製菓専門学校を卒業した留学生

年

間の在留期間に取得した

同事業では︑この

れば一事業所３名以内の

技術を留学生が帰国後︑

産省に申請し︑認定され

外国人実習生を受け入れ

を目的に調理の専門学校

まで日本料理の海外普及

の分野でも︑教える技術

において︑日本料理以外

クールジャパンの議論

生師養成施設︑製菓・製

事の指定を受けた製菓衛

施設に加え︑都道府県知

た日本料理の調理師養成

育成事業︶
を行っていた︒ 従来から対象となってい

リゾートクラブに拡充さ

売店︑ホテル︑旅館及び

食店︑製菓及び製パン小

え︑日本料理店以外の飲

っている日本料理店に加

も︑現行制度で対象とな

実習する受入機関の範囲

これに伴い︑外国人が

る︒

もの〟に限るとされてい

前提で﹁製菓衛生師免許

以内に同試験を受験する

しなかった卒業生も３年

の卒業生や︑試験に合格

れていない製菓専門学校

衛生師養成施設に指定さ

が取得可能となる︒製菓

格した場合︶の在留資格

後の製菓衛生師試験に合

卒業した留学生が︑卒業

された製菓専門学校等を

菓衛生師養成施設に指定

とにより︑最長５年間︵製

在留管理庁に申請するこ

外国人留学生は︑出入国

同事業の適用を受ける

れている︒

可能であることが求めら

の一連の作業工程が実習

ら料理の完成に至るまで

習期間内に下ごしらえか

術や知識を活かして︑実

専門学校等で修得した技

守していることに加え︑

と︑労働関係法令等を遵

的な経営状況にあるこ

であること︑健全・安定

計画が実施できる事業所

製造小売店等では︑実習

り︑受入機関となる菓子

うことを目的としてお

での普及に役立ててもら

ることが出来ようになる︒ 日本の食・食文化の海外

を卒業した外国人留学生
が高い日本で働きながら

パン分野の課程を置く大

れた︒

国内の菓子製造小売店等で
学べるよう制度を改正

が最長５年間︑引き続き
学びたいとの意見があっ

学など︵大学︑短期大学

全国の日本の食文化普

ついて﹂を編纂し︑組合

表示法の完全施行に向け

全菓連としては︑食品

外国人が学ぶ取組

正された︒また︑

材育成事業﹂に改

食文化海外普及人

業﹂から﹁日本の

普及人材育成事

が﹁日本料理海外

習することが可能である

での一連の作業工程を実

から料理の完成に至るま

習期間内に〝下ごしらえ

技術や知識を活用し︑実

取組実施機関で修得した

し︑受入機関において︑

ついて拡充された︒ただ

菓子の新しい表示制度に

の表示制度研究会﹂が﹁お

バーとなっている﹁菓子

月には全菓連が中心メン

これまで︑平成

義務となります︒

表示制度に基づく表示が

の４月からは新しい食品

制度まとめた令和元年９

在でのお菓子関係の表示

れらを含めて本年９月現

続いていることから︑こ

ど︑表示制度の見直しは

へのアーモンドの追加な

特定原材料に準ずるもの

化︑アレルギー表示での

いします︒

だき︑確実な対応をお願

対応状況を確認していた

改めて表示制度について

れては︑これを活用して

組合員の皆さんにおか

す︒

度について﹂を配布しま

年７

実施機関の範囲が

28

農林水産省では︑これ

取得予定者﹂として︑最

及に関心のある菓子製造

学生も︑
国内の製菓小売店等に就職すれば︑
３〜５年間の実習が可能となった︒

の調理師に加え︑新たに製菓衛生師養成施設等の製菓専門学校を卒業した留

月１日付けで一部改正され︑日本料理

日本国内の料理店で働き
たことから︑留学生が就

日本料理海外普及人材育成事業が

ながら技術を学べる制度

又は一定の要件を満たす

長３年間の在留資格が取

小売業の皆さんには︑同

具体的には︑取組実施

職できる業務の幅を拡
充︒日本料理以外

得可能となり︑同試験合

制度の活用をご検討願い

等と受入機関となる製菓

格後は合計で５年間まで

たい︒

専修学校︒以下同じ に
) 機関となる製菓専門学校
製造小売店等が共同で実

在留できる︒

拡充された︒
対象となる外国人の範

習計画を作成して農林水

の料理や製菓も対
象に加えること

囲も︑現行制度の調理師

表示制度について﹂を発

月版の﹁お菓子の新しい



で︑日本の食・食

請資格を得た者を含む︶

に加え︑製菓衛生師︵申
月

文化の海外普及を
行うために︑

お菓子の新しい食品表示制度について

員に提供してきたところ

て︑今月号の付録として

及び製菓分野の課程を置

れた﹁食品表示法﹂に基

ですが︑その後も原料原

この令和元年９月版の

行しました︒

づく新しい表示制度は︑

産地表示制度の導入や非

﹁お菓子の新しい表示制

１日﹁日本料理海

︵令和元年９月版︶の配布について

対象となる業務の範囲

経過措置期間が令和２年

遺伝子組換え表示の厳格

く大学等を修了した者に

改正﹂が行われ︑

は︑現行制度の日本料理

日に終わり︑来年

外普及人材育成事

同日施行された︒

のほか︑日本料理以外の

３月

年６月に制定さ

この一部改正に

料理と製菓及び製パンに

平成

より︑事業の名称

拡充された︒

11
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（１） 令和元年12月15日

中・四国
トもＰＣ持参での講習会
革の中での人材確保につ

徳島からは、働き方改

トの講習会も会場が満席

心が高く、栄養計算ソフ

講習会では、消費税に関

いるとの報告があった。

和菓子の講習会を開催し

テスト、和菓子品評会、

品を使ったスイーツコン

む）していること、特産

講習会を実施（予定も含

もち米の契約栽培に取り

ること、組合事業として

が多すぎて分からなくな

習会をやっているが種類

致に対応したＰａｙの講

質疑応答があり、特定技

に、全菓連からの報告、

各県からの報告の後

提案があった。

ック会の運営についても

て徳島県開催と決定され

ロック会議開催県につい

された。最後に、次期ブ

の活用についても話題と

能制度の利用等外国人材

した。

れ、ブロック会議は終了

室に移して懇親会が行わ

会議終了後、会場を別

香川県からは、組合員

鳥取県からは、昨年は

いては様式が分かり易か
を公開し製品が増える見

の講習会について報告が

率の講習会を各２カ所で

た。

を開催したが、なかなか
いて問題提起があったほ
になったとのこと。土産

ているとの報告があった。 組んできたがリスク管理

を使った菓子がフードア

の減少、ＨＡＣＣＰ、食

があった。

１回では理解できず２回
か、軽減税率やＨＡＣＣ
菓子の開発について文旦

立てで行うことにより実
クション１００選に選ば

栄養成分ソフトと軽減税

の講習会、栄養計算ソフ

目の講習会も開催したと
Ｐの講習会を１日に２本

会議を開催

ブロ
ック

報告や提出議案の概要は
の報告があった。
広島県からは、栄養計
施回数を実質２倍にでき

品表示、栄養成分ソフト

か、新製品開発の勉強会

会議を開催

ブロ
ック

組合員の減少、原材料確保や菓子博等を議論

東北・北海道

見交換がされた。

いて各道県への質問と意

用や小豆の確保対策につ

あった。また、外国人雇

•••••••••••••••••••••••••••••

以下の通り。

特産菓子開発やＨＡＣＣＰ・軽減税率対応等を議論

全菓連中・四国ブロッ
月９日㈬に山
岡山県からは、消費税
算ソフト、ＨＡＣＣＰ、
れ、今後組合員にレシピ

ク会議が
口市においてブロック内
軽減税率、栄養成分計算
たこと、ＨＡＣＣＰにつ

習会を開催したとの報告

が課題との報告があった。

名の参加者を
軽減税率の勉強会のほ

会議は、開催県山口県

山形県からは、会員減

開催したほか経営講習会

った。また、和菓子甲子
あったほか、青年部と連

全菓連東北・北海道ブ

込みとの報告があった。

少で赤字になっており賛

ったとの報告があった。

園について各道県での取

助会員を増やす取組みを

を開催したことの報告が

月２日㈬

組みについて質問があり

行うこと、組合加入のメ

があった。ＨＡＣＣＰは

に郡山市においてブロッ

各道県と意見交換した。

菓子工業組合小熊坂理事

名の参

減少に歯止めがかからな

愛媛県からは、組合員

は食品衛生協議会等の主

山口県からは、講習会

いるとの報告があった。

難しくなっていることへ

大等の重要な定款変更が

合員の減少により業種拡

また、提出議案として組

沼副理事長（東北・北海

の歓迎の挨拶、全菓連長

菓子工業組合神山理事長

会議は、開催県福島県

加者を得て開催された。

あったほか、出資持ち分

布してほしいとの提案が

理記録簿を冊子にして配

ＣＰ手引書にある衛生管

岩手県からは、ＨＡＣ

おけるスイーツコンテス

また、さくらんぼ祭りに

いるとの報告があった。

聞の存在をアピールして

リットとして菓子工業新

ロック会議が

表示の研修会を計画して

ク内各道県より

を開催し、今年は経営や
開発（レアシュガースイ

いるとの報告があった。

携してイベントや新商品

の駅やコンビニとの競合

ーツ利用）に取り組んで

また、提出議案として道

応してキャラクター菓子

について問題提起があっ

また、アニメの祭りに呼

を使った菓子や酒粕を使
販売への取組みを行うと

あった。これまでレモン

に難しく、その導入を契
った菓子を開発してお

計画書づくりが予想以上

小谷副理事長（中・四国
機に止めるというお菓子

高知からは、高知版の

いこと、
栄養計算ソフト、 催する講習会に参加して

の問題提起があり、ブロ

り、次期菓子博に向けた

ＨＡＣＣＰ認定への対応

いること、クルーズ船誘

屋さんもいるとの状況報

とのこと。その他に広島
について県版ＨＡＣＣＰ

軽減税率、ＨＡＣＣＰの

ト等の紹介があった。

拶の後、組合永年勤続功

島根県からは、保健所
産小豆復活の取組みをＪ

の認証に取組む組合員も

を再調査して証券を再発

勉強会をスタートさせた

全菓連齊藤理事長の挨
を招いたＨＡＣＣＰの講
Ａと進めているとの報告

道ブロック幹事長）と全

行したこと、従業員数を

告であった。

拶、出席者紹介を経て議
習会、税務署から消費税

菓連齊藤理事長の挨拶、

労者表彰があり、続いて

事に入った。各県からの

田軒、▽三重県＝とらや

▽神戸市＝山本幸男、▽

福島県からは、菓子専

▽埼玉県＝牧野繁、▽千

門学校を使った講習会の

びせんべいの里、▽滋賀

日、東

再調査して賦課金を見直

▽長崎県＝根津百人、▽

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

月

回「食品衛生表

日本食品衛生協会主催に
よる第
彰の会」が

出席者紹介の後に議事に
昭、
▽東京都＝齋藤幸雄、 福岡市＝古田量平

葉県＝土屋勝義、小沢正

・食品衛生優良施設

ュ牧方研究工場、五感第

行われた。

によって、新たに組合員

風月、Ｔ２の菓子工房、

