネが二粒サンドされた、

菓子屋を営んでまいりま

切に、地域に根付いたお

らも地元山梨の想いを大

総務部

です。昼夜の気温差が大

・野田かおり

株式会社清月

す。

される果実の中には、味

また、地元山梨で生産

ドです。

おり、桃・すもも・さく

梨県は果樹栽培に向いて

きく、日照時間が長い山

進化を続けています。

に貢献したいとの思いか

この思いを大切に日々、

ちは代々、受け継がれた

周年を迎

える和洋菓子
店です。

61

甲州レーズン

南アルプス本店

え、今年創業

地域に愛され進化を続ける

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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【引受保険会社】東京海上日動火災保険株式会社
【担当営業課支社】東京中央支店
〒108-6111 東京都港区港南 2-15-2 品川インターシティーB棟11階
TEL.03-5781-6577 FAX.03-5781-6578

お問合せ先

【取扱代理店】 全菓連共済ビルヂング株式会社
〒107-0062 東京都港区南青山 5-12-4
TEL.03-3400-8901 FAX.03-3407-5486

88

引受保険会社は、貴社に代わって被害者との示談交
渉を行います。訴訟が提起された場合には貴社の
パートナーとして海外での訴訟に対応します。
（現地
の法令等により禁止・制限されている国・地域を除き
ます。）まずは取扱代理店または営業課支社までお気
軽にご相談ください。

海外で損害賠償請求がなされた場合、外国語で書
かれた訴状への応対をはじめ、訴訟地の慣習等に
合った訴訟対応を自社で行う必要があります。
また、
訴訟社会アメリカをはじめとして、
海外では
ひとたび訴訟となれば応訴のために高額な費用が
かかることも想定されます。

海外で発生したPL事故について海外
で損害賠償請求を受けた場合、
「生産物
賠償責任保険」
（ 国内PL保険）では、補
償されません。
（国内PL保険は、原則日本国内で発生
した事故のみを対象としています。）

16

は清らかな水と美しい自

イタリアンロール

日本国内でしか自社製品を製造・販売していない場合でも…

製品が海外に出回り、
海外で貴社が責任を問われるケースがあります。

！

貴社の製品は、

知らないうちに海外へ輸出されていませんか？

間接輸出品
グレーマーケット製品
のリスク

海外PL保険

川
石
梨
山

第965号
聞 （平成元年２月９日
第三種郵便物認可）
新
業
工
子
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（７） 令和元年８月15日

間接輸出品 ： 貴社製品を原材料・部品として組み込んだ完成品が輸出されているかもしれません！
グレーマーケット製品 ： 貴社の知らないうちに、訪日観光客や海外のバイヤーによって海外へ持ち出されているかもしれません！

このご案内書は、海外 PL 保険（英文生産物賠償責任保険）の一部の概要をご紹介したもので、海外 PL 保険に関するすべての事項を記載しているものではありません。保険の内容は企画書等をご請求の上、ご覧ください。
詳細は、保険約款およびセットされる特約条項によりますが、ご不明な点がありましたら、ご遠慮なく代理店または東京海上日動までお問い合わせください。ご契約に際しましては必ず保険約款をご覧ください。

