のお世話になった方々

徒から「今までたくさん

あった。優勝チームの生

のあと、優勝旗の授与が

閉会式では各賞の発表

子を食べておいしいと人

葉が分からなくてもお菓

ォーマンスしますが、言

我々は海外に行き、パフ

は、素晴らしいことです。

菓子を作れるということ

は、２４６種類のお菓子

に、優勝を持って帰るこ

は笑顔になります。お菓

っとりザクッとらんらん

（ 宮 城 県 ）・ 作 品 名「 令

とが出来てうれしいで

子が言葉になります。お

日大阪市辻

名で競われ、優勝は古川学園高等学

回全国和菓子甲子園決勝戦を開催した。各ブロック
校、

があるという事です。お

和の円窓」が選ばれた。

す 」「 た く さ ん の 人 達 に

菓子を作れることによ

あり、大会の流れとルー

大使の太子くんの紹介が

ゆるキャラの和菓子親善

た。次に埼玉県立越谷総

藤理事長より祝辞があっ

田部長の挨拶、全菓連齊

業）
、作業効率性）
、ネー

ど（ 衛 生 的 で 丁 寧 な 作

品の見た目、作業態度な

よる選手宣誓、審査員と （味の良さ）
、技術力（作

合技術高等学校の生徒に

ミング・企画力（作品の

た。審査員７名は製品力

ゼンテーションが行われ

間の実技試験の後にプレ

決勝戦は、１時間

胸に抱いて、楽しくお菓

優勝は古川学園高等学校

行われた。審査の結果、

員に説明し、質疑応答が

の想いや特徴などを審査

テーションでは、作品へ

チームごとのプレゼン

基づき選考した。

最後に記念撮影と、各

部（鹿児島県）作品名「し

咲花輪」
、神村学園高等

（ 群 馬 県 ）・ 作 品 名「 希

馬県立藤岡北高等学校

また、特別賞として群

作品の説明は２面に）

が 選 ば れ た。（ 準 優 勝 の

ました。デザインのポイ

募があったということ

きます。２４６作品の応

っとした事で差が出来て

ありません。ただ、ちょ

ませんが、ほとんど差は

金銀を決めなくてはなり

す」と審査講評があった。

部としても本望と思いま

してもらえれば、大会本

素晴らしさをもっと実感

成度を上げるとともに、

委員長より「大会なので、 さんが考えたお菓子の完

ゼンテーションの基準に （大阪府）
・作品名「彩夏」 感想があった。梶山審査

切にしていく意味を丸の

の象徴でもあります。皆

が開始された。

ルの説明の後、実技試験

した。スタッフは普段お

開会式では、青年部松

蘭」が選考された。

準優勝は、おかやま山陽

支えられてここまでこれ

り、世界中を歩くことが

「 令 和 の 円 窓 」古 川 学 園 高 等 学 校

高 等 学 校（ 岡 山 県 ）・ 作

たので、この結果を報告

出来ます。お菓子は平和

次に松田部長より「様

形に込めました。加熱す

ると紫に発色する古代米

ントは、クレープを丸く
くり抜いたところです。

チームが作成した作品の
試食会も行われた。

子づくりを続けてくださ
い」と挨拶があった。

も混ぜており、健康にも

人と人とのつながりを大

だマジパン細工の

す梅の花は、授業で学ん

う時代が、豊かに開かれ、 いい食材です。令和を示

••••••••••••••••••• これから始まる令和と言

生徒による作品説明

（プレゼンテーションより）

経験を活かしまし

宮城県大崎市は、平成

ンランク上の品種であ

徴です。大豆の中でもワ

系列で学んだ３年

星は、パティシエ

た。金箔の三つの

月に世界農業遺産

優勝 古川学園高等学校 令和の円窓
募いただいた高校

年

令和の円窓

生の皆様です。今

だいた皆様と、応

今日出場していた

す。一番の感謝は

りがとうございま

まり、協力頂きあ

のためにここに集

か、和菓子の未来

菓子屋を経営しているな

分

決

品名「令和に輝く大和撫

できてうれしいです」と

第 回全国和菓子甲子園 優勝作品

独創性や発想力、興味を

子」
、大阪緑涼高等学校

20

々な人のご協力がありま

45

定

引く作品名など）
、プレ

全国菓子工業組合連合会青年部（部長松田明）では、８月
製菓専門学校で、第
での予選を経て、決勝戦では
24

10

校（宮城県）
・作品名「令和の円窓」が選ばれた。

12
す。その気持ちを

子は笑顔を作りま

と思います。お菓

も続けていきたい

います。これから

ることが嬉しく思

作った方もおられ

で初めて和菓子を

回これがきっかけ

すっきりとした甘みが特

の梅エキスを練り込み、

ました。梅餡に宮城県産

餡は、万葉集から引用し

した。求肥に包まれた梅

て和菓子作りに挑戦しま

くのおいしい食材を使っ

な土地で作られた、数多

に認定されました。豊か

食感を楽しめるようにし

用し、よりもちもちした

称されるみやこがねを使

求肥にはもち米の王様と

精卵を使用しています。

ている鶏から生まれた有

用し、卵は餌に米を使っ

とした豆乳やきな粉を使

る、ミヤギシロメを原料

いを込めました。

て欲しいという願

花を大きく咲かせ

れぞれ持っている

明日への希望とそ

品を食べた人に、

ています。この作

間の集大成を表し

12

第966号
（令和元年９月）
● http://www.zenkaren.net/

10

集合写真

29
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全国菓子工業組合連合会
理事長 齊藤俊明
発行所 全菓連共済ビルヂング株式会社
〒107-0062 東京都港区南青山５丁目12番４号
ＴＥＬ03（3400）8901㈹ ＦＡＸ03（3407）5486
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（送料共） 一 般： 2,000円
11個の円…①和菓子②洋菓子③煎餅④
飴砂糖菓子⑤豆菓子⑥おこし⑦甘納
豆⑧チョコ⑨ビスケット⑩スナック
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中心の C…菓子のConfectioneryの頭文字
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（１） 令和元年９月15日

