都道府県を対

業者の資金繰り支援措置

上高が前年同月比▲５％

を 含 む。） に つ い て、 売

象にセーフティネット保

枠とは別枠（最大２・８

以上減少等の場合、一般

として、

証４号を発動した。

億円、４号と同枠）で借

国民事業４８００万円

新型コロナウイルス感染症対策について
新型コロナウイルス感染症の影響により、菓子業界でもインバウンド
これにより、新型コロ

【金利】基準金利：

入債務の ％を保証する。

需要の減退、卒業式など各種イベントの中止・縮小による予約キャンセ

ナウイルス感染症の影響

中小事業１・

％、

ルなど、その影響は深刻になってきている。これらに対し、政府からも

により売上高等が前年同

国民事業１・

公庫が行うセーフティ

上高の減少等が条件）を

高が前年同月比▲５％以

設し、最近１ヶ月の売上

ルス感染症特別貸付を創

小企業だけでなく、中堅

対応業務等を実施し、中 （※）でのご相談となる。

商工組合中央金庫が危機

日本政策投資銀行及び

〈危機関連保証〉

金繰りが逼迫しているこ

全国の中小企業等の資

いる中小企業・小規模事

とを踏まえ、全国・全業

□ＳＮ保証４号
（地域指定） 問い合わせください

「 危 機 関 連 保 証 」（ １ ０

％以

０％保証）として、売上
高が前年同月比▲

上減少する中小企業等に

対して、更なる別枠（２

を受けて、新型コロナウ

ている業種（生菓子製造

特に重大な影響が生じ

証協会にご相談下さい。

詳しくは最寄りの信用保

※保証対象業種に限る。

□ＳＮ保証５号
（業種指定） ・８億円）を措置。

イルス感染症の影響によ

業、その他のパン・菓子

全都道府県からの要請

り売上高等が減少してい

製造業、菓子製造小売業

【融資限度額】

運転資金、設備資金

る中小企業者・小規模事

者を支援するため、労働

◆食品表示基準の弾力的

取得した休暇となる。

して、店舗等内の告知、

っても、一般消費者に対

（そご）がある場合であ

中小事業７・２億円

日の間に

月

者を有給で休ませる企業

運用

示等により当該商品の適

助成金の特例措置（遡及

□風評被害により観光客

に対し助成する仕組みを

中国における新型コロ

正な原料原産地に係る適

◆雇用調整助成金の特例

の予約のキャンセルが相

設ける予定。対象は、新

ナウイルス感染症の拡大

切な情報伝達がなされて

適用、
支給要件の緩和等） た場合。

以下のような経営環境

次ぎ、これに伴い客数が

型コロナウイルス感染拡

に伴う中国産輸入原材料

措置

済上の理由により事業活

の悪化については「経済

減ったために事業活動が

大防止策として、臨時休

いる場合に限り、当分の

が講じられている。

動の縮小を余儀なくされ

上の理由」に当たり、そ

縮小してしまった場合。

の供給不足を受け、中国

雇用調整助成金は、経

た事業主が、一時的な雇

れによって事業活動が縮

業した小学校に通う子な

企業２分の１、中小企業

す る も の。
（ 助 成 率： 大

休業手当等の一部を助成

けて事業活動を縮小した

イルス感染症の影響を受

□取引先が新型コロナウ

（経済上の理由例）

にお尋ねください。

細については最寄りの都

支給要件があるので、詳

用事業所であること等の

の休暇を取得させた事業

業安定所
（ハローワーク） （年次有給休暇と同様）

道府県労働局又は公共職

主。支給額は、支給額休

有給休暇とは別途、有給

し、労働基準法上の年次

要となった労働者に対

どの世話を行うことが必

地表示を行っている商品

中国産として原料原産

的に運用する旨が関係機

て、食品表示基準を弾力

を行っている商品につい

産として原料原産地表示

者庁ＨＰを参照。

ととする。詳細は、消費

くても差しつかえないこ

間、取り締まりを行わな

用 維 持 を 図 っ た 場 合 に、 合は助成対象となる。

３分の２。ただし、対象

結果、受注量が減ったた

◆小学校等の臨時休業に

暇中に支払った賃金相当

について、原料原産地表

【通知の概要】

関に通知されている。

労働者１人あたり日額上

めに事業活動が縮小して

伴う保護者の休暇取得支

。（ 日 額 上

際に使用されている原材

（２面に関連記事）

https://www.maff.go.
jp/j/press/syouan/kan
si/200309.html

ついても同様の措置。

米トレーサビリティ法に

https://www.caa.go.jp/
notice/entry/019147/
限は８，３３０円。支給

しまった場合。

額×

中小企業ともに同様。）

分の

援（新たな助成金制度の
民活動の自粛要請の影響

新型コロナウイルスに

料の原料原産地に齟齬

限８，
３３０円。大企業、 示の中国産との表記と実

新型コロナウイルス感

により、外出等が自粛さ

適用日は、令和２年２

創設）
染症の影響を受ける事業

係る小学校等の臨時休業

０日
（３年間で１５０日）
） □国や自治体等からの市

限度日数：１年間で１０

社告、ウェブサイトの掲

用調整（休業等）を行う

その他、雇用保険の適

日～３月

により影響を受ける労働

【資金使途】

種※の事業者を対象に

業者に、一般枠とは別枠

（令和２年２月３日時点、 月比▲
貸付期間・担保の有無等

％以上減少して

％

金融支援措置や雇用調整助成金の特例措置など、各種企業支援策が講じ

事業者等に実質的に無利
ネット貸付の要件を緩和

られた。主な措置については次の通り。
◆金融支援措置
子・無担保の資金繰り支

〈日本政策投資銀行・商
今後の影響が懸念される

により変動）

〈新型コロナウイルス感

日本政策金融公庫（以
工中金の危機対応業務等
事業者にまで拡大してい

し、貸付対象（通常は売

下「 公 庫 」 と い う。
）に
の実施〉

染症特別貸付制度の創設〉 援を行う。

おいて、新型コロナウイ

（最大２・８億円）で借
※相談窓口一覧 :
https://www.meti.go. 入債務の１００％を保証
jp/covid-19/sodan_mado する。
本件については、お近
guchi.html

上減少の事業者に金利を
・大企業を含めた企業の

る。具体的には公庫各支 〈セーフティネット保証〉 くの地方経済産業局にお

引き下げて融資、さらに
資金繰り支援を行う。

15

業活動が縮小してしまっ

店の中小企業事業窓口

特別利子補給制度を併用

80

小して休業等を行った場

31

することで中小・小規模 〈セーフティネット貸付〉

47
20

ことによって労働者の雇

27
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（令和２年３月）
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91 11

れ客数が減ったために事

10
主については、雇用調整

10
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京

29

節に応じたイベントを開

ませる店頭での接客と季

◎日本経済新聞社賞

いる方に依頼している。

ラストも地元で活躍して

ま市）

藤高広氏（埼玉県さいた

▽有限会社藤宮製菓・佐

井県福井市）

舗松岡軒・淡島律子氏（福

▽株式会社羽二重餅総本

氏（三重県伊勢市）

▽有限会社紅谷・辻幸保

田圭氏（三重県伊勢市）

速やかにご相談ください。 合は、輸送費の支援が受

は食材納入事業者等へ、

通じて納入している場合

者へ、食材納入業者等を

ードバンクに寄附する場

しによる未利用食品をフ

学校給食用の発注取消

催している。その他、産

▽ｍｉｅｌ―ミエル―・

▽パティスリーブランシ

▽Ｔａｒｔａｇｎａｎ―

学連携による新たな需要
▽有限会社井之廣製菓舗

ェラートコンテストにて

けられる場合があるの

・井之丸広幸氏（岐阜県

◆未利用食品についての

ール・永井慎也氏（群馬

司氏（長野県北佐久郡）

中野恭輔氏（福岡県うき

を開拓する共同商品開発
飛騨市）

タルタニアン―・市田裕

関係の受賞者は次の通り。 優勝した。地元の野菜や
県藤岡市）

▽有限会社わらしべ・福

で、地方農政局にご相談

を行っている。

◎（公財）食品等流通合理

フードバンクへの情報提

果物を使用し、道内外の
▽パティスリーノア／せ

は市）

◎農林水産省食料産業局
▽お菓子の家えいらく・

ください。

催事にも積極的に参加し

供

長賞

◆その他

農林水産省では、新型

化促進機構会長賞

•••••••••••••••••••

とうちジェラートバンビ

新型コロナウイルス感

永楽昭八郎氏（大分県玖

コロナウイルス感染症対

染症対策として、テレワ

ている。

うよう依頼が出ており、

策に伴い、発生する未利

ーク導入等に係る助成金

▽株式会社リスの森・髙

学校給食の発注取消に伴

用食品について、フード

の特例（特例的なコース

▽株式会社波田坊―ｃｏ
ｃｏｒｏ―・波田吉輝氏

う違約金などに対して支

バンクに寄附することを

の 新 設 ）、 設 備 投 資・ 販

・石野剛史氏（兵庫県赤

（埼玉県入間郡）

援が行われる。

希望する未利用食品の情

路開拓支援（補助金）な

珠郡）
穂市）

▽株式会社ほそや・細矢

学校給食用の発注取消

報を集約し、全国のフー

▽有限会社東御河屋製菓

◎日本政策金融公庫総裁

真佐人氏（埼玉県朝霞市） 業期間中の学校給食休止

しを受けた事業者は、直

ども講じられている。

田美津子氏（北海道網走

保存料を使わない体に優
賞

により影響を受けている

ドバンクに対してこれら

開催された第

文部科学省から臨時休

◆学校給食休止への対応

（１面より続く）

しい菓子作りをしてい

▽有限会社亀屋紋蔵―紋

▽る・菓壇・鈴木宏太郎

接取引の場合は学校設置

地元の特産品を使い、

地元の特産品や歴史を
る。玖珠産の米粉を使用

蔵庵―・小泉昌弘氏（埼

事業者に特段の配慮を行

・今泉寿鳳氏（愛知県新

ェネト州ロンガローネで
使った豊富な品揃えで地
する米粉スィーツを開発

氏（埼玉県八潮市）

庄市）

回ジェラ
元住民に愛されている。

玉県川越市）

２０１９年イタリアヴ

ート見本市ＭＩＧで行わ
し、商品パッケージのイ

企業経営の目的・使命

らない。常に勉強し続け
は「関係する人々の幸せ

社を超えられると伺いま
した。その自信に裏打ち

の追求・実現にあります。 ない。弱いものに対して

ました。
今年の新春講演会にお

された言葉が、我々の心

名の

きく広がっています。上

野「精養軒」の美味しい

社

参加予定でしたが、残念

料理に舌鼓を打ち、旨酒

協力会併せて

数名の欠席とな

組を行っている。

Ｐを参照ください。

中締めとなってしまいま

https://www.maff.go. https://www.chusho.
jp/j/press/shokusan/ka meti.go.jp/corona/ind
nkyoi/200304.html
ex.html
大きな心と優しさを持た