です。

代表取締役社長）

馴染みの二木正人氏（㈱

二木、二木の菓子」でお

営にも通じる部分があっ

は、部活を経験して、経

戦略と方針という部分で

験されたそうです。情報、

して、厳しい縦社会を経

は、
「二木、二木、二木、 ンフットボール部に所属

道だとお考えに

ことが生き残る

れを売っていく

を見つけて、そ

おいしいお菓子

ります。地方の

創生がキーにな

としては、地方

は間違いありません。

令和元年７月

バル化に拍車がかかるの

が目白押しです。グロー

ク、大阪万博とイベント

ンピック・パラリンピッ

ラグビーＷＣ、東京オリ

ては変化も見えません。

うです。足元だけ見てい

と好奇心を持つことだそ

第２号議案

菓子の販売における特

大手流通との差

です。それが、

の子どもの笑顔を絶やさ

味しいお菓子を食べた時

先を見すえながら、美

梅雨が明けていました

去年の東京は６月中に
席者は委任状を含め定数

取締役）より、本日の出
の件

度会費及び徴収方法決定

は、目まぐるしく変わる

生き残れるの

し続けなくてはならない

聞きながら、我々も努力

令和元年

二木正人 氏講演会
日
（月） 材料㈱取締役社長）のご

に、第 回通常総会が上

講演会の様子

「 お 客 様 を 笑 顔 に！ 地
て今でも役立っているそ

なっているそう

時代は体育会のアメリカ

方を元気に！二木の菓子
うです。

講師にお招きしたの

度事業計画（案）並びに
の独自経営戦略」という

東京都菓子工業組合協力会「東菓工協力会第 回通常総会」

挨拶の後、この所、恒例
収支予算（案）決定の件
テーマでご講演頂きまし
性としては、単価が少額

別化に繋がりま

ぬように、二木氏の話を

上げられるそうです。で
の立場としては、生産性

第３号議案

で、軽量で、がさがあり、

す。

です。先代の初代社長は

すから、小売りの現場で

副会長（内外香料㈱代表

㈱二木はアメ横で、昭

粗利が低いということが

を満たしており、本会は

信州安曇野の出身です

と、そこにいた全員が思

の件

和

が、今年は未だに梅雨が
有効に成立した旨を報告
全ての議案が慎重な審

変化に適応したものだけ

だと断言していらっしゃ

ったのは間違いありませ

るという現実があるそう

お話でした。

議案の審議に入りました。 案通り可決決定しました。 う地名があり、その村の

２月に出演されたテレ

役員改選

明けない中、協力会・東
されました。議長には寺

を上げるしかないという

第４号議案

名の方が

は、客数競争になってい

菓工合わせて
が、かつては二木村とい

総会にご出席下さいまし
た。

です。現在の社会状況で

ん。ありがとうございま

ご出身だそうです。現社

ぎました。続いては、場

少し頭をフル回転し過

同組合事務局長原憲太郎

郎様、東京都米菓工業協

同じく事務局長渡辺嘉一

した。

風呂敷」が有名。良質の

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

所を移動しての懇親会と

それには、諦めない心

いました。

滞りなく総会が終了

年

ビ東京「カンブリア宮殿」

吹公園だんご」は、お餅

餅米を使ったやわらかな

度事業報告書並びに決算

平成

は、なかなかシェアは広

でお話しされた経営戦略

第１号議案

長は中学から大学まで立

げられません。メーカー

商品開発力に優れた社長

の印象がまさる。甘すぎ

黒製菓㈱取締役会長）
、

黒川耕次名誉会長（三
し、続いては恒例の講演

教のご出身で、特に大学

を見上げれば星に手が届

の岡本栄伸さんは鳥取県

様のご来賓の紹介があ

報告書承認の件

きそう、そんな鳥取県を

なりました。

鳥取県中部のお菓子

きな粉餅に、鳥取名産の

り、㈱愛工舎製作所代表

いました。

し、懇親に入りました。

東菓工組合員と協力会

倉吉市のまんばやは明

東菓工と協力会も懇親

たかいお茶ともよく合う。 二十世紀梨で作った特製

を名乗ることにした。「星

鳥取県東伯郡琴浦町に

べる。山陰地方では祝言

司会は、毎度お馴染み

の場を多く重ねるように

取締役会長の牛窪啓詞氏
治十年創業。創業以来造

ある山本おたふく堂は明

を初めとして、慶事に際

二葉晃司氏（二葉製菓㈱

なり、小さな輪が大きな

会員、来賓の方を併せて

取県」というネーミング

り続けてきた小判饅頭に

治元年の創業。銘菓「ふ

しては必ず木綿地に家紋

で
) す。今日

気は、酒をまろやかにし、 （マルエ製菓㈱取締役会

取県庁のアイデアは素晴

１００年を優に超える

長）による二本締めにて、

菓子だ。薄茶にも良く番

老舗がたくさんあり、そ

料理に旨味を、そして女

盛会のうちに中締めとな

らしいし、中部にもアイ

の「梨みつ」をかけて食

はメディアに大きく取り

加えて、神社の境内の落

ろしきまんじゅう」は、

を染め抜いた大風呂敷を

代表取締役

輪になってきたのは喜ば

中部組合の代表でもある。 ない上品な味わい。あた

らも天の川が見え、夜空

とっとり星取物語

鳥取県はどの市町村か

上げられた。広告宣伝費

ち栗をイメージした「志

阿波和三盆糖を使った黒

用意して祝う習わしがあ

は新調した素敵なブルー

