組合員に対し、行うこと
の規格等

は、特に厳しい状況にあ

今回の緊急経済対策で

収入が前年同月比

業者、個人事業主（事業

る中堅・中小・小規模事

％以

る中小・小規模事業者等

の特例、事業継続や雇用

需要を緩和する税制措置

創設のほか、当面の資金

持続化給付金（仮称）の

への事業継続支援を行う

減少額を給付する「持続

前年度の事業収入からの

１００万円の範囲内で、

万円、個人事業主は上限

・中小企業は上限２００

上減少）に対して、中堅

日㈪

正午まで、都道府県菓子

維持についても、各種の

化 給 付 金（ 仮 称 ）」 が 創

〇受付締切・４月

工業組合へ申し込む。

新たな対策を講じてい

っては、申請者の事務負

この申請手続きに当た

設される。

◎緊急経済対策に
ついて

にも関係すると思われる

る。ここでは、菓子業界

日㈪正午まで受付

新型コロナウイルス感染症への対応について
不織布マスクを斡旋 ４月

マスクはこれまでに都

主な内容を紹介する。

を原則とするなど、可能

政府は４月７日に新型

コロナウイルス感染症に ◎ 雇 用 の 維 持 と 事
業の継続

な限り簡便な手続とし、

とした。

ついて７都府県を対象と

◆持続化給付金（仮称）

申請から給付までの期間

道府県菓子工業組合を通

㎜

した緊急事態宣言を行う

の創設

厳しい経営環境にある

し、民間金融機関でも実

団体の制度融資を活用

を極力短くすることとし

対策を閣議決定した。

充や生産指標の支給要件

働者も対象とする等の拡

め、特に厳しい状況にあ

帯や、②新型コロナウイ

課税水準となる低所得世

すと個人住民税均等割非

ている。

Ｊ）及び商工組合中央金

％

への事業継続支援のた

庫の危機対応融資等を活

緩和（対前年同月比

下へ）を行う。

し、かつ年間ベースに引

て大幅に減少（半減以上）

ルス感染症発生前に比べ

◆生活に困っている世帯

以上低下から５％以上低

は、迅速かつ柔軟な既往

き直すと個人住民税均等

や個人への支援

割非課税水準の２倍以下

措置の更なる拡大によ

雇用調整助成金の特例

世帯に対して、生活維持

少し、生活に困っている

休業等により収入が減

況を証する書類等を付し

給付に当たり、収入状

となる世帯等を対象とし

り、助成率を緊急対応期

のために必要な資金を迅

て市町村に申請を行うこ

（仮称）

間（令和２年４～６月）

速に交付する新しい給付

（大企業は４分の３）と

分の９

雇等を行わない場合に

２）に引き上げ、更に解

発生前に比べて減少し、

型コロナウイルス感染症

月の任意の月）が、①新

月間収入（本年２月～６

具体的には、世帯主の

整備を行う。

ン申請受付等のシステム

る。あわせて、オンライ

な限り簡便な手続とす

務負担を考慮して、可能

は、中小企業は

するほか、雇用保険被保

かつ年間ベースに引き直

（次ページに続く。）
険者でない非正規雇用労

ととなるが、申請者の事

の給付を行う。

万円

において、中小企業は５

金制度を創設する。

て、１世帯当たり

分の４（大企業は３分の

◆雇用の維持

資の実施等が要請される。 ○ 生 活 支 援 臨 時 給 付 金

債務の条件変更や新規融

民間金融機関に対して

われる。

用し、資金繰り支援が行

５兆円）に上る緊急経済

担を考慮して、電子申請

連休頃の見込みであり、
〇規格：３層構造使い捨

ともに、事業規模１０８

㎜×１７５

の募集で約１５０万枚の
数量は用意しているが注
てサージカルマスク、Ｂ

〇サイズ：

注文を受けており、これ
文数が多くなった場合は

到着は、３次募集分も

らの到着は連休頃になる
ＦＥ（細菌濾過効率）

入国制限措置など、新型

中小事業者等に対して、

質無利子・無担保の融資

日付け

中小・小規模事業者等

１組合員当たりの数量を
％

借り換えが可能となる。

コロナウイルスの感染拡

令和３年度課税の１年分

を受けることができる制

個人事業主や売上が急

る（なお、４月

・

見込みとなっている。
制限する可能性がある。

る償却資産及び事業用家

また、融資窓口を拡充

大防止のための措置に起

に限り、償却資産及び事

度が創設される。また、

減した中小・小規模事業

でセーフティーネット

10

枚入

◆税制措置
屋に係る固定資産税及び

因して収入に相当の減少

業用家屋に係る固定資産

このためのセーフティネ

猶予する特例を設ける。

者等に対する、利子補給

号保証の対象にビスケッ

兆円（うち財政支出

今回、追加のマスクを
〇一箱

○納税の猶予制度の特例

があった事業者の国税・

税及び都市計画税の負担

する観点から、地方公共

都市計画税の軽減措置

地方税及び社会保険料に

を２分の１又は０とする。 ット保証・危機関連保証

○欠損金の繰戻しによる

を組み合わせた実質無利

ト・干菓子製造業と米菓

30

イベントの自粛要請や

ついて、無担保かつ延滞

◆資金繰り対策

還付の特例

子・無担保の融資につい

製造業も加えられ、菓子

の保証料の減免と十分な

税なしで１年間、納付を

以下の企業に生じた欠損

て、十分な規模の融資枠

関係の製造業、小売業が

規模の保証枠が確保され

金について、欠損金の繰

を確保と手続きの迅速化

全て対象となった）
。
中堅・大企業向けにも

億円

戻しによる法人税等の還

や日本政策金融公庫等の
既往債務について、実質

資本金１億円超

付制度の適用を可能とす
る。

日本政策投資銀行（ＤＢ

39

95

無利子・無担保融資への

5

じて、１次、２次の２回

50

（参考）斡旋するマスク

95

発注し、第３次の募集を

〇原産国 中
:国

受け、独自にマスクを入手し、組合員への斡旋を行っている。

ている。このような中で全菓連では、農林水産省から輸入業者の紹介を

下マスク）の需要が急増し、一般の小売店では入手しづらい状況となっ

新型コロナウイルス感染症の流行により、全国的に不織布マスク（以

20
50

○中小事業者等が所有す

10
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（１） 令和２年４月15日

︵１面より続く︶

新型コロナウイルス感染症への対応について

方々等に対して︑国民健

定程度収入が下がった

感染症の影響により一

万円を３ヶ月間貸し付け

上世帯の場合は最大

総合支援資金で︑二人以

生活に困っている世帯や個人への支援
○子育て世帯への臨時特
別給付金
子育て世帯に関して

○緊急小口資金等の特例

険料の免除等を行う︒

住民税非課税世帯の償還

還時に所得の減少が続く

万円︶するとともに︑償

る こ と で 対 応︵ 合 計

を受給する世帯に対し︑

万円までの償還

は︑
児童手当︵本則給付︶ 康保険︑国民年金等の保

その対象児童一人あたり
︵最大
を 免 除 で き る︒
︶を継続

１万円を上乗せする臨時
免除可能な融資︶
的に実施する観点から必

対 象 に︑ Ｇ ｏ Ｔ ｏ キ ャ

ターテインメント事業を

飲食業︑イベント・エン

を被った観光・運輸業︑

り︑売上等に甚大な打撃

ルス感染症の影響によ

今回の新型コロナウイ

支援

ンメント事業等に対する

津々浦々から本事業に参

務 局 を 設 置 の 上︑ 全 国

ペーン全体で統一的な事

与する︒その際︑キャン

ント・クーポン券等を付

費者に対し︑割引・ポイ

のチケットを購入した消

・エンターテインメント

入した消費者︑イベント

時 交 付 金︵ 仮 称 ︶﹂ を 創

ス感染症対応地方創生臨

う︑﹁ 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル

な事業を実施できるよ

応じてきめ細やかに必要

公共団体が地域の実情に

収束後においても︑地方

に加えて︑感染症の拡大

域経済・住民生活の支援

感染症拡大の防止︑地

となった東京オリンピッ

さらに︑１年後に延期

民を挙げて取り組む︒

やマーケティング等に官

を推進︑正確な情報発信

活に向け︑受入環境整備

たインバウンド需要の復

染症の影響により急減し

新型コロナウイルス感

保等により︑多方面から

該地域の雇用の維持・確

ーケーションの推進と当

魅力を活かした誘客・ワ

に︑国立公園等の自然の

支援策を講ずるととも

大会のホストタウンへの

ク・パラリンピック競技