司会は、毎度お馴染み

した。ご発声は、江戸の

ながら
幸せにすべき人は５人で

ねばならないということ

の二葉製菓㈱代表取締役

粋を全身に纏った東菓工

製造、流通、調理、販

る勤勉さを持たねばなら

招きした講師は、経営学

詳細は、中小企業庁Ｈ

来店されたお客様を楽し

の
開催

の奥に大きく響きます。

す。①社員とその家族②

でしょうか。経営者とし

二葉晃司氏です。新芽と

厚生労働省は、食品等

「新年合同懇親会・新春
講演会」が令和２年２月

いるものすら、わからな

生の説かれる５方よしの

援機関これが出来れば先

す）。

日、本紙で掲載いたしま

生のご講演の詳細は後

長 ）、 協 力 会 会 長 寺 本 眞

氏（三黒製菓㈱取締役会

東菓工理事長黒川耕次

いて他にいません。

三本ではなく二本で締め

き、まだ行事が続く為、

なりますようご祈念頂

皆様にとって明るい年と

会長）です。今年一年が

ロナウイルス感染症に感

問

内容は以下のとおり。

Ａを公表している。その

ルス感染症に関するＱ＆

向けた、新型コロナウイ

いる一般的な衛生管理が

中毒予防のために行って

チケットなど、通常の食

による手指の消毒、咳エ

な手洗い、アルコール等

扱者の体調管理やこまめ

に酔いしれた頃、早くも

分という時間はあっと

社外社員とその家族③現

ての器量がないというこ

筆頭副理事長の江川清志

かったのです。

経営になります。近江商

お忙しい中、東京の中

一氏（寺本製菓材料㈱取

て頂きました。

りました。

いう間です。遠く思い出

在顧客と未来顧客④地域

二葉に染まった新春を彩

売等の各段階で、食品取

者であり、元法政大学大

す。
「中小企業経営と人

せば 分の講義が長く感

とをつくづく思い知らさ

取扱い事業者の方などに

朝から時折小雨も降

た。新型コロナウイルス
を大切にする経営」とい

住民とりわけ障がい者等

氏（マルエ製菓㈱取締役

工業組合・東菓工協力会

のニュースが世の中を搔

じた学生の日々を恥じま

る催しの司会は、氏を置

講演会の司会は、内外

人の商売の極意である三

小企業の菓子に携わる経

締役社長）にご挨拶頂き

新型コロナウイルス感染症に
関するＱ＆Ａ

日（水）上野「精養軒」 き乱し、
様々なイベント、 うテーマでご講演頂きま

分でした（坂本先

香料㈱代表取締役後藤真

方よしの精神に、肉付け

営者たちに熱い言葉を投

私は先生の講演は初め

でお聞きした名前だと心

由氏です。春浅い上野の

したものになるでしょう

かでお聞きした、どこか

てでしたが、ずっとどこ

の中で呪文のように唱え

森に鶯の声が、と思わせ

の項目を挙げ

何が大切なのかを悩む

だと・・・経営者として、

た。すべての活動には目

うところから話されまし

的・使命とは何ぞやとい

最初に、企業経営の目

い。ぶれない強さを持た

正しくなければならな

経営者は、まず人として

るのは大変なことです。

ですから、いい会社にな

は悩んだことを、お二人

ルスの騒動が終息し、今

日も早く新型コロナウイ

まだ年の初めです。一

感染症の主要な感染経路

答

して、生あるいは加熱不

ＨＯは、一般的な注意と

る必要はありません。Ｗ

国菓子工業組合連合会専

舎製作所取締役会長牛窪

乾杯の音頭は、㈱愛工

東京都菓子工業組合副

コロナウイルス感染症に

現在、食品を介して新型

際には、交差汚染予防の

れらの取り扱い・調理の

会には、ご来賓として全

務理事吉田竹志氏、事務

啓詞氏です。高らかなご

理事長・中谷光基（中谷

新型コロナウイルス
申し上げます。

ともご挨拶の中に込めら

は飛沫感染と接触感染で

十分な動物の肉・肉製品

場所を移動しての懇親

年が菓子業界にとって良

あると考えられていま

の消費を避けること、そ
局長渡辺嘉一郎氏、一般

発声で懇親会がスタート

製菓㈱代表取締役社長）

報告されていません。

感染したとされる事例は

しています。

ために注意すること、と

心より祈念申し上げます。 す。２０２０年２月

社団法人菓子・食品新素

合同での催しが増えて

しました。
岡部裕子氏をお迎えして

材技術センター研究所長

れました。

い一年となりますことを

日

染することはありますか。 実施されていれば心配す

食品を介して新型コ
ていました。

ました。開催にあたって

項として

日々に、一筋の光明を与

的・手段・結果があるが、

いて記したいと思います。 られました。共通項で

さて、講演の内容につ

次に、いい企業の共通

げかけて頂き心より感謝

ご尊顔を拝した瞬間に
思い出しました。私も読
んだことのある「日本で
いちばん大切にしたい会

えてくれた本でした。

ねばならない。広く、深

社」という本を著した方

介です。

か。

23

るおきれいな声でのご紹

90

90

90

最も大切なのは目的であ

講演の始めに、日本の

21

23

26
において開催されました。 会合が自粛の名の下中止

坂本光司氏

した。

れた

学院教授の坂本光司氏で

90
社会的弱者⑤出資者・支

り、少し肌寒い天気でし

74

す。自分にとって欠けて

10

の情報を一斉発信する取

れたガストロノミックジ

市）

を発掘し表彰する。菓子

第 回優良経営食料品小売店等表彰事業

毎春恒例の東京都菓子

東

「新年合同懇親会・新春講演会」

聞
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になる中での開催となり 中での企業訪問数は８千 ると説かれます。
く見通す目を持たねばな 行われました。東菓工・ きたので、確実に輪は大

共同で展開する組合など

対策、地域活性化などを

食品流通の効率化、環境

の食料品小売店、また、

を上げている全国の中小

術を駆使し、優れた業績

彰事業は独創的な経営技

このほど決定した。同表

等表彰事業」の入賞店が

回優良経営食料品小売店

進機構主催による「第

㈶食品流通構造改善促

29

東京都菓子工業組合・東菓工協力会
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技能検定 に 立 ち 会 っ て