しいことです。東菓工筆

きまんじゅうと命名され

れぞれが個性豊かなお菓

性に潤いを与えます。

きの四隅を折ったような

同じ倉吉市で、明治十

た。ふっくらともちもち

子を造り続けている。鳥

茶にも向き、酒にもあう

倉吉市の倉吉舎は「と

三年に創業された石谷精

した生地は、いつ食べて

デア豊富なお菓子屋さん

の乾杯の音頭にて開宴

に換算してどれぐらいの

ば栗」を考案した。白餡

糖饅頭。蒸し上がったま

ったことに由来したネー

のスーツを着ての登場で

頭副理事長の江川清志氏

っとり星取物語」を売り

華 堂 は、 打 吹 公 園 だ ん

も美味しく、懐かしい味。 取県中部の菓子文化は素

形になることからふろし

出 し た。
「星取県」への

ごで有名。形は三色串団

鳥取土産の定番である。

うつ ぶき こう えん

強力な援護射撃だ。もな

子で「坊っちゃん団子」

同じ琴浦町にあり、鳥

鳥取県菓子工業組合理
事長・小谷治郎平

を戴きました。続いて、

寺本新会長の順にご挨拶

製菓㈱代表取締役社長）

理事長・中谷光基（中谷

東京都菓子工業組合副

専務理事の吉田竹志様、

全国菓子工業組合連合会

りました。
か皮にサブレをいれて星

によく似ている。あんこ

取県では二番目に大きな

まず、黒川名誉会長、

のカタチに焼き上げた。

の成分の大きい「坊ちゃ

製菓会社が宝製菓だ。「大

晴らしい。

サクサクとした歯触りの

ん 団 子 」 に 対 し て、
「打

と言われている。

89

香ばしいお菓子である。

がいる。

名の方がお集まり下さ

額になるのだろうか。鳥

を小豆の桃山で包んだ焼

んじゅうの形が、ふろし

ミング。

す。氏の持つ明るい雰囲

売り出そうと「星取県」

寺本眞一会長（寺本製菓

30

43

22

会が行われました。

ふたつぎむら

議の上、全員異議なく原

た。

年に創業されたそう

二木

となった司会の後藤真由
令和元年

41

本会長が選ばれ、直ちに

催されました。

野「精養軒」に於いて開

41

22

「二木、二木、二木、二木、二木の菓子」でお馴染みの

京
東

とっとり星取物語

取
鳥

令和元年８月15日 （８）
（毎月 15 日発行）

聞
新
業
工
子
菓
（第三種郵便物認可）

第965号

理事長

綱木

久隆

大阪半生菓子協同組合

事務所

〒五四四―〇〇一一
大阪市生野区田島二―五―二十二
（綱木製菓㈱内）

☎〇六―六七五四―二二二一

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

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︒

メリットが出てくる︒ま

らではなく︑いろいろな

かだ︒単に人手不足だか

材を︑どのように生かす

は多様な人材や外部の人

てきた︒これからの経営

重要性はますます高まっ

ダイバーシティ経営の

とは︑環境変化への対応

組織にとって大事なこ

働きやすい会社になる︒

が︑
組織自体も高度化し︑

たちの感性があったほう

ばならない︒そういう人

どんどん招き入れなけれ

外国人が増えているし︑

人の目︒日本にどんどん

ダイバーシティ経営

ず多様な人材を活用する
である︒アメリカのトイ
ザラスが経営破綻という

ことは︑いろいろな人の

意見を取り入れた経営が

その③

受け︑社員も経営陣も育

み合わさることで刺激を

ない︒いろいろな人が組

性を重視しなければなら

るためには︑組織の多様

いう激変の時代に生き残

化で自らも崩れた︒こう

庭に入った主婦︑シニア

手のフリーター層や︑家

ダイバーシティ化は︑若

ていない︒日本で当面の

日本はまだそこまでいっ

やものの考え方まで多様

メリットを出していくこ

がダイバーシティ化し︑

れている人も多い︒自社

せではなく︑質的にも優

れ︑組織化を進めている︑ するかで︑単なる数合わ

な人をどんどん取り入

と︒

こうした方々をどう活用

人材︑外国人などである︒

は能力とは別問題であ

つまずきやすいが︑それ

つ︒新たに考えなければ
ならないことも増えてい
る︒その時︑同じような
人が知恵を絞っていても

今は求人難で就職しやす

はあまり減っていない︒

者だが︑フリーターの数

先ず若手の不安定就労

取り返そうと頑張った

をしているので︑その後︑

い︒つまずいた人は苦労

も考えなければならな

う若手人材を鍛えること

る︒これからは︑こうい

い時代と言われるが︑そ

り︑打たれ強さを持って

若手不安定就労
者の活用

日本の多様化は︑国際

れでも一定数はまだ不安

ダメだ︒変化対応力がた

的まだ初心者で︑アメリ

で﹁水木金だけでいい﹂

かくなる︒

社だった︒今はネット社

いるケースもある︒

う﹂と思い︑二の足を踏

など︒こういう働き方や

シニア人材の就業率は

トした︒食品会社は女性

いう商品が生まれ︑ヒッ

私より年上の人に何人か

いという人は半分いる︒

と︑私の会社ではあえて︑ も﹂と定年以降も働きた

この力を生かせないか

この人たちをぶらぶらさ

ちろん雇用して内部人材

業務委託でもいいし︑も

て週２日や︑月に数日の

るはずだ︒外部人材とし