乃︑相田未夢

門学校えぷろん・笠原綾

▽にいがた食育・保育専

愛美

学校・海川ひかる︑坂爪

▽松本調理師製菓師専門

校・渡邉陽菜子

▽国際フード製菓専門学

▽山口調理製菓専門学校

薫︑前原史奈

▽広島製菓専門学校・岸

校・加藤弥実︑渋谷青伽

▽酉日本調理製菓専門学

・春名絢

▽日本調理製菓専門学校

学校・田中愛結

等において賑わいを回復

・謝晨晨

▽経専調理製菓専門学校



支援する︒

地域の再活性化を強力に

▽中央調理製菓専門学校

美

・齋藤妃夏莉︑廣瀬智亜

▽金沢製菓調理専門学校

ジ・木戸菜々夏

▽北陸食育フードカレッ

▽平岡調理・製菓専門学

・大賀廉士︑古賀郁実

▽中村調理製菓専門学校

・池田拓眞︑行天あすか

▽愛媛調理製菓専門学校

・吉岡詩乃

模範学生に理事長賞

▽札幌ベルエポック製菓

設する︒

ンペーン︵仮称︶として︑ 加 す る 事 業 者 を 募 集 す

症の拡大が収束した後の

するためのイベント開催

る︒また︑全国の商店街

一定期間に限定して︑官

等のキャンペーン実施を

新型コロナウイルス感染

民一体型の消費喚起キャ

▽北九州調理製菓専門学

収入の減少により生活

▽東海調理製菓専門学校

校・三橋菫

る︒これらの給付金につ

・大久保誠也

▽西九州大学佐賀調理製

○国民健康保険料︑介護

決勝戦は実技審査・プ

同︶

○審査員︵敬称略︑順不

和菓子甲子園のページに

報館で検索︶内の︑全国

会ＨＰ︵お菓子何でも情

▽東日本製菓技術専門学

・渡辺磨里奈

▽日本調理技術専門学校

・村上里瀬

▽宮城調理製菓専門学校

越麻衣︑齊藤亜美

吉原真美

製菓専門学校・小森香苗︑ 渉

▽名古屋ユマニテク調理

・大道純貴︑淺井陽香

▽国際製菓技術専門学校

安藤百花︑森崎仁美

子学園・小松秀子︑茂野

▽職業訓練法人東京都菓

ＡＭＡＴＳＵ

カデミー・ＡＩ

細川虹太郎

なげる︒
募集に関しては︑

レゼンテーションを行

梶山浩司︵全国菓子研

問い合わせフォームがあ

校・西川亜美︑窪田彩乃

名は次の通り︒︵敬称略︑ ▽宮島学園北海道製菓専

▽浜松調理菓子専門学校

菓専門学校・伊藤藍㮈

全国和菓子甲子園は︑

調理専門学校・菅原萌香︑ 静岡校・小野田有紗

支援する︒この際︑民間
日本菓子教育センター

門学校・村上椋也

・扇薗さくら︑平野智愛

▽今村学園ライセンスア

日本菓子教育センター

ンペーンを実施する︒具

企業や自治体︑商店街等

では加盟校より推薦を受

順不同︶

▽北日本ハイテクニカル

▽名古屋製菓専門学校・

要な予算を確保する︒
体的には︑キャンペーン

と連携し︑官民一体でわ

けた卒業生の模範となる

▽光塩学園調理製菓専門

クッキングカレッジ・舩

に困窮されている方に対

期間中の旅行商品を購入

かりやすく周知するため

優秀な学生に対して︑同

学校・末下遼馬

いて︑所得税及び個人住

した消費者や飲食店を予

の広報を実施する︒

センター理事長賞を贈っ

日本全国の高校約４千３

う︒実技審査の制限時間

究 団 体 連 合 会 会 長 ︶︑ 金

る︒また︑応募用紙のフ

▽埼玉ベルエポック製菓

校・笠原毬花︑町田薫

▽ユマニテク調理製菓専

・杉原明菜

▽伊勢調理製菓専門学校

・小宮山美恵︑山梨雄基

▽京都府菓子技術専門校

・藤貴之︑南谷隆之

▽愛知県菓子技術専門校

ＷＡＫ

百校と都道府県菓子工業

分で︑応募し

た︒受賞者の学校名︑氏

◆観光・運輸業︑飲食業︑ 約・来店した消費者︑飲

◆地域経済の活性化

等を講ずる︒

食店で使える食事券を購

万円を貸し付

け︑なお︑収入の減少が
イベント・エンターテイ

日に辻製菓専門学校で決勝戦

は１時間

澤賢吾︵辻製菓専門学校

ォーマットもこちらから

調理専門学校・齊藤由華
３分︶
と試食審査を行い︑ 部長︶他

ーを送付した︒

個作っても

教 授 ︶︑ 松 田 明︵ 全 国 菓

ダウンロードする︒
とした︒テーマに沿って

入賞者を決定する︒

たお菓子を

らう︒実技審査終了後︑

子工業組合連合会青年部

自由な発想で和菓子を創

ダル︑副賞︵商品券５万

とされる作品︒賞状︑メ

▽ 応 募 締 切・ ６ 月

たい︒

ご案内頂くようお願いし

関係者で興味がある方に

ては︑お知り合いの高校

組合員様におかれまし

金賢永

▽東京製菓学校・金建東︑ 美

摘︑仲山晴香

調理専門学校・佐々木菜

▽東京ベルエポック製菓

門学校・米本梅葉︑関奏

▽京都製菓製パン技術専

門学校・北村真優

▽兵庫県洋菓子技術専門

校・佐藤葵︑小林昂介

▽大阪府洋菓子技術専門

審査方法は予選と決勝

り︒

準優勝・２組

優勝・１組

▽賞

○審査基準

円︶

その他の詳細は次の通

戦の二段階で実施し︑ブ

①製品力 ﹁味の良さ﹂

作・表現してもらう︒

ロック地区予選︵ブロッ

②技術力 ﹁作品の見た

される作品︒賞状︑メダ

感染症対策の状況によっ

▽５月末日の段階で︑国

︵火︶必着︒

林桜

▽赤堀製菓専門学校・小

・甲斐夏美

▽武蔵野調理師専門学校

嶋優帆︑許世閎

▽日本菓子専門学校・宮

本華︑栗林菫

▽神戸製菓専門学校・河

岡田尚史

夏

学校・藤田千鈴︑竹内涼

▽辻学園調理・製菓専門

▽鹿児島城西高等学校・

木由里︑狩生琴音

調理専門学校・田花友美︑ ▽日章学園高等学校・黒

▽大阪キャリナリー製菓

佐多桃果︑松浦一蕗

華︑永末優華

▽飯塚高等学校・近藤愛

花︑寺村なつき

▽綾羽高等学校・高田桃

優秀と

審査委

ては︑当大会を延期また

▽専門学校二葉製菓学校

員が選ぶ優秀作品

特別賞・数組

賞

は中止をする︒詳細はＨ

▽神戸国際調理製菓専門

Ｐに掲載する︒

・上嶋司︑森田百香

校・太田健︑小笠原愛

クの所属県は全菓連と同

目﹂
﹁ 作 業 態 度 な ど︵ 衛

ル︑副賞︵商品券３万円︶ 内の新型コロナウイルス
業効率性﹂
③ ネ ー ミ ン グ・ 企 画 力

日 ﹁興味を引く作品名など﹂ ▽問合先

日

様︶では応募の中から各

生的で丁寧な作業︶﹂﹁作

ブロック２チーム︑計
チームが決勝戦出場︑予

を︑２０２０年７月

最も優秀

今年のテーマは
﹁青春﹂ プレゼンテーション︵約

おいて決勝戦が行われる︒ に応募のお願いとポスタ

トはブロック地区予選を

全国の高校生を対象にし

集している︒同コンテス

行い全国６ブロックか

た和菓子作りのコンテス
回目を迎
える︒本イベントは︑高

トで︑今年で

チームを選び︑

ら︑計
日に辻製菓専門学

校︵大阪市阿倍野区︶に

組合︑青年部各代表者等


を担う青年の育成にもつ 頃にＨＰ上に掲載する︒ ④プレゼンテーション
全国菓子工業組合連合

８月

全国菓子工業組合連合
会青年部︵部長・松田明
氏︶では︑昨年に引き続
き全国和菓子甲子園を開

18

催することになり︑
現在︑ ８月
全国の高校に出場者を募

校生にお菓子を作る喜び
と感動を得てもらうこと
により︑若年層の和菓子
離れの歯止めと︑和菓子
文化の発展・継承︑ひい
ては菓子業界全体の活性
化を目的としている︒ま

45

10

戦 出 場 学 校 名 と 作 品 名 ﹁作品の独創性や発想力﹂ 状︑メダル

た︑
全菓連青年部会員に︑ 選結果については︑決勝
会への参加の意義と活力
を創出し︑今後の全菓連

20

16

11

11

募集ポスター

12

第 回 全国和菓子甲子園を開催

で最大

保険料︑国民年金保険料
続く場合等には︑さらに

民税を非課税とする措置

20
80

等の減免

する緊急小口資金等の特 ◎ 次 の 段 階 と し て
例︵まず︑緊急小口資金 の 官 民 を 挙 げ た 経
済活動の回復

特別の給付金を支給す

80
20

12
18

全菓連青年部

令和２年４月15日 （２）
（毎月 15 日発行）

聞
新
業
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全菓連では︑全国組合幹部研修会で吉田圭

良氏︵リライズコンサルティング株式会社コ

ンサルタント︶を講師に迎え﹁ＳＮＳやＷＥ

Ｂ販売への対応について﹂をテーマに講演を

行いました︒

に対して供給量が上回
り︑顧客離れを防ぐため
の１対１の接客力・個別
対応力が求められるタイ
ミングだからだ︒顧客１
人当たりの購入金額には
どうしても限りがあるた
め︑営業効率は上がりに
くい︒一方で食品ネット
ショップ市場は需要が拡