験のため県から審査員２
をかけてきました。

な意味合いをも込めて声

技能検定が２級に限り、

合今回行われました後期

られます。

には１級受験の資格が得

す。一方個人的な仕事と

全を見守る役目がありま

リアーできません。これ

ます。一度にすべてはク

らの制度を上手に利用し

て技術のグレードアッ

しては、県からの菓子マ

者には「職業訓練指導員」 イスターの称号を受け、

さらに、１級受験合格

名、組合から技能検定委

歳以下の実技試験手数

料が約半額の「９，２０

検定には１級部門・２
級部門があります。菓子

員２名、補佐員１名、学
校側から補佐員１名の立

信を広げてみませんか。

プ、あるいは仕事への自

リングのお手伝い、高校

お客様へのサービスにも

小・中などの課外スクー

験があり、この指導員は

の授業の一端としてのお

繫がる制度と思っており

になるための認定免許試

物づくりの事業所では配

手伝い、……「和菓子つ

ます。

０円」となりました。（学

科試験手数料は現行のま

置することが勧められて

くり」が身近なところで

製造の作業経験期間によ

す。工場責任者には１級、 まの「３，１００円」で

り受験資格が分かれま

す）これはかなりの負担

いる制度で、各事業所に

体験できる、そのような

会いのもと進められまし

工場従事者には先ず２級

減です。これを機会に２

おいては従事者の相談

お手伝いが出来るのも検

注意事項説明に続き本試

お客様へのサービスに繫がる制度

令和元年度後期の菓子

の課題。作業は各自練習

の受験候補者として、打

級受験を目指す若き職人

役、作業場における労働

定試験の御蔭と思ってい

た。試験内容１～４項目

今回、１級受験者３名
の成果通りか問題なく、

診をしています。毎年、

が増えることを期待しま

衛生管理等、作業場の安

験が開始されました。

菓子部門が行われまし
の予定でしたが残念なこ

製造部門の技能検定は和

た。試験会場のＩＦＣ製
持ち時間３時間以内で終

５月半ば過ぎの頃から受

す。合格者は実務２年後

吉田山菓祖神社でご奉仕

内窓口としてお手伝い、
しいということがあり、

受験生は３名以上が望ま

・アップに役立ててもら

の活力や職歴のステップ

く、検定に合格し仕事へ

年を要する場合も多々あ

するまでには、時には数

受験者の人数が規定に達

定準備してきましたが、

都市左京区）節分祭に合

月２、３日吉田神社（京

長尚会長）は令和２年２

菓祖神社敬神会（横山

当青年部もご奉仕させ

原料の組合などが参加。

菓工業協同組合、製餡や

菓子卸商業組合、京都米

きじくのがくのこのみ）
」 子どもたちだけでなく指

ち帰った「非時香菓（と

垂仁天皇の命を受け、持

間 守（ た じ ま も り ）
」が

史 の 話 を し ま す。
「田道

どもたちにはお菓子の歴

和菓子を作る前に、子

導にあたった組合員も楽

かな菓子が出来上がり、

ても、一人ひとり個性豊

料で同じように指導をし

てもらいました。同じ材

やきんとん作りに挑戦し

説明したのち、練り切り

地区の３校へ伺いました。 の使い方や材料について

和菓子作りでは、道具

も少ないです。このよう

菓子と出会う機会はとて

すが、練り切りなどの和

にする機会が多いようで

きなどは子どもたちも口

みたらし団子やどら焼

ことができました。

感想をたくさんいただく

を知りたい」とうれしい

からもっと和菓子のこと

て び っ く り し た 」「 こ れ

傘下

単組の他、京都府

には京都府菓子工業組合

毎年行われるこの接待

言われる橘を日本に持ち

菓祖神社は果物の祖と

れた大切な行事である。

因命を菓子の祖神として

をつくったとされる林浄

命と、日本で初めて饅頭

帰ったとされる田道間守

やのぼりが立ち参拝客を

神社も節分祭には紅白幕

普段は静かに佇むこの

吉田神社

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

事・川又和博

栃木県菓子工業組合理

験候補者を、県下の和菓
子店へ組合を通じ一報を
入れて頂き、詳細の要望
があれば検定員が説明に

試験日以外私たちは説明

私たち検定員は大体１年

い、 特 に 若 い 後 継 者 の

りました。

お客様への感謝を込めて

役として立ち会っていま

がかりで県内での受験生

方々には果敢に挑戦して

伺う。このような形で検

す。

を募り、検定の意義を理

て頂き、日々の菓業が安

又、以前より検定協会

わせ同社内にある菓祖神
いただきたい、このよう

ところで、栃木県の場

解してもらい挑戦して頂

＝橘がお菓子の始まりと

しい時間を過ごすことが

な和菓子教室を通して、

祀る社。

言われていること、その

できたようです。普段は

子どもたちに様々な和菓

っていたよりもおいしく

後中国大陸より唐菓子が

ほとんど和菓子を口にす

子にもっと触れてもらう

ました。

伝わったこと、茶の文化

ることがなかったり、食

機会を作れたらと思って

月にかけて阪

の広まりや南蛮貿易によ

わず嫌いな子どもたち

います。

神地区・神戸地区・姫路

り菓子の種類が増えたこ

も、自分で作った菓子は

参拝客に菓子と豆茶の接待

年部広報・細井由美子

京都府菓子工業組合青

有り難く思う。

う激励されたように感じ

に今年も菓業に勤しむよ

「ごちそうさま」の言葉

器の返却口にいた私は

温まっていただく。

参拝客に火鉢を横にして

別の美味しさで、冷えた

んのりと塩を効かせた格

茶は炭火で煮だされ、ほ

大豆を炒って入れた豆

出迎える。

となど、低学年の子ども

兵庫県菓子工業組合事

特 別 だ っ た よ う で、「 ま

務局・奥山優子

大豆を炒って入れた豆茶

にもわかりやすいように

11

た和菓子を食べたい」「思

月から

寧であることへの喜びと

菓子工業組合では平成
年度より毎年、小学校を
訪問して子どもたちに和

える和菓子教室を実施し

菓子の歴史と作り方を伝
子どもたちに和菓子の魅

ています。今年度は昨年

子ども和菓子教室

普段、和菓子に接する
力を伝えようと、兵庫県

28
子ども和菓子教室

ことが少なくなっている

練り切りやきんとん作りに挑戦

10

絵や資料を使って紹介し

12

和菓子の魅力を伝えよう

社にて、参拝客に菓子と

からの要望として、全体

います。組合事務所は案

含む）として認定されて

検定員（それぞれ補佐を

３名、洋菓子部門３名が

組合の場合、和菓子部門

私たち栃木県菓子工業

了しました。

とに当日病欠１名があ
代男子２名の受験

者となりました。国家試

日
（木）
、 り、

菓専門学校（宇都宮市平
出町）
にて１月
分より試験上の

試験で制作した課題

お客様への感謝が込めら

朝８時

40

豆茶の接待を行った。

技能検定試験

30
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（３） 令和２年３月15日

を
﹁長岡和菓子屋さん巡り帖﹂作
成

若い人
向けに

す

が教えるあんこの炊き

こんな気持ちで︑この

菓子で巡るページなど︑

菓子は︑若い目線から見
ると︑意外にも可愛く映
和菓子冊子を作れたの

店舗情報以外にも楽しめ

良かったことは︑他の和

ったりするのです︒実際
は︑私が和菓子屋の娘で

ツ特集をしても︑和菓子
菓子屋さんを知れて︑お

代の女性と一

か月四季折々を和

が取り上げられるページ
話を聞けることです︒実
に︑

に敏感な若い世代の心に
方のお話を聞きながらそ
で巡り︑
﹁琥珀糖﹂﹁薯蕷

緒に和菓子屋さんを取材

なく︑ただの和菓子が大

もなく︑和菓子職人でも

に︑県菓子工業組合長岡

る情報を盛り込みました︒

方︑

は半分以下︒和菓子はお
際に他店を訪れ︑店主の

主婦です︒和菓子を作っ
のお店の和菓子をいただ

好きな和菓子屋の嫁だか

〜

年寄りが好むもの︑流行
私は長岡市内の小さな
は響かないと思われてい
饅頭﹂などに出会うと︑

月

たことはありません︒あ
くと︑職人さんの苦労や

せん︒ただ︑

知識もありま

子についての

地元長岡に目を向けてみ

とオープンしています︒

愛い和菓子屋さんが続々

めくような︑お洒落で可

は減り︑若い世代が仕事

冠婚葬祭の和菓子の需要

店があるのも現実です︒

者がいらっしゃらないお

えました︒しかし︑後継

い世代の心にも響くので

た和菓子は︑ちゃんと若

人さんが真っ直ぐに作っ

だけではないのです︒職

地味でお年寄り向け⁝な

性のある和菓子が並ぶペ

容となりました︒各店個

とても読み応えのある内

さんの協力のおかげで︑

さんと︑３件の関連業者

長岡支部

る人々の仕事に︑心から

職人さんと和菓子を支え

そして︑全ての和菓子

ってくれたらと願います︒

子の魅力が次世代に繋が

でも︑この職人さんた

せん︒時代の変化を嘆く

もらえる時代ではありま

祭で︑当たり前に注文を

若い女性から聞いた︑

っては夢のようです︒

ージは︑和菓子好きにと

敬意を払います︒

どに配布しました︒和菓

あんこが︑和
ると⁝やはり︑新しくオ

す！昔のように︑冠婚葬

件の和菓子屋

菓子が大好き
として成り立たせるには

では︑今ある和菓子屋さ
ちの技や伝統が消えてい

ん︑
パティスリーばかり︒ 厳しい世の中です︒

広告は︑ラー
んは︑ただ地味なだけな

営業・販売・笠原幸恵

岡支部・かさはら菓子店

新潟県菓子工業組合長

メン特集とパ

対するＱ＆Ａ︑職人さん

和菓子への率直な意見に
ルする力が必要なので

より︑若い世代にアピー

ことです︒昔ながらの和

くのはあまりにも悲しい

和菓子屋さんに嫁いで

取り組みとなります︒齊

細工を題材とした新たな

ガークラフトとマジパン

た︒今回の講習は︑シュ

であり︑受講者の皆さん

芸菓子という新たな講習

れております︒今回は工

はの商品の開発が求めら

かけた菓子専門店ならで

子協会常務理事︶をお招

甘座工場長・宮城県洋菓

靖水さん︵㈲とびばいざ

講師には仙台市の渡辺

クラフト作りに挑戦され

り︑バラの花のシュガー

で︑実際に生地を手に取

初めての経験ということ

た︒今回参加者の多くが

とで︑各自持参したケー

の講習は応用編というこ

けていました︒第２回目

なる技能取得に感心を向

食した味に︑参加者は更

岩手県菓子工業組合

日の全２回に渡り︑盛岡

され売上アップにつなげ

地の仕込み方や︑各種ポ

第１回目の講習の終わ

ペーストでカバーリング

小沢仁

岩手県菓子工業組合・

な姿が見受けられました︒

ら何枚も写真を撮る真剣

ラ細工のお手本を近くか

に行き︑先生の美しいバ

極的にアドバイスを聞き

多く︑講師の先生にも積

ました︒受講者は女性が

て仕上げる実践編となり

花のマジパン細工で飾っ

ンする作業をし︑バラの

して実際にデコレーショ

講師の渡辺靖水さん

りには︑シュガーケーキ

バラの花のシュガークラフト

イントを丁寧

ておられました︒

藤理事長は冒頭の挨拶

シュガークラフトの基本を学ぶ

︵齊藤俊明理事長︶では︑ 市大沢川原の㈱マイスタ

ました︒

27

キにマジパンとシュガー

きしシュガークラフト生

日の講習

には各店で積極的に導入

日及び２月
17

日の講習

２月

で︑
﹃ ス ー パ ー︑ コ ン ビ

去る１月
27
１月

17

ー日の本にて洋菓子工芸

専門店なら で は の 商 品 の 開 発


菓子講習会を開催しまし ニなどとは違った手数を られたい﹄と力強く話し に説明していただきまし の試食が行われ︑初めて

です︒スイー

のでしょうか⁝︒

25

ン特集ばかり

巷の雑誌や

ープンするのはパン屋さ

和菓子屋さん巡り帖﹂は︑ 子店や市内の公共施設な

10

です︒

!!

この冊子は︑昨年

年の
るのでしょうか？それで

支部で５千部作り︑和菓

和菓子屋に嫁いで
んこを炊いた

想いを感じ︑和菓子が一 ﹁可愛い！﹂﹁美味しい！﹂ ら だ と 思 い ま す︒﹁ 長 岡
やはり︑和菓子は

も︑東京︑大阪︑京都な

10

筆者の描いた表紙・イラスト

の声

ことすらあり

12

層美味しく︑愛おしく思

和菓子の魅力を次世代に繋げるために

!!

どでは︑若者の心がとき

30

ません︒和菓

20

潟
新
岩

手
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斉に体育館中に響き渡り
や接客力︑協力する力が
徒が続けて欲しいと思っ