歳まで﹂﹁それ以上﹂ の活用をもっと考えられ

いという側面がある︒だ

較的仕事が切り出しやす

受託などが多いので︑比

材に関わるプロジェクト

私の会社の場合は︑人

オハラという石川県の会

シニア活用の事例で︑

高いパフォーマンスを発

に選ばれやすいし︑女性

来てもらっているが︑と

でも活躍できる︒

活用も進んでいる︒あと

ても活躍してくれる︒﹁こ

より単純作業のほうがい

しろシニアは複雑なこと

あまりしたがらなく︑む

大事な仕事だし︑若者は

ー的仕事が多い︒これは

験と人脈があるからだ︒

いうことができるのは経

を紹介してくれる︒こう

人脈も豊富で︑キーマン

か﹂と提案もしてくれる︒

うやり方をしましょう

﹁働けるうちはいつまで

だくだけでなく︑社員に

遂行を確実にやっていた

いただいているが︑業務

までされた方に支援して

えば︑某大手企業で役員

すことができている︒例

材のパワーを事業に活か

ウ・人脈を持つ︑社会人

社内にない経験やノウハ

べき部分を切り分けて︑

部分と︑内部人材が担う

から︑外部人材に任せる

齢者は達人と呼ばれ︑若

伝え合っているので︑高

る︒社員が互いに感謝を

で︑嫌がらずにしてくれ

ができた︒意欲が高いの

時間を延ばせたり︑増産

で︑結果的に工場の稼働

齢者の人が集まったの

っている︒意欲の高い高

になり︑社内活性化にな

高齢者が若い社員の見本

社では︑労働意欲の高い

次号に続く︒

い人から尊敬される︒

として︑限られた時間で

営者である私の相談相手

対する教育的指導や︑経

事例・オハラ

揮されている︒

は柔軟な働き方をどれだ

れをして下さい﹂とゴー

に︑ぶらぶらしている︒

け入れられるかが勝負だ

ルと内容を決めて言う

いともいえる︒ここはマ

日本のシニアは優秀で

くれるし﹁もっとこうい

と︑放っておいてもして

ろう︒

ダイバーシティ
経営戦略

といわれ︑いろいろな会

定化している︒この層は

し前はカテゴリーキラー

主婦層に﹁何で復帰しな

んでしまうこと︒この人

在宅勤務で︑家で仕事し

高まってきているが︑こ

ッチするので︑今どんど

ある︒健康長寿の国なの

﹁

カはＬＧＢＴなど価値観

めに︑相当門戸を開き︑

同社では従業員全体の

いか﹂を聞くと﹁復帰し

たちを元の会社に復帰さ

てもいいとなれば︑かな

れは主に現業系の仕事

んシニアの就業が決まっ

力を持った方が多い︒﹁何

で︑元気で長く働ける能
問題はホワイトカラー

ている︒

をしたら︑揚げパスタと

会での購買スタイルの変

ニュースがあったが︑少

働きやすい在宅勤務やテ

％が女性パート社員であ

社を淘汰してきたのが同

りやりたい︒地域社会に

レワーク︑時差出勤など

るため︑長く勤められる

できる︒女性の目︑外国

根を張っていきたい﹂と

を考える必要がある︒今

職場にしようと１人３役

せてはもったいない︒ホ

いう人は家庭を中心に家

は国も正社員の限定社員

制度を取り入れた︒いろ

歳まで働きたいですか﹂

２つ目は女性︒今︑雇
の近くでパートの仕事を

を増やそうとしている︒

いろなリカバリーができ

系のシニアだ︒優秀な学

用だけだったら男性並み
する︒これも人生の選択

限定社員とは地域限定で

るので︑個人にとっても

用し︑女性ならではの意

で︑近年の大卒の内定率
だから問題ない︒問題は

は﹁この支店で働いてく

自分のやれる仕事の幅が

では︑三州製菓がある︒

は女性のほうが高い︒主
実は働きたい気持ちがあ

れればいい﹂という考え

広がり︑成長感があって

ワイトカラー系のシニア

婦層にも優秀な人が多
り︑実績もあるが﹁もう

方︒それから︑時間限定

嬉しいようだ︒女性を活

歳まで﹂

く︑能力を持ったまま家
これだけ仕事を離れた私

時から

と 聞 く と﹁

庭にいるので︑中小企業
が社会で活動できないだ

で例えば﹁毎日

歴の方はたくさんいるの
65

見を取り入れた商品開発

には戦力になる可能性が
ろう﹂
﹁雇ってくれるい

てばりばりやりたい︑共

せる︑新しい会社に受け

り働きやすくなる︒企業

だ︒シルバー人材センタ

時まで﹂
︑日にち限定

稼ぎで夫とも家事をシェ

入れてもらうなどができ

はこうした制度を取り入

女性の活用

高い︒しかし︑復帰する

い条件の会社がないだろ

アしていく﹂という人が

ないと︑Ｍ字カーブと言

れるとよい︒

シニア人材の活用

いる︒こういう人はどん

われる︑女性の一時的な

警備といったブルーカラ

ビル管理︑清掃︑介護︑

の生産現場や建設現場︑

ーの求人を見ると︑工場

どん復帰して就職してい

女性活用の優れた事例

事例・三州製菓

就業率の減少が是正でき

企業側は受け入れるた

ない︒

るので︑問題ない︒
それから︑家庭中心に
考えて﹁子育てをしっか

70

原 正紀 氏（株式会社クオリティオブライフ代表取締役）

側もやはり不安である︒

11

75

中小菓子製造業における
働き方改革について
16

第965号
聞 （平成元年２月９日
第三種郵便物認可）
新
業
工
子
菓
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（９） 令和元年８月15日