ＯＥＭ︑卸︑ネットショ

小売業のＡ社社長より経

先日とある洋菓子製造

ほとんどの商売はライフ

容は︑
﹁百貨店や実店舗︑ きだ︒ここで挙げられた

営相談を受けた︒相談内

サイクル曲線で表される

ットショップに注力すべ

合答えは明白である︒ネ

加しているが︑多くの場

力で大きな成果を生むか

ビジネスはいかに小さな

営業効率が非常に良い︒

数が増加しているため︑

それを欲しがる消費者の

ある商品やサービスは︑

る商売である︒成長期に

ＷＥＢ販売以外に活路はあるか？

ップといろいろなチャネ
ところの安定期にあたる

大している成長期にあた

ルを持っているが︑今後
が勝負であるため︑この
成長市場への適応が欠か

商売であり︑ここで幾ら
頑張ったとしても大きな
せない︒さらにネットシ

はどこに注力していくべ
きか﹂というもの︒こう
発展は見込めない︒需要

その①

ョップ市場は成長期にあ

吉田 圭良 氏（リライズコンサルティング株式会社・コンサルタント）

コンテ
スト

で︑しかもローコストで

圏に対して少ない人員

たるだけでなく︑全国商

柔軟に行わなければなら

れる成長市場への適応を

ない資源で業績を上げら

ない小さな企業ほど︑少

ばそんな好立地に事業拠

食品製造業に限って言え

きれば可能性はあるが︑

いエリアに絞って展開で

避けて通れないチャネル

ならばネットショップは

後も経営を持続させたい

関連事業者にとって︑今

するかという観点から︑

では︑どのように実行

行すべきだ︒

かのみを考え︑早々に実

より大きなものにするた

ないための対応と成功を

の対応について︑失敗し

い︒まずはＷＥＢ販売へ

する︒

参入できるという特徴が

の対応について﹂という

めの対応に分けてお伝え

いかという議論ではな

﹁ＳＮＳやＷＥＢ販売へ
の数％に過ぎない︒

なのだ︒実行するかしな

食品業界の企業が参入

テーマに則り話を進めた

結局︑ほとんどの食品

く︑どのように実行する

点を構えているのはほん

している企業にとっても

を検討したい成長期の商

ない︒

ビジネスチャンスの宝庫

売が他に２つある︒輸出

あり︑人手不足が深刻化

である︒

で用意したオーブンは︑

取県へ避難した︒避難先

見ると︑勉強への意欲も

お菓子を焼いている母を

になった今︑夜遅くまで

全日本菓子協会では令
小中学校それぞれから１

れ︑厳選な審査の結果︑

ります︒おかしはけんか

でけんかをすることがあ

いもうととおかしの数

福島県中学校三年

規模﹂なのである︒この

と宅配だ︒しかし輸出は

出来たてのお菓子を目の

アップルパイ一台を焼く

大きく変わる︒ただ︑あ

和元年度菓子需要喚起対
作品ずつ最優秀賞が選ば

のたねになります︒でも

縮小という経営課題を解

安定期か成長期かの違

前にした時の顔︑ほおば

のにぴったりな小さなも

まり遅くまで母がキッチ

策として︑全国の小中学
れた︒併せて小中学校そ

事を忘れて小さな地元商
リスクも大きい︒新型コ

る時の顔︑食べた感想を

のだった︒鳥取県の土地

ンに立っていると︑私の

生を対象とした﹁お菓子

ごめんねのことばとおか

決するビジネスモデルで

いがどの程度業績に影響

中小企業には︑全国に及

し穴を避けるポイントは

話す時の顔︑一つ一つの

勘がない母は︑避難した

勉強時間も自ずと長くな

作品ずつ優秀賞

﹁そろそろ焼きあがっ

れぞれ

圏で行ってきた事と同じ
ロナウイルスの影響によ

この﹁ネットショップ

ぶ強大な敵に真っ向から

場なら当然誰もが目指し

２つ︒﹁早くやる﹂か﹁市

顔に楽しみがあるとい

ばかりの頃︑仕事が休み

るので︑少々休んでもら

たかな﹂
︒

あり︑しかも貯蓄の少な

を与えるのかという事に

る輸出鈍化などは典型例

は全国商圏である﹂とい

挑めるほど経営資源はな

のか？

たがる︒だから﹁客の数

場をずらす﹂か︑だ︒

う︒母のアップルパイの

になるとアップルパイを

いたいのも本音だ︒

しを半分こしてあげると

ことをしようとすると︑

ついては︑大手百貨店と

だ︒ひとつのチャネルと

期比で約２・７倍である︒ う点に１つ目の落とし穴

い︒中小企業がこの落と

前述した様にネットシ

が全国規模﹂であると同

に︑母はアップルパイを

中には︑ふかした甘いさ

焼いた︒その時は︑ただ

母のアップルパイは︑

も選ばれ︑作品集が発刊

い中小企業でも参入しや

インターネットモールの

して持つにはリターンも

株式会社帝国データバ

がある︒そんなに良い市

ップが倒産したと発表し

ョップ事業は︑人口減少

時 に︑﹁ 競 合 の 数 も 全 国

大震災が起き︑私は母と

焼き続けている︒受験生

つまいもと︑ほんのり酸

嬉しかっただけだった

私の人生に常にある安心

された︒

負けるのは当然である︒

決算を比較してみても明

大きいので良いが︑資源

ンクは︑２０１８年４月

なぜこうなってしまった

た︒１年間の倒産件数と

による労働力不足や商圏

ろんなたねになるおかし

妹の三人で遠く離れた鳥

部屋までアップルパイ

っぱさの残ったりんごの

が︑それは私達を喜ばせ

できる味だ︒どんなに辛

最優秀賞は次の通り︒

すいものである︒

らかだろう︒老舗百貨店

を分散させにくい零細企

〜２０１９年３月の間

食品ネットショップを失敗に導
く３つの落とし穴
２ ０ １ ９ 年︑ ネ ッ ト シ ョ ッ プ の
倒産件数は過去最高を記録

の経営者の経営能力が︑

業は避けるべきだろう︒

に︑
足元商圏の縮小には抗う

年の調査対象

しは元気のたねにもなり

が大好きです︒

すぐになかなおりするこ

の焼きあがった香りが漂

フィリングが入ってい

る為だけでなく︑慣れな

いことがあっても︑アッ

とわたし﹂作文コンテス
トを行った︒
同コンテストには２万
９６０６作品が応募さ

小学生の部

てえがおになります︒ぼ

食べます︒みんなえがお

べる時の私の顔を見るこ

期間で最も多く︑前年同

新鋭のインターネットモ

また宅配は結局のところ
っているというわけでは

事が出来ない︒東京や福

しては約

件ものネットショ

ールの経営者と比べて劣

ない︒時流が変わってい

岡のような人口密度の高

がんばることができま

ます︒ぼくは︑そんない

とができて︑なかよしの

ってくると︑追い込みの

て︑他のどんなアップル

い土地での避難生活の不

プルパイを食べると︑悩

くのにがてなおかたづけ

になって︑おじいちゃん

﹁おかしはいろんなたね﹂

もおわるとおかしが食べ

大阪府小学校二年

おかしはいろんなはな

次号に続く︒
るだけだ︒経営資源が少

す︒おかしは︑ぼくにや

たねにもなります︒

テスト勉強にも︑熱が入

パイよりもおいしい︒母

安を和らげようとしてく

みも自然と小さくなる︒

るきの花もさかせてくれ

びょういんにいるおじ

る︒母は︑テスト前によ

が焼くアップルパイの味

れていたのだった︒その

母が作るアップルパイ

ます︒

ばん多くさくのはえがお

いちゃんのところに行く

くアップルパイなどのお

は変わらないはずだが︑

後も︑テスト前や文化祭

は︑この先も私の心の支

中学生の部

の花です︒おかしのこと

ときもおかしをもってい

菓子を作ってくれる︒母

私の中では︑その時々の

前の準備期間など︑私の

﹁アップルパイは応援の味﹂

を考えるとうれしくなっ

ってみんなでいっしょに

の楽しみは︑お菓子を食

思い出がある︒

えとなってくれるだろう︒

と︒
一口に顔といっても︑

私が六歳の時︑東日本

疲れた心に寄りそうよう

最優秀賞２作品決まる

﹁お菓子とわたし﹂
作文



した相談は昨今非常に増

ＳＮＳやＷＥＢ販 売 へ の
対応について

も元気になります︒おか

送料（ゆうめーる使用）
１冊：１８０円 ２冊：２１５円
３冊～４冊：３１０円 ５冊：３６０円
※平成28年７月発行
（ピンク色の表紙）
のと
は異なるので注意。
※発送は組合員限定

全菓連斡旋
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れると思うとものすごく

令和元年９月版の「お菓子の新しい表示制
度について」
を発行し、12月に全組合員に
配布したが、若干部数があるため、追加を希
望する方は次の要領で申し込まれたい。
価格：１冊あたり１２０円の切手
申込方法：全菓連まで郵送（封筒）で
申し込む
〒１０７－００６２ 港区南青山５－12－４
全国菓子工業組合連合会 宛
同封する物
①必要冊数を書いた申込用紙
（形式自由）
②冊数に応じた１２０円切手
③送り先住所・会社名等を記入し、送料分
の切手を貼った角２サイズの返信用封
筒
（レターパックでも可）
。













