令和と言う新しい時代
覚的に肌色の浮島︑黄色

す︒私たちの作品は︑視

にくるみを入れること

地に仕上げ︑アクセント

盆を使い上品な甘みの生

ました︒浮島には︑和三

で︑彩夏という名前にし

ームにクリームチーズを

ーズクリームは︑生クリ

感じられます︒飾りのチ

み・酸味のハーモニーが

ュレと二種の柑橘類の甘

になり︑上のオレンジジ

作りました︒老若男女問

頂けるようにこの作品を

った人にも興味を持って

が︑今までなじみが無か

会も少ないと思います

べ︑見る機会も食べる機

す︒和菓子は洋菓子に比

も練習して︑良い方法を

つけることが出来るよう
とともに︑和菓子を進化
いレモン羊羹︑オレンジ

で︑食感を楽しめるよう

合わせたことで︑一緒に

わず︑たくさんの人に和

︵１面より続く︶

になりました︒表面に青
させたいと思い︑今まで
色のジュレ︑アクセント

にしました︒レモン羊羹

食べるとよりおいしく︑

ろふき大根に使われる練
さ︒見た目は華や

岐阜県

石井学園 城南高等学校

梅花の歌三十二首

三重県

三重県立相可高等学校

初春の令月

大阪府

大阪緑涼高等学校

彩夏

奈良県

奈良女子高等学校

月光瓦

岡山県

おかやま山陽高等学校

令和に輝く大和撫子

島根県

島根県立出雲農林高等学校

梅茶どら

鹿児島県

神村学園高等部

しっとりザクッとらんらん蘭

沖縄県

沖縄県立南部農林高等学校

ミカジチ 〜僕らが作り上げてゆく世界〜

準優勝

るよう願いを込めてこの
味噌を使って味噌餡を作

かな洋菓子風に

かいか

おかやま山陽高等学校
令和に輝く大和撫子

作品名になりまし
り︑刻んだ金柑を加えて

し︑中身は和と洋

埼玉県立越谷総合技術高等学校

彩夏

海波をつけることで︑夏
にない驚くような斬新な
にチーズクリーム︒味覚

には︑レモン汁と皮を入

た︒ういろう生地
います︒金柑の爽やか香

を組合せた︑まさ

埼玉県

大阪緑涼高等学校

の海の涼しさを感じられ
デザインにしました︒﹁令
は和三盆の甘さ︑レモン

菓子の良さを知ってもら

には︑岡山県産の
りと︑味噌餡のハーモニ

に﹁ビューティフ

希咲花輪

準優勝

るようにしています︒天
和﹂を海外ではビューテ

和のチーズケーキのよう

見つけ︑きれいに模様を

皇陛下の好物と皇后陛下

れることで︑より香りが

白桃と桃太郎トマ
ーが楽しめます︒私たち

ルハーモニー﹂だ

群馬県立藤岡北高等学校

開 催 の
お知らせ

日︵木︶ 青年部各代表者様宛に案

会を開催します︒詳細は

全菓連青年部第９回交流会
日︵水︶〜

全菓連青年部では︑
月

のＨＰ︵青年部／お知ら

せ・活動報告内︶に掲載

しますので︑ご確認下さ

い︒

送料は実費。
県菓子工業組合までは
全菓連負担。

生徒による作品説明

例えています︒令和の時
とオレンジの爽やかさ︑

トを使用していま
は夏休みの間︑協力し︑

と確信します︒レ

群馬県

︵プレゼンテーションより︶

重ねたういろうを十二
ィフルハーモニーと表現

す︒一番のポイン
先生方や家族に支えられ

モンとオレンジを

Don!!Nuts 〜和と洋の融合 新時代へ〜

えたらと思います︒

の得意料理の日本酒とふ

トは青海波です︒
てここまで頑張ってくる

使い︑色鮮やかな

秋田市立秋田商業高等学校

な味わいで二度楽しめま

代も女性が活躍し︑輝け

型は練り切りに使
ことが出来ました︒今日

夏を感じさせる和
菓子に仕上げたの

秋田県

増し︑さっぱりとした味

単に見立て︑それに包ま

うものなので︑模
はその練習の成果を発揮

彩夏

令和の円窓



学校法人古川学園 古川学園高等学校

クリームチーズの濃厚

様がうまくつきま
し︑作品を作りました︒

されると説明されていま

せんでした︒何度

本文

場 合・

宮城県

内を郵送する他︑全菓連

定価：3,500円（税別）

定価：3,050円（税別）

れた餡の姿を大和撫子に

令和に輝く大和撫子

円︵税別︶

り︑ の し 袋 付 ︶・ ４ ９ ０

▽価格︵１冊・ＰＰ袋入

斡旋概要は次通の通り︒

ることも可能︒

あれば店名等を名入れす

また︑１００冊以上で


２０２０年版 卓上カレンダー

﹁日本人のきまりごと
〜日本古来の運動＆体育篇﹂の

福男選び﹂
︑

枚

冊以上は送料込

▽ 冊以上より受付︵送
料別・
み︶
▽構成・表紙

名入れの

・５㎝×

枚︵表裏共４色刷り︶
▽サイズ
・２㎝
▽注文締切日
た︑多くの組合員に利用

無地の場合

月 ８ 日︵ 金 ︶︑

には︑次年のカレンダー

して頂くため︑値段も一

作品名
に沖縄県にて第９回交流

決定版 和菓子教本

洋菓子教本
～ Les Bases de la Pâtisserie ～

製菓衛生師・菓子製造技能検定
受験練習問題と解答

定価：1,429円（税別）

斡旋品ご案内
全菓連では２０２０年 ﹁開門神事
２月﹁長崎子泣き相撲﹂
︑
３ 月﹁ 平 国 祭︵ お い で

版︑卓上カレンダー﹁日
本人のきまりごと〜日本

６ 月﹁ 糸 満 ハ ー レ ー﹂
︑

祭︶
﹂
︑４月﹁高山祭の闘

世界平和の観点からも

７月﹁相馬野馬追い祭﹂
︑

古来の運動＆体育篇﹂を

大事な︑近代スポーツの

８月﹁秋田竿燈まつり﹂
︑

鶏楽﹂
︑５月﹁御柱祭﹂
︑

国際大会︒国を代表して

９ 月﹁ 鶴 岡 八 幡 宮 流 鏑

斡旋する︒

様々な競技に果敢に挑む

馬﹂
︑

も載せた︒同カレンダー

▽購入を希望する方は各

月﹁ 伊 万 里 ト ン

︵大和魂︶は︑古来より

テントン祭りの川落し合

般売りより半額に近い︑

県組合へ︒

月﹁諸手船神事﹂とな

月末日

撲︑弓道︑流鏑馬︑競槽︑ 戦﹂
︑ 月﹁唐津くんち﹂
︑ は︑大手文房具店のカレ

１冊４９０円︵税別︶と

続く神事に芽生えた相

ンダーフェアの販売品に

群舞等々によって受け継

っている︒また︑最終面

（順不同）

お申込みは
各県菓子工業組合へ

製菓衛生師全書
～和洋菓子・パンのすべて～

定価：3,250円（税別）

14

11

学校名

10

11

18

1

30

10
している︒

11

県名
31

12
も毎年選ばれている︒ま

がれてきた︒内容は１月

12

第10回 全国和菓子甲子園 決勝戦出場校・作品名一覧
30

10

2020 年版卓上カレンダー

令和元年９月15日 （２）
（毎月 15 日発行）
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第

回

名の青年部員が参加し

テル岡山で開催され、約

、桃茂実園で桃狩り

～４日、
岡山市・アークホ

ブロック大会は、７月３

察

視

中・四国ブロック大会 岡山大会

全菓連
青年部

回全国菓子工業組

キリンビール岡山工場
第
合連合会青年部中・四国

挨拶の後、全菓連青年部

菓連小谷副理事長の来賓

ク参加青年部の紹介、全

年部役員・中四国ブロッ

和の後、来賓・全菓連青

菓子斉唱、青年部綱領唱

による歓迎の挨拶、愛の

工業組合青年部宮内部長

る開会宣言、岡山県菓子

小西大会実行委員長によ

の中四国ブロックの選考

第 回全国和菓子甲子園

各県代表者会議が行われ

大会に先立ち、中四国

います。それに対応する

とで、各国で議論されて

破壊につながるというこ

われており、それが環境

年間世界で１～２兆枚使

あります。ビニール袋は

らい削減できるケースが

を使わなくなり、８割く

するとほとんどがレジ袋

る所があります。有料化

が決定された。
大会では、 は、実際に実施されてい

があり、決勝戦出場作品

ため、紙袋を使うことに

る案が出ました。外国で

ピックまでに有料化され

コンビニ袋を東京オリン

に先立ち環境省により、

が宣言されました。それ

・オーシャン・ビジョン

副理事長、
松田青年部長、 にゼロにする大阪ブルー

な汚染を２０５０年まで

られると思いますが、初

校生が初めて和菓子を作

もいます。ほとんどの高

で和菓子職人になった方

前に決勝戦に出場した方

ムが決定されました。以

甲子園の決勝戦出場チー

す。先ほど、全国和菓子

が難しい現状がありま

きくなるなかで、値上げ

す。様々な面で負担が大

手数料が負担になりま

ど評判は良いのですが、

客様はポイントが付くな

も最近導入しました。お

感しています。私の店で

ャッスレス化の流れを痛

と思います。その他、キ

らも提案することも大事

定ではないので、業界か

影響があります。まだ決

ックから選考された第

が披露され、中四国ブロ

チーム我楽多による踊り

祭りである、うらじゃを

懇親会では、岡山市の夏

岡山ラボ阪本佳子氏によ

に株式会社林原Ｌプラザ

した」と挨拶あった。次

に、エネルギーを感じま

ションがあるという事

令和のお菓子のバリエー

応募があり、それだけの

だ菓子で、２４６作品の

は、新元号令和にちなん

がります。今年のテーマ

なり、業界全体が盛り上

あり、我々の方が勉強と

職人の常識を覆すものが

く、特にアイデアは我々

クオリティがとても良

で説明があった。工場内

の一連の流れを動画など

仕込みから製品完成まで

その後、懇親が行われた。 ・貯蔵タンクを見学し、

る記念講演が行われた。

では、缶に詰められる工

れている仕込み釜や発酵

体験できる。実際に使わ

ップを手に取って香りを

込み後の麦汁の試飲、ホ

あり、麦芽の試食や、仕

りの製法や材料の紹介が

イン商品である、一番搾

による案内があった。メ

工場では、専門のガイド

った。キリンビール岡山

の桃狩りと試食をおこな

工場を視察、桃茂実園で

ンは、キリンビール岡山

翌日のエクスカーショ

校の発表があった。

回全国和菓子甲子園進出

た。全菓連からは、小谷

が大

なりますが、コストは高

めてにしてはアイデアや

供田課長が参加した。

阪で開催され、海洋プラ

くなり、我々の業務にも

綱木

久隆

大阪半生菓子協同組合

理事長

てもらい開催し、昨年よ

担当として皆様に手伝っ

子園があり、第一回目の

ブが始めた全国和菓子甲

に大阪府生菓子青年クラ

ています。その中の一つ

の目的や存在意義と思っ

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
菓連青年部綱領唱和、愛 体験、知識がいただける を広げて色々な景色を見 う思いで、今期も皆様の することが青年部の一番

り「２年に一度、海外で

本海外研修実行委員長よ

際交流活動報告では、竹

の報告、近畿ブロック国

第９回全国和菓子甲子園

ます」と挨拶の後に、近

青年部の役割と思ってい

的に挑戦していくのが、

えた、未来のために積極

的な日本文化の紹介や体

し、アニメ関連等、総合

り紙、剣道、デコ巻きず

舞踊、和楽器の演奏、折

共同で茶道、書道、日本

ー紹介があった。続いて、 をはじめとする他団体と

畿ブロック役員・メンバ

験ができるサクラフェス

２日間、現地の日本人会

ＳＭシーサイドシティで

ピングモールと言われる

他、東洋一大きいショッ

セブ島で学校での授業の

事務所

り全国規模で行いまし

文化交流の事業を行って

ティバルに参加し、我々

合連合会青年部近畿ブロ

第９回全国菓子工業組

した。近畿ブロックでは

ピンで日本文化を伝えま

ベトナム、今回はフィリ

回全国和菓子甲子園近

た。報告事項として、第

統括幹事より説明があっ

をかけても集まりませ

の上昇、人手不足で募集

料や資材の高騰、人件費

ないと感じています。材

の業界は、楽な業界では

畿ブロック長より「菓子

の菓子斉唱の後、津田近

ック長を受けました。こ

れたらという思いでブロ

を行い、皆様のお力にな

げ、勉強し、自分の商売

自身をしっかり磨き上

います。その中で、自分

素晴らしい場所と思って

役に立つ知識になるとい

ることが、きっといつか

らと思います」と

方とご縁を結べた

会も含めて、皆様

期的な交流会や大

考えています。定

事業を組んでいきたいと

ご要望を聞きながら海外

関連協賛業者展示、銘菓展示会も実施

ック大会大阪大会は、６

長、
供田課長が参加した。 は、代表者会議の承認事

村副理事長、松田青年部

加した。
全菓連からは、
野

名の青年部員が参

グラスミア大阪で開催さ

項と今期の近畿ブロック

議事が行われた。議事で

拶があった。次に総会の

いと思っています」と挨

いくような形になればよ

なく、全国につながって

監事講評が行われた。

発表され、天野監事より

京都で開催されることが

回の近畿ブロック大会は

青年部武中部長より、次

た。京都府菓子工業組合

行われることが報告され

畿予選大会が７月

日に

励みになります。今回の

国で活躍していることは

青年部のメンバーが、全

し、近畿ブロック以外の

売れていきません。しか

ん。新製品もスムーズに

ドの増加、マーケットの

大 会 テ ー マ は『 Empower 互い相談できる横の繋が
yourself and be bett りができればと思ってい
』を掲げました。業 ます。昨今のインバウン
er!!