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。
うのは「意見を出して」
というと黙ってしまう。

その④

ともある。

の決め事として決まるこ

新入社員の意見が、全体

表し、みんなに伝える。

う感じだ。

だから、やってよ」とい

「自分たちで出した提案

れている感がある。今は

る。私から言うとやらさ

考えてもらう。さらに、

し引いた状態でみんなに

が、そういうところは少

自分はだいぶ現場にいる

ということはない。今、

で、絶対にこれが一番だ

ッドは自分の味の店だと

と思っている。オークウ

自分でしており、使命だ

焼き菓子からケーキから

ただ、商品開発は１０

すと、お客様は去って行

中で妥協して新商品を出

に失敗するのは、忙しい

いだろう。ただ、その時

日々、料理からデザート、 姿は、お客様には心地い

０ ％ 自 分 で し て い る。

く。私もいろいろなレス

いる。老舗でも進化する

い提案を求めている方も

りの子に言っても、でき

れるだろう。入ったばか

たら、お客様は喜んでく

マくらいの気遣いができ

する。例えばクラブのマ

まう」と言わせるくらい

客がいいからつい来てし

しいけれど、あなたの接

て、喜ばしてあげなさい」

なさい」、「あなたが話し

るが「自分の言葉で話し

かった。マニュアルはあ

うくらい、社員教育が凄

アットはそれをしてしま

とはしない。でも、ハイ

オープンの時、そんなこ

汚いという話があった。

ムから従業員のトイレが

ある時、衛生安全チー

だんだんとフェイドアウ

思っているので続ける。

ビスプロジェクト

グッドグッドサー
トしている。

それまでは新入社員と２

「今日はトイレがきれい

考え方でしており、掃除

店のベースになっている

力を高めないとなかなか

これからの店は、総合

構成、安定したクオリテ

ために商品は、魅力ある

いくことが重要だ。その

までトータルを強化して

総合力で店作りから接客

ムとプリンとショートケ

も同じで、シュークリー

思うことがある。お菓子

ンプルなものがいい」と

えすぎている、もっとシ

思うからだ。だからこそ、 「普通のほうがいい」「考

仕入れることができると

ーキが最高においしかっ

ものかばかり出す店では

トランに行くが、新しい

で、ほとんどが新入社員

高級のパークハイアット

２が新入社員だった。最

スは、全員女性で３分の

あるレストランのサービ

ト東京のオープンの時、

たのは、パークハイアッ

が重要だ。これを実感し

ういう気持ちでいること

ないかもしれないが、そ

思われるものを年にいく

んなのなかったよね」と

化 さ せ て い る。
「前はこ

また、店内はいつも変

人の接客も大切だ。

ルも大切だが、その人個

許してくれる。マニュア

しているから、お客様は

スは下手でも一生懸命に

生懸命していた。サービ

という雰囲気があり、一

グッドグッドサービス

じゃん、誰がやったの」

から接客の仕方、こんな

勝ち組にはなれない。手

ィを守る、常に新商品を

たら崩さなくてもいい。

なら、お客様から絶対に

つかは、変えるようにし

年目くらいの子が掃除し

「汚いな、誰だよ」とな

ことをしてみようという

軽にスイーツを買えるコ

提案し続けるなどが重要

ただ、それ以外も考える

クレームが来ると思って

ている。

プロジェクトもしてい

ださい」というと意外に

る。その中で「トイレッ

のも書いてある。毎年い

ンビニには、勝てない。

だろう。定番商品は絶対

ことは重要だ。

いた。普通のホテルでは

中での出展は、生産部隊

ていたが「全員でしまし

考え始める。ただ、会議

トペーパーを使い終わっ

ろいろなことを試みるの

味で勝つといっても、コ

で、求めてくるお客様は

接客は「ケーキもおい

回答・職人なので、自分

１つで売り上げがとれる

っていいかわからない。

で黙って座っていると何
とめ、私に報告する。そ
たら三角に折りましょ

で、最初とは全然スタイ

ンビニも随分よくなって

かなりの比率だが、新し

ツは感覚的に違うので、

の目の届く範囲でないと

３年目より毎月５日は

安全チームに振り分け、

も考えず、その場にいる
こで「いい案だからやろ

う」と提案があった。だ

ルが違う。その時代に合

きている。材料費を安く

るので何とかしようとな

そこでさせてもらうこと

今洋菓子店に求め

課題を与えて、私を抜き

だけだ。まずは自分たち
う 」「 こ れ は ち ょ っ と 難

から、常にトイレットペ

ったやり方をしているの

きたものだが、このほう

った。やはりお客様に店

る。これはサービスだけ

でみんなで話し合っても

で考えることが重要であ
しい」という話の中で最

ーパーが三角になってい

ームも絞り、袋に入れた

がいい。

ょう」という話が出た。

らった。企画開発チーム

る。紙に書いてもらった
終的に決まったことを発

デコレーションなので、

状態でオークウッドから

みんなでジャンプ

だから、必ず紙に書いて

はどんなものがお客様に

ことを各チームの長がま

５００人だったアメリカ

パーツは全部用意してあ

運び、設置したので大変

職場ミーティングにし

喜ばれるか、新入社員も

という企画があり、ギネ
の記録を、今回２０９５

り、あとはマジパンで桜

だった。

会場と人数だと

は、これだけの

生クリームで

リームを挟む。

リーのバターク

き、間にラズベ

な決めごとがあった。実

撮ってもダメといろいろ

ら、それもダメ。写真を

乗せていない子がいた

せてください」と言って

から外され「イチゴを乗

たら、その人はカウント

り、例えばトイレに行っ

の後に結晶化する。砂糖

けて、グツグツ煮え、そ

ブンに入れると砂糖が溶

霧をたくさん吹いてオー

ゼルナッツをまいた後、

パイに砂糖と胡麻かヘー

ルナッツがある。リーフ

といって、胡麻とヘーゼ

イは「オークの木の葉」

本日、配ったリーフパ

店だが、銀座にもう１つ

点灯式をしているのは本

る。クリスマスツリーの

だん真珠離れが進んでい

を走られているが、だん

舗の真珠店としてトップ

たつながりがあった。老

でパーティを開いてくれ

ハイアットの時、ホテル

横田・ミキモトはパーク

たか。

ロデュースは、どうされ

質問・銀座ミキモトのプ

オークウッドの支えにな

ころ売り上げが悪かった

をもらうことで、最初の

ることとプロデュース料

ネス的には、人材派遣す

とでスタートした。ビジ

ドから人材派遣をするこ

かないので、オークウッ

私が張り付くわけにはい

備を作ってとお願いし、

になった。ビルの厨房設

うので、一緒にすること

ェがあったらいい」とい