で し た︒ し か し 近 年 は

普及し︑季節の行事に和

進めました︒担当する店

今後もこの地元に根付

菓子を食べる方も減り︑

様々な洋菓子や甘い物が

く大変さや社会のしく
いた行事に携わり︑和菓

若い世代にとって和菓子

ていました︒

会場には主旨を理解し
み︑お金の大切さがわか
子の普及につなげていき

は遠い存在になっている

ついた︑売る楽しさ︑働

・広報・会計・装飾係が
楽しみにしていた地元の
った︑また和菓子のよさ
たいと思います︒

ました︒

各自の名刺を作成しお店
方々や保護者が多数訪れ
を伝えたい︑などの意見

を決め︑取締役・仕入れ

を訪問しました︒これは
大盛況でした︒

川尻六菓小学校
開懐世利六菓匠とは熊
商品への思いや特長を受
参加した子どもたちか

生きた
学 習

令和２年２月７日に熊
本市川尻町で︑平成２年
け止めるためです︒広報
らは﹁お客さんに対する

小学６年生が商いの仕組み学ぶ

本市立川尻小学校にて開
に６軒の和菓子店が︑新
係はチラシを作成し︑新
言葉遣いや笑顔︑またお



親子で一緒に和菓子作り

体験型
絵 本

受け継がれてきた日本の

史を持ち︑時代を超えて

和菓子は千年以上の歴

ように感じます︒

懐世利六菓匠と川尻小学
しい銘菓を作ろうと集ま
聞折込をしたり︑事業所

菓舗梅園・片岡圭助

校とがコラボした﹁川尻
ったもので︑和菓子と町
金をきちんとすることが

が寄せられ１００％の生

六菓小学校﹂という和菓
で配ったり︑ラジオで宣

には店員と客の役割を交

賞味期限などを調べ︑楽

と試食し︑どんな味か︑

る商品を決めた後︑友達

キット﹃さわってつくっ

でにない体験型の和菓子

２０１９年８月︑今ま

って︑親子で一緒に和菓

は絵本のストーリーに沿

つくってたべる絵本﹄で

般 的 で す が︑﹃ さ わ っ て

せん︒そこで︑どうした

絶えてしまうかもしれま

ままではいつか伝統が途

出しておりますが︑この

く日々和菓子作りに精を

伝統です︒私も受け継い

代しリハーサルをしまし

しかった﹂などの声が聞

てたべる絵本﹄をリリー

子作りに挑戦してもらい

大切だと分かった﹂
﹁売

有名になって

た︒

かれました︒この体験事

ス致しました︒この﹃さ

伝したりしました︒前日

います︒

当日は仕入れ担当が商

年

学ぶことを目

いのしくみを

取組です︒商

する６年生の

護者会が主催

が伝わります︒
扉が開き︑

しまいたいとの意気込み

ちます︒時間内で売って

被をつけ︑開始時刻を待

並べ︑お釣りの確認︒法

備︒会場が整うと商品を

アンケートを実施した結

また経験した中学生に

参加されています︒

先生が東京での授賞式に

受け︑校長はじめ担当の

キャリア教育全国表彰を

１月には文部科学省から

す︒絵本は大人から子供

とができる体験型絵本で

りきりを作って食べるこ

なって︑実際に親子で練

違い︑絵本の登場人物と

本﹄は︑通常の絵本とは

わってつくってたべる絵

危機感からです︒私が子

くのではないか︑という

体がますます衰退してい

子離れ︑そして和菓子自

カケは︑若い世代の和菓

この絵本を作ったキッ

ます︒

考えた結果生まれたのが

機会を提供できるか？と

活の中で和菓子に触れる

んでもらえるか？日常生

ら和菓子を子供達に楽し

伝えられるか？どうした

らもっと和菓子の良さが

に子供達が和菓子に手で

う形にすることで︑実際

た︒︻ 体 験 型 絵 本 ︼ と い

アイデアを出して頂き︑

親の視点からたくさんの

た︒子育てをしている父

まる思いです︒

ありがたく︑身が引き締

して頂けたことがとても

だバトンを後世に繋ぐべ

小学校﹂は今
品確認︑会場係は机︑靴
業が評価され︑平成

さわってつくってたべる絵本

年で４年目と
置き場︑お茶接待等の準

標に子供たち
子どもたちの﹁いらっし

﹃さわってつくってた

が率先して担

べる絵本﹄
をきっかけに︑

触れて︑作って︑食べる︑ 素晴らしい商品を一緒に

作り上げることができた

﹃さわってつくってたべ

その過程の中で︑和菓子

供のころは︑おじいちゃ

る絵本﹄です︒

へ読み聞かせることが一

んおばあちゃんの家に行

果コミュニケーション力

けば必ずと言っていいほ

おいて代表的な菓子とい

食彩豊かな国︑鹿児島に

日本の中でもきっての

今でも大変美味しい軽羹

史がある明石屋さんは︑

津家御用菓子司として歴

たことがわかります︒島

菓子で多くの支持を得ま

とも言えない上品な蒸し

地︑これに着目してなん

質な山芋が取れる豊かな

れています︒鹿児島は良

ば︑大陸から伝わった料

嬉しいところ︒元を辿れ

高く体に良いと言う点も

持っています︒栄養価が

らせる奥深い美味しさを

す︒これは軽羹を作った

地に仕上げられていま

たっぷり含んだ独特の生

別な機械で混ぜ︑空気を

なふうに和菓子は生活の

和菓子がつきもの︑そん

ごとの行事にはもちろん

ど和菓子が出され︑季節

ラマーのつむぱぱさんに

動されているインスタグ

おかしく絵日記にして活

り︑子育ての様子を面白

今回絵本を創るにあた

はなく︑目で楽しむこと

る︒また︑食べるだけで

ションも図ることができ

らに親子のコミュニケー

の文化に触れながら︑さ

ディングにも挑戦したの

ｅというクラウドファン

にあたり︑Ｍａｋｕａｋ

す︒今回絵本のリリース

ことを大変感謝していま

り︑忙しく過ごすお父さ

けがえのない時間とな

時間が︑子供にとってか

子を作るという何気ない

絵本を読んで一緒に和菓

なコミュニケーションの

を作られる独特な老舗と

超える３６８名の方から

一つとなれば幸いです︒

えば何を思い浮かべるで

力の一つ︒その一見めん

サポートして頂き︑なん

んお母さんと子供の新た

どくさくもあるプロセス

今後も次々と新しいスト

ですが︑予想をはるかに
いとできない難易度の高

こそ︑日本の文化であり︑ と１︐３５１︐４４０円

ーリー︑練りきりを展開

ができるのも和菓子の魅
ようですが︑日本のシン

い技術と言われていま

ものご支援を賜りまし

していきたいと考えてい

ご協力をお願いしまし

プルな菓子というのは１

す︒あまり長くは日持ち

子供も親しみを持って楽

た︒また︑農林水産省の

ます︒

中に当たり前にある存在

００年以上経ってもこれ

がしませんが︑真っ白い

しめる和菓子の価値であ

﹁ありが糖運動﹂に採択

ことがある和菓子店でな

程までも完成度が高いか

無垢な美学さえ感じさせ

る と 思 い︑﹁ 和 菓 子 ﹂ と

三重県菓子工業組合・

理の製法も影響している

と感心させられる菓子で

られる軽羹と︑薩摩・鹿

して頂いた他︑各種メデ

した︒現在ではこの生地

す︒軽羹を作っている場

して販売をするのではな

して知られております︒

が育てられたこの地には
様々な銘菓が有ります
が︑蒸し菓子が多いと言
う特徴もひとつ︒その中
で代表的なのが軽羹で
でこし餡を包んだ軽羹饅

児島の温かい人の風情を

ちなみに屋号は︑元々播

所を過去に見学したこと

す︒３００年ほど前︑土

頭などが有名ですが︑選

㈲小原木本舗大徳屋長久

州明石の菓子職人を時の

ィアにも多数取り上げて

地の大名である島津家の

く︑﹃ さ わ っ て つ く っ て

び抜かれた自然薯・米粉

感じながら馥郁たる味と

薩摩藩主島津斉彬公が鹿

があるのですが︑かなり

お祝いの席に用いられた

代表取締役・竹口久嗣

の体力勝負で︑加工が大

頂きました︒それだけた

・砂糖だけで作られた竿

たべる絵本﹄として販売

児島に呼び寄せたことか

さわってつくってたべる絵本

香りを楽しんでみてはい

と 記 録 が あ り︑ 高 貴 な

変な自然薯
︵天然の山芋︶ かがでしょうか︒

くさんの方に理念に共感

型の軽羹は和菓子通を唸

するという形になりまし

らその名を掲げたと言わ

尾関 勇

しょうか︒独特の食文化

明石屋様

を摺り下ろし︑それを特

ゃい﹂威勢のいい声が一

﹁川尻六菓

なる学校と保

を行っていて全国的にも

おこしを結びつけた活動

た︒

重
三

当する準備を

30
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（５） 令和２年３月15日

九州から伝統と革新を届ける

しめるのも特徴です。
年ほど前の事

ムの製造販売を始めたの
詰め、卵白やゼラチンと

うのは、砂糖や水飴を煮

ィングして、クッキ

ョコレートをコーテ

バニラアイスにチ

周年を迎えるこ

を続け、おかげさまで昨

すが、九州を中心に販売

国的には無名のアイスで

す。南アルプスの最高峰

戻って商品化したもので

じたその感動を、佐賀に

ぞ美味しいだろう」と感

ートをかけて食べたらさ

真っ白な雪山にチョコレ

ン山を臨んだ時に「あの

モニーを訪れ、モンブラ

以上前にフランスのシャ

年

であった竹下小太郎が生

は竹下製菓の３代目社長

ーカーとして認知される

製菓はアイスクリームメ

のヒットによって、竹下

「餡子と小豆」を活かし

ノウハウを持っていた

そうです。菓子の製造で

きのアイスバー」だった

めて作った商品は「あず

枯れ」対策のためで、初

売れない、いわゆる「夏

です。夏になると菓子が

ませんが、少なくとも竹

の詳細な記録は残ってい

ようにして生まれたのか

「ブラックモンブラン」 れています。いつ、どの

た商品でした。

下製菓では明治時代より

供え物としてもよく使わ

です。一部の地域ではお

サクッと軽い食感が特徴

いう話も）に淡い色味と

花びらの形（バナナ形と

た菓子の事を言います。

チの型に流し、乾燥させ

起泡性を持たせ、スター

合わせて撹拌することで

考案されたという説もあ

ナナに似せた菓子として

が高級品だった時代にバ

説もありますし、バナナ

フとして作られたという

とから花びら型をモチー

小花の花弁を意味するこ

）」は
ーレット（ florete

に変え、九州の素材を活

らえるようなパッケージ

若い女性に手に取っても

わいい見た目」に注目し、

「フローレット」の「か

感から、後世に残すべく、

てしまう菓子である危機

ます。このままでは消え

「ブラックモンブラン」 は今から

ークランチを纏い、
であるモンブラン山のよ
ようになりましたが、今

「ミキスト」という名称

かした味を加えてリニュ

竹下製菓

食べた時のハーモニ
うに、アイス界の最高峰
でも変わらず「マシュマ

ります。森永製菓創業者

年

切りした羊羹製品等を製

だったようです。

現在の様な商品スタイル

年頃には既に

として明治

年代に日本

外で学んだお菓子の一つ

の森永太一郎さんが、海

を開発しました。竹下製

「たねあめ」という商品

ーアルした「はなあめ」

とができました。

竹下製菓自体は元々菓

造販売しています。

み出したアイスで、

クモンブラン」という名

ーが美味しい、昔な
のアイスを目指そう、と

ロ」や「フローレット」
、 で製造をしておりまし

っしゃるでしょうか。全

前のアイスクリームをご

がらのバータイプの
いう思いも込められてい

読 者 の 方 で、
「ブラッ

存じの方はどれだけいら

アイスです。アイス

残る棒には当たりく
子の製造販売を行ってい

けに、その日を創業年月

ルが生まれたのをきっか

ちに二代目となる白石ハ

餅米をのせたものです。

入れて丸め、色のついた

米粉で練った生地に餡を

ばれる菓子があります。

と並んで、りんまんと呼

頃にお雛様にお供えした

松山地方では雛祭りの

菓子のようです。

くとも明治にはあったお

載っていますので、少な

おりんまんという言葉が

造は非常に手間が掛かる

「フローレット」の製

けたとのことです。

深める中で技術指導を受

森永太一郎さんと親交を

レット製造に関しても、

です。竹下製菓のフロー

で広められたものだそう

と幸いです。

みをご覧になって頂ける

ので、良ければこの取組

のみ販売をしております

Ｆ に あ る「
SHIGETSUDO
」で
by Takeshita Seika

天神の岩田屋本店地下２

菓の直営店舗である福岡

た。昭和

じが焼印されてい

「フローレット」とい

日と定め、本格的に醤油

赤や黄色の色とりどりの

古フランス語の「フロ

る会社で、アイスクリー

ハナによって創業されま

餅店として商売をはじめ

年創業 白石本舗

のをうちわで乾

蒸し上がったも

が最初でした。

て売り出したの

醤油餅に初めて餡を入れ

分の庇（ひさし）が、そ

泉本館が明治

年に建て

重要文化財である道後温

余談ですが、松山市の

鱗（りん）まんと呼ぶよ

上にのせた米がお魚の鱗

んが伝えたという説と、

つは中国の林（りん）さ

の由来は２説あって、一

米がのっています。名前

ますが、こうしたりんま

まざまな菓子が出来てい

銅板で出来ている一階部 （うろこ）のようなので、 近は、洋菓子をはじめさ

られたのですが、現在は

うになったという説があ

んのような素朴な和菓子

たくさんおられます。最

求めに来られるお客様は

いわれ、りんまんを買い

が変わっても懐かしいと

りしていたようで、時代

常の中にある菓子として

く「フローレット」の日

止めると明治時代から続

りますが、弊社が製造を

る所があるとは聞いてお

菓子店で手作りされてい

しまいました。一部のお

るのは弊社だけとなって

の製造を日本で行ってい

ため、現在まとまった量

い。ご高覧頂きまして誠

竹下製菓にもご期待下さ

ておりますので、今後の

ように尽力したいと思っ

も皆さまにお届けできる

く楽しいスイーツを今後

と革新とを以て、美味し

で高めあいながら、伝統

だけでもなく、この両輪

アイスだけでも、菓子

年１月５日、の

かして、そのま

の当時は檜の皮を重ねた

りますが、よく分かって

も後世に伝えていきたい

に有難うございました。

明治

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

した。それまで松山地方

りんまん

松山地方に春を
呼 ぶ 和 菓 子

明治

当店は、明治の初期、
左官の棟梁で檜皮葺（ひ

ま店頭で売ると

檜皮葺といわれる工法で

いません。広島など他県

の歴史が途絶えてしまう

はじめはハナの

いったもので、

担当したのがハナの夫、

出来ており、その工事を

にも同じような菓子で、

白石本舗四代目店主・

と思っています。

小遣い稼ぎのよ

いが餅というのがありま

す。
明治時代の随筆にも、 白石惠一

取締役社長・竹下真由

竹下製菓株式会社代表
また、松山には醤油餅

白石貞吉でした。
そうです。

とか製造販売を続けてい

ので、厳しい中でもなん

16

うなものだった

27

わだぶき）職人でもあっ

フローレット

て、食べた後まで楽

50

ました。

24

50

の各家庭で作られていた

ブラックモンブラン

16

た、白石貞吉の妻の白石

りんまん

30

「やどり木」という短冊

ます。

60

を食べた後、手元に

賀
佐
媛
愛
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今回は︑
銭形の砂絵
﹁寛
形態を現在のスタイルに