をさかせてくれます︒一

「お菓子の新しい食品表示制度について
（令和元年９月発行・緑色の表紙）」
の追加発送について
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（３） 令和２年４月15日

組合創立

周年を迎えて

諸先輩各位の努力と菓子
た︒

ができるまでになりまし

祖中島神社九州分社﹂を
合運営を考えたときに︑

減少が続きこれからの組

課題︑難題が増えてきて

方改革︑時短の問題など

︵ 軽 減 税 率 導 入 ︶︑ 働 き

の導入︑消費税率アップ

原産地表示︑ＨＡＣＣＰ

栄養成分表示義務︑原料

を増し︑食品表示の改正︑

を取りまく環境が厳しさ

ここ数年来︑菓子業界

業界にご尽力頂いた功績
は誠に多大なものがあ
り︑心より敬意を表しま
す︒

日

菓子飴新聞社によりま
年３月

第５回菓子飴大品評会を

すと︑大正

国︑県︑中央会︑全菓連
福岡市で４月
福岡太宰府天満宮様のご
諸先輩方からの有形資産

います︒

日間開催︑同年４月７
厚意により天満宮天神の

である産業技術センター

援と協力の賜物と深く感
日第６回全国菓子飴業者
森に勧請︑創建︑以来現

日までの

をはじめ関係機関のご支

活動ができましたのも︑

来今日に至るまで運営︑

初代宝来鉄之助理事長以

菓子を通じてすべての人々に笑顔を

令和２年９月に創立
年を迎える福岡県菓子工
業組合は︑福岡県菓子工

年県内各市郡

業組合連合会を前身と
し︑昭和
組合の参加を得て︑同年
謝いたしております︒ま
日ま

続開催して︑九州菓子業

在まで毎年春秋大祭を継

成を得て平成

年より１

ニューアルを総代会の賛

を有効利用するためのリ

を賜りながら︑真に組合

連などのご意見︑ご指導

今後も︑中央会︑全菓

日間菓子祭︑同年

４月７日第６回全国菓子
界の発展繁栄を祈願して

会議室とする内部全面改

し︑３階に組合事務所︑

〜２階をテナント使用と

とを夢見ながら理事一同

人々が笑顔でつながるこ

お菓子を通じてすべての

と︑組織の強化を図り︑

員のためになる組合作り

います︒

組合の基盤となる福岡県

装工事に着手︑かなりの

全力を尽くして参る所存

洲の第一公会堂で開催さ

会︵全菓連合会︶設立を

ー︵現︑
福岡県菓子会館︶ 初期投資をしての改装で

菓子産業技術研究センタ

したが︑現在１〜２階す

であります︒

本大会の開催︑昭和

年︑県菓子工業

決議するなど活発な活動

が鉄筋コンクリート３階

べて満室となり初期の目

昭和

を展開して参りました︒

建て︑総建築費６︐５０

的でありました︑組合財

れ︑全国菓子業組合連合

粉・雑穀の統制撤廃西日

０万円︵当時︶をかけて

務が好転︑組合員会費の

年︑砂糖・小麦

年

建設されました︒以後数

減少が続くなか黒字経営

昭和

には九州菓子業者の永年

十年が経過し︑組合員の

事長・丸山道和

福岡県菓子工業組合理

の悲願でありました﹁菓

24

日設立許可を完了
大会を福岡市４月

福岡県菓子会館

た︑歴代役員︑組合員︑

10

飴業者大会を福岡市西中

での

10

京都府菓子工業組合青年部

部初代部長 上田氏によ

し上がる︒最後に︑青年

を対象に行っているが︑

は︑主に小学生や中学生

学校巡回菓子教室で

皆さん参加者には﹃菓楽﹄

る菓子の講演︒菓子の起

今回は人生の先輩であ

紫竹民生児童委員協議会

源や︑青年部の活動の歴

り︑今日の食文化を守ら

し て ほ し い︒﹂ と 締 め く

史を紹介し︑その中で﹁料

れてきた方々に数多くご

によるお抹茶がふるまわ

理業界は︑料理を科学し

参加頂いた︒お子さんか

くった︒

ている︒私たち青年部も

ら高齢の方まで年齢を問

れ︑練り切りと一緒に召

精鋭部員が中心となり滋

わず幅広く︑楽しんで頂

年部・武中俊樹

京都府菓子工業組合青

賀大学教育学部と科学を

子を科学し︑菓子職人は

ける菓子を今後とも作っ

だが︑作るのは苦手だ︒
﹂ にも︑参加者全員楽しく

更なる﹃菓学﹄を行い︑

進め研究している︒と︑

２品を作り上げられた︒

ていきたい︒
は﹁ 菊 ﹂
﹁白うさぎ﹂の

など慣れない作業の連続

聞いている︒今後も︑菓

２ 品︒
﹁食べるのは好き

切り２品を作った︒今回

員のサポートのもと練り

ブルに分かれて︑青年部

を行い︒その後︑各テー

部員による練り切り実演

井氏からの挨拶後︑青年

ま っ た︒ 紫 竹 鳴 海 餅 藤

行った後︑菓子教室が始

体ほぐしのための体操を

のご挨拶︑出席者全員で

健康すこやか学級菓子作り

紫竹
学区

京都府菓子工業組合青
年部は地域との交流を大
切にされている紫竹鳴海
餅 藤井博氏が紫竹民生
児童委員協議会と毎年開
催されている﹁紫竹学区
健康すこやか学級菓子作

名のご

り﹂に協力した︒近隣の
高齢者を中心に
参加︒
民生児童委員協議会会

31

長︑社会福祉協議会会長

紫竹学区健康すこやか学級菓子作り

９月
し現在に至っています︒

25

29

24

55

17

17
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親子孫三世代が

イベント

楽しめる
数少ない

が近づくと行われる大き

は何年も前から毎年年末

家族クリスマスパーティー

私ども群馬県菓子技能
士会（会長風間隆之）で

なというわけではなく、

とか、大金を投じた贅沢

来場者が取り立てて多い

なイベントがあります。

あり、決戦前の前夜祭で

は家族へのねぎらいでも

事ではありますが、それ

単なる会員の一親睦行

え時間を共有し楽しめる

と仲間と世代と暖簾を超

私達が仕事から離れ家族

ではありますが、物売る

スには少し早いけれど、

マス会だけは、クリスマ

すが、けれどこのクリス

間も憩う場もない私達で

未来につなげていかなく

のであり、故に家業同様

き上げたものが確かなも

できるのは先輩たちが築

た今年もこういった会が

三世代が一つのテーブル

と子供たち、そんな家族

年配店主と、その若夫婦

意とする会員たちが場を

品やパフォーマンスを得

くつも並べられ、また手

マスケーキや甘味処がい

子屋の持ち寄ったクリス

マス料理の他に当然各菓

見なくなったと思った

に大きくなり、しばらく

の菓子屋の子供が年ごと

なのです。そうして仲間

と思えるそんなイベント

年へと継続していきたい

変だけれども終われば来

くのだと信じています。

が未来へとつながってい

を提供していけば、それ

仲間が喜んでくれること

様が、自分たちの子供が、

は今目の前のこと、お客

ばかりです。それでも私

できることは微力なこと

てはと思えるのです。課

みます。世代を

盛り上げる。いくつもの

ら、いつの間にか実家に

先人木を植え、後人涼を

しみにしているイベント

家族が仲間がみんなが楽

かと思います。

唯一のイベントではない

過ごす特別な時間でもあ

同じくした年の

景品が交換され、みなが

勤めて帰ってくる、そう

楽しむ、私に何か後世の

題は山積みです。私達が

違う子どもたち

沢山のプレゼントと笑顔

いった仲間を見るごと

ためになることを作り出

席には美味しいクリス

が集まってはし

を持って帰る。子どもた

に、この会と街の辿って

すことはできなくても、

であり、準備は確かに大

もあり、また仲間家族と

ではありますが、毎年そ
ります。老舗の菓子屋の

ごく一般的な内々の集い

れを楽しみにして会員の

ゃぎ、その若夫

ちにとって良い思い出と

きた時代を感じます。

月は

婦たちがお互い

なるよう会員みんながイ

皆が集まります。
仕事が忙しいから、と菓

の環境を語り合

て催すクリスマス会です。 を囲みパーティーを楽し

子職人達が少し先取りし

い、大御所たち

跡継ぎや世代交代で悩む

ました。みな年を取り、

江木食品工業株式会社・

群馬県菓子工業組合・

したいと思うこの頃です。

伝えることは全力で全う

お店に戻れば、特注仕

お店も少なくありませ

相川賀保

会の人数は少なくなり

ベントを盛り上げており

マスパーティー

事や新作思案、労務や経

ん。それでもこうしてま

ます。

という一見あり

理を迫られたりと休む時

ている。クリス

ふれたイベント

日か

通年使えるようにしてい

シャーベットに加工して

のメディアに取り上げら

レビ、新聞、情報誌など

ら販売が始まったが、テ

２０２０年１月

る。メロンの加工にも心

れている。お客様の評判

を使用し、シロップ漬、

血を注いだ。

用できる。県内では名の

ュークリームキューブ」

を活かして「メロンのシ

ロン」だ。吟味したもの

つがる市産の「タカミメ

行き熱心に指導してきた。 ・山崎康裕

んがアンテナショップへ

務理事（西支部支部長）

青森県菓子工業組合常

19-T06272

2020年2月作成

※このご案内は全国菓子工業組合連合会 PL 保険制度の概要を紹介したものです。
保険の内容はパンフレットをご覧ください。
詳細は契約者である団体の代表者に渡してあります保険約款によりますが、
ご不明な点がございましたら代理店にお尋ねください。