県＝和た与、▽兵庫県＝

▽北海道＝メイホク食品

２アトリエ、▽奈良県＝

北海道からは、組合員

宮城県からは、組合員

の加入が出来るようにな

北九州市＝妹尾博義、▽

熊本県＝甲斐秀和、▽鹿

藤高製菓、ハマダコンフ

大井基臣、伊藤剛、河田

㈱、▽岩手県＝中村屋せ

葛屋中井春風堂、▽広島

への情報提供についてＷ

減少に歯止めがかから

ったとの報告があった。

実施や組合運営において
ェクト㈱姫路工場、▽徳

善敬、長井泉、▽神奈川

んべい店、▽秋田県＝斎

県＝社会福祉法人ひとは

ｅｂサイトの活用等によ

ず、新規開業した菓子屋

す取組みを行っていると

児島県＝若山敏和、▽札

島県＝大塚製薬㈱徳島ワ

県＝大谷隆男、▽新潟県

作屋菓子舗、㈱宮伝、ガ

福祉会就労センターあっ

る合理化提案があり、郷

各県からの報告の間

入り、先ず全菓連からの

り。敬称略。
幌市＝川西文男、▽千葉

ジキエ場、▽横浜市＝金

＝山﨑一明、▽富山県＝

トーやまだ、▽山形県＝

ぷ、㈱キャノンベーカー

も組合に加入しないた

に、和菓子甲子園に福島

▽大阪府＝㈱オイシス高

厚生労働大臣賞受賞者

市＝栗山敏明、▽大阪市

のフライパンエ場２階、

碓井貢、▽石川県＝新谷

豊海屋、▽福島県＝玉木

リー、▽山口県＝虎月堂、 土菓子を作る共同販売の

め、既存の組合員の負担

代表となった福島県立あ

厚労省、公益社団法人

・食品衛生功労者

＝髙橋博文、▽神戸市＝

３階、▽京都市＝㈱人見

敏宏、芦本泰博、谷誠、

屋本舗、▽茨城県＝菓匠

取組み、北海道産小豆の

が大きくなっているとの

さか開成高校日本文化部

理事の選定方法を見直し

▽北海道＝小山内敏幸、

藤野俊雄、▽広島市＝西

パン、▽大阪市＝リボン

▽岐阜県＝大島菊之、▽

にいつま、㈲佐々木食品、 ▽ 愛 媛 県 ＝ ㈲ 菓 舗 丸 亀

買取契約の紹介と更に小

報告があった。

の取組みについて紹介が

の報告があり、菓子博の

▽青森県＝白川誠治、▽

村政晴、田川敦通

食品製造㈱第二工場

静岡県＝土屋吉文、三重

屋、▽長崎県＝㈱菓秀苑

豆の作付け増加に向けた

秋田県からは、ＨＡＣ

月５日に山形県

報告、次に各県からの提

京・明治座で開かれ、菓

一夫、
▽茨城県＝青野潔、 ・食品衛生優良施設

岩手県＝佐々木勇、奥寺

▽北海道＝柳月スイート

公益社団法人日本食品衛

県＝山本浩、伊藤純一、

▽埼玉県＝鈴与㈱坂戸物

森長、▽大分県＝お菓子

取組みへの要望があった。

あった。また、次期ブロ

〇二、同優良施設は一〇

県＝熊谷明、▽兵庫県＝

利、松田勝夫、▽宮城県

札幌市＝松田秀夫、▽仙

石工場、㈱ブールミッシ

子関係者多数が食品衛生

▽埼玉県＝小林孝行、▽

ピアガーデン、▽青森県

生協会会長表彰

流センター、▽千葉県＝

の家えいらく、▽宮崎県

ＣＰや栄養成分計算ソフ

ック会議開催県について

六施設、日本食品衛生協

▽千葉県＝㈱美十東京工

＝泉正明、▽秋田県＝伊

台市＝髙橋康次、▽横浜

島田店

て出席率を向上させた例

功労者及び食品衛生優良

千葉県＝上野智弘、▽東

＝㈲双味庵、▽山形県＝

▽大阪府＝大田原栄市、

創菓旬彩新月、㈲亀や和

青森県からは、栄養計

トのほか経営コンサルタ

は来年

山脇誠一、▽奈良県＝礒

場、モン・レーブアキヤ

藤幸敏、▽山形県＝菊池

▽愛知県＝春日井製菓㈱

負担で組合が疲弊しない

施設として、厚生労働大

京都＝茂木明治、杉浦信

・食品衛生功労者

▽和歌山県＝森山昌彦、

草、▽東京都＝㈲伊勢屋、 ＝㈲水野屋、▽鹿児島県

算ソフトについて内容が

ントを呼んでの講習会開

会会長賞を受賞された食

田明隆、▽岡山県＝尾藤

洋菓子店、▽長野県＝㈲

市＝長田敦幸、▽京都市

出議案に基づいた審議が

臣賞ならびに公益社団法

男、
▽富山県＝井田公行、 菓道八右エ門、▽茨城県

▽北海道＝正岡宣征、阿

▽岡山県＝山本明、西原

＝㈱フェスティバル社、

難しいので詳しい人を作

催について報告があり、

品衛生功労者は三三一

嘉記、▽山口県＝小熊坂

恒夫、▽福島県＝日出山

の報告があった。また、

人日本食品衛生協会会長

＝ミシェル洋菓子店、Ｓ

部広昭、▽青森県＝三嶋

茂、▽山口県＝河村勉、

▽神奈川県＝製菓シャト

▽横浜市＝龍門商事㈱重

って説明できるようにし

会議終了後、懇親会が

名、同優良施設は二〇九

紅谷、▽愛知県＝㈱タク

ようにする必要があると

賞を受賞した。同表彰の

▽石川県＝岡島一芳、▽

・Ｔｅｃフーズ㈱古河フ

俊彦、下川原春男、▽岩

ー、▽福井県＝昆布屋孫

慶飯店食品工場、▽名古

組合員数減少により協賛

行われ、ブロック会議は

孝司、▽徳島県＝前田道

征一、
▽茨城県＝小林清、 ＝堀田輝彰、木ノ下善正、 春日井工場、御菓子司上

施設であった。受賞され

出資額を整理し直すこと

会で厚生大臣賞を受賞さ

山梨県＝堀内芳文、▽長

ァクトリー、▽埼玉県＝

▽愛媛県＝黒光敏夫、▽

兵衛、▽岐阜県＝渡邊菓

たいとの意向や組合員減

金が必要なら菓子博参加

終了した。

24

夫、
▽愛媛県＝中野聖征、 マ食品松河戸工場、㈱え

開催と決定された。

10

10

た菓子関係者は次のとお

の提案等があった。

れた食品衛生功労者は二

野県＝小池勇吉、▽愛知

㈱ファンタ・グラス新野、 手県＝八木秀男、千葉正

鹿児島県＝元田悦代、▽

子舗、▽静岡県＝杉山㈱、 屋市＝㈱不朽園、山田餅

少に歯止めをかける取組

が困難となるとの報告が

「食品衛生表彰者」
回

た。

10

29

みについて問題提起があ

第

のことであった。

ブロック会幹事長）の挨

長の歓迎の挨拶、全菓連

得て開催された。

各県より
ソフト、ＨＡＣＣＰの講

10
45
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き︑その趣旨が広く伝わ

また︑
この本を通じて︑ の 方 々 に 読 ん で い た だ

ん﹂を世代を超えた多く

たら幸せでございます︒

に︑お読みいただけまし

した︒さらに多くの方々

とのご感想もいただきま

詳しいお問い合わせ

た︒

料をもとに編集されまし

ます︒

試練はあってもあきらめ
ることを期待していま
※書籍は︑林虎彦夫妻の

妻であり著者である林和

ものです︒和子氏自身の
ず事を為せば︑きっと成
す︒すでに読んだ方々か

わりのあった方々︑また
いたいという思いから︑

り多くの人に知ってもら
かれているので︑とても

らも﹁奥さまの目線で書

た﹁林虎彦物語製作委員

賛同のもと立ち上げられ

彦物語製作委員会までお

６８８︱７９９２

子氏が︑妻目線で書いた

もつ数えきれないエピソ
就できるということをよ

林虎彦の半生をつづる
小説﹁すっぴん﹂
を発行
ました︒
﹁すっぴん﹂は︑ ードに加え︑これまで関
世界で初めて包あん機を
当時を知る方々への取材

令和元年５月︑レオン
自動機の名誉会長・林虎
つくり︑実用化した林虎

願いいたします︒

林虎

は︑ https://torahiko.
jp/ ま た は︑ ０ ２ ８ ︱

彦の半生をつづった小説

会﹂がサポートし︑構想

広報室・菱沼清人

レオン自動機株式会社

分かりやすい﹂︑﹁朝の連

から実に３年︑長きにわ

栃木県内の学校や図書館
続ドラマを見ているよう

も含めて︑とても内容の
など１０００ヵ所に寄贈

で︑
物語に引き込まれる﹂ たり集められた多くの資

彦の波乱に満ちた人生を
濃い物語に仕上がりまし
さ れ て い ま す︒
﹁すっぴ

の開発秘話は︑いくつか
のメディアにも取り上げ
られてきましたが︑エピ
ソードの裏側にある夫婦

新たな取り組みで集客

めざ
す

和

年創業︑温泉街の旅
館︑ホテルなどに取引を

た︒今回︑小説というか

たものはありませんでし

名神のインターもつなが

は東名阪道︑昨年には新

山麓に位置する︑近くに

三重県北勢地域︑鈴鹿

ば饅頭︑鹿の子饅頭と言

町内の湯の山温泉でそ

だきます︒

本人より紹介させていた

ックに詰めただけの素朴

にて販売開始︒フードパ

速道路サービスエリア様

草もちの製造を始め︑高

てはとお声をいただき︑

念願の
新店舗

しておりましたが昭和

たちではありますが︑常

り地の利が良い三重郡菰

った︑昔ながらのお菓子

感が良かったのかみるみ

年売上が低迷していた

に傍らに寄り添い実感し

野 町 に あ り ま す︑
﹁もち

の卸を始めたのが先代の

もちもち草もち

てきた和子氏の思いが各

ひで吉屋草

る売り上げが上がり︑東

ひでよし

名阪道︑伊勢道のサービ

スエリア︑パーキングエ

リア等に拡大︑平成元年

年に草も

月に現在の所在地に移
設︒また平成

年

店内風景

した︒

月に新店舗︑

工場をオープンいたしま

平成

草もち﹂の店舗を出店し︑

して工場直売﹁もちもち

にそれをそのまま屋号と

ちに商品名を付けると共

10

の心の葛藤までは描かれ

エピソードに深く織り込

もち草もち

佐々木英吉父であり︑昭

12

代表取締役・佐々木慎二﹀ 折︑お餅のお菓子を作っ

まれており︑臨場感たっ

餅本店﹂
︿㈲佐々木製菓

62



た︒これまで︑包あん機

﹁すっぴん﹂が発行され

初期設定︑計算作業の始

等について変更となるこ

し実践すると参加者一同

もちもち草もち ひで吉屋草餅本店

30

51

ぷりの内容になっており



食品衛生法等の講習会
安心・安全を提供するために

また︑菓子業界におけ

比較し研修を深めた︒

工業組合︵理事長大槻和
る栄養成分計算ソフトの

このほど︑茨城県菓子

名の参

加のもと︑関係各社及び

め方について実例等を踏

行︶で︑組合員

茨城県の担当部署より講

観ながら研修を行った︒

まえ︑プロジェクターを

れた︒

行された︑食品衛生法Ｊ

とは聞いていたが︑実務
り︑各店舗に持ち帰り︑

の感想であった︒

参加者は︑表示の内容

ＡＳ法及び健康増進法の

面になると難しいものが

なぜ︑これらの表示等が

年４月１日に施

食品表示に関る規定の統

あるものの︑安心・安全

必要であるかの原点を︑

平成

合について︑イメージ・

な食品を消費者に提供す

大谷美知子

茨城県菓子工業組合・

食品表示基準に基づくル

もう一度資料などを熟読

栄養成分計算ソフトの研修

12

重
三

ることは当然の義務であ

坪ほどでメインの

念願でありました店舗

し︑店舗前のタペストリ

陳列やデザインも見直

対応も進めています︒

も新しく制作中︑ＳＮＳ

き菓子︶を発売︒店内に

であったギフト商品︵焼

％︶︑ 課 題

﹇もちもち草もち﹈を柱

お客様に商品の良さを伝

る広告の取り組みを始め

ことを見直し︑目で見え

ど商売として当たり前の

ーを季節ごとに変えるな

た︒パートタイムで働く

職場環境も良くなりまし

アーシャワーの導入など

設置︑小さいなりにもエ

面の向上︑自動手洗いの