いう時「おしゃれなカフ

は、どうしたらいいかと

に入ってもらうために

れているか。また、イン

思うがどのように考えら

質問・出展要請があると

感じないようにした。

ツを入れ、ざらつき感を

キーを作った。ココナッ

部分の粉で、パールクッ

た。貝殻のキラキラした

を作れないか」と言われ

「これを入れたクッキー

そこに真珠の粉があり

珠を作れるようにした。

り、御木本幸吉さんが真

重県の鳥羽に真珠島があ

しい発想も生まれる。三

はやりがいになるし、新

はよくしていた。ただ、

デパートの出展も最初

スクが高い。

そう考えると２店舗はリ

るしか方法はないので、

せない。完全に機械化す

最大限でないと利益は出

るのが目に見えている。

大限に使えない状況にな

人になれば、労働力が最

舗主義になる。従業員は

ることが喜びなら、１店

の作りたいお菓子が作れ

が上がることより、自分

れない。また、売り上げ

作りたいと思うものが作

を出すことに専念したい。

い、買ってもらって利益

気持ちはない。来てもら

利益は欲しいが、あえて

整えなくてはならない。

るが、そうなると体制を

なところから話は来てい

いない。楽天やいろいろ

いるが、それほど伸びて

応、買える状況にしては

している。

で、あとはしないように

の新宿の伊勢丹くらい

やめた。今はクリスマス

上に経費がかかるので、

ところもあるが、それ以

質疑応答

状態が悪くなる

際は２４００人くらいい

のぱりぱりとした表面

年

ターネットの販売はされ

利益率がだんだん下がる

「総合力の強化」

られていること

一緒に考えてアイデアを

スに挑戦する話が出た。

人で達成した。東京のビ

の花を作って上に飾るこ

のでバタークリ

たが、最終的に認定され

が、
心地いい食感になる。 ビルがあり、今から

った。自分の中では、東

ているのか。

オークの木の葉

ームにして、イ

たのは２０９５人だっ

前に建て直すことにな

京と春日部で出すスイー

人くらいが来てお

チゴをサンド

た。このイベントのため

これはある時、スタッフ

り、真珠離れが進んでい

私以外、
毎日交代でする。 のことを考える。自分の

出してもらう。最近、思

ケーキデコレーションセ

ッグサイトというイベン

とをした。ギネス認定に

提 出 さ せ る。
「アイデア

うちは５月がオープン
ミナーというカテゴリが

ト会場を借りた。桜のデ

は、

て、企画開発チームと職

月で、お客様にハガキを
あり、１人の先生が生徒

コレーションケーキで、

を３つ書いて提出してく

出すが、この時のテーマ
に教え、同じものを作り

し、その上にベ

にスポンジケーキやイチ

が霧を吹き過ぎて偶然で

通販関係で戦おうという

インターネットは一

ークドチーズケ

ゴを用意し、バタークリ

人いるが、２店舗で

ーキを乗せた。

50

50

場環境改善チーム、衛生

は「みんなでジャンプ」

特に新入社員は、何を言

横田 秀夫 氏（菓子工房オークウッド代表取締役）

桜のスポンジケーキを焼

毎月５日は職場
ミーティング

最近の菓子製造業の
経営事業 について

上げるもので、今まで１

洋菓子店の働き方改革

なのでジャンプした写真

スタッフ集合写真

20

を撮った。個人の力は限
られてしまうので、みん
なの総合的な力を借り、
いい形になった時、お客
様は初めて「この店を選
んで良かった」と思って
もらえる。

日にギネ

ギネスに挑戦
今年の３月

スの挑戦を行った。
昨年、
森永乳業が１００周年
で、記念して何かしよう

12
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全菓連青年部では第

ものを読みあさった。本

い、ビジネス書のような

ばかにされたくないと思

取ることくらいだった。

ことは、偉そうな態度を

していたが、ブランディ

中のとらやさんで仕事を

本にされている。その渦

子屋だととらやさんが見

葉がはやっており、和菓

ブランディングという言

て、お客様にそういう印

ィングコントロールし

イナーを入れ、ブランデ

ルタントや代理店、デザ

ある。それを急にコンサ

結果で今のとらやさんが

いい店だと言われ続けた

そうではなく、何百年も

ドにつながるかというと

ていた。それが即ブラン

ため、設備もお金をかけ

菓子を作り、事故を防ぐ

屋で、１つ１つ丁寧にお

５百年続いているお菓子

場に指示を出していた。

様の喜ぶことを考え、現

ており、黒川社長がお客

た。

代を過ぎている先

の方とイベントに参加し

の店で浅草のふじ屋さん

時、老舗の江戸手ぬぐい

店を始めたばかりの

き合っていかなければな

作りをして、お客様と向

のように、丁寧なお菓子

ぎなくなる。とらやさん

とした時点で、ズルに過

側がコントロールしよう

様で、その評価をこちら

るのを評価するのはお客

直に仕事に向き合ってい

だと感じる。やはり、実

言っても、張りぼての嘘

に、目をそらして耳障り

ば食っていけるはずなの

っている物が評価されれ

けなく思った。本当は作

ばならない自分たちが情

上手にやろうとはしない。 からアルバイトしなけれ

らない。小手先や口先で

「なりなよ」とも言えな

言われた時、実力がない

を先輩に「何だよ？」と

立ち行かなかった。それ

て小銭を稼がないと店は

出稼ぎみたいなことをし

た。知名度がないので、

和菓子の展覧会をしてい

若手の陶芸家たちと器と

あった。私はそのころ、

よ？」と言われたことが

ているイベントって何だ

輩から「おまえらがやっ

て、 明 日 か ら 島 田 君 に

にした京都の老舗さんた

来るかもしれない。手本

地元の人はたまに買いに

を売っているだけなら、

できても、ただ、お菓子

思った。町にお菓子屋が

地元の自慢になりたいと

に店を出すと決めた時、

長原という何もない町

真面目に取り組んだ。

それから自分の店作りを

のメッセージだと思い、

を作れよ」のような感じ

と、本気で自分のお菓子

間 を 潰 し て い る。「 も っ

のいいことに加担し、時

った。海外の様々な文化

ンで仕事をしていた。忙

がしろにし、人が多いと

していける。そこをない

れたら、地元の中に進出

なる。そうした流れが作

町の自慢ができて嬉しく

んでいる人たちも自分の

てよ」と言われると、住

のお菓子をまた買って来

れ る。「 あ な た の 町 の あ

手土産で持っていってく

きれば、地元の人たちは

こと。地元にファンがで

元の自慢の手土産になる

できるかといったら、地

ない。どんな役立ち方が

は、役立たなければなら

愛されるようになるに

ちのように、地域の人に