がそれをながめ

１号線沿いではなく、閑

が車通りの多い国道１０

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
名産メロンがとびきりのスイーツに！

散とした旧道沿いである

運んでもらうため、お客

メロンのシュークリームキューブ
心を掴む。５センチ角の

ことから、お客様に足を
口に含もうとフォーク

様の目を引くため、イン

は良く、店頭に並べたさ

立方体の中にはメロンづ

「メロンのシュークリ

で挑むと、手ごたえのあ

パクトの強い形・味わい

きから飛ぶように売れて

くりにかける農家さん達

ームキューブ」は東京・

るシュー皮の中から翡翠

しまう。予約なしでは手

で勝負してみようと決意

神楽坂にあるつがる市の

のロマンが詰められてい

に入らない状況だ。多忙

の様な角切りのメロンが

アンテナショップ「果房

した。タイミングよく、

な中、商品づくりに精を

るように感じる。こんな

メロンとロマン」でも販

出しながら、若きパティ

コロンコロンとあふれ出

売している。キューブ状

シエはもっと先を見つめ

ちょうど始まったばかり

のシュー皮は「お菓子の

ている。次に打つ一手に

オシャレでファンタステ

工藤」の店舗で焼成し供

期待したい。

てきた。驚きがすぐに笑

給している。商品の組み

の青森県の事業があっ

を開発した。ふんだんに

立て・製作工程も拓也さ

ィックなスイーツが津軽

水産物の加工品作りを支
山 メ ロ ン、 屏 風 山 ス イ

使われているメロンは、

顔に変わりメロンの上品

青森県つがる市森田町

援する県の「トップブラ

カ 」。 そ の 名 産 の メ ロ ン
工藤」の４代目、工藤拓

知れたつがる市の「屏風

た。青森県産の優れた農

（旧森田村）
、今年で創

ンド商品創出事業」を活

にあったんだ～。

すぐる。ジューシーな地

年の老舗「お菓子の

な香りがふわっと鼻をく

元産のメロンはカスター

業

ーベット、生クリームと

）は店の立地

※本制度にご加入できる方は、全国菓子工業組合連合会の組合員に限られます。

事故受付
サービス

－365 日 24 時間のサポート体制－
東京海上日動のサービス体制なら安心です。
〈東京海上日動安心 110 番
（事故受付センター）
〉
事故のご連絡・ご相談をフリーダイヤルで承ります。 ○事故の受付・ご相談
いざというとき、全国どこからでも、ご利用いただけます。 ・受付時間：365 日 24 時間
・受付：フリーダイヤル 0120-119-110 “事故は 119 番 -110 番”

※この保険は全国菓子工業組合連合会が保険契約者となる団体契約です。

☎03-5781-6577

取扱代理店：全菓連共済ビルヂング株式会社／〒107-0062 東京都港区南青山 5-12-4 ☎03-3400-8901
引受保険会社：東京海上日動火災保険株式会社 東京中央支店／〒108-6111 東京都港区港南 2-15-2 品川インターシティー B 棟 11 階

資料請求・お問合せ先

（オプション）

（オプション）

4. 施設賠償責任保険

（オプション）

製造・販売等を行った食品に起因して健康
被害等の発生またそのおそれがある場合
に、その被害の発生または拡大の防止を目
的として回収等の措置を実施することに
より生じた費用を補償します。

看板・給排水設備など店舗施設の管理不備
や店舗における仕事の遂行により、他人の
身体・生命を害しまたは財物を損壊したこ
とについて法律上の損害賠償責任を負っ
たことによって被る損害を補償します。