色々と取り組まれ︑販売

坂口屋

永通宝﹂で有名な観音寺
変えていきました︒
年目になる新し

ます︑藤村社長に色々お

部で活動してくれており

た︒今年から香川の青年

目指す﹂を目標にやって

作るセレクトショップを

﹁自分が作りたいものを

い店舗のコンセプトは︑

今年

話を聞かせていただきま
こられたそうです︒メイ

12

した︒

魔させていただきまし

市﹁坂口屋﹂さんにお邪

菓子処

生どらの名店に

川
香
屋さんは︑以前は︑餅・

１９７０年創業の坂口
は︑基本の生どらや︑季

ンの冷蔵ショーケース

らも声がかかり︑卸売も

道路ＳＡ・道の駅などか

た目も評判となり︑高速

さがうけ︑今流行りの写

の菓子ですが︑カラフル

子になります︒昔ながら

⁝﹂
との想いだそうです︒ の高校である笠田高等学

の良さを伝えていきたい

注目し︑昔ながらの菓子

発販売のみでした︒地元

みを行ってきましたが単

元の菓子屋で販売すると

校生が考えた和菓子を地

ことが大切で︑地元の高

いった仕組みが定着して

節に応じた月替わり生ど

校の生徒さん考案作品︑

いくことで︑地域活性や

赤飯・盛り篭などの注文

令和をテーマとしたムー

菓子業界の盛り上がりに

真映えするお菓子として

ス ど ら 焼 き﹁ 和︵ な ご

期待したいと仰ってくだ

手掛けられるほどに成長

み︶﹂︑の店舗販売に協力

さいました︒

らが目を引き︑取材時に

香川県菓子工業組合青

していただけるようにな

いただいた菓子を作る︑

坂口屋さんでは﹁白雪

要望あれば出張落雁教

年部では︑エントリー作

りました︒

和菓子甲子園エン

はいちご大福をコンセプ
粉﹂と呼ぶ砂糖菓子︵落

室も開催されておりま

品の優秀なお菓子はイベ

若い人にも需要があるそ

造販売を基本とした︑昔
トとした生どらを展開さ
雁︶を大事にされており

す︑
﹁消えつつあるお菓

ントで商品化する取り組

されました︒

ながらの菓子屋のスタイ
れるとお聞きしました︒
ます︒使う色の組み合わ

子のジャンルにも今一度

渋皮煮にすることで抹茶

の甘さを生かせるように

く甘みが強い為︑栗本来

須木栗は︑非常に大き

プリに向け︑夫婦二人三

良し︑ＪＡＰＡＮグラン

れるようなデザインに改

え︑女性の方にも支持さ

で通用する商品を妻と考

が出場し大激戦の中です

を勝ち上がってきた人達

た︒全国の各地方の大会

ランプリが開催されまし

ぽんの宝物ＪＡＰＡＮグ

農薬と化学肥料を使用し

富町の自然豊かな環境で

出会いました︒宮崎県新

き︑お茶の生産者の方に

宮崎の素材を探し歩

ろうかと考えていると

宮崎らしい素材はないだ

あと抹茶プリンに合う

しようやく完成しました︒

何度も試行錯誤を繰り返

に非常に苦労し︑何度も

田村正太郎


んの宝物宮崎県大会に出 ３分間の試食︑質疑応答 代表に選ばれました︒そ けました︒生産者の方が の須木村に須木栗という

プリンとの相乗効果を目

ない﹁有機ＪＡＳ認証圃

き︑栗をのせてみてはど

全国和菓子甲子園が地

希少価値の高いブランド

脚で取り組んできました︒ が私は︑宮崎の素材を使

トリー作品販売

ルでした︒二代目就任頃
センスの良い味の組み合
せによって魅力あるお菓

愛情込めて作られている

指しました︒

うです︒

から作るお菓子・販売店
わせやボリューム感・見

して全国大会に出場する

栗があります︒この栗を

があります︒

抹茶を最大限に生かした

使うことにしました︒

展しました︒にっぽんの

事になりました︒全国大

抹茶プリンを作りたいと

創業

御菓子司 上野

獲
得

宮崎県大会は︑和菓子

会までの１ヶ月間︑地元

強く思いました︒

私は︑宮崎菓業青年会
す︒私は︑昨年の

場﹂で有機栽培された抹

うだろうかと思い︑宮崎

にっぽんの宝物ＪＡＰＡＮグラン

14

宮崎市長を表敬訪問

12

にっぽんの宝物ＪＡＰＡＮ準グランプリ

宝物とは︑事業者自身に

屋の強みを生かした﹁和

宮崎の素材を使い宮崎の

実際︑抹茶は光によっ

会長︑御菓子司上野三代
11

上野正貴

宮崎菓業青年会会長・

ます︒

していきたいと思ってい

の良さ素晴らしさを発信

たお菓子作りをし︑宮崎

崎の美味しい素材を使っ

信になり︑これからも宮

獲得したことで大きな自

全国大会準グランプリ

事が出来ました︒

準グランプリを受賞する

いただきスイーツ部門で

査員の皆様に高い評価を

い地産地消をＰＲし︑審

よるプレゼンテーション

菓子屋さんが作る抹茶ぷ

良さ素晴らしさを全国に

て色が劣化してしまうの

日にありました︑にっぽ

抹茶ぷりん

目上野正貴と申します︒

茶を生産されています︒

県産の栗をのせることに

プリで準グランプリを受賞

日に東京でにっ

型商談会です︒まず︑１

りん﹂でスイーツ︑調理

発信したいと考え︑試行

でそれをいかに防ぐのか

色々な話を聞きお茶作り

しました︒宮崎県小林市

月

年のお菓子屋で

分間導入映像があり次

部門で準グランプリを受

錯誤の日々でした︒

の精神と情熱に感銘を受

宮崎県大会以降︑全国

月７

に︑２分間プレゼンテー

賞し︑宮崎県のスイーツ

香川県菓子工業組合・

舗のリニューアルなどと

は木苺の生どら︑３月に

どら銭形

香川県観音寺市粟井町 2401
ＴＥＬ ０８５−２７−６８９５

法事や祝い菓子の注文製

白雪粉

菓子処 坂口屋

方から盛り上がっていく

店舗データ
ションをします︒そして

須木栗
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第

回西日本食品産業創造展では﹁食の未

来のつくり方﹂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︶

先月号から続く︒

販売について

その②

した︒

ようになりま

な﹂とわかる

見ているんだ

気にしながら

いうところを

﹁今日泊まるホテルはど

づき︑家に電話をかけて

えていなかったことに気

日泊まるホテルを全然考

備し︑外に出た時︑その

札幌東急に着いてから準

考えていました︒夕方︑

たことは販売の山を作る

要ですが︑私が思ってい

本来︑先入れ先出しが必

ら︑どんどん売れました︒

ばかりです﹂と説明した

の前で箱を開け﹁今来た

﹁来ました﹂と︑お客様

ながらお待ちください﹂︒

うど春休みに

います︒ちょ

はないかと思

た︒百貨店のバイヤーが

られるのを待ってまし

って準備し︑先輩方が来

が︑朝７時には現場に入

で売っていく︒その中で

元の様に︑先入れ先出し

一旦落ち着いたらまた︑

ますね︒その山ができて︑

るという一番の山ができ

博多ぶらぶら

私が販売の

こやろうか﹂と聞いたこ

﹁博多どんた

来 て︑﹁ 左 衛 門 さ ん は こ

日持ちが短くなった物は

左衛門

ため︑一人で

ことでした︒商品を入荷

く・長崎おく

んな子供を寄こして﹂と

冷蔵庫で冷やしながら︑

した時間帯は︑これを売

とを覚えています︒
時開店です

んち老舗市﹂

いう声が聞こえてきま

一番おいしい状態でお客

百貨店は

北海道に行っ
歳で

というイベン

す︒でも︑私は﹁売れば

様に食べていただく︒﹁こ

たのは

トがありまし

いいんでしょう﹂という

ちらは博多から届いたば

も小さいころです︒初日

田中さんは接客販

た︒行く前は

感じでした︒博多から荷

かりです︒せっかくです

司会

メインの博多

物が届いたという連絡が

からこちらからどうぞ﹂

の朝は﹁いらっしゃいま

ぶらぶら以外の商品を決

あり﹁荷を押してきてく

と︒こういう接客をして

売を小さいころから︑さ

見て次に行こうとする

めさせてもらい︑何を何

ださい﹂とお願いし︑そ

せ﹂が言えなく︑販売台

と︑親父が話し込んでい

日に何個届けるかを決

いるとお客様からも﹁去

れていたそうですね︒

うございました﹂
︑遠く

分も

の間︑お客様に試食して

年も来たから︑ことしも

の下に隠れて言っていま

までいったお客様に﹁ま

した時︑待たせる時︑い

ます︒最初は何で

め︑工場で試食して︑自

い た だ き ま し た︒﹁ 間 も

また来たよ﹂など声がか

田中好治氏︵左衛門代表

ら手伝いをしていまし

たおこしくださいませ﹂

ろいろな時に声の出し方

かけるのかと思っていま

分の感想を持ちました︒

なく博多から作り立ての

かります︒

したが︑夜には﹁いらっ

た︒初めてお金をもらえ

と呼びかけられるように

がある﹂と言われた記憶

したが︑何度も行くうち

飛行機の中では︑これを

物が参りますので︑食べ

いんだ︒今︑あなたは目

取締役︶ 菓子屋に生ま

たのは幼稚園のころで︑

なりました︒最初に声を

があります︒小学生から

に﹁この機械はこういう

どうお客様に伝えようか

様に喜んでもらうことを

の前の仕事から逃げてい

しゃいませ﹂
︑
﹁ありがと

喫茶があったので洗い物

な︑と感じました︒ある

た︒
夜まで一生懸命洗い︑ 大きく出せないとだめだ

を１個１円でしていまし

日︑店の先輩に﹁ただ声

展示会も親に連れていか

物ができるんだな︑こう

も上のレベルでしている

一生懸命しないのか﹂と

る﹂と言われました︒目

れたので︑小さいころか

きます︒私にとっては初
を大きく出すだけじゃだ

れて︑いろいろなところ

﹁うちの娘をどうか﹂な

と﹁わかりました﹂とな

叱られました︒私は﹁で

の前のことを一生懸命に

円いただ

めてのお金なのでありが
めだ︑強弱をつけないと

を見ていました︒展示を

ど︑いろいろなお誘いを

り︑仕事がサッと終わり

も︑今幾ら売れているか

い︑
切らしてもいけない︒ きます︒目の前のことを

商品は余らせてはいけな

千万円売っていました︒

万円から多い時には︑１

た︒店では１日に２００

末に１千万円の在庫でし

われました︒それまで月

在庫管理をするように言

ていましたが︑ある時︑

になり︑一生懸命販売し

屋さんで︑銀座店に配属

は︑東京のせんべい菓子

私が最初に就職したの

売に立たせてもらったの

在庫から全てつながって

かの会社に貸すことがで

た︒その結果︑倉庫をほ

００万円まで減らしまし

と裏の在庫を合わせて４

のうちに何回も行い︑表

イしました︒それを１日

は前のほうにディスプレ