様と汗を流し、気軽にお

います。事業を通して皆

業界の未来は明るいと思

みを進めていけば、この

結集して、色々な取り組

こにおられる皆様が力を

青年部松田部長よ

の挨拶があった。

業組合横山理事長

後、京都府菓子工

いて来賓の紹介の

挨拶があった。続

月 日、
ホテルモントレ・

総会では、開会の辞の

長に株式会社井筒八ツ橋

引き続き、近畿ブロッ

界に様々な人がいて、自

れ約

〒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）

た。今年、沖縄県からも

います。２０１５年にタ

は練りきりの体験コーナ

☎〇六―六七五四―二二二一

初めて応募があり、徐々

イのチェンマイ大学、２

ーやお菓子の販売を行い

松田部長より「Ｇ

にこの事業が広がってい

０１７年にベトナムのダ

ました」
と説明があった。

後、松田近畿ブロック長

本舗の津田陽輔氏が承認

ク大会式典が行われた。

なくてもみんなで

が、一人ではでき

て挑戦していく事

り「未来を見据え

より「２年に一度、近畿

された事が報告された。

手をつないで挑戦

程が見学できる。

スチックごみによる新た

る事を感じます。０から

ナン大学で和菓子の歴史

その後、記念撮影の他、

麦芽の味とホップの香りが体験できる

ものを始める事は、様々

の講習や、試食のアンケ

会場内では関連協賛業者

中四国ブロック大会

な壁にぶつかり、色々な

ート、練り切りのワーク

展示、銘菓展示会が行わ

近畿ブロック大会 大阪大会

意見が出て、予算も必要

ショップなどの事業を行

れ、会場を変え懇親会に

第９回

になり問題が出ますが、

いました。今回２０１９

ブロックでは海外事業を

変化を考えますと、視野

20

全菓連
青年部

現状だけ見るのではな

移った。

分が持っていない経験や

年、

年３月に、フィリピンの

式典では、開会の辞、全

近畿ブロック大会
事業計画及び予算案は関

く、

年先を見据

20

10

開催しています。タイ、

10
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10
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夏の組合行事紹介