食中毒の発生により営業を阻害され、また
は休止を余儀なくされた場合、休業期間中
の喪失利益（営業利益＋経常費）等を補償
します。

5.リコール保険

2019年度より補償を
拡大し、充実した内容に
改定しております。

（生産物回収費用保険）

対人事故の被害者への見舞金等の社会通
念上妥当な初期対応費用の支出を補償し
ます。

15

ドクリーム、メロンシャ

メロンのシュークリームキューブ

＋

2. 初期対応費用担保特約

3. 食中毒利益担保特約

（オプション）

組合員の皆様が製造・販売した飲食物により、
お客様に身体の障害（食中毒や病気・ケガ）を
与え法律上の損害賠償責任を負ったことで被る損害を補償します。

1. 生産物賠償責任〈PL〉保険（基本加入）

● 更新申込締切日：2020年3月27日
（金）

※中途加入は随時受付いたします。
（お申込日の翌月1日から開始となります。）

● 保険期間：2020年7月1日
（水）午後4時～2021年7月1日（木）午後4時〈1年間〉

● 新規申込締切日：2020年5月22日
（金）

12

也さん（

96

一体となって食べる人の

35

制度の概要
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（５） 令和２年４月15日

「全国菓子工業組合連合会PL保険制度」のご案内

◇大切な商品にPL保険をご契約頂くことで『大切なお客様』を守ります◇

伝統の継承文化を広げる
地域に愛される名店

まるやま千栄堂
らっしゃいます。

までみなさんで営んでい

せて８名で製造から販売

業員さん、パートさん合

おります。

年部長でご活躍なさって

選和菓職認定、東和会青

全国では初の親子二代で

お弟子さんのご指導や、

い商品が、お客様に伝わ

楽しく、おいしい、美し

んでいらっしゃるから、

さしい気持ちで、日々営

どこまでも、人を思うや

御子息で、専務取締役の
経営理念で、日々心にお

㈲まるやま千栄堂様の
店内は、入り口を入り

っていると感じました。

今回は、丸山良三氏の

丸山卯氏にお話を伺いま
ますと、お伺いした頃は

を尋
ねて

山良三氏が現在地にて、

した。
卯氏は大学卒業後、 かれている事は「手作り
２月でしたので、広い店

様

茨城県南部に位置し人
茨城県北部の大子町より

大切にして、季節感じる

有限
会社

人（２
上京し東京杉並区の和菓
東京の和菓子店へ就職、

口 万４千６百
０２０年１月調べ）利根
子店でご修行され、創業

古代の聖地、かつては道

り口ともいわれる幽玄な

熊野は、黄泉の国の入

た。餅米に黒米と赤米の

が文献を頼りに再現し

菓心富美堂・森山昌彦氏

れている「山祝い餅」を、

した。

の皮で挟んだ商品と、白

い、パリパリとした最中

蔵さんの絵描かれた四角

甘く煮た栗を一粒、お地

有る小倉あんに軟らかく

れ中には、小豆の風味の

人気だそうです。それぞ

蔵最中が、長年お客様に

さいました。

初対面の私に、仰って下

雰囲気、すべていい」と

客、商品味、サービス、

このお店はいいんだ、接

さん常連のお客様で、「こ

らっしゃいました。みな

に、お客様があとからい

お店を拝見している間

す。

ている素晴らしいお店で

店の雰囲気に、つながっ

丁寧な接客ができて、お

らこそ、自然と笑顔で、

への感謝を、お持ちだか

お一人お一人が、お客様

事ではないと思います。

す。次々とたのんでしま

芸菓子も大きなガラスの

た。店内には、大作の工

産にも最適だと思いまし

ておりました。製造も販

て頂いて、同じ事を感じ

私も初めてお伺いさせ

いてとても勉強になる素

員の皆さんへ、伝わって

思う心が、お客様へ従業

ご家族を中心に、人を

あんとの二種類で、お土

いたいほどどれも買いそ

ご贈答品から、創作和

晴らしいお店でした。

菓子、上生菓子、朝生菓

茨城県菓子工業組合青

売も、お店の従業員さん

れて、すべてお客様手作

お店のおすすめはと、

建具に展示してあり、と

手作りを大切にすると

子まで、それぞれとても

年部部長・堀江誠

に、人並以上に努力を重

言われて、悔しさをバネ

校も出ていないのか」と

就職先の店主に「専門学

氏の心に火をつけたのが

の季節を味わえる和菓子

作りだからこそ日本独特

言う願いが有ります。手

るようになってほしいと

有れば大抵の商品が作れ

が、独立をした時、手が

さんの魔法の五家寶を紹

家宝専門店「埼玉製菓」

今回は熊谷市妻沼の五

た商品です。

こぼれにくいよう工夫し

宝を食べる時にきな粉が

たと云われています。そ

菓子を一ケ棒とよんでい

直径一寸長さ三寸の円柱

した頃は現在と異なり、

名物です。五家寶が誕生

持つ埼玉を代表する熊谷

寶は二百年余りの歴史を

に糖蜜をからめ、大豆の

糯米から作られた本タネ

と名付けました。国内産

の豊穣を祈念して五家寶

の宝であるとして、五穀

ことなどから、五穀は家

ち３品目を使用していた

五家寶は美味しいけどき

いています。お客様から

産大豆も使わせていただ

足りない分は吟味した国

で契約栽培しています。

大豆は熊谷市内旧江南町

を持って、きな粉原料の

代にあわせた原材料銘柄

用しているそうです。時

出せる国産糯米を選別使

あわせ程よい柔らかさを

はお客様の味覚の変化に

埼玉製菓さんは、糯米

開発したのが魔法の五家

ただけないかと苦心して

か服を汚さずに食べてい

く言われました。なんと

手頃な量と大きさで一個

製品も販売始めました。

との事でプラケース入り

覚で食べていただきたい

す。五家寶をスナック感

と産地の選別はどの菓子

寶です。個包装にして場

税込み３６１円です。箱

な粉がこぼれ服が汚れて

所を選ばず食べやすくし

入り製品も一個６４８円

香ばしいきな粉で仕上げ

ました。魔法の五家寶は

からと手頃な値段です。

の后、一ケ棒の製造に苦

妻沼町の歴史は源平時代

実盛はダンディとして有

伊勢菓子博に出品し金菓

埼玉県内各道の駅での販

２００５年に合併して

熊野詣に訪れた関東地方

まで遡ります。平氏の別

田辺市紀南文化会館にお

名で戦前の尋常小学唱歌

賞をいただきました。昔

売も好評いただいており

でも苦労するところで

からの参詣客が無事に熊

当職斎藤実盛建立の国宝

いて四代目桂小文枝師匠

にも歌われています。利

ながらの定番きな粉と青

ます。観光やドライブの

食べにくいとちょくちょ

野三山めぐりを終えたの

妻沼聖天の門前町として

が世界登録遺産闘鶏神社

根川河川敷には滑空時間

大豆のうぐいす五家寶の

お供に・お土産にと是非

たヘルシーな伝統菓子で

を祝って田辺城下の宿で

発達し、利根川の渡船場

１６００年記念行事で奉

・飛行回数とも日本一の

他に変り種五家寶もつく

埼玉県菓子工業組合副

ご賞味下さい。

９月は狭山茶を使った抹

理事長兼専務理事・中島

茶五家寶、秋冬

は沖縄産黒糖を糖蜜に使

祥夫

―３月

ってみました。春夏４―

心を重ね品質に改善を加

搗き皆にふるまったと言

納落語公演を披露、来場

妻沼グライダー滑空場が

われている餅で、この程、 として栄えました。斎藤

者全員に山祝い餅をふる

あります。

年創業以来、
おかげさまで五家寶一筋

した「昭和

小林一夫代表に伺いま

まい古代の餅の味にひと
時を偲びました。
和歌山県菓子工業組合
事務局長・高橋義明

す」。

ねられたそうです。

が、お客様へ伝わり、喜

介します。熊谷名物五家

山祝い餅は江戸時代に

熊谷市となりましたが旧

熊谷市五家寶本舗埼玉製菓

その修業時代の経験が

んで頂けると思います。

きな粉がこぼれにくい
「魔法の五家寶」

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
年となりました。五家 え当時の原料が五穀のう す。地産地消にこだわり 用 し た コ コ ア 五 家 寶 で