工場も新しくなり衛生

は

はイートインスペース︑

える取り組みをしており

女性の意見も取り入れた

に︵ 構 成 比

お茶のサービスも提供︑

ます︒現在ホームページ

理事長・佐々木慎二

三重県菓子工業組合副

めざして参ります︒

様に伝えていけるお店を

の魅力をこれからもお客

菓子にこだわらずお菓子

子文化の発展をめざし和

を迎えて今後は地域の菓

置しました︒令和の元年

トイレや休憩室なども設

更衣室の中に女性専用の

細かいところでは商品の

陳列された﹁もちもち草もち﹂

40

小説「すっぴん」

師を招き講習会が開催さ

27

ール等々︑新・旧基準を

27
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海洋プラ ス チ ッ ク ご み と

菓子包装 の こ れ か ら

阪

ーマに一人で取り組むこ

き方改革など︑多くのテ

賃金上昇やハサップ︑働

れました︒あわせて最低

強したいです﹂と述べら

が懸念される﹂という問

とによる生態系への影響

物連鎖に取り込まれるこ

質を吸着すること﹂
﹁食

ロプラスチックが有害物

ージメーカーとしてリデ

で︑特に秋山氏はパッケ

考慮した取り組みのこと

して再資源化︶の３Ｒを

サ イ ク ル ﹂︵ 物 質 を 分 解

を完全には担保しないこ

ストや性能︑食品衛生面

現状の包材にくらべてコ

題に対応した新包材が︑

る問題点として︑プラ問

ました︒テーマは﹁マイ

とについてもざっくばら

大阪府菓子工業組合
ュース︑リサイクルの取

とは大変だからこそ︑み
題点を紹介しました︒

クロプラスチック問題と

院年金会館コンベンショ

は︑

月 日︑大阪府病

んに触れ︑改めてこの問

秋山氏によると︑日本

り組みについて述べられ

んなで連携し力を合わせ

題の難しさが浮き彫りに

最後には受講者からの

菓子包装﹂について︒
ました︒

質問も相次ぎ︑関心の高

の廃プラスチック９００

薄肉化を実現し︑プラス

さがうかがわれました︒

て対応していくために組

万トンがサーマルリサイ

チックの量を減らす対応

プラ製品を完全に使わな

まず︑野村泰弘理事長

ンホールで講習会を行い

続いて講師として招か
クル︵燃焼させ︑熱エネ

策のことで︑独自に開発

いのではなく︑きっちり

なりました︒

れた三井化学東セロ株式
ルギーとして回収︶によ

したフィルムのサンプル

これは容器包装の構成

大きな問題と

環境パッケージソ
って処理されているが︑

と回収して再利用するた

万トンの処理の現状は︑

なっているプ
会社
室長の

なども配られました︒あ

めの方法は何なのか︒菓

合を役立ててくださいと

ラスチックゴ
リューション室
Ｃ Ｏ ２が 発 生 す る こ と か

わせて︑モノマテリアル

があいさつに

ミの海洋流出
秋山聡氏が登壇︒まず︑
ら︑欧州では疑問視され

子メーカーとして︑自分

を見直すことで軽量化・

問題は︑菓子
海へ流出したとされるプ

︵単一素材︶であること

半数以上を占める５２４

の個包装にプ
ているということです︒

的にどうすべきなのかを

ラスチックが２・５億ト

とのことで︑受講者は自

考える大きなきっかけに

ラが使われて

日に

社の菓子の包材のフィル

なる講習会でした︒

たちができること︑具体

策定されたのが﹁プラス

ム構成や厚みを見直す必

もリサイクルにつながる

チックが魚の量を上回る

チック資源循環戦略﹂で

要性について考えさせら

そこで日本の取り組み

とってもこれ
との試算が出ているとい

あるとのこと︒
これは
﹁リ

れました︒

ンに上る現状と︑２０５

から取り組む
った見通しについてふれ

デュース﹂
︵軽量化︶
︑﹁リ

いることもあ

べき課題で
られました︒続いて﹁５

として今年の５月

す︒今日の機

ユース﹂
︵再利用︶
︑
﹁リ

理事長・村上信

大阪府菓子工業組合副

﹁マイクロプラスチック問題と菓子
ミリ以下の微細なマイク

プロが菓 子 づ く り 指 導

方や工程ごとの温度管理

各原料の特徴と菓子の賞

半生菓子の講座では︑

くりを成功させるための

の重要性を伝え︑それぞ

味を長引かせるためには

と生クリーム︑液状にし

リーショコラ﹂づくりに

れのアンバイにより︑完

どうしたら良いのかとい

ひと工夫がある﹂と真剣

挑戦し︑各工程で組合員

成度がかわることを指摘

う事で特殊原料の特徴︑

たラズベリーピューレを

飯田下伊那菓子組合で

の技やノウハウに触れま

し︑実演を交えながらア

な表情でした︒

は︑毎年１月に地元の長

日は同校卒業生

混ぜる工程では︑泡立て

野県下伊那農業高等学校
した︒

地元高校生に実演

食品化学科の生徒を対象

徴等の講習会を開催して

に菓子づくりと原料の特

講 座 を 開 き ま し た︒
﹁ム

師を務め午前と午後の２

で当組合のパテシエが講

温度に注意を払いながら

した生徒たちは︑分量や

ループに分かれて実習を

ドバイスをしました︒グ

の各社で製造している半

また今シーズン当地区

開催致しました︒

添加物の特徴等の講義を

今年は食品化学科２年

おります︒

ース﹂はクッキーにチョ

生菓子を持ち寄り︑生徒

︑ 日の両日︑ コレートとラズベリーの

菓子や半生菓子づくりを

当菓子組合の講師から洋

やムースづくりの体験を

で︑生徒らは生地づくり

ムースを重ねた洋菓子

でも学ぶことが多い﹂
︑

手の動きをみているだけ

生 徒 か ら は︑
﹁プロの

ように意見交換会も開催

商品開発や製造に役立つ

たちと共に食し︑今後の

生 人が

日の洋菓

致しました︒

学びました︒

﹁デリケートなムースづ

子の実習では﹁ムースベ

回となり︑今

のために続けて行く予定

後も当地区の業界の発展

は今年で

当組合によるこの事業

事長・手塚宏行

飯田下伊那菓子組合理

です︒



31

工程を進めました︒

27

しました︒泡立てた卵白

27

25

28

25

菓子づくりと原料の特徴等の講習会

一方で秋山氏は矛盾す

会を通じて勉

０年には海洋中のプラス

呼びかけられました︒

25

包装﹂講習会

り︑私たちに

立ち﹁昨今︑

大
10

野
長
41
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ちばスイーツアカデミー開校
この講座は高度技術取
く、実際に受講者も製品

見るだけの講習会ではな

技術取得が目的なので、

ただき、とても充実した

なども交えて講義してい

自身のポリシーや経験談

アールグレイとホワイト

におこなわれた。製品は

第二回目は九月十二日

以外にも話しが及んで、

にも熱が入り、講習品目

が、すでに受講者と講師

ミナール形式の良いとこ

教えていただける事はゼ

生き様までを近い距離で

る。

座も行っていく予定であ

来年度は、和菓子の講

いくことに期待したい。

開して頂く。

で、ひとりの技術者から
得コースとして、対象者

ろで、回数を重ねていけ

みようと考え、ゼミ形式

個性的な技術や知識を学

とても和やかで良いムー

原稿執筆時点では、ま

設けて、先生の技術から

少人数制で、テーマを

更に良い方向へ向かって

届いて、親密度が増し、

理事長・池田尚史

千葉県菓子工業組合副

チョコムースがお洒落な

だ二回講座が残っている

ば、受講生の声も先生に

講座になった。さらに、

り受講者は満足げであっ

を作らせて頂く。

レー様の店売品を教えて

は洋菓子技術中級以上と

第一弾は、当組合常務
全四回（一回四時間）
た。

ぶ講座を開講した。
だ先だが、実績を挙げる
理事の松長康英氏により
いただくため、企業秘密

職業訓練校の設立を進める

為、学校名を「ちばスイ
合計十六時間行い、受講
などもあることから、受

焼菓子のレクチャーもあ 「マリエ」を伝授頂いた。 ドになっている。

当組合では、講習会な

ーツアカデミー」
として、 行われた。テーマは「プ
費は二万八千円（ひとり

また、フランス菓子ミ

どの事業のひとつとし

レミアムスイーツ」とし

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
子屋が洋テイストを取り 得して帰れている様子。 オープンする菓子店はい

テーマごとに講習会を開催

催

子屋以外に関連商社の若

いるのと、菓青会には菓

ということを基本として

入れ菓子作りに応用する

講習品目のレシピはもち

情報もいくつか聞けて、

る材料や製法等、最新の

子の情報や使用されてい

全国的に売れている菓

施することで参加するた

下、オリジナル事業を実

に関連商社のご協力の

はまれなので、このよう

業組合に新加入すること

つくかあるのに県菓子工

主

ろ、快くご協力いただけ

手も数名所属しており、

ろん使用した材料のサン

めに菓子工業組合及び菓

㈱フジサニーフーズ大分支店

る運びとなり、会員のリ

自社事業に役立つことも

プルと資料も頂戴して帰

青会に加入したいと考え

を提出していただく事と

ーフーズ大分支店の主催

クエストに応えてもらう

あるだろうと情報収集等

れるので、試作から商品

る同業者が増えることに

講者には秘密保持誓約書

の受講はできず、四回全

九名の応募があったので

で油脂・クリームにテー

形で一つテーマを決め、

の勉強も含め毎回参加し

化までスムーズな流れで

したリッチな製品をご指

ーム「あじわい」を層に

大臣賞を受賞した生クリ

会だが、令和になり、そ

睦を深めてきた大分菓青

例会等の行事を中心に親

これまで研修旅行や定

ム等材料の特徴等を説明

者が油脂の基礎とクリー

は、日油株式会社の技術

二回目となった今回

いる。

とで疑問を残さず皆が納

ととってもらっているこ

疑応答の時間をたっぷり

い丁寧な説明の後に、質

たい。

舗が増えることに期待し

進み売上向上に繋がる店

も大いに期待したい。

月初旬に㈱フジサニ

導頂いた。

ろそろ菓子の勉強会等を

しながらテーマに合った

実に多くの専門店があり

ファンを擁する「若草」

東京や大阪でも多くの

和菓子の特徴といえるで

たことも松江ならではの

作しています。そういっ

て設けられた。選定にあ

たっては、被顕彰者の人

格と識見が優れかつ高潔

京・上野精養軒で令和元

賞者は次の通り。順不同、

る。同顕彰の菓子関係受

であることが要求され

（一財）日本食生活文

年度食生活文化賞授賞式

化財団では

梶原德二氏

績をたたえ

し、その功

方々を発掘

献している

上発展に貢

活文化の向

おいて食生

わる分野に

・設備

橋本宗茂（㈲プレドール）

・製パンの部

際フード製菓専門学校

松島哲郎（㈻誠心学園国

・洋菓子の部

屋）

仙田佐武朗（株式会社虎

・和菓子の部

食生活文化賞

社会的地位

梶原德二（㈱カジワラ）

)