なる局地的大雨など︑気

キッズワーク大分開催

令和最初の大分県の夏

装まで行い商品として子

れぞれ作ってもらい︑包

分支部
︵大分市菓子組合︶ 日には日田支部︵日田菓

れる大分七夕まつりに大

分市中心市街地で開催さ

次に毎年８月初旬に大

年恒例の菓青会研修旅行

最後に８月下旬には毎

同じく８月初旬の月曜

たとの声もあった︒

出店し来年の夏に繋げた︒ 確認出来たことで前進し

く︑まずは詳細と流れを

そんな中︑恒例となっ
供たちに持ち帰らせた︒

子工業組合︶が︑県食品

ので様子を見るつもりで

ている︑おしごと体験イ
この頃は真夏日続きで気
が

った︒

ベント﹁キッズワーク大
温が異常に高かったた
数年ぶりに参加し︑

分２０１９﹂他︑予定し

が実施され︑今年度は初

ーで四国に渡った︒天気

衛生協会より日田市に講

講習会を開催した︒今年

予報は雨だったがなんと

冷たい葛バー等を販売し

部長となった松井和樹氏

度より支部長となった梶

か持ちこたえてくれたお

め︑冷房が効いているに

る参加者がいるほどで︑
が︑組合を活気づける意

原正臣氏が︑支部会員の

かげで計画通り有意義な

ていた今夏の行事を延期

開催できたことは幸いだ
菓子を持ち帰る際にも傷
味で活性化事業を復活さ

皆さんに来年４月１日以

研修旅行を満喫できた︒

候の変化が激しくとても

った︒
むことが一番心配だった
せようと大分市に話を通

降に義務化さる新表示制

大分県菓子工業組合事

は︑連日の酷暑とのろま

まず︑キッズワーク大
ので取扱いには細心の注

し若手中心で商品を製

度について知ってもらお

めて九州から出てフェリ

分は７月最終週の金曜日
意を払うよう保護者にも

造︑販売したもので︑今

うと実施し︑出席率も高

師を招いて食品適正表示

と土曜日の２日間にわた
伝えた︒また︑今年から

年はブランクも長かった

た︒これは昨年度から支

り大分市のイベントホー
講師がプロの職人の技術

も関わらず具合の悪くな

ルにて開催され︑大分県
を披露するデモンストレ

することもなく全て無事

下の小学生に菓子作りの
ーションの時間が設けら

過ごし易いものではなか

面白さと菓子職人の仕事
れ︑子供たちの前で練切

栄養成分計算ソフト活用へ

ら細部の使い方︑計算方

の後︑購入した組合員か



務局長・早瀬大雄

内容等を知ってもらうよ

法がわからないという要

ほどこし︑なかなか目に

学び直し講習会の開催

することのない精緻な技

名の組合員が受講した︒

菓子とマジパンの細工を

顔を模した練切菓子を︑

にたくさんの歓声が沸い ︵理事長齊藤俊明︶では︑ 盛岡市マリオス︑十八日

会の冒頭で武田講師は

た茶事の際の菓子として

が一番に使う贈答品︑ま

オリティーの高さにはと ﹁鶏卵素麺﹂
という南蛮菓

自家製餡を始めとするク

代において同店は小豆の

ていると拝察します︒現

るでしょう︒珍しいのは

重なラインナップと言え

くなる中で︑これらは貴



業部長武田正貴氏を講師

である㈱デリコ取締役営

フトの講習会を︑発売元

作成した栄養成分計算ソ

菓子業界が中心となって

ト発売後に催したが︑そ

同講習会は昨秋のソフ

した︒

ターを会場に二日間開催

については令和二年三月

七年に施行され︑菓子類

正食品表示法は平成二十

﹁栄養成分表示に係る改

税軽減税率など今後の新

ＨＡＣＣＰ義務化や消費

必須である︒食品業界は

あり︑翌四月から対応が

末までが経過措置期間で

る﹂と説明した︒

られることが懸念され

理解と多くの負担が強い

制度等への対応は︑深い

録できるようになった旨

やあんこを原料として登

能があり︑どらやきの皮

また︑ソフトの追加機

いう形で開催し︑延べ

望を受け﹁学び直し﹂と

２日目にチョコバターク

平泉町世界遺産文化セン

今︑大阪が注目されて
も別格の扱いをされてい

子で︑長崎からシュガー

に迎え︑去る七月十七日

リームを巻いたロールケ
ていた︒

います︒大きなサミット
る正統派の菓子店なので

ても定評があり︑それら

ロードを経て上方である

︻鶴屋八幡︼

も終わり次は２回目とな
す︒鶴屋八幡という店名

が存分に活かされた有名

伝統を誇る老舗︑鶴屋八

をもち︑３００年以上の

ころからになります︒当

んが店を新たに作られた

いだ創業者の今中伊八さ

できます︒
そのほかにも︑ たい事の一つ︒和菓子が

羹﹂などで楽しむことが

要が増えている﹁一口羊

の﹁羊羹﹂そして近年需

好きな玄人うけする手土

でも味わえるのもありが

す︒上生菓子などが関東

で購入することができま

講習会風景（平泉町）

て ﹂﹁ ⑶ 菓 子 業 界 専 用 ソ

成分表示義務化につい

動 き に つ い て ﹂﹁ ⑵ 栄 養

食品表示に関する最近の

れたと思われる︒

いて︑一層理解が深めら

る菓子類の表示改正につ

席者は自らの製造品であ

今回の講習を通じ︑出

今後は︑経過措置期間

店のレシピを持ち寄り︑

各自ノートパソコンと各

ージをより深めるため︑

の表示ラベル作成のイメ

今回は︑自社製造製品

組合員の円滑な移行に努

機に繋がらないよう︑各

規模零細事業者の廃業動

し︑今回の表示改正が小

遵守の下に確実に対応

備と︑期間終了後は法令

終了に合わせた万全な準

ソフトを用いて具体的な

小沢仁

岩手県菓子工業組合・

めていきたい︒

を受けた︒

より実践に近い形で指導

表示業務の説明を聞き︑

マに受講した︒

表示例について﹂をテー

フトを用いた場合の成分

お知らせがあった︒

る万博の開催という気分
は︑１８６３年に後継の

幡さんの存在感は際立っ

時︑饅頭や茶席用の上生

本格的な和菓子の品揃え

産として是非ご覧になら

講習会風景（盛岡市）

その後︑受講者は﹁⑴

で盛り上がっております

のファンを持たれている

じめとする関東にも沢山

ます︒現在では東京をは

に伝える銘菓となってい

大阪へ伝わった古事を今

25

な最中﹁百楽﹂
︑
大きな竿

岩手県菓子工業組合

ーキを講師指導の下でそ

う︑初日に白桃とネコの

手

岩

なかった前の店を引き継

で一番の商都として賑い
があり︑今にその繁栄ぶ
りを伝える街でもありま
す︒その中で︑１７０２

ています︒関西の和菓子

菓子が有名だったそう

が魅力で︑他の菓子店で

れてはいかがでしょうか︒

ことから︑多くの百貨店

どころと言えば京都が有

で︑今でもその上品な味

も近年和洋折衷菓子が多

年創業の菓子店にルーツ

名なのはもちろんです

わいと品質は受け継がれ

尾関 勇

が︑元々江戸時代に日本

キッズワーク大分

な大型台風に加え︑度重

20

分
大
が︑同店は今でも大阪人

【41】
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地域への恩返し

市国分の旗艦店が、隣接

て、この霧島愛の詰まっ
ンし、地元の特産品を使

くだけでなく、当初イー

土日に開催されており、

ーで毎週ピアノコンサー

の発展に寄与しています。

の風光明媚を名に冠した

は思えないような活動で

とてもお菓子屋さんと

４８回になるそうです。

すが、今では観光バスの

トを開く女性は、もう１

オのミニコンサートに行

彼女がプロ・アマを問わ

今回私は、サックスデュ

席ある座

トインスペースだった２

階のフロアを、ミニコン

きましたが、

った菓子作りを進めてい

焼で全焼し、製造の機械

サートや菓子づくり教室

た「霧や櫻や」をオープ

その広大な敷地には、
もすべて駄目になってし

「霧や櫻や」
を訪れました。 する施設の火災による類

高い天井と木の温もりを

席はあっと言う間に満席

ず、次々と音楽家を紹介

コースにもなったり、他

霧や櫻や（薩摩菓子処とらや）

ができる憩いの場としま

見学依頼もあるとのこ

まいました。それは私ど

果もあり、今では若手音

と。地域への恩返しが生

感じるゆったりとした広

お客さんの距離が近いの

楽家の育成の場として、

んだ温かい交流が、これ

には、眼前に緑豊かな天

そ こ に は、 障 害 者 の

で、クラッシックの垣根

また大きなコンサート前

北には霧島連山、南に

方々が接客、運営する「バ

が低くなり、心から音楽

県のお菓子屋さんからの

その再出発の原動力と

リ ハ ピ 」（ バ リ ア フ リ ー

からもずっと続いていく

し、輪を広げてくれた効

駐車場があり、庭木にも
なったのが、地元の方々

の練習の場として定着し

を有する音楽の街「霧島」 事務局長・惠島理子

鹿児島県菓子工業組合

を楽しむ場として、地域

初期の頃からレギュラ

ールみやまコンセール」

・ハッピーの略）という

ミニコンサートは毎週

コラボともなっています。 のを実感しました。

ことでしょう。

になりました。演奏家と

徹底的にこだわり「霧島
の熱い応援だったので

や」が地元の人々に愛さ

ており「霧島国際音楽ホ

した。

撃的なニュースでした。

つつじ」や霧島山にのみ
す。それは、明治から続

随所に植えられており、
れ、地域になくてはなら

の皆様に親しまれている

も菓子業界にとっても衝

台もの車が停められる

自生する「ノカイドウ」

店内には霧島市の作家に

の危機にまでなりました

進学する生徒が減り廃校

人まで減少し三笠高校へ

る人口は現在約８５００

菓子を頂きました。

に生徒の作ったパンやお

業日にもかかわらず特別

の説明を頂き、当日は休

のご協力を頂き施設概要

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

が、２０１２年道内初の

その後は、東大阪のな

ない菓子店として存在し

三笠高校のある三笠市

食物調理科単科高校とし

にわの名工、菓匠庵白穂

よる錫器や薩摩切子も展

北海道菓子工業組合青

は、岩見沢市に隣接する

再スタートし大きな話題

の新澤貴之氏を迎えて和

ていたという証でもある

日に三

小さな町で今から１４０

となりました。

だわった店づくりには理
由があるのです。
年のこと、霧島

五代目社長の徳重克彦
氏は、応援してくださっ
た地域への恩返しとし

あと菓子の販売に関し

は、新澤氏の店売り主力

菓子講習会を行いまし

議室において実施致しま

合員の参加がありました。 や送料などは

道からこの学校を志望す

の上生菓子などの手ほど

商品を含む６品目と季節

また２０１８年には、

きを頂き大変有意義な講

近年、特に人材不足に

高校生レストランを高校

一環として土日祝日にレ

悩むこの業界では技術の

習になりました。

ストラン「まごころきっ

承継とこれからの職人の

を行う高校生レストラン

案し調理、接客運営など

生徒自身がメニューを考

な企画を続けて行きたい

業界の底上げになるよう

す。そんな中、少しでも

年部部長・吉田貴之

北海道菓子工業組合青

と思います。

は、三笠市教育委員会様

三笠高校施設見学会で

機会を頂きました。

施設を今回は特別に見る

ｉｅ」を運営しています。 育成が課題とされていま

ちん」カフェ「Ｃｈｅｒ

の研修施設とし部活動の

るようになりました。

コースは食物調理科と
最後に税理士の意見と

これは、組合員だけに

平成

のでしょう。

笠高校レストラン施設見

年前の１８７９年に道内

この徹底した霧島にこ

学会および同施設付設キ

初の炭鉱の町として栄え

ては今まで通りの８％な

して、この軽減税率より

とどまらず、組合自体が

する講習会を、土江田会

は、大阪国税局より講師

前回昨年の講習会で

京都府菓子工業組合で
計事務所所長で税理士の

に来て頂き消費税の軽減

三笠高校施設見学 びおよ
和菓子講習会の開催

くなる為、免税事業者か

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

ッチンスタジアムにて菓

した。今回は導入直前と

も後に控え

免税事業者の場合、組合

は中小企業団体中央会の
土江田雅史氏にお越し頂

た。講習会には三笠高校

ているイン

に払った消費税が含まれ

補助事業として、昨年に

税率についての概要を説

製菓コースに分かれて専

ボイス制度

る手数料や臨時会費に対

き、京都経済センター会

ました。しかし鉄道石炭

のですが、店内での飲食

の方がはる

しても、組合員が仕入税

明頂きましたが、今回の
研修会では増税の直前で

される事が考えられます。 匠庵白穂の新澤貴之氏を

名の組

かに影響が

額控除を出来ないという

いう事もあり、

大きいと考

事で、この事を考えると

もあり、より実際の状況

の製菓部の生徒も参加し

えておら

組合自体も課税事業者に

に則した内容でお話し頂

門課程を学ぶことがで

れ、この制

なる必要が出てきます。

けるように、税理士の方

の需要の減少とともに衰

度が完全実

これは経理も含め、適格

に来て頂きました。

講師に迎えて和菓子講習

％になる

施されると

請求書交付等の為に多大

まず実際の準備を行う

ていただきました。当日

消費税の納

な負担が増える事にな

のに、あらためて消費税

き、志を持った生徒が全

税事業者の

り、今後の大きな問題に

のお話しと軽減税率の確

事長・横山長尚

退し一時は６万人を超え

適格請求書

なってくると思われます。

認の後、
対応レジの準備、

13

会を開催しました。

がないと、

京都府菓子工業組合理
税を納める
時に引けな

年部では、５月

ため、具体例を示して説

らの仕入れや販売を除外

導入直前の消費税軽
減税率研修会を開催

明頂きました。

示販売されています。

カフェもあり、福祉との

いフロアの建物、そして

40

降川が流れる、まさにそ

ミニコンサートと「バリハピ」
払った消費

請求書や領収書の書き方

消費税軽減税率研修会

10

56

や注意点などをお話し頂
きました。

北海道青年部和菓子講習会

25

引き続き、軽減税率に関

土江田雅史氏

北海道

40

「桜島小みかん」などが、 く老舗「薩摩菓子処とら

徳重克彦氏と創作生かるかん

は雄大な桜島を臨み、更

鹿児島
都
京

第966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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（５） 令和元年９月15日

令和元年七月七日、北
員が中心となり、大切な

・北九州菓青会・賛助会

今年は、地元の平尾台

お菓子も並びました。

職人が精魂込めて作った

より、この日のためにと

た餅や北九州銘菓はもと

が並びます。なじみのぼ

スにたくさんのスィーツ

しっかりと、とよみつ姫

がらもみんなに愛され、

の着ぐるみと間違われな

も特別参加です。イチゴ

よみつひめ」の着ぐるみ

菓子のＰＲもかねて「と

チジク、とよみつ姫のお

好評でした。福岡県産イ

年七夕の日に開催してい

晴れの日も雨の日も、毎

に見立てて、これまでは

を「恋人たちの架け橋」

す。紫川をわたる鴎外橋

に毎年奉納されるそうで

福岡県小郡市の七夕神社

た、願いを書いた短冊は

押しです。

を楽しませる企画が目白

ャズやロックなど来場客

演奏、小倉祇園太鼓・ジ

は高校生によるダンスや

ありました。ステージで

の報告に来られたことも

もらったカップルが結婚

て恋人証明書を発行して

ＩＮ 北九州

九州小倉駅構内のＪＡＭ
人に和菓子を贈ることか
のブルーベリーを使った
ましたが、昨年より小倉

サマーバレンタイン

広場を中心に織姫と彦星
ら始まりました。今では
スィーツのＰＲもできま

七夕スィーツも好評

のロマンチックな伝説を
スィーツや、星をかたど

午前十時から午後六時

北九州市近辺の和菓子屋

まで八時間、様々なイベ

もとに今年で十四回目の

屋根付きの会場で雨の心

ントで盛り上げ、終了し

駅構内に会場を変更し、

また、事前告知では、

配はなくゆっくりと買い

た今回のイベント。反省

した。

各菓子店にお

物ができるようになりま

する点が多くあったと聞

った杏仁（あんにん）豆

いて七夕飾り

した。もう一つ、リバー

いています。でも出展し

やケーキ屋など、十五軒

を設置しまし

ウォーク北九州で行われ

た皆さんは一堂に、北九

「サマーバレンタイン」

た。チラシや

ていたロールケーキコン

州が元気になればいいと

腐などの七夕スィーツも

短冊を配布

テストも会場を変えて実

おっしゃっていました。

以上の店舗が参加し、ず

し、短冊は来

施。出品ケーキの展示、

が開催されました。この

店客に願いを

務局・村上豊美

福岡県菓子工業組合事

いでしょうか。

イベントになるのではな

気は早いかもしれません

当日、会場では恋みく

来場者による人気投票も

るという盛り

じやカップル対象の恋人

書いてもら

上がりに一役

証明書と恋人証明写真の

が、来年はもっと楽しい

買っていただ

発行。過去には二年続け

行われました。

きました。ま

い、店頭に飾

らりと並んだショーケー

サマーバレンタイン

企画は北九州市菓子組合

2019

全国和菓子甲子園

全国菓子工業組合連合
の職人さんにどら焼き・

出雲市内にある和菓子屋

「梅茶どら」で全国大会に出場

回全

会青年部主催の第

な良い時代が訪れますよ

努力が花を咲かせるよう

変わり」とし、今までの

した。原料にも地産地消

粉糖で勾玉をあしらいま

想像してもらうように、

です。仕上げは縁結びを

月

うにと祈りを込めて考

え、
作品名は「梅茶どら」 にこだわりました。

農林高等学校３年生の２

続き今年は島根県立出雲

した島根県立宍道高校に

で、テーマ「新元号・令

月。それ以降の話し合い

元号」と決定したのが４

お菓子のテーマが「新

せない物であることに着

徒たちが生産製造してい

梅の花の歌に着目して生

由来となった、万葉集の

焼きの皮には「令和」の

芋を使用しました。どら

産の大納言・西浜サツマ

米粉・出雲産抹茶・出雲

のきぬむすめ米で作った

作品の材料は島根県産

しています。

店頭に並ぶ事を楽しみに

なり発想豊かな和菓子が

す。将来、和菓子職人に

数応募があったようで

方で発想したお菓子の多

が新元号を自由なとらえ

ようです。全国の高校生

の学園祭にて販売がある

名が、中四国ブロック予

和」を自分たちの解釈で
準備をしました。日本人

目し、元号が「令和」に

る、梅・梅シロップを使

としました。

選を勝ち上がり全国大会

は「和・日本らしさのあ

が古くから慣れ親しんで

変わった事から、テーマ

大福の基本的な作り方の

に出場しました。２年生

るもの」と考え、作品名

きた、お米・お茶が日々

用して餡をはさんだもの

国和菓子甲子園が開催さ

の２学期から和菓子の勉

・アイデア・デザイン・

を「新しい時代への移り

務局・高島佐枝子

島根県菓子工業組合事

強をはじめ、和菓子を作

生活していく上で、欠か

指導を受けました。

11

味（想像）を話し合って

れ、昨年全国大会に出場

10

ったことがなかった為、

梅茶どら

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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島
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ユニ ー ク な 試 み ︑ギ ャ ラ
リ ーの あ る 和 菓 子 店