下げ︑一番在庫がある物

れそうになったら後ろに

た︒冬場も半袖で仕事し

とができました︒
商売は︑ 思いました﹂と答えまし

きて︑会社に貢献するこ

ていたら︑お客様からマ

んのイメージが変わると

接客することで︑社長さ

てもらっています︒私が

こでお客様に接客をさせ

社の社長の代わりに︑こ

言われた時﹁私はこの会

ぜこんなに頑張るの﹂と

また︑
現場の人から
﹁な

ました︒

時は﹁大変だからできま

としたら︑その上が来た

レベルで仕事をしている

思います︒皆さんがある

でもできるようになると

ベルを上げていくと︑何

当たり前にする︒そのレ

ます︒当たり前のことを

うことが当たり前になり

楽しんですると︑そうい

に接客しないのか︒お客

があるなら︑何でお客様

に﹁お金を数えている暇

を数えます︒それで親父

らないから︑レジのお金

くらい売っているか分か

目標があると現在︑どれ

０万円売ってくれという

また︑今日は表で２０

す︒

か︑何でそれがわからな

何回転すれば無くなるの

あるから︑今日はこれが

列幾らになるのか︒何列

と思う？︑その商品が１

んなに商品が積んである

親父は﹁なぜ︑ここにこ

次号に続く︒

てもらいました︒

だめだった﹂と勉強させ

それを知らなかった私が

くても他に方法がある︑

﹁そうか︑お金を数えな

い﹂という気持ちでした︒ た︒夜︑寝ながら考えて

そこで売れ筋の商品が切

せん﹂と言います︒いつ

30

食
フラーをいただいたり

終わってから

たかったです︒また︑販
いけない︒お客様がいら

そういう新たな効果が出

受けました︒一生懸命に

ます︒その差が出てきま

して結果を出す︑それが

10

わからないと︑あと幾ら

の未来のつくり方

私に課せられた仕事でし
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売ったらいいかわからな
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一生懸命にしていたら︑

50

令和２年３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972号

全菓連では、全国組合幹部研修会で二木正
人氏（株式会社二木・代表取締役社長）を講
師に迎え「お客様を笑顔に！地方を元気に！

アメ横について
うちは上野のアメ横の
発祥である。もともとお
菓子や食品の卸屋が多い
が、戦後の闇市から始ま
り、甘いものが飛ぶよう
に売れる時代、先代の父
が商売を始めた。当時、
通りにはイモアメ屋が並

シュアンドキャリーで、

卸売は昔ながらのキャッ

されていたので、横流し

り、日本から米軍が派遣

と朝鮮戦争の勃発によ

んでおり、その「アメ」

お客様に店まで買いに来

二木の菓子の独自経営戦略」をテーマに講演
を行いました。

会社の概要
業種・業態＆会
社の歴史

き、
持って帰ってもらう。 舶来品のアメリカの「ア

品が集まっていた。その

メ」と一緒になり、アメ

てもらい、現金でいただ

は、主力商品のことで生
小売はセルフサービス方
横とネーミングされた。

会社の概要だが業種と

菓子を除いた流通菓子、
式で、システム作りと標

その①

にも乗って、安売りをし

人気になり、高度成長期

ながら販売した。それが

いか」と、皆さん勉強し

う仕入れて販売すればい

来ては飲食の街で、外国

常に増えている。ここに

ラッグストアの街で、非

ルフを展開した。今はド

れ、当時はうちも二木ゴ

メーカーの、特に商品開

ないが、菓子業界の大手

多かった。今はそうでも

めアメ横に来られる方も

している。情報を得るた

ているのかを見られてい

が人気なのか、売れ出し

わっていた。どんな商品

い、しょっちゅう見てま

ているのか」というくら

か」とほかの商売にも展

子屋さんの二木さんなの

あることは有利で「お菓

で、連呼が多い。名前が

おうと始まっているの

匠、それから２代目の三

その頃こぶ平の正蔵師

平師匠に継いでもらい、

た後は、一番弟子のこん

た。三平師匠が亡くなっ

林家三平師匠にお願いし

平師匠に引き継いでもら

開しやすい。うちもゴル

フ用品など、いろいろし

った。先代の三平師匠は、

た。

いる。昔、飲食はアメ横

ているが「アメ横の二木

あの落語界でも重責にあ

自己紹介

さんなら信用できる」と

る人だったが、義理堅く

発の方が「また今週も来

アメ横のもう１つの特

に全く無く、幾らでも売

商売が進むことが多い。

人の飲食店が多くなって

徴は、時代の流れやトレ

り上げが乗せられる物販

そういうことで父が社名

腰の低い方で、店に来て

ていた。

ンド、これからどういう

ばかりだった。今、物販

ディスカウントストアを

師匠も今の三平師匠も引

商売がよくなるか、今は

を「にき」にしようと決

くれて、店内を回り、お

事なんだ」と言っていた。 く れ た。「 ア メ 横 で し て

き継いでくれている。三

は昔と比べて買い上げ単

始めた時は、最初は全然

０年生まれの

いるんだから、お金も大

平師匠は年末に１日来て

何がホットなのかをつか

めた。お客様に覚えられ

客様に愛嬌を振りまいて

「ふたつぎ」姓の
出身

わからなくても、卸屋が
り、人がいれば必ずおな

る。私の本名は二木と書

丈夫だろう」と、売れ筋

くれ、応援販売してくれ

私は昭和

が少ない時代は食品の

かが減るので、飲食をし

いて「ふたつぎ」という。

年代からテレビ宣伝を入

の商品を入れてくれたの

る。風が吹く寒い中、１

価が落ちている。アメ横

やすく、わかりやすいの

くださった。それを正蔵

街、甘いものの街で、鮮

て一定の席数があれば、

父母両方とも信州の松本

れ た。「 に き に き に き に

で、名前は重要だと実感

みやすい場所だ。何の街

年、１９５

いろいろなことを教えて

魚の街とも言われた。ア

それだけの売り上げが確

の生まれで、東京に出て

き二木の菓子」という連

にはお客様の数が集ま

がよい。父は「名前は大

メリカ軍の物資も含め、

実に取れる。ただ、飲食

来て商売を始めた。東京

か形容すると、食べもの

歳であ

輸入品の街とも言われた

だとマックスが決まって

時間くらい店頭に立ち

にきといえば、昭和

し、化粧品の街、貴金属

した。

アメ横は、もともと競争

呼式で、その頃そういう

準化を目指し、東京郊外

では「ふたつぎ」と読ん

っている。業態はその商

しまうが。

り自信のないタイプだっ

まった。高校まではあま

では、性格が変わってし

に入って鍛えられた心と

と、大学でフットボール

とバスを降りてしまった。 が、退院したら練習にす

運転手は運転ができない

うたう。うるさいので、

生がずっとマイクで歌を

すな」と言うので、１年

い。上級生が「歌を切ら

でケガを負い入院した

機会に友人が練習後説経

流していた。また、別の

て、友人は涙がぼろぼろ

復しろ」となった。痛く

に何くそというか、１回

尽なことがあっても、逆

次号に続く。

回全国銘菓展を開催
まった。というのは、直

に、自信過剰になってし

い。診断書を持ってきて

人がいて、痛くて歩けな

腱鞘炎になった同期の友

１年生の時、かかとの

就職し、一介のセールス

卒業して一部上場会社に

と思った。そういう人が

はすごい、根性がある」

ぐ出てきたので「こいつ

で第

２日、東京・日本橋三越

氏）では２月

組合（理事長久保田陽彦

全国銘産菓子工業協同

比べて楽しむイートイ

がコラボする「あんこを

マに、各店が和菓子を創

今年は「誕生」をテー

も設けられた。本年も桜

ヒーを楽しむカウンター

た。また、和菓子とコー

コーヒーとアイリッシュ

ぶき」
。グァテマラ産の

写真右は風流堂の「い

を売ってくれる。

属の先輩に鍛えられたお

「腱鞘炎なんです」と言

から社長まで上り詰め

催した。会場では、全国

ウィスキー香るクリーミ

回全国銘菓展を開

また、

作した。
かげで、そこそこのプレ

ったが、先輩が「こんな

た。不条理というか、理

餅コレクションが行わ

日〜３月
ーヤーになれたからだろ

の読めない」といって破

ン」では４種の餡を食べ

ブランドの餡
い。何しろ理不尽で、わ

以前も若い方にお話を

にその名の知れ渡ってい

う。

でルーツ校だ。そういう

けもわからず殴られたり

不尽な世界で、４年間真

トボールに転向した。日

学校なので、理論的にも

き「練習をやれ」となっ

本のアメリカンフットボ

させていただいた時、一

強いが根性論的な鍛え方

ーなリキュールの羊羹。

蹴られたりすることも多

ールの歴史の中では、立

店が販売した。

れ、

かった。

比べるセットが販売され

第

「誕生」
をテーマに

•••••••••••••••••••

たが、大学に入ったら逆

「いらっしゃい」と商品

の街とも言われた。時代

連呼式の宣伝は、若く

が激しい地域だった。同

宣伝はあまりなかった。

や東京近県でチェーンス

でくれる人は、まずいな

してお亡くなりになった

品の集荷や販売、商売方

い。必ず「にき」だった。 何しろ名前を覚えてもら

また、アメ横は、世の

倒れてもまた立ち上がろ

とともに変化し、その後

も 言 え る（ 笑 ）。 そ れ を

うという気になる。そう

うか」
、
「安く売るために

「今日の練習はたるんで

当たり前にやらされてい

いう精神的な下地作りは

業種が多く、切磋琢磨し

いた」といわれ「１年生

ると、社会に出て「これ

あったと思う。

トアとして、多店舗展開

ちゃくちゃなことをやら

は手をつないで、うさぎ

はおかしい」という理不

法の分類のことで、卸売

会社経営も基本的な考

される。例えばバスで夏

往

中の形や景気の流れを表

え方は、フットボールか

期合宿へ行くが、その間

跳びで１００ヤード

はゴルフの街とも言わ

ら得たことが多かった。

に歌を切らせてはいけな

はどういうルートで、ど

私自体が高校の時の性格

ながら「いかに安く売ろ

私個人の履歴で、学生
時代のスポーツと経営の
関わりを話したい。私の
ころはスポ根が華やかな
りし頃で、野球の長嶋さ
んに憧れ、中学・高校は
立教に入り、野球をして
いた。大学にあがる時、
野球では使えないと思っ