向上を希っ

広く食に関

同顕彰は

を挙行した。 敬称略。

月８日、東

日本食生活文化財団

食生活文化賞授賞式

•••••••••••••••••••••••••••••

務局長・早瀬大雄

大分県菓子工業組合事

松長氏には、製品の製

やっていきたいと言う声

菓子３品目を製造実演し

その歴史が受け継が

ますが、代表格が１８７

は、そもそも不昧公の茶

しょう。伝統的な和菓子

大分県下では毎年新規

造方法だけでなく、売り

があがり、岩丸睦弘会長

れ、松江では茶道が市民

４年創業の彩雲堂さんに

道の手引書の中に登場し

一つの目的として和菓

方、魅せ方、そして、ご

島根県松江市は市民の
に広くたしなまれ、作法

な り ま す。
「若草」とい

分支店に相談したとこ

た。

などに募集したところ、

組合員や訓練校卒業生

した。

開校する運びとなった。

マを絞った技術講習会を

内容にふさわしい講師を

ているので、分かりやす

分材料費を含む）単回で

と、得意分野のチョコレ
ての受講が条件である。

七月十一日に行われた

菓青会の会員を対象に開

招いて講習会を開催して

て、松長氏の店売品三種

した。

て、高度な技術取得を目
活動を開始した。

違ったスタイルを試して

従来の講習会形式とは

指し、訓練校の設立を進
めている。
職業訓練校の申請はま
ート工芸菓子の技術を公

第一回目は、抹茶生地に

催した。

大 分
菓青会

抹茶クリームと農林水産

分
大
10

が㈱フジサニーフーズ大

間にも茶道が盛んな場所
にとらわれず、薄茶をた

新しいお菓子を作られた

として知られています。

途絶えてしまったものを

り海外のイベントにチャ

のみならず、彩紋という

同店の初代善右衛門が言

レンジされたりと伝統と

ているのですが、技術が

い伝えを元に研究を重ね

革新をうまく融合されて

う全国でもここだけの和

て復刻させたそうです。

しなむ風習が根付いてい

ったのが、大名茶人とし
て大きく松江の茶道を発
展させた松平家第７代藩
主、松平治郷（のちの不

います。
菓子を主力商品にされて

でも訪れたい地です。著

昧公）だと言われていま
るそうです。家に招かれ

この他にも松江独特の

風光明媚な松江は何度

す。藩の財政を立て直し

いるほか、なんとお店に

る同店をぜひ訪れてみて

るとさっと出されるお茶

川であったり、朝汐とい

はどうでしょうか。

た後に、本当の精神性を

菓子職」により作られる

う饅頭などは興味深いこ

名な出雲大社も近くにあ

生菓子は季節ごとにとて

とに地域の和菓子店が共

お菓子は多く、落雁の山

も魅力的なものです。

６名も在籍する「選・和

しい和菓子です。

他の地では見かけない珍

その大きなきっかけとな

彩雲堂様

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

フランス菓子ミレー様のプレミアムスイーツ

が薄茶というのはとても

尾関 勇

説く茶道を極め、たくさ

そうなると欠かせない
のが和菓子。彼の地には

11

ちばスイーツアカデミー
風流だと言います。

し、著書にまとめられて
いるという凄さです。

大分菓青会講習会

葉
千
んの貴重な茶道具を収集

【43】

第968号
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（５） 令和元年11月15日

石川県菓子工業組合金沢支部

菓友会創立 周年記念
式典
開催

金沢に幅広く和菓子文化

事等に積極的に参加し、
込めて、令和元年

月３

わる全ての方への感謝を
高島屋の和菓子バイヤー

も連載をされた株式会社
沢市内の地域で軒先に魔

現した「冬まつ」と、金

進めてきました。記念菓

おうという思いで準備を

ます。

を広めるべく活動してい
て菓友会創立

周年記念

日に金沢市内のホテルに
ました。会場を移して行

畑主税氏より講演を賜り
モロコシを吊るす風習が

除け（門守）としてトウ

航したことや、打ち合わ

子の製作が予想以上に難

の２種類を製作しまし

り越えて式典を成功に導

闘しましたが、それを乗

せの度に多くの課題が出

た。冬まつは３層の構成

けたことで会の結束がと

あることに着想を得た

から成る和菓子で、１層

ても強まったと感じてい

われた祝賀会では金沢市

目が緑色の浮島・２層目

ます。金沢は全国でも有

式典を執り行いました。

が羊羹・３層目がキャラ

数の菓子処と言っていた

今年はその菓友会が発

～式典の場で記念菓子を２点発表～

メル羹となっており、表

だける土地ではあります

内にある茶屋街の芸妓さ 「門守餅（かどもりもち）」 てくることなどに悪戦苦

足してから

面にくるみ等のナッツ類

が、菓友会を含め組合の

記念式典においてはご来

名と決し

をまぶしてあります。門

会員数はひと昔前と比較

年という記

会員数は現在

守餅はこし餡を団子生地

して減少しています。そ

んによる踊りの披露、

で包み、表面にトウモロ

の逆風に対して立ち向か

賓の方々から心暖まるお

コシを６～７粒乗せて天

っていけるだけの力が菓

念の年となります。これ

焼きしたものです。どち

友会にはあると式典を通

て大所帯とは言えません

らも販売する時期を明確

して内外に示せたと思っ

沢支部菓友会は、金沢市

とを目的に菓友会のメン

に定めることで、季節の

周年を祝した鏡開き、ま

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
焼を見出していくストー 付けた戦国武将や戦国武

バーで考案・製作した「菓

石川県菓子工業組合金

も活動していく所存です。
式典は１年以上前から計

沢支部菓友会会長・中田

周年記念

画をスタートさせ、メン

敬祐

芸妓さんによる踊りの披露

全員に笑顔で帰ってもら

バー全員が出席された方

今回の創立

ています。この勢いを絶

言葉を多く頂戴し、その

将ゆるキャラなどが右往

友会創立

到来を告げる金沢の新た

まで菓友会を築いてこら

左往する中、戦国武将に

子」の発表でした。記念

今、
滋賀が熱い！
日から放送が開

やすことなく、金沢の菓

が、金沢市内で催される

リーです。スカーレット

ちなんだお菓子「まけず

菓子は金沢市の観光名勝

９月

な和菓子として普及させ

に居を構える菓子店及び
年の軌跡とし

＝緋色のことで、それに

の鍔」
「女太閤記」
「三献

兼六園にある唐崎松に雪

子文化を守り、発展させ

た菓友会

ちなんだ商品などが開発

光成マドレーヌ」
cha

ていきたいと考えていま

後記念撮影を経て本誌で

され、地元甲賀市では大

の

つりが施される様子を表

ていくべく菓友会は今後

れた先輩方や菓友会に関

賀・信楽にやってきた、

変盛り上がっています。

や地元滋賀羽二重餅の

「日野の里あられ」や組

高島屋の和菓子バイヤー畑主税氏の講演

50

す。

イベントや百貨店での催
てのスライドショーの上
映など、盛りだくさんの
内容で大いに盛り上がり
ました。記念式典から祝
賀会の終了までは５時間
という長丁場ではありま
したが、トラブルもなく
スムーズに進行し大成功
と言えるものになりまし
た。
記念式典のメインイベ
ントは、金沢に更なる和

絵が得意な女の子が地元

また、来年のＮＨＫ大河

菓子文化を根付かせるこ

始されたＮＨＫ朝の連続
の信楽焼きにひかれ、陶

ドラマ『麒麟がくる』は 「よもぎ餅」「しのはら餅」

合 開 発 の「

50

周年記念菓

テレビ小説「スカーレッ
芸の世界に飛び込み自ら

のドラマで、滋賀県では

Ｒそして販売をいたしま

周年を機に始め

t a 」eのＰ
観光キャンペーン「戦国

合創立

した。滋賀県菓子工業組
月

た滋賀のお菓子ＰＲ販売

わ湖」を２０２０年

まで開催。オープニング
月

理事長・押谷正春

滋賀県菓子工業組合副

後も継続事業として頑張

に参画し、来場客や鎧を

や「じょうきや」様とも

も地元商店「万吾樓」様

土文芸の郷一帯で開催さ

22

っていきます。

10

れ、滋賀県菓子工業組合

イベントが

事業も４年目となり、今

50
日に安

12

ワンダーランド滋賀・び

ひ いろ

ト」が始まりました。戦

滋賀・坂本城主明智光秀

スカーレット・麒麟がくる。

50

50

の窯を開き、独自の信楽

門守餅

石川県菓子工業組合金

10

菓子業者の青年部です。

50

50

後まもなく、大阪から滋

「戦国ワンダーランド滋賀・びわ湖」
オープニングイベント

30

50

冬まつ

29

川
石
賀
滋

令和元年11月15日 （６）
（毎月 15 日発行）
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城