した︒店内には生菓子が
が特に人気の商品になっ

た﹁王様のいちご大福﹂

ッケージのデザインは美

店内の商品ポップやパ

れる事もよくあります︒

る横山喜美子が有限会社

ております︒地元高知の

術大学を出ている妻の担

会・後夜祭と続き鳴子の
点︑進物用の菓子

食材︑北川村の柚子︑梼

当で︑お客様からも好評

が

点ほどあります︒ゆ

〜

っくりと商品を選んでい
原町の桜等を材料に使用

で喜んでいただいており

高瀬屋の屋号で餅菓子を

業 場 の み で〝 量 販 店 〟
ただきたく︑すべてのお

した最中も人気です︒

中心に店舗を持たずに作

〝市場〟等に卸売りをし
菓子はお客様ご自身でか

ます︒

また︑新しい試みとし

ごに入れるスタイルをと

屋さんとコラボした土曜

て３年前から店舗の奥の

年︶に

日限定の商品﹁和菓子屋

年前︵平成
私が社長に就任し︑それ
主力商品は季節の果物

今年から始まったパン

てきました︒

音が最後まで鳴り響き︑
高知の一大イベントの幕
を閉じました︒
さて︑今回は高知市農
人町で店舗を構えている

桜いろ

間︶の祭り本番では約１
﹁菓処

菓処

高知市の夏の祭典﹁よ
万８千人もの踊り子が高
瀬屋社長・横山憲保氏︶
を機に店舗を構え﹁菓処

スペースにギャラリー

桜いろ﹂
︵㈲高

さこい祭り﹂が８月９日

をご本人の話をもとにご

のあんパン﹂も予約が増

舗販売のみに切り換えま

も４Ｌサイズの苺が入っ

えてきて午前中に売り切

﹁さくらとｉｔｏ﹂をオ

っております︒

演舞場に繰り出し市内が
を使った大福等︒なかで

ヶ所の競演場︑

︵４０００発の大輪の打
〝桜いろ〟
﹂の屋号で店

年︒母であ

る以上︑お菓子だから安

油で三度揚げる事により

その社是は︑丸地社長か

心して食べられるもので

せん︒口の入るものは安

創業昭和

紹介いたします︒

日の最終日には全国大

高知県菓子工業組合青

ければいい︑お菓子だか

三度に分けて揚げる﹁ナ

日︵２日

ープンし︑陶芸や油絵︑

織り物等いろいろな作家

さんが個展をしてくださ

り︑和菓子とアートの異

なる世界を楽しんでいた
だいております︒

和菓子にふれる機会の

少ない方にも和菓子の魅

力を広め︑伝えていきた

年会・菓処桜いろ・横山

らいい加減でもいい︑と

いと思っています︒

憲保

と言われている米油１０

いうことは決してありま

・えびせんべいまで︑幅

社の姿勢が︑社是の中で

では︑品質を重視する会

もちろん品質管理の面

う﹂が出来上がります︒

の特徴がある﹁かりんと

は柔らかい﹂ナツメ独自

なく﹁外はカリっと︑中

営業日のほぼ毎日︑検査

れますが︑夏目製菓では︑

酸化物価の計測があげら

査方法として︑酸化と過

で︑最も重要で的確な検

う﹂の品質管理をする上

した︒さらに﹁かりんと

Ｏ９００１を取得されま

はじめ︑外部検査として

います︒

日々の品質管理に努めて

日は︑日本記念

伊藤寿朗

愛知県菓子工業組合・

んとうの日﹂です︒

日協会が制定する﹁かり

月

る会社訪問でした︒

かりんとう﹂が想像出来

る夏目製菓と﹁ナツメの

葉は︑今後も発展し続け

続ける丸地社長の姿と言

心・安全﹂を今後も追い

味しい﹂だけでなく﹁安

おっしゃられる通り﹁美



年には︑早々にＩＳ

もあらわれ﹁品質管理を

を実施しています︒その

年間５回計測する事によ

成

なくてはいけません﹂と

出来ない現在の﹁ナツメ

最重要視し︑安心・安全

上︑かりんとう製造メー

り︑柔らかくなるだけで

ら従業員の方々に周知さ

広い品種のお菓子を長年

﹁かりんとう﹂の生地の

様

始まる夏目製菓のノウハ

に特化した夏目製菓です

の味・食感・風味﹂を造

で美味しい商品をお客様

り︑社内検査との整合性

丸地社長曰く﹁お菓子

社が加入する全

は︑口に入れるものであ

カー約

る﹂が掲げられています︒ 国油菓子工業協同組合を

を検証する事も怠らず︑

に提供し︑社会に奉仕す

18

繁盛企業訪問

株式会社夏目製菓

てきましたが︑約

試行錯誤しながら製造し

地和也様が三代目として

に﹁かりんとう﹂一本に

年前に丸

は︑
﹁かりんとう﹂製造

代表取締役社長に就任さ

品種を絞り︑その時から

た︒その後︑

会社の中でも老舗中の老

れ︑現在に至っておりま

今回の繁盛企業訪問

舗である︑株式会社夏目
す︒

年前

製菓代表取締役社長丸地

が︑創業当時からは︑か

り上げる上で︑重要な役

今でこそ
﹁かりんとう﹂ ウの集約は︑他社が真似

質管理部の浪崎充広様に

りんとうの他に︑カステ

割を果たしました︒

10

10

和也様と本社営業部兼品

お話を伺いました︒

ラ・フライビンズ・バタ

味へのこだわりは︑最

年 月︑祖父で

ある夏目嘉平様が創業さ

ピー・米菓・麩菓子・ボ

昭和

れ︑二代目は父である丸

も高価で身体にも優しい

20

11

10

テトチップ・棒ジュース

33

33

地稔様が引き継がれまし

夏目製菓のかりんとう

ツメの製法﹂で製造して

日・

祭り一色になりました︒

知市内

25

ち上げ花火︶を皮切りに

の前夜祭・納涼花火大会

30
10

０％で揚げるだけでな

ギャラリー「さくらとｉｔｏ」

開幕︒

桜いろ
菓処
広い品種を製造していた

丸地和也様

18

れているだけでなく︑平

52

中までしっかり火が通

店内

います︒温度の異なる米

12

く︑それぞれ違う温度で

11

との事でした︒そんな幅

10

16

14

知
高
知
愛

第966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９月15日

東京菓業青年会八月例会

「食品表示法の改正における、やりがちなミスや

見落としがちな点など落とし穴の再確認」講習会

会が、八月二十四日㈯パ
から講師手配までを行っ

今回の例会の取りまとめ

・推奨など任意、例外規

養成分表示義務化（義務

の表記ルールの変更、栄

の挨拶、
次に講師紹介は、 レルギーを複数含む場合

ークサイドホテル上野に
た立役者、
鈴木啓介氏
（㈲

東京菓業青年会八月例

て行われました。今回は

もちろん歴代のＯＢの皆

定 ）、 原 材 料 名 表 示 等 に

に食事をしながらより深
勘違いがある事を再認識

様にも感謝申し上げる勉

鈴富製菓）により講師が

講演終盤の質疑応答で

い勉強をさせて頂きまし

し、準備中のＨＡＣＣＰ

強会となりました。

㈱テラオカ斉藤様・椿様

改行による区分・別欄罫

は、講師の皆様も即答出

た。中締めの挨拶は三裕

導入も同じ認識不足が考

東京都菓子工業組合常

関するルール変更（スラ

線による区分、複合原材

来ない質疑がありました

製菓㈱竹内豪社長（東京

えられる為、再確認し滞

務理事・東京菓業青年会

紹介されご講演が始まり

食品表示法の概要か

料の分割表示等）
、販売

が、後日ご返答頂けると

都菓子工業組合常務理

りなく新制度の導入に向

・宮田様を講師としてお

正におけるやりがちなミ
ら、罰則の強化、施行日

用に供する添加物の表示

いう事で講演を終了しま

事）の締めにて例会が終

ッシュ記号による区分・

スや見落としがちな点な
の確認、アレルギー表示

に係るルール改善、表示

した。その後、山口隆士

ました。

題してご講演頂きました。 に関わるルール改善、ア

ど落とし穴を再確認」と

化、
個別表示の例外規定、 レイアウトの改善（新基

レルギー個別表記の原則

準で省略不可なものや容

招きし「食品表示法の改

ー東京製菓㈱社長）の司
特定加工食品の廃止（代

角田安隆副会長（ニュ

会進行により、まずは会

オブザーバー・生田剛（㈱

了しました。

かうなど、改めて東京菓

氏（名月製菓㈱社長）に

イクタ社長）

器包装と表示のサイズ感

業青年会に参加できて良

替表記・代替表記の拡大

法の改正では分かって

かった、現役メンバーは

長挨拶にて田上譲司東京

いても陥りやすいミスや

よる乾杯挨拶にて懇親会
が始まり講師の方々と共

等）と時間をかけて丁寧

長
（㈱タガーフーズ社長） 合の表記ルール変更、ア

係者、山口県菓子工業組

子屋の原料の中で重要な

業停止が今年度も発生

のの契約数量の買い取り

協議を行い、特段の配慮

もち米の消費衰退がい

をいただきました。
本来の目的

われる中、山口県はミヤ

先探しに難航しました。

から外れま

タマモチ（品種）を奨励

し、未収金はなかったも

すが、米穀

品種としています。ミヤ

もち米について安定した

取扱業者や

タマモチの生産を続けて

合関係者が出席しまし

ミヤタマモチの販売促進を

製粉業者に

いくために、需要者であ

供給先があることは組合

販売する、

る菓子組合がどう協力で

た。今年度の契約数量は

他県の菓子

きるか考えますが、手数

の大きな財産であり、今

製造者に販

料収入と事務負担のバラ

昨今の餅菓子需要の減少

日本酒原料にも使用しイメージアップ

売するなど

ンスも難しく、組合とし

後も高品質なものをお願

生産者の紹介とＪＡ担当

組合として

ての主要事業である共同

により、ミヤタマモチ１

ヒヨクモチ３５２袋（１

者の経過報告、市からの

知恵を絞り

購買について今後の方向

したいという組合の思惑

キロ）と大きく減少

お礼の言葉で調印式を締

ましたが、

性について全国の菓子組

このほど山口県山陽小

キロ）
、 いしたい」
とお礼を述べ、

低迷する中、安定的な取

袋

しました。福江農協組合

組合の財務

合からご教示いただきた

務理事・恒松恵子

山口県菓子工業組合専

状況が円滑

Ａと特別な

を念頭にＪ

いところです。

４２０袋（１袋

て山口県菓子工業組合は
引を望む生産者の思いが
一致し、２００３年から

その後、現地にて生育

給契約を締結しました。

きの強化による生産体制

状況の説明を受け、組合

めくくりました。

この日の契約調印式に