くるような環境ではない

に見合うバックが入って

のでじわじわとは広がっ

のと感じている。

値を生み出してくれるも

とは、お客様への付加価

いろな物を手に入れるこ

と思う。タイトルやいろ

ければ、名誉なことかな

付録として使っていただ

お客様が商品を渡す時の

なって嬉しいのもある。

に出たりも内心は有名に

雑誌に出たり、テレビ

はない。

くれるという虫のいい話

くの人がいきなり喜んで

を喜ばせられないで、遠

がちだが、一番近くの人

売れるという発想に陥り

ころに店を出せば菓子が

その③

田宗一郎さんの本やカー
ングコントロールしてい

象を売り込みましょうと

日本でリバイバル評価さ

い。このため技術ある人

いてもらい、一緒に作戦

を見てみたいと思い、ニ

が、個人が海外に行って

翌日、大卒の後輩たちに

ネギーの「人を動かす」
る感覚はなかった。あん
真面目にお菓子作りをし

れるなんて甘い考えは通

に対し、技術の対価、給

会議して、物件を探した

ューヨーク勤務の希望を

回全国大会において稲

などマネジメントやマー
なに大きな店なのに凄く

りなのかは分からない。

ラデュレのマカロンが

用しない。これはとらや

料を見直してもらいた

り、メインとなる商品を

ったので、入社３年目程

自分は勉強をしてこなか

って来るようになった。

学を出た年上の後輩が入

この

に立った。

なり、店を始めた時に役

やマネジメントが好きに

その時、マーケティング

年間、世の中で

度の和菓子職人にできる

ますね」
と褒めてくれた。

読んだままを話すと「い

ケティングの本を読み、

さ、豆のしょっぱさが少

触ってみたらシュワッと

日本で買えてしまうと、

さんの経験で感じた。地

い。和菓子職人になろう

ろいろなことを知ってい

人だった時期もあった。
し違うと「ここのはあま

切れた、中にはサクサク

フランスに行った時にお

元進出から始まり、地元

）を講師に迎え「わ
葉基大氏（ wagashi asobi

どういう形で世界進出を
りおいしくない」
、
合致し

のものが入っていた」
。

土産に困る。であるなら

がしごと」をテーマに講演会を行いました。

するのがいいか。ニュー
た時には
「そうそう、
これ

こういうアミューズメン

ことから、

予定調和にあったものが

子を食べている。和菓子

い」
にたどり着くような、 トを楽しむために、洋菓

こう」というお菓子が作

のお土産として買ってい

日本に来た人には「日本

海外の人も買いに来てく

延長で海外まで広がり、

の方が評価してくれて、

るとならないよう、その

けなくてつらいから辞め

と思ったが、生活してい

ンするプロジェクトにし

代表で和菓子屋をオープ

開発し、ゆくゆくは彼が

いて説明をしたりしてい

ークに行き、和菓子につ

出した。それでニューヨ

質問

マーケットはあるだろう。

和菓子店を営むくらいの

に籍を置 しい工場での仕事も嫌だ ていくと思う。まだ投資
wagashi asobi

地元進出

ヨークに６年間おり、パ
これ」となって「おいし

お菓子はリ

を食べる時はどちらかと

ンティティ

人のアイデ

菓子は日本

た。特に和

たいと感じ

た時に食べ

子として海外に広まるの

る。そうしたものがお菓

ーズメントになってい

を体験するようなアミュ

て、アジアのカルチャー

予定調和は発生しなく

アメリカ人は和菓子で

は難しいと感じている。

今までのお菓子のままで

られるようになるには、

子が海外の人に受け入れ

ちになる。こういう和菓

とが起きると残念な気持

ているので、想定外なこ

いうと安心を求めて食べ

来てくれる関係を築いて

人が和菓子を楽しんで、

と友達ができる。海外の

ップで和菓子をしている

のではない。ワークショ

るが、商品を販売に行く

子のワークショップをす

れたらいい。海外で和菓

ある。大変な仕事だと分

っと減ってくる可能性が

う。

れる環境作りが自然だろ

和菓子職人の独立起業を

先の夢を育むことができ

ヨークに行くまで和菓子

っていたことと、ニュー

稲葉

空気は感じたか。

和菓子が受け入れられる

質問

これから世界的に

のことも考えないといけ

電卓をはじいて、お客様

売り上げることに関して

も見れていない。実際に

考えていないし、お客様

するに必要なことと足り

に訴えかけ

は、難しいという壁を感

逆に、今まで培われてき

いけたらいい。

かってするにしても、や

支援していきたい。和菓

を好きでも何でもなく、

はないと思うが、情報が

ない。

るうちにおもしろいなと

るものがあ

じた。逆にいうと日本で

た技術や製法などを活か

日本人がおいしいと思

はり給料が少ない。正規

子職人の島田君は東和会

たまたま入った会社が和

共有化されやすい時代な

てゆきたい。

り、予定調

洋菓子を食べる時には

していくことで、海外の

わないお菓子は、外国人

雇用で働いている職人が

でいろいろしてきていた

菓子屋だというテンショ

ないことは何か。

和を求めら

「このお菓子はどんな楽

人もおいしいと思うお菓

もおいしくない。昔あっ

将来の夢を描けないと、

人間である。第一弾とし

ったきっかけは何か。

な人と関わっていくなか

和菓子を介していろいろ

を始めるに当たり、何に

く人がいなさすぎる。店

うが、実際に電卓をはじ

独立をしようと思

菓子屋に勤めている方に

稲葉

「いろいろなやり方にチ

幾らかかるかを計算しな

質問

話を聞くいたら、その環

式の日に会社を辞めたい

ャレンジしたい」と思う

いで、お菓子のことしか

を 始 め、 持っている人はいると思
wagashi asobi
これから日本は労働力

境はとても厳しい状況で

と思った。幾つか理由は

ようになり、独立した。

とらやさんの入社
不足になっていく中、和

した。だから、あえて問

あったのだが、いつか自

に尋ねて 菓子職人を選ぶ人は、も
wagashi asobi

今後、やりたいことは、 分の店をしてみたいと思

大きなマーケット

題提起させて欲しい。

った。しかし、ほかのお

んにとても良くしてもら

たらいい。私はとらやさ

れる食文化

しみを与えてくれるのだ

子を作れるなら、進出で

た逆輸入で、一旦海外に

なろうとは思わないし

やりたい気持ちを

だと思う。

ろう」
「この艶やかなも

はなく、日本に買いに来

出して評価されたから、

を強く感じた。帰国して、 稲葉

例えば豆大

のはフォークで触るまで

るくらいの店を作れたら

質疑応答

福を食べ

やわらかいのか、ぱりぱ

技術の対価を見
直す

て、餅の硬

思い始め和菓子の可能性

和菓子職人が独立

売れると感じている。