年続く、 愛地さ元れるに昔懐かしい味

昔ながらの懐かしい味
社に深く縁のある「稲荷

は昭和の初期から竹駒神

㈲かめや菓子舗

で地元で１６０年以上愛

を つ く っ て お り、
「稲荷

名物の「赤福」のように、

菓子工業組合・副理事長） 竹駒神社にお参りをした

佐々木久哉さん（宮城県

です。
現在は５代目社長、 あんもち」は、伊勢神宮

店が、かめや菓子舗さん

あんもち」というお菓子

160

され続けている和洋菓子

宮

営業時間

午前9時 ～ 午後4時

定 休 日

奇数日の日曜日

客さんにも評判が良く、

中には「酒のつまみ」に

なるという人もいるそう

で、伝統の味と共に、あ

らたな老舗菓子店の人気

商品になっていました。

帰り際には優しい工場

長さんからお菓子を頂

き、店舗では従業員の方

や、お孫さんが、にこや

米和親条約が結ばれた頃

うと、ペリーが再来し日

れます。１６０年前とい

が、味を受けついでおら

が、中に香り豊かなつぶ

た目はお上品なのです

紅白の小さめのお餅で見

われるほどの名物です。

ら「稲荷あんもち」と言

と同時に売り切れる事も

有名です。開店時間９時

パン」をいただく事が出

しは、まぼろしの「揚げ

中から取材に伺ったわた

っしゃるそうです。午前

味！でした。地元の方々

またすぐに食べたくなる

㈲かめや菓子舗さんで

おり、絶妙なバランスで、 た。

「こしあん」がはいって

は、伝統の味を守り続け

組んでおられました。開

たお菓子の開発にも取り

である「奈良漬」を使っ

の「ナラパウンド」を作

大人のおやつにぴったり

の中にしょっぱさもある

ツや酒かすを使い、甘み

たり、風味付けにハチミ

じた一日でした。

のだなーとがしみじみ感

人柄も受け継がれている

ん、地元に愛され続ける

とは商品の味はもちろ

した。１６０年続く老舗

かに挨拶して下さり、お

になります。そう考える
あんがずっしりとはいっ
あり、常連さんでは一人

り出しました。地元の人
パン生地をからっと揚

由が分かった気がしまし

おやつ「揚げパン」の理

の岩沼市の人気の物産品

の老舗酒造「相傳商店」

すために刻み方を工夫し

事で、奈良漬の触感を残

た「ナラパウンド」はお

気食材を使い知恵を絞っ

ました。
子供たちの笑顔は格別

務局・関根美智子

宮城県菓子工業組合事

く、笑顔にあふれていま

店の雰囲気がとても暖か

と、かめや菓子舗さんの
ており、
食べ応え十分で、 え ば、
「揚げパン」とい

発には半年かかったとの

げ、中には程よい甘さの

また、かめやさんと言

歴史の長さに驚かされま

ながらも、店舗の向かい

は、和菓子を触れ合う機

暖かい日本茶のお伴に最

技能フェアーが行われま

料とあって小中学校、一
般の方と大変多くの方が

です。年々、体験が増え
て来て、うれしい限りで
す。
広島菓子倶楽部・馬場

西美濃まるごとバザールへの出展
日 大垣菓子業同盟会青年部

が当たることから、毎年

日～

〝西美濃まるごとバザ

リピータのお客様も多く

月

ール〟は西美濃地域の各

今年度は新たに、部員

今年も大盛況となりまし

類等の販売を行う大バザ

の和菓子店６店から〝栗〟

市町、交流都市、商工会

ール市で、例年１５０テ

をテーマの新作和菓子を

た。

ントほどのお店が集まり

集め詰めあわせセットを
企画販売しました（販売

ます。
大垣菓子業同盟会青年

謝の気持ちでいっぱいで

今後も同盟会のテーマ

大垣菓子業同盟会青年

ベントに積極的に参加す

神の下、地域の活性化イ

である〝同業愛和〟の精

部では、まるごとバザー

ることで、菓子処大垣で

す。

ル以外にも春は大垣駅前

市〟の中で〝大垣菓子博〟 きたいと考えています。

価格：１，２００円）。

限が中身の商品によって

と銘打ち、大垣名物の水

部部長・馬淵憲一

部では、毎年バザールに

各社が知恵を絞った商

は当日と短いことなどで

まんじゅうの食べ比べセ

文責：大垣菓子業同盟会

菓子業の発展に努めてい

参加し、部員各店のお菓

品がこの機会でのみ買え

行列となり開店と同時に

販売に不安な面もありま

ットや、創作水まんじゅ

商店街の〝元気はつらつ
子を集めガラガラくじを

るということで、新聞に

即売り切れとなりまし

したが、ご来店、ご購入

時の開店前に大
行っています。がらがら

も大きく取り上げられま

た。１，２００円と販売
を販売しましたが、２日

単価が高いこと、賞味期

いただいたお客様には感

うの販売をしています。

副会長・鈴木伝

大垣菓子業同盟会青年
くじは１回１００円で空

セット

〝栗〟
がテーマの新作和菓子詰めわせセット
した。土日、各

10

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

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

職業能力開発協会主催の

ても興味をもたれており

会が少ないことから、と

30

全てのブース体験が無

した。

す。かめや菓子舗さんで

に愛され、根づいている

店舗データ

宮城県岩沼市中央 3－2－1

来ました。もっちりした

適です。

㈲かめや菓子舗

で 個買われる方もいら

あげパン
う ほ ど、
「揚げパン」が

工場長・遠藤豊様
による特産品、食品、衣

17

くじなしで、市内各菓子

ともに

大垣菓子業同盟会青年部のテント

70

寛親

16

和菓子ブースが大人気に
・ 日、広島県
来場されました。
和菓子ブースは、大人
気で、２日間で５００名
を超えるお客様が来られ
ました。特に小中学生に

11

阜

屋の１００円以上の商品

50

ひろしま技能フェア
馬場さん

岐

技能フェアに出展

月
29

島
広
10
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ありますが︑今回は和洋

される効果をより強化す

能について説明します︒

菓子に関係する５つの機

ですが︑放置したり︑ラ

は炊いた直後はおいしい

ると約

度は砂糖を１００％とす

性を持っています︒甘味

岡山ラボ︶を講師に迎え﹁トレハが和洋菓子
トウモロコシやバレイシ
ョなどのでん粉を酵素で

きる力が異なっているの
外にも我々の身近には︑

す︒砂糖やでんぷん糖以

トレハは砂糖と同じ二糖
類で︑砂糖に類似した物

％で︑きれのよ

込んだ水を離して
元の状態に戻ろう
とするからです︒

糖アルコール群

状態でしたが︑冷凍解凍

た︒最初はすべて透明な

た後の状態を比較しまし

冷凍解凍を４回繰り返し

質をそれぞれ８％加え︑

ソルビトールの４つの糖

ハを加えたものが最も透
明度が高い状態を保って
いました︒でん粉は老化
すると白濁しますので︑
白濁を抑えているという
ことは︑でん粉の老化を
抑制していることを意味
します︒
トレハのでん粉老化抑

は海草やきのこ類など日

た素材に含まれ︑熱や酸

に強く︑安定な糖質です︒

制効果は︑皆様が普段製

造されている団子や大福

％の団子を５つの糖

でも発揮されます︒加糖
率

次号に続く︒

の延長へとつながります︒

で︑結果として賞味期限

劣化の速度を落とすこと

し︑時間経過による食感

でん粉の老化を抑制

だけると思います︒

であることをご理解いた

老化抑制効果の高い糖質

ハが他の糖質よりでん粉

た︒この結果からもトレ

い状態を保っていまし

子は︑５日目でも柔らか

した︒トレハで作った団

存した後の硬さを調べま

ール︶で作り︑４℃で保

砂糖︑トレハ︑異性化糖︑ マルト︑水飴︑ソルビト

め︑でん粉ゲルを調整し︑ 質︵砂糖︑トレハ︑サン

制効果の強さを示すた

トレハのでん粉老化抑

類によって異なります︒

す︒この能力も糖質の種

問に思われる方がおられ

自然界に存在するのか疑

記なので︑皆様の中には︑ 本人が伝統的に食してき

レハロース﹂は片仮名表

『でんぷん糖』

るかもしれませんが︑実

転化糖

い 味 質 が 特 徴 で す︒﹁ ト

身近な糖と糖アルコール

そこで︑熱と水に︑ を４回繰り返すと︑トレ
さらに糖質を加え
ると︑糖質が水を
とらえ︑でん粉が
水を離そうとする
のを抑制します︒
糖質が水を保持す
ることで︑でん粉
の柔らかさを保つ
ことができるので

トウモロコシなどのでんぷんを分解したもの

乳糖
（例）グラニュー糖、上白糖、氷砂糖、
フロストシュガー、粉糖、黒糖、
メイプルシュガー etc.

パラチニット、マルチトール
ラクチトール、ソルビトール
キシリトール、還元水飴
etc.
（例）水飴、ブドウ糖、果糖ブドウ糖液糖
麦芽糖、ト
トレハロース etc.

分解して製造していま

で︑目的に応じて︑糖質

ンビニなどで販売されて

転化糖や糖アルコールな

皆さんの最も身近にあ
いるお菓子や食品の原材

を使い分けることが大切

す︒
それ以外にも例えば︑ る糖質は︑砂糖ではない
料表示で見つけることが

ども存在し︑量販店やコ

でしょうか︒砂糖はサト
できます︒

です︒

防腐効果を得る︑色・風
ウダイコンやサトウキビ

エネルギー

にできること﹂
をテーマに講演を行いました︒

糖質の役割について
糖質を使用する目的
は︑第一に甘さを付ける

味をよくする︑食感を調
を原料に作られ︑グラニ

ということが挙げられま

整する︑日持ちを向上さ
ュー糖や上白糖などにな

トレハ

せるといった効果があり

たん白質の
変性抑制

38

ップに包んで冷蔵庫に保

トレハⓇは他の糖よりも団子の硬化を抑制しました！

の機能が

4
3

管したりすると︑硬くな

保存日数(日)

トレハには

0

ります︒
砂糖とは異なり︑

ﾄ ﾚ ﾊ ロー ス

1000

ます︒しかしながら︑糖

水飴

11

トレハⓇは他の糖よりも老化を抑制しました！

質の種類により︑発揮で

冷解凍
4回

脂質の
酸化抑制

その①

でん粉を原料に作られる

向上・防腐性といった効

ることもできるのです︒

始発

つや
保湿

糖質がでんぷん糖で︑林

砂糖を減らすと︑食感が
果があるからです︒しか

☆加工でん粉6%けん濁液に各糖質8%を加えて加熱糊化し、冷凍→自然解凍を4回繰り返した状態。

低甘味

糖の種類とでん粉の老化抑制効果

はちみつ

原の製品は全てでんぷん

硬くなったり︑パサパサ
し︑砂糖より低甘味のト

っておいしくなくなって

2000

糖です︒トレハやサンマ

したり︑日持ちしなかっ
レハを使えば︑使用する

トレハは砂糖に比べ︑

しまいます︒これは熱と

※5%砂糖溶液に対して各糖質の甘味度を測定。砂糖を100とした時の甘味度を算出。(試料の温度 25℃)

『砂糖』

回全菓連青年部中・四国ブロック大会

林原のトレハは砂糖と
たりというデメリットも

糖量を減らさず︑甘みを

でん粉老化抑制効果の高

水で糊化した米のでん粉

甘味度 (%)

サトウキビ、サトウダイコンを絞って精製したもの

第

異なり︑低甘味です︒近
同時に起こることがあり

下げることができます︒

い糖質です︒まず︑でん

マル トース

砂糖
(g/㎝2)