が必要な時代であり、菓

長は「需要者との結びつ

った契約調印式は安定し

は山陽小野田市を仲介役

からは高温障害や害虫対

行われています。

た価格で組合員に安全な

子加工用だけでなく日本

策、台風襲来時の対応等

に、生産者代表、ＪＡ関

酒の原料としての取り組

を尋ね、その他情報交換

もち米の契約栽培は大

みも始めており、そうし

促進を図っていきたい」

きな収益事業でしたが、

をして終了しました。

と挨拶されました。当組

大口利用契約組合員の事

たイメージアップで販売

合、小熊坂理事長は「菓

に進むこと

ともち米の消費と価格が

ＪＡ山口県ともち米の供

30

毎年７月の恒例行事とな

30

山口県産のもち米を確保

もち米原料の日本酒「高泊」

生育状況の説明

野田市南高泊農業会館に

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

にご講演頂きました。

表記等）
、一括表示の場

懇親会

菓業青年会第二十九代会

講演

京
東
口
山

令和元年９月15日 （８）
（毎月 15 日発行）

聞
新
業
工
子
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第966号

第

回西日本食品産業創造展では山﨑穣氏

︵福岡市経済観光文化局観光コンベンション部
観光ブランドクルーズ課︶を講師に迎え﹁食の
未来を考える︵食と物産・福岡県︶
﹂をテーマ

急増している︒皆さんも
街中で海外の方を目にす
る機会が増えたと思う︒
政府は４千万人にまで増
やそうとしている︒まだ

界水泳大会︑熊本では女
カがうまくいかなかった

が︑最近は中国とアメリ

まだ増えていく状況だ
私は世界中のインバウ
子ハンドボールの世界選

に講演を行いました︒

ンド・海外のお客様を福

その①
方が︑近くて安い九州を

今まで関東に行っていた

アジア系の方からの問い

とんどだったのが︑東南

い︒
また︑釜山市役所の方

欧米市場だが︑福岡空

合わせが増えているそう

台湾は順調な伸びを示

港の利用者は米国が一番

選んでいるのかもしれな

しているし︑ベトナムや

多くて２万人である︒旅

に﹁韓国は景気が悪くな

が︑実際どんな感じです

タイ︑マレーシアといっ

行会社に聞くと関西や東

だ︒

か﹂と伺うと﹁景気は減

％

い︒

速しており︑海外旅行で

た東南アジアの方は

っていると聞いています

福岡を訪れる人も減るの
ではないか﹂と言われ︑

近い増で伸びており︑直

京方面から新幹線を使っ

り︑韓国も景気減速の話

て九州に来ている観光客

手権があるので︑今後は

行便の就航が確実に寄与

岡︑九州に呼び込む仕事
心配している︒韓国の方

があったり︑香港も景気

もいるとのことである︒

欧米の方も九州に足を運

している︒ベトナムとの

をしている︒最近では︑
は︑旅行消費額は他国と

の悪い話を耳にするの

このあたりのデータが取

ぶ機会が増えようとして

直行便は週４便ハノイ便

３月に東南アジアのマレ

比較すると少ないが︑九

で︑先行きは不透明であ

れないので︑どうにか分

いる︒この機会をつかま

があったが︑昨年末にデ

ーシアから飛行機が就航

州に訪れる人数は非常に

る︒

析し︑欧米の方にも九州︑

え︑たくさんの方々に九

イリー化した︒マレーシ

し︑２月にはタイから就

多いので︑この減少に危

福岡だが︑福岡空港と

福岡のよさを知っていた

州︑福岡に足を運んでも

アは新しく就航した︒タ

だきたい︒これからラグ

航した︒７月は新しくエ

ぐしている︒

イ便はタイ航空しかなか

ビーやオリンピック︑パ

博多港の状況を見ると国

ほかの特徴では︑九州

ったが︑ＬＣＣが飛んで

ラリンピック︑各種スポ

らえるよう取り組んでい

では香港の方が特殊な動

今後は３社になる︒こう

ーツ大会があるので︑欧

アアジアＸという航空会

きをしている︒２０１８

した東南アジア市場はど

米からのお客様は増える

と同じ状況で︑２０１８

年において︑入国者数ベ

んどん増えていくだろ

だろう︒今後は欧米のお

る︒本日は観光と食につ

の中で︑香港は前

う︒実際に︑我々の観光

客様への対策が必ず出て

社が就航することが決ま

いる︒福岡の場合は近い

年と比べ唯一マイナス１

案内所は天神にあるのだ

くるので︑その辺りを対

年には３００万人を超え

いることとクルーズ船で

という理由で来られてい

・１％と減っているが︑

が︑そこの職員に聞いて

いて話をしたい︒

％が中国の方

るので︑滞在日数が平均

福岡空港からの入国者数

っている︒これまで韓国

なのが特徴である︒韓国

より少なく５万円くらい

応していただきたい︒

1.26

7.7%
5

タイ

38,196

1.01

1.5%
6

フィリピン

31,645

1.11

1.2%
7

米国

26,642

1.20

1.0%

8

ベトナム

25,301

1.19

1.0%

9

シンガポール

16,280

1.11

0.6%

10

カナダ

10,090

1.13

0.4%

11

英国

9,352

1.12

0.4%

12

マレーシア

8,531

1.24

0.3%

0.3%

理︑米国は

中国は魚料

ラーメン︑

理で台湾は

韓国は肉料

せっかく来たのだから食

製のものは安全なので︑

のは信用できない︑日本

中国の方は自分の国のも

良い︑新鮮と言われる︒

べられないルールがあ

った︶をした牛肉しか食

殊なとさつ︵ハラルに則

ただムスリムの方は︑特

ところは︑ビジネスチャ

が供給が追いついてない

たい﹂と言われるそうだ︒ ない︒今後︑需要はある

和牛のハンバーグを食べ

ンスになるかもしれない︒

なんて話になるかもしれ

万の神︑多神教の日本人

次号に続く︒

べたいということだ︒

とさつした肉は食べては

る︒例えば多神教の人が

寿司と国に
より︑好き
な食べ物の

いろいろな方を招いて

がとさつした肉は食べら

いけないルールだ︒八百
違ってい

感じるのは︑和牛の人気

れないが︑クリスチャン

フードダイバー
シティ

る︒理由を

がすごい︒どこの国の方

イメージが

聞くと︑も

のアメリカ人がとさつす

0.2%

も和牛と言われる︒ムス

1.24

ちろん味が

4,005

ればよいということもあ

フランス

リムの方も和牛と言われ
16

おいしかっ

0.2%

りうる︒日本に来て和牛

1.02

る︒ハンバーグで有名な

4,703

たが圧倒的

ネパール

は食べたいが︑食べられ

0.2%

15

店に来るマレーシアのお

1.14

1.13

に多いが︑

8,171

5,902

るものはアメリカ産の肉

オーストラリア

インドネシア

客様が増えており﹁ぜひ

13

14

や中国からたくさんお客
を占め︑１６０万人来て

197,182

様が来ていたが︑今後︑
日本の観光状況は︑イ

中国（香港）

東南アジアの方が増える

8.2%
4

来るのは

12.6%

ンバウンドが急増してい

1.11

1.22

と予想できる︒

322,030

209,403

20

た︒韓国の方が６割以上

る︒２０１１年︑６２２
人の方は日本で１人当た

も今までは韓国の方がほ

61.9%

20

インバウンド

今年のラグビー︑来年
万人だったが昨年は３千

は ％近く増えている︒

観光と食につい
て
インバウンドのお客様
が滞在中に欲しい情報の
第１位は無料Ｗｉ︱Ｆ

台湾

中国

寿司や魚料理では品質が

菓子工業新聞送付先の住
所・宛名等が、現在の表記
と異なりましたら、都道府
県菓子工業組合へお知らせ
ください。

ｉ︑第２位が交通手段の

構成比
1.03

99

2

3

か﹂と尋ねたら︑香港と

宛名・住所のご確認を
お願いします。

情報︑第３位が飲食店情
報である︒日本の旅行で
外国人観光客の方が一番
期待しているのは︑日本
食を食べることが断然第

前年比
国・地域
順位

１位で︑第２位がショッ

人数

1,584,931
韓国
1

ピング︑第３位が自然や
景勝地の観光で︑食に関
す る 興 味 が 高 い︒
﹁日本

１．
平成30年
（2018年）
1月〜12月トップ16

満足したものは何です

（福岡空港＋博多港
（船舶観光上陸
（クルーズ）
を除く）

スト

のオリンピック・パラリ

しか使わないかもしれな

山﨑 穣 氏（福岡市経済観光文化局観光コンベンション部観光ブランドクルーズ課）

り７万円使うと言われて

（食と物産・福岡県）

万人を超えた︒これだけ

食の未来を考える
出所）法務省「出入国管理統計」日本政府観光局（JNTO）発表

ンピック︑その先には世

10

29

滞在中︑飲食関係で最も

福岡市への外国人入国者の動向

第966号
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（９） 令和元年９月15日

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︒

非効率だから私に任せて

日本の外国人労
働者
２０１７年のデータで

万人増

えている︒そのうち外国

年間で

企業が日本語の問題をあ
人労働者数は１２７万人

年から

げているが︑能力とは別

ない理由として︑多くの

くれ﹂となる︒

は今︑日本に外国人が２

全菓連では︑全国組合幹部研修会で原正紀

５６万人おり︑２００７

氏︵株式会社クオリティオブライフ代表取締

先月号より続く︒

外国人留学生等
の活用
万人増

で︑

その④

りでも外国人がいること

増えている︒皆さんの周

し︑働いている外国人も

ドの訪日客が増えている

マだ︒日本はインバウン

ンソウで︑
日本流では
﹁報

ともある︒例えばホウレ

かにやり方が合わないこ

ある︒外国人を採ると確

外国人を採ったケースも

将来の海外展開を考えて