うになりました。

和菓子の世界に入りた

りの頂き物で、とても明

尋ねますと、とげぬき地

られて、干支のちりめん

川を渡りますと千葉県に

なき道を行き、熊野三山

古代米を搗き合わせた柔

皆さんでなされていると

言う事は、作り手の気持

きれいに、並んでおりま

をする事」と、伺いまし

内に、つるし雛が沢山飾

を参ることで来世の幸せ

らかな餅に、黒餅には香

てもインパクトが有りま

ての当初のお話をしてく

ちが、
お客様に通じます。 るい雰囲気が感じられま

の和菓子店で先代の右腕

和菓子作りを、楽しく仕

を祈願し、悟りを開くと

ばしいゴマ餡、赤餅には

いう事は、とてもできる

ださり、卯氏が修行に入
そして、こちらでご修行

で作られた、雛壇も飾ら

３年の修行を経て、現在

現在ご家族２世代と従

いった熊野信仰が盛んだ

柔らかなユズ餡が絶妙に

した。

った時期は、製菓学校を
なさったお弟子さんたち

た。

されました。

年、代表取締役丸

ったと言われておりま

マッチ。ビタミン、ミネ

笑顔で接客なさる代表取締役丸山良三氏

出ている同僚が多く、卯

として始まりました。

入ります、取手市で創業
昭和

す。
故五代目桂文枝氏
（人

ラル、植物繊維が豊富な

57

今では、修行されている

玉

埼

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

熊野古道「山祝い餅」

間国宝）が唯一の創作落

古代米で疲れた身体の英
ります。

10

８ケ入り 1200 円
竹かご５ケ入り 650 円

奉納落語公演でふるまう

語「熊野詣」落語の中に

気を養ったといわれてお

五家寶

三重県菓子博覧会出展作品

11

登場最後の落ちにも使わ

37

城
茨
10

53

和歌山
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聞
新
業
工
子
菓
（第三種郵便物認可）

第973号

屋様の代替わりの展示会

地元の呉服商である牛島

年の初夏に開催された、

の浅野裕尚様が私の実演

織帯作家で織樂浅野代表

示をされておられた西陣

御招待されて列席、展

った頃、浅野様から「千

継承展から１年余り経

深く感銘を受けました。

についてのお話を伺い、

品に込める想い、美意識

ただき、また浅野様の作

っくりとお話をさせてい

草」の銘の由来まで、ゆ

道具のお話から「千代見

した。お菓子作りや細工

き、進行中の作品やイメ

は工房にもお招きいただ

ただきました。その後に

う大変光栄な御相談をい

トークを企画したいとい

共に展示してギャラリー

に個展にて作品と菓子を

御依頼をいただき、さら

帯の創作をしたいという

ベラ」をモチーフとした

当店に長く伝わる「細工

に定めて、「菓子から帯」 し い 事 に 挑 ん で い た だ

式を示す手本」をテーマ

「雛形＝ものの様式や形

小さくかわいらしい様」

る大切なこと「ひいな＝

とお菓子の創作に共通す

た。個展に向けては、帯

な刺激をいただきまし

自分も創作について大き

作への熱い思いを伺い、

の歴史的資料、そして創

現するという技法的に難

だき、その方法を織で再

し方にまで着目していた

驚いたのが、煉切のぼか

を創作していただく中で

まず「千代見草」の帯

ターンの創作の流れを紹

ら帯と菓子」という３パ

の使う道具が持つ「用の

仕上げていただき、自身

を感じるモダンな表現で

しさを、重層的な奥行き

上げられた道具が持つ美

月をかけて先人達に磨き

制作が進んでいきました。 作していただき、長い年

介する事に決まり、各々

美」を改めて教えていた

たち」という作品名で制

た。細工ベラの方は「か

して胸が熱くなりまし

ひいなと雛形

「継承展」での出会いが
をご覧になり、お菓子を
代見草」の上生菓子と、

思い起こせば２０１７
した。

和菓子と西陣織の共同創作

始まりでした。いつも私
召し上がっていただきま

に色彩までも感じられる

自分とは違う世界の素

験から、自分の創作や表

現、そこに込める考えま

でも輪郭が際立って来る

ような感覚を得られまし

た。小さく限られた範囲

の中で削ぎ落とし、そこ

から世界を膨らませるよ

うな創作の喜びを感じる

出来事でした。このよう

な素晴らしい経験を重ね

て、さらに和菓子職人と

有限会社引網香月堂・

代表取締役・引網康博

０８４―９

０８４―９５５―１３７

ＴＥＬ

広島県福山市千田

しい俳優の姿に若かりし

リーンを観ながら、懐か

画のお話」を映画のスク

の「お菓子にまつわる映

映画解説者の小澤正人様

と「富士山御蔭餅」一個

に同店の銘菓「もんぱり」 れていました。セットの

地元の小中学校の卒業生

子の月」牧田桂輔社長が

県富士市の株式会社「田

当県組合員である静岡

す。

ュースをご紹介いたしま

袋詰めは各店舗の店員さ

らのメッセージが添えら

て下さい」と牧田社長か

力に、力強く歩んでいっ

で、袋には「逆境さえも

づけようと行われたもの

くされた子ども達を元気

って卒業式縮小を余儀な

ルスの感染拡大防止に伴

ました。新型コロナウイ

４７６２人分を寄贈され

子セットは卒業式当日、

と謝辞を述べられ、お菓

る大人になってくれる」

なる。きっと感謝を返せ

への感謝の気持ちが強く

「温かな心遣いで、地域

けとられた同市教育長は

し、代表して寄贈品を受

になってくれれば」と話

のにしてあげたい。笑顔

恵を絞り思い出に残るも

んな時だからこそ皆で智

（現齊藤理事長の地元）

災された岩手県大船渡市

後、静岡県沼津市では被

東日本大震災の発生直

たことでしょう。

係者の皆さんを元気づけ

り子どもたちは勿論、関

こそ大きな社会貢献であ

だったと思います。これ

お菓子の味は格別なもの

れた卒業式の中で頂いた

いう未知の不安と縮小さ

なっております。お困り

気軽にお越しいただいて

製パンメーカー様までお

町４―

１７

―

お菓子で社会貢献！

２ ＦＡＸ

頃を思い出し楽しく拝聴

静岡県
富士市

静岡県菓子工業組合、
年頭の「春季例会」では

の小学生数百名を沼津夏

牧田桂輔社長は祖父

しんでもらいました。帰

や子ども達との交流を楽

祭りに招待し、祭の花火

一人一人に手渡されまし

た。

んが一つ一つ丁寧にお祝

いの気持ちを込

めておこなった

（良三氏）が富士市に昭

先、新型コロナウイルス

もので、この様

の感染拡大により３月に

和

りのおみやげに市内の菓

子は県内最大手

年開業し現在、県内

計画されていた視察研修

に

子店が同じ様に自店の銘

の「静岡新聞」

店舗を展開する株式

旅行も延期となり、業界

株式会社「田子の月」本店

ずつセットで入った袋、

株式会社「田子の月」

５５―２４３３

のことがございましたら

㈱フジイ機械製作所

お気軽にお問合せ下さい。 おります。
小売店様から大手製菓

代表取締役

おり、省力化機器として活躍しております。

可能です。工具無しで分解清掃が可能となって

ミキサーやタンクへ粉体をフルイながら搬送が

サニタリーシフター

２０―００

願っています。

が出来たと思っています。 しての表現を深めたいと

ような表現の多彩さに刺

晴らしい表現者の方との

だきました。一方、私の

お菓子の制作も、織作品

激をいただき、普段とは

き、またお菓子の持つ雰
囲気を再現するために大

の持つ繊細な雰囲気、そ

「 帯 か ら 菓 子 」「 雛 形 か

内孝憲様のお誘いで、会

変な試行錯誤を重ねられ

「共同創作」のような体

ージの基となる膨大な数

場に設えられた空間にて

また違う上生菓子の表現

近年はオリジナリティ

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

して近景と遠景にした際

した。その際に「お店の

代を繋がれて、千の代ま

１９４５年の創業以
ーを求めるお客様、衛生

岡

静

でも繁栄されますよう

に」という想いから、永
遠を表す三種の菊細工を
施した図案に
「千代見草」
と銘を付けて御用意しま

来、製菓機械・製パン機
面、省力化を向上させる

45

藤井康博
しました。今年も順調な
ＵＲＬ
http://www.fks
本社 〒７
組合活動が期待された矢
-fujii.co.jp/

15
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㈱フジイ機械製作所

械を中心に業務用の食品
機械の開発を主に行って

オリジナリティーをモットーに

機械を製造・販売し商品

市販品では対応できな

おります。

スまで全国、海外の小売

い製品をお客様に合わせ

フジイ機械製作所

毎日、新型コロナウイル

早い開発が望まれます。

ます。ワクチンや新薬の

く深刻な問題となってい

特に観光面の打撃は大き

にも様々な影響が表れ、

が開けないこと

常の形で卒業式

牧田社長は「通

介されました。

出しで詳しく紹

生笑顔に」の見

に「菓子で卒業

受け継いでこられました。

という社風をしっかりと

も積極的に挑戦していく

を忘れず、時代の変化に

地域への愛着と感謝の心

目社長として、先代から

会社「田子の月」の３代

とを思い出しました。

達の笑顔の素敵だったこ

お菓子を手にした子ども

た事があります。その時、

を添えてプレゼントをし

菓に励ましのメッセージ

問理事・森田紀

静岡県菓子工業組合顧

スの暗いニュースが流れ

新型コロナウイルスと

る中でお菓子の明るいニ

は残念だが、こ

22 27

開発からアフターサービ

店様から大手製菓製パン

た形で提案することが可

他社にはないオリジナ

メーカー様向けに一貫し

特に攪拌機・成型機分

リティーのある製品を！

能です。

野では豊富な機種、独自

をモットーとしておりま

て行っております。

の技術、納入実績で食品

す。

ますのでテストも可能と

テストルームもござい

業界の省力化・省エネル
ギー化に貢献しておりま
す。

「千代見草」の帯

たと知り、和菓子職人と

いただく牛島屋代表の武

西陣織帯作家 浅野裕尚様
（右）
と
引網香月堂 引網康博氏
（左）

上生菓子の実演を行いま
千代見草

にとっての学びの機会を

山
富
島
広

第973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２年４月15日

さ
ん

ナの森が豊富なおいしい

鳥取県米子市のお菓子屋

古くからの城下町で、

れる同市内のお菓子屋さ
もぎ大福、塩豆大福、各
を作り上げている。餅作

く、米本来の味のする餅
に成長した。日本神話に

ピリッツを設立するまで

山陰地方初の洋菓子専門

などがよく売れている。

品は、皮に大山沖でとれ

能者に選ばれた。人気商

体験教室も国内外客から

定評がある。和菓子作り

を使った薄く柔らかい種

肥を混ぜたあんをもち米

「 さ さ 鳴 き 」、 大 山 連 山

種生クリーム大福と多

食べて楽しんでもらえる

にそびえる三鈷峰をイメ

んを紹介する。

んつば」や、もちもちの

お菓子作りを心掛けてい

ージして地元産の天然の

人気。「目で見て楽しみ、 に は さ ん だ 半 生 菓 子 の

座 ）」 も 松 江、 米 子 な ど

食感が口の中に広がる

る」と田部さん。３代目

る藻塩を使った「藻塩き

４市で展開し「抹茶フォ

「麩まんじゅう」など。

山うどを甘めに炊いて打

ちなむ「因幡の白うさぎ」 店「ＫＡｎｏＺＡ（菓の

ンデュ」などが好評。

）

りの合間に先代が始めた
年余り山

陰の代表銘菓として人気

年、
県が掲げる「星取県」 「パンダ焼」が人気商品。 は、発売から
卵と蜂蜜入りのふんわり

を誇る。コクと風味を際

の長男・秀哉さん（

（米子市尾高町）

清月

香りのいい小豆や手亡豆

彩。和菓子では２０１９

いけがみ
にちなんだ最中「星取物
したカステラ生地に粒あ

立たせるため地元の大山

（米子市錦町２丁目）
語」を販売開始。１箱に
ん、カスタードクリーム

バターを使って生地をし

）の
かわいい星形の最中種４
を挟んだ２種類があり、

っとりさせ、上品な黄味

小森啓子社長（
母親の実家が岡山県津山
個分とあんこ瓶が入って
平日の午後に店頭販売。

ないので、地域にいざな

活動を行なった場所が山

コザビエルが最初の布教

グラニュー糖を合わせた

にオリゴ糖入りのビート

手掛ける。

酎カステラなど洋菓子を

はブランデーケーキや焼