ルト︑ハローデックスは

年︑特に若い世代で甘み
ます︒なぜなら︑冒頭で

また︑甘みを変えること

が︑時間の経過とともに

5000

では︑阪本佳子氏︵株式会社林原Ｌ︐プラザ

の低いお菓子を求める傾
お示しした通り︑砂糖に

粉の糊化と老化について

トレハ Ⓡ

でん粉の老化抑制

向が強くなっています︒

なく︑使用する糖量を増

甘さ

は甘さを付与する以外

防腐

単純に砂糖を減らせば︑

食感調整

冷えてくることで︑取り

サンマルトⓇ-S

風味
色

保形
ボディ

米を例に説明します︒米

糖の役割とは

やし︑糖質によりもたら

ブドウ糖

50

阪本 佳子 氏（株式会社林原Ｌ
︐プラザ岡山ラボ）

に︑食感の保持や日持ち

ｿﾙﾋﾞｯﾄ

硬
さ 3000

2
1
0

上用粉：１００部
水
： ９５部
糖類 ： ５０部
Ｂriｘ５７～５８

４℃保存
加糖率 ５０％

4000

ソルビトール
異性化糖
トレハ Ⓡ
砂糖

100
80
60
40
20
0

5

甘みを下げられますが︑

糖の種類と団子の硬化抑制効果

トレハが和洋菓子にできること

砂糖

でん粉の
老化抑制
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第968号

日︵金︶

回デザート・スイ

日︵水︶〜

日本食糧新聞社︑協同組合全日本洋菓子工

に東京ビッグサイトで第

オーナーシェフ︶を

ーツ＆ベーカリー展を開催しました︒同展で

は興野燈氏︵アカシエ

講師に迎え﹁魅力あるパティスリーにするた

めに﹂をテーマに講演を行いました︒聞き手

は山根証氏︵㈱ツジ・キカイ代表取締役社長︶

が務めました︒

いと思いました︒このた
め︑中身を理解してくれ
る人がいる場所に出店し

浦和に出店

興野
たいと思い︑埼玉県内を

私は春日部出身な

のですが︑浦和にお店を

その①

玉県の中で魅力的だと思

人も住んでいるので︑埼

も行ったことがあり︑友

然知らない︒浦和は何回

って知っているようで全

た︒渋谷や新宿︑池袋だ

解できていませんでし

ぞれの土地の雰囲気は理

わけではないので︑それ

でおらず︑土地勘がある

す︒自分がよく行く焼鳥

人の流れができていま

個人店の成り立つ環境と

興野

ったですか︒

山根

思いました︒

で︑地元なのに遅いなと

丹はかなり後だったの

くれました︒浦和の伊勢

新宿の伊勢丹が見に来て

いても新宿の伊勢丹に行

るのではないか︒埼玉に

ら︑新宿の伊勢丹に行け

あるので味方に付けた

また︑浦和に伊勢丹が

んが︑いいものを作って

悪いと受け入れられませ

る状況があります︒質が

しいお店で支えられてい

屋など︑たくさんのおい

浦和は駅周辺に︑

浦和に出して良か

いました︒

たことが心に残ってお

ちは﹁お店﹂と呼んでい

うな場所に出せることが

れるいい場所だと思いま

う認識で︑スタッフ１人

たと思いますが︑会社と

いる自信が生まれていく

なれるのではないかとい

す︒浦和に出店したこと

新ロゴは３つの輪がつ

１人がお店の代表として

言う人も出てきています

けば︑都内のパティシエ

う下心もありました︒実

は間違いなかったという

ながっています︒３人の

お客様と接することがで

り︑自分が生まれ育った

でも良い雰囲気がある場

なっているのに︑ヒョイ

際︑最初は渋谷の東急が

感覚があります︒

人が肩を組みながら回っ

か︒

衝撃でした︒ただ︑ある

好きとかおいしそうでは
思いませんでしたか︒

さんを相手にするのが洋

と東京に行って︑パパッ

声をかけてくれ︑それで

にショックでした︒スタ

きます︒その瞬間は自分

興野

と︑それを受け入れてく

所で︑ここなら行けそう
興野

菓子店の本質ではないと

と金稼ぎする感じが嫌だ

の新しいお店をオープン

ているというイメージで

がお店の代表として受け

いますが︑パティシエは

に負けないくらい有名に

だと思い決めました︒伊
が恵比寿にお店を出した

思う︒地域密着が本質な

ったんです︒東京に住ん

されたのが半年前ですね︒ ッフは自分のお店だと思

す︒３人とは︑お菓子の

答えができるというとこ

お店と言いますね︒

年間もお世話に

なく︑３００円台だから

勢丹があったことも大き
ことが話題になってお

んじゃないか﹂と言われ

たなんて言うことは当た

ってくれていないんだ

材料を提供してくれる生

ろまで︑持っていきたい

埼玉に

買うような感じで︑内容

な理由です︒
り︑個人店が恵比寿のよ

ったですか︒

り前だけれど︑言っては

興野

な︑シェフのお店なんだ

産者と︑来てくれるお客

シェフから﹁都内で一見

よりも価格で決める傾向

山根

ランに入ったつもりはな

興野

ならない空気がありまし

す︒

な︑という無責任な距離

様︑それをつなぐ我々で︑ と思います︒

店をはじめてから

当時︑鎧塚シェフ

があり︑自分が表現した

これをするべきタイミン

いのに︑何しているのだ

ね︒全然見切れないし︑

た︒
﹁ 全 然 大 丈 夫 で す︑

山根

感が生まれてしまうこと

割合は

デパートから声が

東京に行こうとは

いものは受け入れられな

グだと思いましたが︑渋

ろう﹂と迷ってしまう︒

コミュニケーションが取

眠くないです﹂と言って

ークも変えられました

がショックだったんで

興野

やりにくいです

谷と浦和では環境が全然

それが苦しくて︑自分も

りづらい︒また︑ある程

いました︒今の人は正直

ね︒そこに込めた想いを

なく︑全部

サロンも併設
山根
違いました︒浦和では平

やりたいことは何だろう

度︑知名度が上がってき

教えていただけますか︒

ません︒そのことを考え

ンスが取れている︒そう

アカシエのロゴマ

そもそもアカシエ

％でなく︑

％で

％ずつバラ

お店から︑会社

もう私１人では

日の台風

号に

号による被害

速 報

台風

月

日現在︑次の通りと

○栃木県・

件

○茨城県・１件

○新潟県・１件

○岩手県・９件

件

○宮城県・８件

○福島県・

○神奈川県・３件

○千葉県・３件

後︑連絡があったもの︶

よる組合員の被害︵その

９月９日の台風

号に



次号に続く︒

事務員は会社と言

数年で新たな厨房の開設
日の昼間にサロンに来る

と自問自答していまし

に﹁疲れました﹂と言い

興野

ながらイメージを膨らま

いうお店でありたいと思

ました︒渋谷の東急東横

考えました︒自分で鶏ガ

でお菓子の材料に臭いが

シエたちにどういう夢を

え始めました︒

月で

とサロンを始められまし
人は︑少なかったです︒

た時︑次の目標がよく分

ます︒実際疲れるんです

は︑私の名前から来てい

せていきました︒

店のフードショウのデザ

ラからブイヨンを取った

移ってしまう︒ストレス

与えていったらいいの

２０１８年

たね︒

た︒料理人としてレスト

からなくなりました︒全

よね︒そういうところか

ます︒ロゴはＡとＫのイ

い︑ロゴを変えました︒

よる組合員の被害は︑

ートイベントに︑何回か

り︑オマールエビを潰し

がどんどん溜まり︑ラン

か︑考えました︒

今までスタッフた

渋谷の催事会場と

ランをしているのではな

部やりきったわけではな

らトーンダウンするし︑

ニシャルとノートルダム

山根

月

出させてもらい︑５︑６

てソースアメリケーヌを

チはやめることにしまし

山根

かかる︑
雑誌に載りたい︑ 浦和のサロンでは︑環境

いし︑ランチはそんなに

いけれど︑１つ達成した

大聖堂の花の窓をイメー

への進化ですね︒

なっています︒

席のカウンターでデザー

作ったりしました︒パテ

アカシエの新ロゴマーク

・３％です︒ど

が違い過ぎるのですね︒

お金が取れないのに手間

配合ミスや異物混入が連

ジしたステンドグラスの

興野

〇神奈川県・６件

トを提供しました︒それ

山根

ある時から︑さら

ら︑どうしていいか分か

発します︒経営者として

ようなものです︒自分の

ない︒ようやくスタッ

〇東京都・５件
山根

すから﹂と言われるたび

新たなステップと
して︑北浦和に３階建て

お店から会社へ
た︒

時間

ィシエを目指して入って

くらい働いたことがあり

私たちの時代は

が盛り上がり︑整理券も

山根

時間働けば疲れ

こが

テレビに取り上げられた
興野

は凄くかかる︒食材もど

らなくなったんです︒そ

いい環境に変えていかな

投影であり︑自己アピー

フが﹁うちの会社﹂と

〇千葉県・４件
きた若い子が︑毎日エビ

ます︒

厨房が２カ所に分

即 完 売 で﹁ 時 代 は こ れ

かれていて︑やりにくか

15

19

19

12

20

21

11

10

12

33

80

33

50

10

30

を潰していたら﹁レスト

20

す︒お店は１人ではでき

いという野望は持ってい

にランチを提供しようと

んどん増え︑冷蔵庫の中

して︑自分の店のパティ

いといけない︒それが見

ルでした︒また︑スタッ

言ってくれるようにな

興野 燈 氏（アカシエ オーナーシェフ）
聞き手：山根 証 氏（㈱ツジ・キカイ代表取締役社長）

フから﹁シェフのお店で

洋菓子店を考える

○埼玉県・１件

次世代の

ってきました︒そうい

出しました︒
春日部では︑ 回りました︒浦和は埼玉

北浦和本店
アカシエ

業会は２０１９年４月
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16
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だ！﹂と思いました︒今