ばどんどんうまくなる︒

の高い人や一定以上の教

という人たちで︑専門性

ビザがおりる高度外国人

ない︒１つが日本で労働

は︑５つのパターンしか

日本で働ける労働者

目が技能実習生で３年な

つ人材などである︒３つ

高いし︑生活する上でお

は許されないが︑学費も

来︑学生だから働くこと

なる︒

高度外国人は

実習生で

らの強い要望で︑政府が

である︒これは産業界か

は︑在留資格制度の拡大

新たな特定技能制度

など︑グレーな部分もま

技能実習は不明者が出る

管法が施行されている︒

許可するという新しい入

を幾つか決め︑それだけ

外国人採用を積極的に

しい制度を導入してい

る︒特定技能職で︑日本

で技能を高めた人や日本

語力を高めた人はもう少

し長くいてもらってもい

いという考え︒加えて海

外から来てもらってもい

いというもの︒高度外国

人材は残念ながら日本企

業を積極的に選ばなくな

る傾向にある︒理由の１

つには残業がある︒もう

１つは日本企業の給料で

あり︑もはや国際水準か

らすると高くはなく︑加

えて昇進が遅いからだ︒

最近︑日本は中国︑韓国︑

台湾︑シンガポールなど

との人材の採り合いで劣

・９％である︒次は５で
・２％︒次が３の技能

勢である︒働き方改革の

優秀な人材を確保するた

た企業も少なくない︒大

果的に海外展開に成功し

外国の取引先が増え︑結

る︒その外国人が活躍し︑ が︑中小はむしろ受け入

のが認められている︒本

・２％︑１の

１つのテーマであり︑外

ＩＴ業界は完全にそう

いたら
﹁国籍は関係ない︑ めに必要だ﹂と語った︒

している企業になぜか聞

で︑別に日本人でなくて

手は体制を整えて受け入

次号に続く︒

開に成功している︒

その人が活躍して海外展

に制度を整え︑結果的に

れてきちんと働けるよう

もいい︒システムの世界

で︑外国人を採ったほう

けで海外展開は難しいの

と考えた時は︑日本人だ

◎佐賀県

となっています︒

９月

による組合員の被害は︑

〇工場内浸水・１件

〇床下浸水・１件

◎福岡県

た︒１社

川に面した箇所︶が崩れ

〇社員駐車場の一部︵河

〇断水・２社

なくなった︶

ョーケースの電源が入ら

が一部濡れた︒保冷のシ

資材やパッケージ︑書類


速 報

九州の大雨に
よる被害
日︑九州の大雨

が早い︒多くの会社が最

〇建物・３社︵雨漏れ︶

８月

初は日本人が採れないか

〇床下浸水・５社︵包装

日現在︑次の通り

ら︑外国人の技術者を採

で自社製品を販売しよう

製造工場を造ろう︑海外

また︑これから海外に

る︒

たないというケースもあ

に日本語を使えてもしか

れるケースが多かった

の辺をどうするかだ︒

国人を受け入れる時︑そ

・６％と

35
は英語が中心だから︑逆

また︑国はもう１つ新

23

28

えている︒

が︑ようやく当たり前に

告連絡相談を﹂
というが︑ 育を受けた人である︒こ

いし５年日本で働く︒４

金も必要だから︑その分

動いたもので︑産業界で

だ多い︒どんな中間団体

え方である︒１〜５のう

なってきたのではない

の人材は世界で採り合い

つ目が特定活動で数は少

は人が足りないから外国

が仲介するかにより質が

動で︑外国人留学生は週

か︒これからはこうした
向こうからすると﹁何で
されている︒２つ目が︑

人を入れてくれという︑

決まってくるので︑どこ

ちでは︑２が一番多く

異文化とどう付き合うか
細かいことを一々報告し

現実的なニーズに応えた

がどう担うかが重要だ︒

５社集まって組合を作れ

時間アルバイトをする

が︑避けて通れない︒

を稼ぐのはいいという考

外国人留学生を採用し

ない︒５つ目が資格外活

原 正紀 氏（株式会社クオリティオブライフ代表取締役）

もともと日本に国籍を持

中小菓子製造業における
働き方改革について

なければいけないのか︒

年前から

問題だ︒仕事をしていれ

50

80

なっている︒

外国人材は大きなテー

10

ていい﹂として新たな制
度を導入した︒今のとこ

ものだ︒日本は単純労働

技能実習の場合︑組合が

ろ就労が認められる業種

人材を受け入れないのが

担っているケースが多

という考え方である︒﹁技

ば︑それで受け入れられ

20
28
10

新たな在留資格
の投入

原則だから︑技能実習に

能を高めた人は高度人材

る︒ただ︑審査も厳しく

して
﹁実習生だからいい﹂ い︒単純にいえば企業が

に近い専門職として認め

18
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第966号

１． 会 社 経 営 を す る 時 に ど ん な
銀行と付き合ったら良いか？

その①

持っている︒

はそれぞれ違った考えを

かし︑現実には金融機関

とした認識しかない︒し

信用組合〟といった漠然

小さな金額は信用金庫・

きな借入は都銀・地銀︑

き合う銀行について〝大

①都銀をライバルとし

リット︼

︻地銀のメリット・デメ

渡が早い︒

④サービサーへの債権譲

に手の平を返す︒

決算内容が悪くなると急

③担当が頻繁に変わる︒

と︒

の利息は７万円というこ

︻都銀のメリット・デメ
て︑都銀とお付き合いを

中小企業経営者は︑付

リット︼
している会社へ融資の依

前後︒

円︒金利は現在１・６％

③融資金額の上限は数億

きく︒

倒見は良い︒多少無理も

頼関係が出来上がれば面

②地域の銀行なので︑信

なる︒

いので︑保証料が負担と

①保証協会付き融資が多

る法人税を払う必要があ

返済する前に利益から出

金を返済するためには︑

げなければならない︒借

確実に定まった利益を上

て返済をする︒その間に

ると３年〜７年位に渡っ

ない方が良い︒一度借り

営をするには︑借金は少

資は別にして安定的に経

いるが︑必ず上がる︒投

この様なことが将来起こ

下がることも多数ある︒

和解で２︐０００万円に

１億円の借金が最終的に

この時︑銀行にあった

ができる︒

済額を下げてもらう交渉

くる︒ただ︑ここでは返

行に代って返済を求めて

買った債権回収会社は銀

に売り渡される︒借金を

その借金は債権回収会社

するかどうか〟
︑〝社長や

かどうか〟︑〝将来は成長

の企業の利益が出ている

や 保 証 人 に 頼 ら ず︑〝 そ

それが︑これからは担保

かという基準であった︒

たお金が回収できるか否

倒産した時に確実に貸し

ていた︒つまり︑会社が

担保︑保証人等を重視し

業に融資する時の基準は

した︒従来は︑銀行が企

資する時の判断基準︶が

銀行には与信基準︵融

ということである︒

る〟ということに変わる

が出ているから借りられ

と い う 状 況 か ら︑
〝利益

ればお金を借りられる〟

今までの〝不動産があ

が現状である︒

められ︑戸惑っているの

り方を急に金融庁から求

り方と１８０度異なるや

を し て い る 会 社︒
〝要注

済条件を変更すること︶

管理先〟とはリスケ︵返

行 わ れ て い る 会 社︒〝 要

とは借入返済がキチンと

ち な み に︑
〝正常先〟

かも知れないが︑地銀や

銀は急に態度を変えない

から求められている︒都

資をするようにと金融庁

の金利と比較する︒

③金利はその時の世の中

借りる︒

る︒新規は保証人なしで

②保証人は外す交渉をす

良く借入を行う︒

は１行に偏らずバランス

信用金庫１行が良い︒要

都銀︑その他地銀２行︑

意点は︑

社員の資質〟
︑〝伸びる商

地銀↓信金↓信組と徐々

銀行との付き合い方で

ある︒都銀が最も厳しく︑ 意先〟とはその中間であ

①定期預金はしない︒

る可能性が少しでもある

品を持っているかどう

に緩やかになる︒更に︑

と思われる︒

その他︑銀行取引の注

︻信用組合のメリット・
る︒

信金は早目に対応をする

デメリット︼

仮に１︐０００万円を

としたら︑始めから都銀

か〟を見極めて融資をし

ということ︒
具体的には︑ こと︒具体的には︑

ガイドライン﹄がスター

②初めての銀行取引の場

い︒

新規の借入をして既存の

外れない場合は︑同額の

が高い︒

②今後も成長する可能性

等︶︒

既存の融資の保証人が

はならない

とかの理由だけで選んで

と︒

ということを意識するこ

組は全て考え方が異なる

都銀︑地銀︑信金︑信

①４種類の金融機関の中

借りてそれを返済するた

・地銀から借りるべきで

理想的な形は︑年商１億

る︒

で最も無理がきくが︑金

めには︑税金を払う前の

なければならなくなった︒ 銀行は全ての融資先を５

まとめとしては︑金融

利も高い︒

①融資金額が大きい︒付

あり︑信金・信組ではこ

円以下のメインバンクは

利益で約１︐５００万円

頼をかけてくる︒

段階で評価している︒今

②国などの補助金付きの

き合う企業は︑１つの会

つまり︑急に会社を成

機関を選ぶ時には将来の

のように借金を減らすこ

信用金庫︒年商５億円以

を稼ぎ出さなければなら

②金利は２０１９年６月

ま で は︑〝 正 常 先 〟 と 呼

商品の案内が多いので︑

社で１億円以上融資の可

長させるよりも︑確実に

計画に合わせて考える︒

とが難しい︒

下は地銀︑その他に信用

単に金利が安いとか便利

ない︒借りないで経営す

ばれる財務状態の良い会

億円以

下は地銀２行︑信用金庫

有効に活用すべき︒

現在では平均金利は１％

段階的に成長する企業に

金庫２行︒年商

ったが︑今後は〝要注意

社あるが︑将来的には半

能性がある会社を望む︒

昨年まで金融庁の長官

社にしか融資ができなか

るということである︒銀

ることを先ず考えるべき

対して融資が多く行われ
での長官とは全く考え方

１行︒年商

③融資金額が１億円を超

程度︒

であった森さんは︑今ま
次に借りたお金を返せ

先 〟〝 要 管 理 先 〟 に も 融

分になるので︑生き残り

②金利は２０１９年９月