10

る名店が販売した。
も強く、上下関係も激し

19

26

二木正人個人の
履歴→学生時代
のスポーツとの
関わりと経営

している。

二木 正人 氏（株式会社二木 代表取締役社長）

と小売を両方している。

ほかに食品関係を取り扱

二木の菓子の独自経営戦略

っ暗な大学生活だったと

74

いぶき

30

69

！
に！

た。痛くて歩けないのに

教大学が最初のスタート

10

74

たので、アメリカンフッ

25

地方を元気に
お客様を笑顔
番受けたが、下級生はめ

二木正人氏
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（９） 令和２年３月15日

先月号より続く︒

８．事業計画はなぜ必要︒伸びている

を優先する︒経営も同じ
である︒
例えば︑ある会社が決
算で８００万円の利益を

たりするが︑２人以上い

あったり個人事業であっ

の事業体がある︒会社で

４００万とも言われる程

日本には３００万とも

営〟ということ︒計画と

経営とは〝計画のある経

一目瞭然である︒考える

倒産件数の統計を見れば

がらなくなった︒破産や

営をしなければ利益が上

０００万円の利益〟が出

に今年度の計画では〝１︐

のであろう︒しかし︑仮

ければきっと良いことな

いことか？経営計画がな

か？赤字ではないから良

良 い こ と か？ 悪 い こ と

会社と衰退している会社の違い！

れば立派な組織である︒
は〝経営計画〟のことで
るはずだったとすると８

出したとする︒これは︑

バブル崩壊以前は︑一
ある︒

その⑦

を得ていた︒しかし︑バ

に日本中がそれなりに富

がりの経済であったため

潤った︒つまり︑右肩上

業員も会社もそれなりに

製品・商品・サービス・

発生したら避けて安全性

画を立てる︒途中︑嵐が

ートを選ぶ︒船も航海計

い場所を避けて安全なル

行計画を立てて天候の悪

飛行機も飛ぶ時は︑飛

⑤必要な物は淘汰され︑

なる︒

０万円多く利益が出たこ

定だったとすれば︑３０

は５００万円の利益の予

と︒仮に今年度の計画で

０万円悪かったというこ

００万円は予定より２０

イザーを常に側に置く︒

とになるが︑これは︑計

生懸命に仕事をすれば従

ブル崩壊以降は考えて経

仕組みそのものを変えな

そもそも経営に計

次に伸びている会社と

画が必要なのか？
今までのビジネスモデ

とは考えられない︒新世

衰退している会社の違い

延長線の収支計画ではな

えで一から考え直す必要

界に向けての経営計画書

とは何か？

いつも行っていること

年間続くこ

けて大きな変化はないだ
がある︒その考え方とし

作成のポイントとして︑

ルが向こう

ろうという考えで︑多く
ては︑

以下の６点が挙げられる︒

く︑起業するのと同じ考

の中小企業経営者はやっ
①２０２０年からの向こ

①徹底して人々の待ち望

を粛々とやる︒将来に向

てきたが︑これからは転
年間は今までにない

世の中の幕開けという前

ービス・仕組みが何かを

んでいる製品・商品・サ

人々の欲しい物を予測し

ド感が違ってくる︒特に

つまり︑計画に対して
て前もって提供すること

画が甘かったということ

多くても少なくても悪い
が要求される︒つまり︑

ビ ジ ネ ス の 世 界 で は︑

のである︒しかし︑そも

先を見たビジネスが必要

になる︒

そも計画がなければ〝単
となる︒

﹁ こ の 人 は︑ こ れ を 欲

に８００万円利益が出
た〟ということで良いか

会社の経営とは︑なか

つきや感では無理であ

測である︒これは︑思い

悪いかの判断がつかない︒ しがっている﹂という予

なか思い通りにはいかな

﹁経営は科学である﹂

る︒理論的なデータに基

で︑数ヶ月先のことくら

と言った人がいるが︑ま

いものである︒一寸先は

いしか分からないのだか

さに２０２０年からの時

づいた予測である︒

ら︑その場面で最善の判

代は︑根拠のない経営で

闇とは良く言ったもの

断をしてきたのである︒

は利益を生み出すことは
できない︒

２０２０年から世界の
動きは全ての面でスピー

れる︒

を信じる気持ちが強い経

②失敗を恐れるより成功

に身近にいる会社

①外部アドバイザーが常

一つのピラミッドを形成

在の中小企業がその内の

数は無数となるので︑現

ミッドが出現する︒その

化され︑それぞれのピラ

その業種︑業態は細分

営者の会社

することは十分に可能で

伸びている会社の特長

③従業員を一丸としてま

ある︒
つまり︑２０２０年以

とめる力がある経営者が
いる会社

降は︑積極的な考え方と

提で︑人々が必要とする

④資金を外部から調達で

る︒人類の歴史の中で２

物︑
欲しい物を予測する︒ 探る︒

①何事にも消極的で率先

０２０年以降は全てが変

②十分な資金を用意する︒ ②粗利益の小さいビジネ

のない会社

に対応しようという意識

④世の中の変化に積極的

らいの会社を長として︑

な中小企業の１００倍く

ことになる︒今の一般的

な会社はその軍門に下る

は益々大きくなり︑小さ

占化される︒大きな会社

ようではないか

者の諸君︑大いに夢を見

で あ る︒〝 中 小 企 業 経 営

て〝経営者の責任〟なの

便ポストが赤いのも︑全

電信柱が高いのも︑郵

である︒

で考える︒

⑤常に﹁お金が無い﹂と

スモデルの会社

⑥自分を指南してくれる

〟

から︑
来期はこのくらい﹂ が中心となり︑日本国内

次号に続く︒

嘆いている経営者の会社

ピラミッド組織が形成さ

信頼できる外部のアドバ

という計画書ではなく︑

ではなく世界がお客様と

これからの企業群は寡

正確な経営計画書次第で

わる︒つまり︑今までの

②働く人が少なくなるか

③従業員が最小になる仕

③従業員の新陳代謝のな

きる能力がある会社

経営の考え方を全部変え

ら︑人を使わないで仕事

組みを作る︒

い会社

して動かない体質の経営

る必要が出てくるかもし

をする仕組みを考える︒

④誰と協業するかを考え

一つのピラミッドの長に

れない︒

③人口が減少するから会

る︒

⑤商品開発力が優れてい

人々が好む物が変わ

社の数も減る︒買う人が

者︑会社

り︑売り方が大きく変わ

減るということを考える︒ ⑤宣伝の方法をデジタル

なれる可能性が大きいの

るということなので︑従

④売り方はネットの世界

10

来の﹁今期はこれだけだ

る会社

衰退している会社の特徴

う

伸びている会社
と衰退している
会社の特徴

欲しい物だけが残る︒

松本 光輝 氏（株式会社事業パートナー代表取締役）

ければならない︒過去の

経営の玉手箱

換期を迎えることにな

10

!!
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第972号

くる。食の安全が求めら

は今後、益々求められて

で、食に対する衛生管理

全に管理するための手法

てから提供するまで、安

ＣＣＰとは食材を仕入れ

から輸入した食品に国産

の事案が相次いだ。中国

だ。産地偽装や不正表示

がす事件が起きたこと

する消費者の信頼を揺る

つの原因として、食に対

ＨＡＣＣＰ義務化の１

その②
えば扉と引き出しの取手

月には、 房が求められている。例

より衛生面に考慮した厨

が異物混入の原因にもな

いくうちに劣化し、それ

るところが多いが使って

繋ぎ目をコーキングしい

マネジメントや予防策を

営していく上で、リスク

以上のように店舗を運

起きていない。

ターネット絡みの事件は

チンにすることで、イン

一つとしてオープンキッ

している。外国人も雇用

チンを採用し客席を確保

短くできるオープンキッ

ために、スタッフ動線を

のお客様へ食べてもらう

ールが半額になる。多く

設けており、餃子と生ビ

ータイムという時間帯を

６時半にはハッピーアワ

タッフ、関係業者、自社

いることは、お客様、ス

草野社長が大事にして

実際見に行き、自分の店

７店舗を回ったそうだ。

夜、一夜のうちに視察で

へ現場確認に行ったその

野社長が初出店する大阪

提供できる。また、エン

料理とドリンクを客席に

返却すると、同じ動線で

けると即採用するそうだ。 タッフは洗浄コーナーへ

舗で使えそうな物を見つ

トランス、
キャッシャー、

になっている。ホールス

でまとまったレイアウト

厨房は無駄がない動線

けているそうだ。

環が生まれるように心が

が充実するなど、良い循

ブ上に掲載したことだ。

カップ焼きそばにゴキブ
はシンプルな形状にして
る。できれば大きな１枚

講じることが非常に大事

しており、多くの店舗で

の４者が喜ぶ正のスパイ

トテロもインターネット

世間で騒がれていたバイ

なったことを示す。先日

食の衛生面がオープンに

ーネットの普及により、

これらの事例はインタ

台が横並び、もしくは背

いるのが分かる。様々な

台が背中合わせに並んで

コールドテーブルや調理

一体物で、天板の下には

センターテーブルは天板

いように加工してある。

排水性と乾燥性も高いた

性を高めることができ、

ることで、作業性や耐久

殊なステンレスで敷設す

テムとは、厨房の床を特

ステンレスフロアシス

紹介したい。有限会社草

次に繁盛している店を

校を卒業後、中国料理店

耕平さんは、調理専門学

代表取締役社長の草野

充実させている。スタッ

タッフのため福利厚生を

ラルだ。接客するのはス

して、即座に案内が可能

ランスへ来たお客様に対

厨房が近いため、エント

写真掲載した。

年

リが混入しているのを購
いる。人が一番触るとこ

物の天板をかぶせたほう

だ。

活躍している。

また、
平成

入者がＴｗｉｔｔｅｒに
ろなので、掃除がしやす

が掃除もしやすい。

繁盛店の紹介「有
限会社草野企画」

絡みで記憶に新しい。店

め、菌の温床を防ぎ非常

た。厨房の動線にもこだ

中合わせだと台と台との

もまた来たくなりリピー

わりを持っており、私も

の料理に何か混入してい

力がある人で引き継いだ

ターになることで売上が

毎年様々な図面を描いて

となっている。図面は何

当時は１店舗だったが、

上がる。売上が上がれば

いるが、こだわりも持っ

フも働きがいが出るとお

店舗を運営している。

店舗を持つほど

当社のような業者に設備

たお客様は成功する人が

で修業され、その後両親

福岡にも５店舗展開して

今では

投資して、さらに働きや

多い。

に衛生的な厨房にできる。 野企画さんである。熊本

つとしてはお客様から見

いる。店舗は古民家風の

大きくされた。探究心と

すくなることでスタッフ

すき間に、ゴミや異物が

可がでないため、溶接し

えるので衛生に対するス

ため雰囲気がよく、価格

行動力を感じた事例があ

がもっと出てくると思う。 れば機械の中をきれいに

ることを喫食者が見て、

インターネットは店舗

て研磨し、天板を一体物

タッフの意識が高くなる

もリーズナブルで学生も

る。当社の営業担当と草

してくれる。チラーとい

度も修正し、それを毎日

を繁盛させる一つの有効

にしているところもあ

ことだ。店舗数の多い某

入りやすい。夕方の５～

を加えたものだ。これ１

長末

う冷やす機械もあるが、

客様に対し良い接客がで

とや、ホテルや百貨店の