20
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（９） 令和元年11月15日

年間生き残
い︒③販売先の確保から

夢多くして起業したの
やっている︒世の中そん

て当り前のことを堂々と

その③
う︒これも主な理由は３

に倒産するのは何故だろ

の時が経ち︑安定した後

大企業もいつかは終焉が

と終わりがある︒どんな

そもそも︑会社には始め

ことは言うまでもない︒

在は世の中の状況とテク

年までの高度成長期と現

から︒しかし︑１９９０

れは︑自分が辿った道だ

正しい考え方が必要であ

その上に経営者としての

支払うべき支払いも基本

社の価値〟の２つである︒ 行や仕入業者やその他の

は〝商品の価値〟と〝会

的には支払わなくても良

努力すれば成果を得られ

来るものである︒まして︑ ノロジーが全く異なる︒

うなことを教えることは

った〝経営術〟というよ

る︒これからの時代に合

に残される財産は

の代わりに会社の経営者

いということになる︒そ

すい︒②小さな努力の積
まして︑１００店舗とな

並大抵なことではない︒

店舗になるのは

始め１店舗からスター

である︒その経営力とは︑

営力を付けさせること〟

作業の熟練ではなく〝経

が後継者に教えることは

力は当り前︑つまり︑親

産の相違について説明す

では︑廃業と倒産と破

はならない︒

根拠ある経営をしなくて

ある〟と言われるように

難 し い︒
〝経営は科学で

のお金も必要︒本当に一

のだから１００万円程度

い︒裁判所にお願いする

済に充てなければならな

分の家なども処分して返

具のみとなる︒勿論︑自

のお金と一般的な家財道

に貯えるという考えがな

有事の時のために強制的

父親は求めてしまう︒そ

作業の熟練者になるよう

後継者に仕事を教え︑

は回っているが後継者が

り︑親が教えられること

ーは教えられない︒つま

もこれからのテクノロジ

親は過去を教えられて

知らせるということであ

者に事前に経営の終了を

合は財産よりも借金の方

わらせること︒多くの場

で裁判所の力を借りて終

自力では完結できないの

よりも悪い時の方が多い

会社経営とは︑良い時

る︒

残る︒

自分と家族の心の中には

〝破産者〟という汚名は

見 て く れ る︒ し か し︑

て難しい︒銀行から借り

者が再起することは極め

日本の社会では︑破産

能なのかと思う人がいる

である︒そんなことが可

的整理をするということ

力を借りないで自力で私

産と似ているが裁判所の

次に倒産であるが︑破

付けたお金が貸倒れにな

銀行は︑普段から貸し

考えるべきである︒

先順位を付けて支払いを

金︑売掛金の使い道は優

会社が所持する現金や預

すると分かった時点で︑

拠のない自信が傷を大き

﹂という根

夫！﹂﹁もう少し頑張れば

と〟にある︒﹁まだ︑大丈

社の閉め時を見誤ったこ

あるが︑その答えは〝会

になるのかということで

借金が財産を上回るよう

営をやめること〟である︒ 触れがなく急に経営が止

借金よりも多い状態で経

基本的には〝財産の方が

には倒産に似ているが︑

最後に廃業︒これも時

ない︒

知らないことには知恵は

を出そうにも︑そもそも

なのである︒素人が知恵

主にはある︶
︒
では︑
何故︑ うなことは初めてで素人

まるのであるから債権者

場合である︒つまり︑前

〝ある日︑突然起こる〟

前述の倒産の場合は︑

うな場合だけではない︒

も上記３つのケースのよ

実の廃業の様子は必ずし

では問題ないのだが︑現

にかなっている︒ここま

に廃業を決断するのは理

了解する仕組みがあるの

れれば了解する︒それは︑

ものである︒

い︒﹂ と 理 解 し て く れ る

人 は 最 後 に は﹁ 仕 方 な

の経験から言うと︑日本

は振れないのである︒私

ければならない︒無い袖

から︑その位は当然しな

勘弁してもらうのである

る︒支払いを一部のみで

損しなければ

﹁儲からなくても良い︑

﹁成功しなくても良い︑

ることである︒

で先を見据えた経営をす

それぞれの専門家と組ん

の考えでやらずに外部の

それは︑経営を社長一人

ないのか？︒答えはある︒

倒産せずに生き残る道は

い︒中小零細企業が廃業︑

まう︒
事業計画書もない︒ 金を出さない︒融資する

たお金を裁判所の命令で

と思うが︑破産は中小企

ったときのために〝貸倒

くしてしまうのである︒

これが︑最も賢いやり方

が一斉に駆け付ける︒

である︒この廃業ならば

ある︒

成

﹂

現 在 は︑﹁ 創 業 よ り 守

﹂

■日本菓子教育センター編集・発行

送料は実費。
県菓子工業組合までは
全菓連負担。

がかなり多額である︒銀

つある︒

中小零細企業はそもそも

た時代とは全く違う︒努

①〝 金 魚 鉢 の 中 の 金
魚〟になって︑自分が居
成長に限りがある︒

万円

る所が世界だと思ってし

み重ねをせずに︑一応売

るとほんの一握りの会社

過去の経験のみならずこ

る︒先ず破産とは︑会社

銭もなければ国が面倒を

まう︒一定の利益が出て

れているから良いと思っ

だけである︒その位の規

れからの世の中で通用す

の経営を終わらせるのに

トして

てしまう︒危機感が足り

模になると次の事業承継

る〝経営術〟である︒

いるとこのように思いや

ない︒③人材育成を怠る

を真剣に考えなければな

い︒何事も準備が必要な

く不幸なことである︒

居ない︒②現状の経営は

る︒勿論︑銀行︑仕入先

のが常識︒それが︑大企

返さなくても良いと言う

業では稀で多くの場合は

れ引当金〟というものを

多くの場合︑倒産の時は

である︒いくらでも︑や

上記３つのケース以外

自宅と少しの財産は残

次号に続く︒

全菓連斡旋図書

先月号より続く︒

４．廃業︑
倒産︑
破産はどう違うのか？
会社を上手に終わらせる方法は？
起業して
でなく︑製造や提供あり

トしてしまう︒

り先の確保なしでスター

きから入る︒つまり︑売

年間生

る確率は３％︒
き残る確率はごく僅か︒

％が閉店するとまで

飲食業に関しては３年間
で

に︑何故このようなこと
なに甘くはない︒創業融

プロから見ると失敗し

になってしまうのか？そ
資の大部分が貸し倒れに

言われる︒

の理由は３つある︒
か︑全くやっていない︒

次に起業してから一定

物を売っているのと同

では︑どうしたら倒産

回っているが将来の事業

を含めて全額は返済でき

業と違って中小零細企業

なっていることから見て

のは政府系金融機関だけ

ということであろう︒答

じ︑つまり︑銀行は儲か

を回避できるのか？答え

性がない︒③現状の経営

な い が︑﹁ ○ ○ の 金 額 で

の宿命︒しかし︑そう言

①良く調査もせずに惚

②人︑物︑金が充分でな

い︵若者のクレジット破
え は〝 無 い 袖 は 振 れ な

る仕組みになっているの

は︑私共のような経験豊

は苦しく︑将来は更に苦

勘弁して下さい！﹂とお

ってしまえば身も蓋もな

らなくなる︒

私は〝事業再生〟とい
産は多い︶
︒高齢になっ
い！〟である︒会社が倒

である︒

富な専門家に依頼するこ

しくなる可能性が高い︒

願いをして回るのであ

利益が上がった時に︑

う仕事を専門に長年やっ
て破産すると家も金もな
産したとしても︑社長が

税金も社会保険料も会

とである︒製造業を長年

以上のような状態の時

も分かる︒だから︑民間

てきたが︑私の支援中に
くなって就職口を探すこ

銀行借入の保証人になっ

社が倒産しても社長に支

経営してきても︑このよ

れ込んだ商品︑技術︑サ

破産者を出したのは過去
とになる︒時には一家離

ていなければ法律的には

払義務はない︵個人事業

の銀行は創業融資にはお

に１件しかない︒これも
散ということもある︒私

社長に支払い義務はない

ービスにのめり込んでし

破産する必要は全くなか
の 結 論 は〝 破 産 は 避 け

のであるから︑貸した方

倒産である︒定義として

積んでいる︒更に︑預り

家庭にあるお金を根こそ

り直しがきくし︑他人に

の廃業とは︑借金が財産

きれなかったのが理由で

はたまったものではな

は︑〝 借 金 の 方 が 財 産 よ

金の支払金利の１︐００

ぎ注ぎ込んでいるので︑

迷惑をかけない︒ケース

何とかなる

い︒破産は銀行に記録さ

り多い状態で経営を止め

０倍以上の金利で企業に

会社の倒産は家庭の崩壊

﹂

れ︑借金を踏み倒した人

ること〟である︒そこで

貸付けている︒一般企業

失敗しなければ

に再度お金を貸す人はい

疑問になるのが〝残った

る︒最も賢いやり方であ

銀行等は整合性さえ取

ないだろう︒破産する年

を上回っているが︑債権

としては︑①現状の経営

である︒

った状況であったが︑経

る！〟ということである︒ のである︒だから︑倒産

松本 光輝 氏（株式会社事業パートナー代表取締役）

営者が借金の重圧に耐え

経営の玉手箱
を引き起こしている︒全

定価：3,500円（税別）

定価：3,050円（税別）

定価：1,430円（税別）

定価：3,250円（税別）
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が仕入の１︐０００倍で

決定版 和菓子教本
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第968号

第
若手オーナーシェフ

回西日本食品産業創造展では﹁パティス

リー開業の夢をかなえる
に聞く﹂をテーマにパネルディスカッションを
行いました︒
︵敬称略︶

作らなければならず︑ス
ピード感の遅さがありま
した︒そういうことで︑
自分でやりたい思いが大
きくなり︑ケーキ屋を開

その①

と言われました︒お金を

には﹁３千万はかかる﹂

たので︑ケーキ屋にする

らしなければならなかっ

た︒市役所と商工会の方

業支援制度がありまし

久留米で︑運よく市に開

ーソラシエル︶ 地元が

宮崎洋一氏︵パティスリ

本当は

ッ プ ヤ ミ ー シ ュ ガ ー︶

畑野隆志氏︵ケーキショ

とができました︒

われた額よりも抑えるこ

代で開業したか

借りるとしても用意でき

宮崎

テルとどちらがいいか聞

ません︒よく個人店とホ

まうと出さなくてはなり

ても︑出す時間が来てし

に店を出されている寺井

ーにいました︒今は目白

に併設されたパティスリ

最初は︑有名レストラン

経験が役に立ちました︒

物しかなく︑内装工事か

進めなければならないの

ーションを取って仕事を

いろな部署とコミュニケ

以外の知識や技術︑いろ

ホテルではケーキを作る

と携われると思います︒

す︒

低く抑えられたと思いま

も足りなかったので︑店

とになりました︒それで

要最小限の機械で賄うこ

かかってしまうので︑必

しましたが︑内装自体に

り合いの業者に聞いたり

商工会に相談したり︑知

るのは半分だったので︑

畑野

時に役に立ちました︒

れたことは︑店を出した

そこで菓子屋の基礎が作

頭して修行できたので︑

ので︑最初にかかると言

サーなどを揃えただけな

機材はありました︒大き

た︒
自分が欲しい機材は︑ と決めていたので︑卓上

をたたむところの機材を

いていたのですが︑厳し

考え︑
開業資金としては︑ なオーブンや中古のミキ

安く譲っていただきまし

いところで︑１年半はケ

代から毎月少しずつ買う

ました︒機材はホテル時

げ︑市から半分借りられ

と事業計画書を書き上

所と商工会と診断士の方

たいと話しており︑市役

時から信用金庫に独立し

いていましたが︑辞める

受けました︒ホテルで働

と話し︑創業塾を４日間

り︑会社が潰れたことも

オープニングで働いた

が無い工場で働いたり︑

ほうがいいと思い︑店舗

らいろいろな経験をした

うになりました︒そこか

るところに触れられるよ

が来て︑笑顔で買って帰

で開業できました︒

を開くより５〜６分の１

りして︑普通のケーキ屋

先輩から機材をもらった

で自分で工事をしたり︑

し︑それでも足りないの

お金で限界まで借り入れ

ぎていたので︑手持ちの

ができました︒