をかけている︒

現在は︑マイナス金利

行としては︑今までのや

である︒

③年商規模５億円以上の
︻信用金庫のメリット・

の異なった政策を打ち出

えることは︑先ずない︒

現在では︑平均金利は０
・７％程度︒つまり︑１︐ 会社との取り引きを考え

ない状況になった時は︑

億円超えは

の影響で金利は下がって

①﹃経営者保証に関する

トしてから徐々にではあ

合は難しい︒

借入を返済する︒その新

デメリット︼

①財務状況の悪い︵貸付

ガイドライン﹄が始まっ

る が〝 新 規 融 資 〟〝 既 存

④財務内容が良いという

る︒現在︑日本に１０３

う森長官の発言が︑銀行

残高で地銀は５兆円以

てから段階的に保証人な

の融資〟共に保証人なし

たな借入を無保証人とす

０００万円借りて１年間

を一遍に慌てさせた︒

下︑信用金庫で５︐００

しの融資が行われるよう

条件があれば︑既存の融

るという方法がある︒

９月

日︑ＨＡＣＣ

行事予定

〜

日︑もち

売会︑一関市総合体育館

サミット全国菓子販

月

営業所︑鹿児島市



次号に続く︒

レンジして欲しい︒

こちらも︑是非︑チャ

③事業承継計画がある︒

今までの金融庁の指導

％

の融資が増加している︒

資以外ならば可能性はあ

また︑担保は現在︑金

年以内に完済可能︑税・

は﹁銀行を潰さない﹂と

０億円以下︒預貸率

になったが︑更にそのス

プロパー融資での無保証

る︒

融庁は担保に頼らない融

みるべきである︒

政方針〟で〝静的な規制

いう前提で行われ︑企業

以下︶銀行は廃業するか

ピードを上げなさい︒

人の条件としては︑

ということが上げられ

る保証人を外すのは難し

銀行の融資制度の１８
から動的な監督へ〟
︒つ

が倒産した時に全額貸付

他の銀行に吸収されなさ

②担保ありきではなく︑

① 債 務 者 区 分 が〝 正 常

﹃経営者保証に関する

０度転換にあわてる銀
まり︑今までの〝金融検

金の回収が行われるとい

い︒

企業の将来の事業性を評

ということである︒

行︑融資制度が担保・保
査マニュアルの終焉〟
︒

う状態を保つべく指導が

②個人事業に特化︑住宅

資をするように銀行に強

社保等の未払いがない

証人付き融資から事業性
﹁強みのない銀行に残さ

行われていた︒そのため

る︒この条件を満たして

金融機関に交渉してみる

ければ外れる︑又は無担

と同様に会社の業績が良

保健所︑徳島県安全衛生

表示講習会︑講師・徳島

菓子まつり

れが公私混同していない︒ その理由を具体的に説明

対条件は

月１日︑菓子技術

日〜

一関市

月

いちのせ

日︑大船渡

尚史氏︵菓子工房福一取

大船渡市

会︑大船渡市民体育館︑

産業まつり菓子製造即売

締 役 社 長 ︶︑ 丸 菱 鹿 児 島

講習会︑講師・池田

20

２．銀行の保証人はない方が良い︒
こんな会社ならば保証人は外れる！

評価へ変わる︒

れた時間は少ない﹂とい

先〟である︒

２０１５年の〝金融行

価しなさい︒

益を確保できる見込みが

価値がある︒保証人が外

ユードーム︑一関市
今までは担保があれば借

大きい︒

する責任があるので︑そ

① 債 務 者 区 分 が〝 正 常

日︑全国お
特化︑担保・保証人を重

入ができたが︑今後は営

保があっても借入ができ

また︑保証協会付き融

の原因を解決すれば必ず

日〜
﹁銀行はリスクを取って

視しない等︑それぞれの

なりなさい︒

なくなる可能性が高い︒

資での無保証人の条件と

ない︑銀行借入総額は

月
企業の将来性を評価し

ということ︒また︑担保

このような状況下︑保

しては︑

是非︑チャレンジして

19

26

in

27

10

10

ンター２階︑徳島市

き︑一関なのはなプラザ︑

つまり︑銀行自身の財

・保証人を重視せず︑企

証人︑担保を外すならば

①既存の融資に付いてい

10

保証人︑担保不要の絶

務内容を強化して︑それ

業を育てるという経営方

今がその時である︒

先〟である︵債務超過で
ぞれの銀行ごとに特長を

針に転化しなさいという

保証人は外せる︒
出した経営を行いなさい

10

鹿児島

と変わった︒

保の融資の可能性は高い︒ 課︑徳島県立工業技術セ

Ｐ講習会と栄養成分

13

せない場合︑金融機関は

く指導している︒保証人

12
③個人と会社のお金の流

いるのであれば︑一度︑

10
業利益が出せなければ担

②過去３期及び今後も利

岩手
特長を打ち出した銀行に

ということ︒この結果︑

27
て︑融資をしなさい！﹂

設けた︒これが︑
今後は︑ 化︑コンサルティングに

徳島

70

!!

10

松本 光輝 氏（株式会社事業パートナー代表取締役）
ローンに特化︑業種に特

10

経営の玉手箱
に保証協会という制度も

松本光輝氏
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中力粉………………

全粒粉入りチーズスティック
Ａ．生地

液卵…………………
パサパサした食感などか

昨年

月に移転リニュ

せざるを得なかった
との事。長谷川氏自

ばし冷やす。
ーアルオープンをした大

身も移転を考えては

ｇ
ら敬遠される全粒粉です
正３年から続く老舗和菓

屋宗庵』橋本正好氏の下

な中、第３子に恵ま

ていたそうだ。そん

【成形・焼成】
が、ふんわり・しっとり
子店だ。

化や過疎化が進み、

パルメザンチーズ
７×１・５㎝にカット
＝美味しいという固定観
現四代目店主の長谷川

そのきっかけを失っ

ｇ
し、水または卵を刷毛塗
念にとらわれなければ、

浩司氏は埼玉県の『磯崎

……………
食塩…………………３ｇ
りし好みのトッピングを
風味豊かなかみ締める美
味しさという発見が出来

で修業。千葉に帰ってか

いたが、地方の少子

パプリカ……………３ｇ
まぶす。

ます。小麦のすべてを味

分

れ、待望の男子が生

１７０℃

わって欲しいと思います。 らは１級和菓子技能士を

ボリュームが出ない、

になるかもしれな

れた事で「もしかし

ンにも出場。この度、千

い、この子が継ぎた

たらこの子が五代目

葉県菓子工業組合青年部

いと思える店を作ろ

所属し、ＴＶチャンピオ

『さざえ最中』 が目印

オープンに立ち会った経

からの命で様々な店舗の

もう一人増えても問題な

の方数名、時には弟子が

１人、弟子１人、パート

感じております。東京や

られているじゃないかと

住民、観光客などに求め

まだまだ和菓子店は地域

さざえ最中

験のおかげで、自店のオ

く働ける十分な広さがあ

都市部で商売を営んでい

盛栄堂

顧問税理士や、設計士

ープン時は極力混乱を避

り、壁に備え付けられた

ての若手のホープである。 う」と一念発起し移転に

にも入会した千葉県きっ

••••••••••••••••••• 取得、和菓子技能士会に

鉄板に並べ焼成する。

コショウ……………適量
Ｂ．トッピング
パルメザンチーズ
ゴマ
ケシの実
キャラウェイ
など
【仕込工程】
Ａ

オブ
ジェ

て「はっきり言ってギャ

と様々相談し、兄弟子か

けられ、大盛況だったそ

卵以外の材料をロボク
ープにかけバターを細か

踏み切ったそうだ。

がて右手に大きなさざえ

ンブルでした」と言って

らの助言を踏まえ、昨年

長谷川氏は移転につい
国道１２８号線。

の形をした最中のオブジ

いた。先代の時代にも移

南房総いとを菓子 盛栄堂

千葉県茂原市から館山

ェが見えてくる。

ておく。

市まで続く外房の大動脈

くする。

月、移転リニューアル

る先輩方に話を伺うと

転の話があったそうなの

タブレット端末で管理も

『南房総いとを菓子

和菓子店という業種はも

うだ。

ともいえるこの道路をひ

盛栄堂では美味しい菓

しかしたら地方活性の起

『田舎の方が菓子店は元

いという、長谷川氏の思

子作りだけでなく、包材

爆剤になることができる

容易という一職人として

卵を加え、練らないよ

オープン。修業時代、師

いもあって、元々看板商

にも力を入れており、見

のではないか？伝統と革

そして、先述した『さ

だが、諸事情により断念

品だった『さざえ最中』

た目、持ちやすさ、開け

新という相反する側面を

気がある！』と、言われ

は、今では来店されるお

やすさ、食べやすさを考

兼ね備えた和菓子店こそ

は羨ましくなる環境が備

％が購入されて

慮し、自分用含め、御使

がこれからの地方の未来

ざえ最中のオブジェ』は

いく大ヒット商品になっ

い物には最適である。

員の方の人柄も含め「ま

川氏のお母様や奥様、店

に思えた。何より、長谷

の方々も働きやすい環境

作りになっており、店員

菓子屋ならでは趣のある

店舗は明るく広く、和

来ているとの事なので、

で、売り上げをキープ出

を上回るかなり高い水準

た今でも、移転前の予想

移転して、１年近くたっ

先述した通り、長谷川

頼もしい限りであり、誇

同じ千葉で働く者として

同じ和菓子屋として、

でした」と言っていたが、 っております」と、こう

氏は「移転はギャンブル

りに思う。

ていくのではないかと願

を支えていく業種になっ

長谷川氏は「業界の衰

越ブロック長・鈴木豊

全菓連青年部関東甲信

熱い。

今、房総の和菓子屋が

言っていた。

た来たい」と思わせてく

ギャンブルというのな

工場は、動線がしっか

退が叫ばれている昨今、

ら、勝ちだろう。

り考えられており、職人

った。

れる雰囲気がそこにはあ

客様の

たそうだ。

ることが多々あります。

盛栄堂』

ＦＡＸ ０３－３４０７－５４８６

わっていた。

たすら進んで行くと、や

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。

予算オーバーでも作りた

うにまとめ、５㎜厚に伸

11
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