稲葉 基大 氏（wagashi asobi）

ラックスし

10

先月号より続く。

丁寧なお菓子作
りをして、お客
様と向き合って
いく
私は中学も、高校の時
も落ちこぼれていた。卒
業も危ぶまれるような

中、バブルの最終年度だ

ったせいか、都内の老舗

和菓子店に潜り込むこと

ができた。入社翌年にバ

ブルが崩壊し、私が職人

３年目の時には、有名大

和菓子の世界進出
和菓子の世界進出に取
り組まれている方もいる
だろう。私もその中の１

稲葉氏考案のハーブのらくがん

いい。

リの店にも３カ月間いた

10

「わがしごと」
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洋菓子講習

ｇ

ｇ

ｇ

教師

︻基礎編︼
平岡 強

グラニュー糖⁝⁝⁝

水⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

⁝⁝⁝⁝⁝

メイヤーレモン果汁

日本菓子専門学校 教育部

個分

Citoronier
エシャンクレ型
︻配合︼

ロン

Ａ．ジェノワーズ・シト
ロン
メイヤーレモン果汁

Ｃ．クレーム オ
･ ・シト

全卵⁝⁝⁝⁝⁝１８０ｇ
⁝⁝⁝１５０ｇ

ｃ．紙を敷いた８取天板

を加える︒

かしバター︑レモン果皮

ｂ．粉合わせを行ない溶

てる︒

ュー糖を温め充分に泡た

ａ．全卵・卵黄・グラニ

❶Ａを仕込む︒

︻仕込工程︼

ショコラブラン⁝⁝適量

ミント⁝⁝⁝⁝⁝⁝適量

フランボワーズ⁝⁝適量

メイヤーレモン⁝⁝適量

⁝⁝⁝⁝⁝適量

ブレンダーで滑らかにす

したバターを加えハンド

ｃ．サイコロ状にカット

ラチンを加える︒

まで加熱しふやかしたゼ

ｂ．手鍋でトロミがつく

混ぜ合わせる︒

・全卵・グラニュー糖を

ａ．メイヤーレモン果汁

❸Ｃを仕込む︒

再度煮詰める︒

ｃ．グラニュー糖を加え

に砕く︒

ドブレンダーにかけ粗め

ｂ．種を除いたａをハン

りを５㎜厚にスライスし

❶Ａの半分を８㎜厚︑残

︻仕上工程︼

❺Ｅを仕込む︒

混ぜ合わせる︒

ｅ．泡立てたクリームと

混ぜ合わせる︒

ムチーズに裏ごしたｃを

ｄ．柔らかくしたクリー

ンを加え溶かす︒

ングレーズを作りゼラチ

ｃ．ｂを手鍋で加熱しア

ぜる︒

を混ぜ合わせａを加え混

ｂ．卵黄・グラニュー糖

蓋をして５分間蒸らす︒

ンブルをつける︒

❻⑤の下部に細かなクラ

する︒

加熱したものをグラッセ

❺型から外しＣの残りを

で蓋をして冷凍する︒

りＢを塗った８㎜厚のＡ

る︒さらに残りのＤを絞

絞り︑冷凍した③を詰め

︵フレキシパン︶に半量

❹Ｄをエシャンクレ型

㎜厚のＡを載せ冷凍する︒

ルにＣを１㎝厚に流し５

❸４㎝×６㎝楕円セルク

㎜厚のみＢを塗る︒

❷①にＥをハケ塗りし８

クル

度︶

に流し２００℃のオーブ

る︒

楕円セルクルで抜く︒

❼メイヤーレモン・フラ

シロップ︵ボーメ
ｇ

ンで焼成する︒

ｄ．最後にレモンチェロ

※８㎜厚⁝４・５㎝×７

ンボワーズ・ミント等を

⁝⁝⁝⁝⁝
ｇ

❷Ｂを仕込む︒

を混ぜる︒

ｃｍ楕円セルクル︑５㎜

飾り仕上げる︒

ｇ

ペパーミント葉⁝⁝５ｇ
卵黄⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

ｇ
グラニュー糖⁝２７０ｇ

卵黄⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝
グラニュー糖⁝１１０ｇ

︻仕上材料︼

ａ．メイヤーレモンを皮

❹Ｄを仕込む︒

厚⁝４㎝×６㎝楕円セル

レモンチェロ⁝⁝⁝

クレーム オ
･ ・シトロン

ごと荒くカットして果汁

ａ．牛乳を温め荒く刻ん

ｇ

︵Ｃの余りグラサージュ

・水と一緒に軟らかくな

ホワイトラム⁝⁝⁝５ｇ

クリームチーズ

％︶

⁝⁝⁝２４０ｇ
クリーム︵
⁝⁝⁝２８０ｇ

クランブル
︵細かいもの︶ るまで煮る︒

だペパーミント葉を加え

用︶⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝適量

シトロニエ
ゼラチン⁝⁝⁝⁝⁝７ｇ

グラニュー糖⁝⁝⁝

ｇ

全卵⁝⁝⁝⁝⁝１８０ｇ
バター⁝⁝⁝⁝⁝⁝

薄力粉⁝⁝⁝⁝１００ｇ
ｇ
ゼラチン⁝⁝⁝⁝⁝５ｇ

バター
︵溶かす︶
⁝⁝
レモン果皮⁝１／２個分
レモンチェロ⁝⁝⁝

ｇ

Ｂ．マルメラード・シト
Ｄ．クレーム フ
･ ロマー
ジュ・マント
Ｅ．アンビバージュ

話 ０３−３４００−８９０１

ＦＡＸ ０３−３４０７−５４８６

ロン
メイヤーレモン
牛乳⁝⁝⁝⁝⁝１２０ｇ

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。

りおろした皮を使い︒マ

マレードには皮・実・果

集客の安定に繋げる
「ベーカリー定番製品再考〈あんぱん編〉
」

⁝⁝⁝１４０ｇ

︻シトロニエ︼

汁と全部を使い︑クレー

さらに︑全体をクリー

秋の味覚
／自家製のすすめ
「ピオーネ蜜漬け菓」
「新栗の蜜漬け方」

18
15 30
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今回の製品は︑爽やか

シ
･ トロンでは果

ム・オ

また︑風味を増すため

な酸味のメイヤーレモン

ント風味のチーズクリー

にイタリア産のレモンの

汁を使用しています︒

ムでまとめたプティガト

お酒﹁レモンチェロ﹂を

を様々な方法で使用しミ

ーを製作しました︒

ずメイン材料として使用

ムチーズにペパーミント

加えています︒

したメイヤーレモン︵マ

の風味を足したクリーム

この製品の特徴は︑ま

イヤーレモン︶ですがレ

通常のレモンのツンと

でまとめており味に深み

ジ色で一般的なレモンよ

した酸味ではなく柔らか

モンとオレンジの交雑で

りも酸味が穏やかで甘み

な酸味で食べやすい製品

と後味の爽快感をプラス

があり皮も薄く柔らかく

に仕上げましたのでぜひ

創作
「栗菓子」
集
大人なクリスマス

洋菓子
特 集

生まれたレモンで果皮は

苦味も控えめなので皮ご

試して頂ければと思いま

9月号

東西の技術者
が提案する！
ケークオフリュイ
とベラベッカ

和菓子
特 集

しています︒

と利用するのに適してい

す︒

発売！

45 80 30
90

30

35 50

電

濃い黄色からややオレン

るのでビスキュイには擦

8 月23 日

15
40
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令和元年８月15日 （12）
（毎月 15 日発行）
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