き︑何とか人並みの貯金

後にレストランなどで働

まりませんでした︒その

料が安いので︑お金が貯

ェをしている若い頃は給

ったのですが︑パティシ

となりました︒無理して

して︑やはり通りが大切

が︑いろいろな人に相談

くもに探していました

いう気持ちになり︑やみ

一時期︑どこでもいいと

分は店を出したい一心で

がありませんでした︒自

ましたが︑テナントの数

喜田

たと思っています︒

通り︑こだわって良かっ

で︑助言していただいた

るのがいいと言われるの

抜けられる︑駐車場があ

国道沿いがいい︑裏にも

た︒今︑お客さんからは

られる物件に決まりまし

沿いで駐車場も８台とめ

市で店を出したいと思っ

無かったから決めまし

畑野

できていると思います︒

ているので︑地域貢献も

客さんに喜んでいただけ

にケーキ屋ができたとお

ました︒開店後は須惠町

まりないところでもあり

キ屋が少なく競合店があ

業しようと思いました︒

犬丸 次は︑シェフにな
に個人店︑次にホテル︑

かれますが︑それぞれい

シェフがいるころで︑毎

で︑コミュニケーション

ーキを触れず︑宴会の用

ありました︒失業した時

オープンしてもいいこと

に家を買って住み始めて

ていたので︑大体の坪単

ーアンサンブル︶ 私は

人から教わりたいと思い

んのため今︑昇り龍の３

漫︶ 本日は若手の皆さ

ーター・株式会社萬平浪

犬丸龍介氏︵コーディネ

生クリーム一つ変えるに

と感じました︒また︑ホ

した︒
一番多かったのは︑ ことが少なくなっている

ます︒企画にあたり皆さ

してもいろいろなところ

方法です︒
お願いします︒ テルは会社組織なので︑

んから質問をいただきま

の許可をもらい︑書類を

わりには︑ケーキを作る

た︒菓子屋の道を選んだ

仕事の方が多くなりまし

をしたり︑現場を離れた

出たり︑材料の業者選定

を作るより︑企画会議に

いていましたが︑ケーキ

物件に交渉しました︒建

ていけるのでは﹂とその

ったので﹁ここならやっ

設が出来つつある場所だ

ンターなどいろいろな施

し︑スーパーやホームセ

下りた目の前の立地だ

のインターチェンジから

は外れていますが︑高速

しもよく︑福岡市内から

いました︒今の店は見渡

ので少しは資金を貯めて

独立しようと思っていた

独立される際の資金調達

喜田健一氏︵パティスリ

修行期間について
私は運よく︑最初

ホテルでシェフとして働

働き始めた時から︑将来

るにはどれくらい修行を
そしてオープン前の結婚

いところがあり︑いい勉

日怒られながら︑朝早く

能力が鍛えられます︒ま

意や洗い物をしていまし

には露天商の人とも話し

はないと思ったので︑パ

いたので︑そこから通え

価を把握するようにして

独立される際の資金調達方法は

すればいいか︑という質
式場に行かせてもらい︑

強をさせてもらえまし

から日付が変わるまで週

た外資系ホテルだったの

た︒最終的には全部でき

たり︑全ての経験が今の

ティシェを探していた結

る範囲で探していまし

歳も過

問です︒何年くらい修行
いろいろな経験ができま

た︒あとは何をするにも

１日休みで働いていまし

で︑総料理長が外国人だ

るようになりました︒そ

商売に生かせています︒

婚式場の社長が店を開店

から外すことがで

歳のころから福岡

や有名店︑ホテルといろ

うと新宿のパークハイア

ので︑次はホテルに行こ

最初は個人店に行った

るほど︑ケーキを作る以

す︒修行を重ねれば重ね

プレゼン能力も必要で

いと思えば︑それを通す

てください︒

理由や条件について教え

犬丸

なので駐車場も取る必要

場所を選びました︒郊外

い希望があったので今の

ことと︑山の近くにいた

なかったのがうそのよう

っていたら︑全然決まら

を続けました︒物件を待

工会︑診断士の方と相談

働きながら不動産屋や商

を分かってくれ︑そこで

たし︑須惠町自体にケー

理想的な場所にありまし

でも今の物件は立地的に

きません︒ただ︑その中

く１００％の物件は出て

で見ていましたが︑恐ら

があれば﹂というくらい

た︒

で﹂という話になりまし

を見つけて﹁じゃあそこ

がたまたま通勤中に場所

ばいと思っていたら︑妻

を辞める日が近づき︑や

ゆくゆく揃えられたらと

をされましたか︒また︑
した︒ホテルと個人店の

企画書が必要だったり︑

た︒みんなで力を合わせ

と簡単な英語で話す必要

の後︑個人店に行ったら

ケーキだけは時間がもっ

いました︒いよいよ会社

ザートが出ると決

いろされてきましたが︑

ットホテルに入りまし

外の能力が必要になりま

宮崎

にどんどん決まり︑国道

最初はホテルで働

ホテルではどういうお仕
違うところは時間の使い

違う部署の人の意見を聞

ないと１日の仕事が終わ

もありました︒ホテルの

ホテルとのギャップが大

た︒それまで﹁いい物件

最終的には時間が

事をされていましたか︒
方です︒個人店で

いたり︑自分がやりたい

らなかったので︑一致団

規模が大きいので︑自分

したいという僕の気持ち

犬丸

まっているので︑

自分の店をオープンされ

た︒待遇自体はホテルの

した︒最初に働いた個人

があり︑国道沿いで探し

年︑個人店

時間に合わせて動

た時︑何が一番役に立っ

方がいいけれど︑個人店

で︑そこに出したかった

た︒

は仕上げに失敗す

ことがすぐに通らないこ

結して取り組むという姿

たいない気がします︒
きますが︑ホテル

間が全部で

喜田さんは修行期
では何時何分にデ

きます︒数が千名

たのか教えてください︒

店では︑ケーキ作りに没

地元が久留米なの

店の立地を選んだ

店の立地を選んだ理由や条件

になると妥協した

の方がお菓子にしっかり

次号に続く︒

それまでの全ての

20

30

喜田

私は糟屋郡須惠町

るとショーケース

とはあります︒

きく︑目の前にお客さん

パティスリー開業の夢をかなえる
若手オーナーシェフに聞く
が作ったケーキでいきた

20

29

勢を学びました︒

第29回西日本食品産業創造展

くない部分はあっ

22
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洋菓子講習
教師

【基礎編】
阿部 悟

に平らに流し、冷凍する。 を②に入れ溶かし、裏ご

ィルムをはったカードル

しものをショコラブラン

て、残りのＣのムースを

❷冷凍していたＢを載せ

する。

ムースを半量入れ平らに

セミドライのイチジク

【製品説明】

を行ない仕上げる。

❹カットした菓子に飾り

様をパイピングする。

た、ホッと心も体も温ま

秋から冬をイメージし

ースで構成しました。

ミルクチョコレートのム

イの紅茶がほのかに香る

・ショコラとアールグレ

マディラワイン

ｇ

………２００ｇ
グラニュー糖………

………４５０ｇ

ｇ

Ｄ． グ ラ サ ー ジ ュ オ
･

テ

％）

……………
クリーム（

ｇ

………２１５ｇ
グラニュー糖………
ナパージュヌートル
………１４５ｇ

ビスキュイを敷き、Ｃの

残りのＤでその上に、模

口溶けの良いビスキュイ

❶マディラワインにアニ

２．Ｂを仕込む

❸ふやかした板ゼラチン

グレーズソースを作る。

黄、グラニュー糖でアン

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

れアンフュゼする。

分） ❷裏ごした①と牛乳、卵

ス、クローブス、ローリ

バイキング吉岡
高知県
室戸市

時は吉岡菓子店の店名で

から春にかけての季節商

を②に入れ溶かし、ショ

四国の最南東端室戸

始めたが、インパクトが

銘菓は「山ももまんじ

品で、地元のさつま芋を

エを入れ軽く沸騰させ

市、かつてまぐろ漁で栄

薄いという事で、父の昭

ゅ う 」。 自 家 製 の や ま も

干して乾燥させ、水でも

過疎地で頑張るお菓子屋さん
冷ます。

えた時の人口は３万人。

南さんが、修行先の京都

もジャムを白餡で包んだ

どして再度蒸す。蒸した

コラ・オ・レも合わせて

香りをつける。

❹ホイップしたクリーム

現在は、１万３０００人

のタカラブネを追い越す

焼き饅頭で、地元の方に

餅米と砂糖と一緒に搗い

て、１時間位漬け込み、

る。
（１８０℃で約

に平らにのばし、焼成す

❸ふやかした板ゼラチン

❸卵白とグラニュー糖で

（半固まり位の時に１の

と合わせ冷ます。

平らに流し冷凍する。

を香辛料を効かせたマデ

る菓子です。

………１５０ｇ
メレンゲを作る。

半分にカットしたビスキ

５．組み立て

❸Ｄを調温して、②の表

ィラワインに漬け込み、

ｇ

❹②に③の１／３量を合

ュイを載せる。）

❶ラップフィルムを敷い

面に平らに流し冷凍し、

サラダ油……………

る。
３．Ｃを仕込む

たカードルに半分のＡの

％）

❺残りの③を④に合わせ

❶水を沸かし、紅茶を入

クリーム（

水………………１００ｇ
て、紙を敷いた八取天板

Ｂ．ジュレ ド
･ フ
･ ィグ

アニス………………２個
紅茶（アールグレイ）

ｇ

･ わせて、①を更に合わせ

クローブス…………３個
ローリエ……………１枚

レモン果汁…………

･ 板ゼラチン………… ｇ

❷香辛料を取り除き、グ

と③を合わせる。

まで減少している。その

ような店になりたいとい

贈答品としてよく使われ

Ｃ． ム ー ス シ
･ ョコラ

クチンを入れ沸騰させる。 ４．Ｄを仕込む

ラニュー糖と合わせたペ

❶水を沸かし、紅茶を入

中で店主の吉岡慎一氏

う思いから、宝船を追い

ショコラ ブ
･ ラン

１．Ａを仕込む

❸ふやかした板ゼラチン

れアンフュゼする。

歳）と母の朋子さん

紅茶（アールグレイ）
……………

ｇ

………３３５ｇ

❶ココアパウダーを温め

と５㎜位にカットしたセ

❷クリーム、ナパージュ

（

水………………２５０ｇ

牛乳……………２００ｇ

たサラダ油でペースト状

ミドライイチジク、レモ

ヌートル、グラニュー糖

話 ０３－３４００－８９０１
電

ＦＡＸ ０３－３４０７－５４８６

年。創業

で切り盛りしている。
創業は昭和

ロック長・岡澤孝浩

全菓連青年部中四国ブ

て頑張っている。

のごとく、未来を見据え

先代の思いを胸に海賊

開も進めていきたい。

観光客向けの御菓子の展

されながら、これからは、

慎一氏は、地元の方に愛

所が３箇所ある室戸市。

定され、お遍路さんの札

世界ジオパークにも認

結構来るそうだ。

なると県外からの注文が

感じがして、この時期に

べると、何とも懐かしい

薄めに切って焼いて食

して販売している。

て適度な大きさにカット

店内風景

特産品として作られて

ている。

いう事でバイキングとい

かけるのは海賊だろうと

いる「かんば餅」は、冬

ｇ
にする。

ン果汁を混ぜ合わせ、熱

う名に変更した。

卵黄…………………
ｇ

❷卵黄とグラニュー糖ａ

でしっかりホイップする。 を抜いたものをラップフ

【工程】

グラニュー糖………
ｇ

ショコラ オ
･ レ
･

を①に入れ沸騰させる。

板ゼラチン…………

オ レ
･

10

日本菓子専門学校

Figues Parfumées
（フィグ・パルフュメ）

板ゼラチン…………３ｇ

ペクチン（ＮＨ）…３ｇ

卵白……………２１０ｇ

ｇ

………２５０ｇ

セミドライイチジク

ココアパウダー……

………１５０ｇ

グラニュー糖ｂ

㎝× ㎝× ㎝カードル１台

Ａ．ビスキュイ シ
･ ョコ
ラ サ
･ン フ
･ ァリーヌ
ｇ

卵黄……………１４０ｇ

グラニュー糖ａ……

フィグ・パルフュメ

吉岡慎一氏

20
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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。
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店舗外観
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