この中で興味深いの

な手段になるが、裏を返

る。現在の日本の飲食店

チェーン店では、理由の

紹介することができる。

台でほぼ全ての調理が可

未来は来ると思うが、衛

それにも自動洗浄機能が

の店舗を引き継がれた。

レストランでメニュー表
が、コンビニエンススト

せば閉店に追い込まれる

では、厨房機器の天板の

院施設などを見学したい

店舗の作図や修正など何

生面を考えると大きくな

付いており、最近は自動

県 を 拠 点 に し、『 餃 子 屋

示と異なる食材を料理と
アの従業員がアイスケー

リスクもある。従って、

房メーカーに相談して下

際は、相談して頂ければ

っていくほど掃除ができ

洗浄装置付きの厨房機器

オープンキッチンには

して客に提供したなどの
スに入った写真を、ウェ

好きになることも大事

さい。繁盛店や新しい病

能になる。煮もの、焼き

ないと思う。衛生を考え

が増えてきた。

混入する。ヨーロッパの

事件もあった。

題を解決するためなどの

だ。イチロー選手の引退

回しても、費用は頂いて

もの、揚げもの、工夫次

た時、分解して掃除がで

長末

写真に撮り、ＳＮＳに載

気に伴い、年々輸出額は

バウンドや税制改正など

目的意識を持って見てい

会見を是非見て欲しい。

いないのでどんなことで

第でご飯も炊ける万能の

きる機械はあったらい

あるようで、今後は有用

のように続けて完成し

増えている。海外のＨＡ

で上昇傾向へと変化し

ただきたい。また、セミ

記者会見で「子どもたち

も相談してほしい。

調理機です。

い。スチームコンベクシ

き、それによってお客様

ＣＣＰの動きを見ると、

た。そういう業界のため

ナーでは同じ目的の人た

へのメッセージ」
として、

ＣＣＰに対応できるか。

長末

対応できるスチコ

な機械だと思う。

草野社長は探究心と行動

カナダは１９９２年から

アンテナを張ることが非

ちが集まるので、新たな

イチロー選手は「好きな

食の業界を盛り上げてい

前海

ョンオーブンも大きいの

前海

弐ノ弐』を中心に７業態

既に導入しており、追従

常に大切である。カラー

人脈形成にも繋がる。

ことを早く見つけてほし

きたい。

ンには調理工程を自動記

で、拭くだけで大丈夫な

消毒温度と時間を設定で

メリット、デメリット共

今回は食を創る未来へ

バス効果というそうだ

今後繁盛店を観察する

い。好きなことだと、ど

録して抽出できるものも

らばいいが、小さい汚れ

きるとよい。機具消毒保

ある国では台と台に隙間

の道しるべというテーマ

が、朝の占いで「きょう

際、繁盛している理由を

んな壁があっても立ち向

長末光正氏（コーディネ

ある。消毒保管庫という

が衛生上危険なことにつ

管庫だと設定が可能で運

せると、それだけでその

で話をした。未来を予測

のラッキーカラーは赤で

十分観察し、いいところ

かっていける。その仕事

ーター・福岡市菓子協同

機械も、よく病院に入れ

ながらないか。

転記録も確認できるた

にあるが、メリットの一

するためには、食に対し

す」と言われると自然に

は真似すると良い。アッ

が自分にとって向き不向

組合監事） スチームコ

ているが、温度や時間な

前海

め、活用している施設は

があるところは、営業許

て常にアンテナを張り、

赤いものが目に入る。少

プルの創業者であるステ

きではなく、その仕事が

ンベクションオーブンに

どの運転記録が抽出でき

ションオーブンには、自

動的な業界である。少子

飲食の業界は敏感で流

に今回のような展示会や

ナを張って、それを前提

んで真似すると良いと思

明だ。

高齢化で市場が小さくな

質疑応答

スチコンは、ＨＡ

スチームコンベク

機械が導入される

いち早くトレンドを知る

し意識するだけで、それ

ィーブ・ジョブスは盗作

好きかどうかで判断して

ついて、教えてほしい。

る。また冷蔵庫も同じ様

多い。

食に関してアン
テナを張る

ことが大切だ。これから

がおのずと頭に入ってく

の天才と言われていた。

ほしい」と話していた。

コンベクションは

動洗浄装置が付いている

う。

是非、皆さんと一緒に

どういうロボットや委託

るそうだ。しっかりと食

ぜひ皆さんも色々な所へ

自分が本当に心から好き

前海

なことができ、今後は温
セミナーに参加すると良

最後に我々のような厨

消毒に関しては、

オゾン発生洗浄も

業者が出てくるかも不透

に関して意識し、アンテ

足を運んで良いとこは盗

になれるような仕事を見

オーブン内で風を循環さ

り、外食産業は下降傾向

また、仕事を楽しんで
いと思う。展示会では課

つけて下さい。

物もある。それを利用す

店舗は死活問題に陥る。

12

第 回西日本食品産業創造展では、前海光治
氏（タニコー㈱熊本営業所・設計係長）を講師

日本も世界基準に合わせ

る。こうした動きの中、

して各国が導入してい

に迎え「食を創る未来への道しるべ」をテーマ
に講演会を行いました。
先月号より続く。

問われる食の安全
いよいよＨＡＣＣＰが

れ出したのは日本食のグ
のものを混ぜて、熊本県

る必要がある。

ローバル化が一つの原因
産や鹿児島県産にしたこ

義務化施行される。ＨＡ

だ。海外では日本食の人

26

度を計測できる厨房機器

前海 光治 氏（タニコー㈱熊本営業所・設計係長）

せるが、それにスチーム

食を創る未来への道しるべ

29

と言われていたが、イン

18

18
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パン講習
日本菓子専門学校

教師

【基礎編】
千葉 良一

直焼きもっちりチーズ

生地温度：
る。

℃まで下げ

％

生地寝かし：一晩冷蔵庫
で休ませる。
（本捏）
強力粉………………
パン酵母（生）……３％

生地温度：
発酵：

分（

℃

上火２３０℃
約

分～

し、行き来する者の目を
和ませてくれます。そん
な最高のロケーションの

％） 下火２１０℃
直焼き・蒸気をいれる
中に近鉄大阪線河内山本

℃

特徴：湯種を使いもっち
駅があり、その駅前に創

分割：２３０ｇ

りとした食感とほんのり
業

分

成形：生地を棒状にし麺
甘い生地にサイの目チー

が今日もたくさんのお客

ーズ

ベンチタイム：

棒で伸ばし、サイの目チ
ズをたっぷり巻き込みま

さんを笑顔に変えていま

分（

年の「御菓子司亀屋」

ｇをのせ巻き上げ
した。直火で焼くことで

る。

％
生地改良剤（イーストフ

熱湯…………………
ホイロ：

℃
す。

ード）…………０・１％

食感が楽しめます。

ラムはもっちりと２つの

クラストはサクサク、ク

ミキシング：２速２分～
砂糖…………………

％）

※必ず熱湯で仕込む事。
焼成：３本カットを入れ

％

→
２速

店主の安田浩樹さんは
２ 代 目 店 主。 Ｂ′ ｚ が 好
きで本年度は大阪府生菓

な考え方があり、それを

産だと本当に楽しそうに

人脈や経験は何よりの財

むことで克服されまし

は風味豊かなよもぎ団子

まとめるには強力なリー

語って頂けました。

動もされています。同業

７年ほど前に全面リニ

にくちどけの良いこしあ

ダーシップが求められま

赤飯」も人気売れ筋商品

店を繁盛させています。

ューアルをし、歴史を思

んを覆ったもの。まん丸

す。安田さんはその力も

地で夫婦仲睦まじく和菓

初代店主は実はその奥様

わせながらも現在風に改

のお団子を串にさしてる

さることながらスピーチ

顔が最高に可愛らしい奥

のお父さん。一般企業の

装しました。間口の広さ

様 は ま さ に 玉 に 串。「 玉

た。そして、そこで得た

営業をしていた安田さん

を利用し開放感あふれる

他社で集まった会は様々

歳

の一つです。玉串だんご

ります。春先には川沿い

が跡取りになる為に

御菓子司

行して走る府道

まさしく桜の花道に変貌

号線は

亀 屋

大阪府八尾市。中河内

の桜が一斉に目覚め、並

地域に位置する人口

人の同市の中央には桜の
名所で有名な玉串川があ

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。

話 ０３－３４００－８９０１
電

ＦＡＸ ０３－３４０７－５４８６

数年この

の時に亀屋に入りまし

激され、吸い込まれるよ

ての団子を見て五感を刺

味しそうな匂いと焼き立

ます。お客さんはその美

店先で実演販売をしてい

言われるみたらし団子は

しています。一番人気と

店構えは町と一体感を出

く、自分のできる商品を

に増やしていくのではな

す。アイテムをいたずら

の和菓子が店頭に並びま

が杵で搗かれ、出来立て

が並ぶ工房では毎日お餅

胴搗き（餅つき機）３台

大阪らしい一品ですね。

串川」に掛けています。

そうです。でも経験を積

前で話すなど苦手だった

いました。ご本人曰く人

に良いスピーチをされて

笑いあり感動ありの非常

ピーチは等身大ながらも

あったのですが、そのス

クラブ員の結婚披露宴が

も面白い。昨年ある青年

全菓連青年部部長・松

ね。理想の和菓子店です。

満たされている証拠です

の幸せやお店の充実さが

っしゃる安田さん。家族

心のストレスは無いとお

はある時はあるけれど、

べて、体力的なストレス

た。それから

うにお店に入ってきま

納得いく形で提供し、お

みたらしだんご

田明

す。安田さんがみたらし

対外的な活動も多く、

客さんに喜んで欲しいと

客をする。そして何より

前述した青年クラブの幹

団子を焼きタレにつけて

美味しい。この体験をし

事長を始め、八尾市の和

いう安田さんの想いが込

た人は間違いなくリピー

め、一般向けにも和菓子

菓子屋さんが集まる八尾

文頭に登場した玉串

講習会を開くなど和菓子

ターになってしまうこと

川。それにちなんだ「玉

の伝統を後世に繋げる活

菓子協会でも代表を務

串だんご」と定番の「お

でしょう。

お客様に渡す。その横で

サラリーマン時代に比
万

子屋を営んでいます。

店舗データ

〈代表者〉安田浩樹
〈住 所〉〒 581-0013
大阪府八尾市山本町南 １−２−14
〈電 話〉072-998-5058
〈創 業〉昭和 45 年
〈問い合わせ〉安田浩樹

様がとなりで寄り添い、

湯種…………………全量

水……………………
【仕上げ材料】
サイの目チーズ・エダム
チーズ
【工程】

２速４分

ミ キ シ ン グ（ 本 捏 ）
：１
速３分
１速２分

御菓子司亀屋

められています。

28

奥様が朗らかな笑顔で接

20

バター
６分

出来立ての和菓子が並ぶ

務めています。そして笑

食塩…………………２％

50

••••••••••••••••••• 子青年クラブの幹事長を

て焼成。

36

生クリーム…………５％

％

26

バター………………５％

80

15
15

【配合】

％

28

20

40

50

80
10
40

（湯種）
強力粉………………

80

55

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

20

80
26

25
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