をはじめ最中や焼き菓

ち込んだ落雁の「三鈷峰」

子、カステラ、和洋菓子

手作りあんのおいしさに

を製造販売。４代目の鶴

と幅広いジャンルの菓子

ら練り上げたほんのり甘

された小豆で作ったあん

に蒸して杵でつき、厳選

有しているとして、２０

は鳥取県内屈指の技能を

産の小豆の皮をはいでか

ん ろ ）」 は、 北 海 道 十 勝

まんじゅうの「甘爐（か

名物の「白羊羹」や、求

かな風味を生かした米子

がある。手亡豆のまろや

ている。

食品表示の研修会開催

月

日、

月

日の

二回に亘り食品表示の研

年

実務者への研修も行う
北海道旭川市の旭川菓
子工業組合にて２０１９

か栄養成分表示」を行っ

修会「準備はできている

を行った。

現場使用者向けの研修会

他４団体）を使うための

まり、そこでのコミュニ

ある。また、実務者が集

成 分 計 算 ソ フ ト（ 監 修：

に作ることができる栄養

食品栄養成分表示を簡単

により一番手間がかかる

じていた。そこで同組合

めに、わかりにくいと感

特化されたものでないた

ていたが、菓子製造業に

ミナーなどは良く行われ

るのか？食品表示法のセ

がどこまで準備されてい

中小零細企業において何

導入となる矢先に、我々

過措置が終わりいよいよ

三つを一元化）する。経

品衛生法、健康増進法の

一元化（現ＪＡＳ法、食

月から始まる食品表示法

ことが開催のきっかけで

な連携が図れると思った

修を行うことでスムーズ

二回目は実務者のみの研

い、法令について説明し、 の活性化になれば嬉しい

裁者向けのセミナーを行

や責任者クラスの購入決

ーでは、一回目に経営者

らである。二回のセミナ

費用を払うことになるか

量ってもらうのに有料な

とがなく、栄養成分一つ

れていても使用されるこ

ら折角良いものを開発さ

さんや奥様であることか

用するのは現場のパート

経営者であり、実際に使

などで説明を受けるのは

これは、よくセミナー

の参加人数も上がり地域

あれば、これからの組合

されることができたので

んの業務が少しでも軽減

事によって働く従業員さ

子工業組合に入っていた

くらいあるだろうか？菓

に立っているものはどの

組合があるが、本当に役

いろいろな業種ごとの

事も期待する。

行われるきっかけになる

かい質問事項や相談事が

を超え、実務者同士の細

事・村本暁宣

北海道菓子工業組合理

です。

全国菓子工業組合連合会

ケーションが会社の垣根

た。これは２０２０年４

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

鳥取県菓子工業組合

で包み込んだ「白とち餅」 １５年度に県の優れた技

54

もとのまちとしても知ら

市で菓子屋を営んでいた
おり、粒あんと抹茶あん

う希少な菓子であると言

口県というのはあまり知

26

明治以降は
「山陰の商都」 水を育む名峰・大山のふ
として栄えた米子市。ブ

縁で、１９６３年に父親

１９３２年の創業。２

あんをやさしく包み込

代目の田部浩之さん

パンダの愛らしい顔と体

年には米子インタ

のどちらかを選べる。

む。

年以上にわた

ーチェンジ近くに米子城

）は

多世代に親しまれてい

域のお客さまに愛してい

（

のデザインと素朴な味が

が 米 子 市 内 で 創 業。
「素
材にこだわり、味にこだ

いしくら餅店

用粉と山芋の生地でくる

ただいたお菓子を変わら

わり、体に優しいお菓子

って和菓子製造の腕を磨

んでおり、米子を代表す

ず作り続けたい」と話し

えます。本店には美術館

られていない話です。そ

）は「地

をイメージしたお菓子の

いてきた。特に四季折々

大正時代の１９２５年

る山陰の銘菓として人気

田陽介社長（

年間中断してい

テーマパーク「お菓子の

の花鳥風月を表現する茶

創業の老舗菓子店。蒸し

い上品な風味のあんを上

たが、近隣の祭りイベン

壽城」を開設。栃の実を

席用の上生菓子づくりで

を併設した茶房があり、

の結果、日本で最初のク

とつで、山口外郎として

つるだや

１９６０年に創業し、

トで出店販売して好評だ

契約栽培のもち米ととも

とても見応えがありま

リスマスが祝われたのが

11

る。約

餅や大福餅の原料のもち
せんべいを作っていた

ったため、５年前に復活

（米子市塩町）

米は、寒暖差のある中山
が、数年後、餅づくりに

端午の節句シーズンに笹

す。ご存知の通り山口県

山口県なのです。中世か

18

作り」
を経営理念とする。

間地・鳥取県日南町笠木

転換した。
白餅やかき餅、 させたという。

００％使用。名水・米子

巻、彼岸とお盆におはぎ

１９５２年の創業で

は長州と呼ばれ、日本近

ら現代へ思いを馳せなが

（米子市角盤町３丁目）

の契約農家が低農薬栽培

の水をさらに還元したも

などを製造販売。中山間

年に観光土産菓子市場に

わせて出かけてみてはい

状も斬新で、優れた包装

代化に多く貢献するな

ら豆子郎さんを訪ねる旅

知られる和菓子の都。古

58

50

ひなまつりの頃に菱餅、

ので蒸し上げ、杵でつき

地の鳥取県日野町産のも

進出。全国各地の製造・

の文字を加えて「とうし

豆子郎は、山口県に行

かがでしょうか。ちなみ

炊き上げた豆を入れて蒸

形態も魅力の一つ。元来

ど、進取の気風に富んだ

にでられてはいかがでし

くから西の京と呼ばれ独

60

93

で育てた１等水稲米を１

あげる。あんは北海道産

ち米を使って杵つきし、

販売子会社を束ねる寿ス

その中で、今や老舗と

ろう」としたとのことで

かないと購入できませ

に、日本に初めてキリス

でもあります。お茶など

しあげたところ全く新し

エンジニアだった創業者

素晴らしい場所です。な

ょうか。

特の文化が発展した場所

85

10

寿製菓

の小豆を銅釜で直火炊き

ツヤがあって伸びが良

『豆子郎という菓子は、 して県を代表する店にな

すが、当時としては画期

ん。百貨店やドライブイ

ト教を伝えたフランシス

も盛んだと聞いておりま

い生感覚の菓子が誕生し

ならではのアイデアで他

かなか観光で赴くことは

59

（米子市旗ケ崎）

して手作り。大福餅はよ

った豆子郎の創業者は山

的な事だったようです。

ンなどでは販売をしてい

が、広島や九州観光と合

豆子郎だけのもの。唯一
口外郎の歴史文化に学

細長いスティック状の形

たと言われています。

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

無 二 の 存 在。
』そんな印
び、独自の菓子を創作。

【豆子郎】

象がある山口の名店があ

すが、独特のもっちりと

たのです。名前の由来は

社が真似のできない「唯

少ないかもしれません

ります。山口は全国でも

した食感の外郎は年代を

先人の職人たちに敬意を

一無二」の豆子郎ができ

外郎の有名な三都市のひ

問わず人気の菓子であり

もって「しろうと」に豆

尾関 勇

北海道

25

取
鳥
ました。

食品表示の研修会

大山と米子市街地

64
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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）

先月号より続く。

代の桑野さんに
まったのでどうすること

ます。法律で決まってし

働き方改革について
司会
は働き方改革について、

桑野景氏（㈱唐人ベーカ
取りなさい、月の残業時

暇は１年間に最低５日は

お伺いしようと思います。 もできませんが、有給休

リー常務取締役） 私も

その③

いとなるでしょう。皆様

い、生産性を上げて下さ

員で何とか回して下さ

いと思います。今いる人

回しましょうとは考えな

で、プラスになるのでは

や時間が増えていくこと

で、発見できる趣味の場

いろいろヒントがあるの

になったり、何をしても

やすことでリフレッシュ

大きくてふわふわで、口

察に行きました。すると、 パンになります。そこを

かと、いろいろな店に視

店を何とか世に出せない

たので、コッペパン専門

年コッペパンを続けてい

押し出そうと考え、パン

ますから、素朴なコッペ

い」と一律に決まってい

この配合で作って下さ

くことは、難しいのが現

ただ、そこから続けてい

ます。開店当初は話題に

ン屋も細分化が進んでい

栄養面を考え「この材料、 や食パン専門店など、パ

す。店も天神で電車が南

上げられて、売れました。 や す こ と も 考 え て い ま

なり、メディアにも取り

に移動する少し前、親父

勉強する時間、給料を増

人員配置も考え、休日や

動化することで、工場の

今後は博多ぶらぶらを自

た。全国を回りながら、

たが、初代は浪曲師でし

２９年に菓子屋にしまし

屋ではありません。１９

私どもは最初から菓子

いこうと思います。

し、ほかの店も順次して

に要求されることも、ど

もしっかりと焼き込ん

ないでしょうか。

どけがいいコッペパンが

んどん大きくなっていく

寒い時、湯気が上がる蒸

多かったんです。うちは

て、いずれは地元でもし

に「この場所はコンビニ

司会

どこかで「懐かしい」と

「出ていけ」と言われ、

たいとなりました。東京

で、焼き色をつけました。 状です。

のではないでしょうか。
にコッペパン専門店の

感じてもらいたいと、試

夢はかないませんでし

で修行し、福岡で菓子屋

今後のお店作りについて

田中好治氏（左衛門代表

ます。ですから、機械屋

んな時代が間近に来てい

改装して、新たな販売商

が残っています。そこを

た。間口の小さな店だけ

んの満足、最終的には会

り、お客様の満足、皆さ

００年を迎えるにあた

す。これからの

今後のお店づくり

年になりま
いけど、ほとんど皆さん

取締役） 私どもはメー

にメイン商品は自動化を

品を作る予定です。そこ

社がよくなるようにした

コココッペはこと

桑野さんは博多駅

休みが増えたり、残業時
「コココッペ」という店

作を繰り返しましたが、

ないと次の勉強ができな

た。しかし、１年後に靴

を始めて

し饅頭屋の前で、たくさ

間が減るメリットはあり
を作られ、新しいお客様

長年作り続けたコッペパ
司会

い、休みも増やせない、

屋を入れてしまいまし

にして、店は南の電車が

ますが、その分、常に生

を見つけられたのではと

ンが、一番評価が高かっ

について、教えてくださ

給料も上げられない、そ

今はメロンパン専門店

産性を求められるので、
思います。

たんです。普通のパン屋

い。

んの方が饅頭を食べなが

技術的に高いレベルを会
桑野

でコッペパンは置いてな

止まるほうに移動しまし

社から要求されると考え

しで３周年を迎えます。

ょう」と提案したところ、 ら 談 笑 し て い る 姿 を 見

ています。

もともと東北でコッペパ

が食べた経験はあると思

カーなので、店で販売す

したいと話しています。

を起点に、見せるもの、

工場長は、定年になった

いから、
とお断りしたら、 をしていた男性です。前

面接の時に見るポイント

手をつないでゴールをす

るそうです。私は反対で

す。面接で「あなたたち

にはあまり期待していま

帰るかどうか。そういう

がけにスリッパを揃えて

て上がるかどうか、帰り

た時に靴をきちんと揃え

す。それから、面接に来

時点で私は決めていま

田中

イントは何ですか。

司会

人材はどんな方でしょう

て、業界として求めたい

司会

厳しいと思います。

そ話す方は、この業界は

き加減だったり、ぼそぼ

で、面接の時点でうつむ

ることが一番大事なの

っかりとした接客ができ

ることです。お客様にし

ですので、多店舗展開は

フ） 私どもは小さな店

れだけが目標です。今、

発を続けていきたい。そ

たい。たゆまず新商品開

ます。

を目指して欲しいと思い

が、何でもいいから一番

良しも結構だと思います

指してほしい。みんな仲

番きれいなど、一番を目

番、洗い物をするのが一

が一番、出社するのが一

挨拶が一番、声の大きさ

てほしい」と言います。

う。でも、一番を目指し

できることは無理でしょ

年間で通り一遍の何かが

せん。というのは１、２

ことで、人となりを見さ

か。面接のポイントも教

あまり考えていません。

幼稚園や小学校の運動会

面接の時、見るポ

年は１

司会

ン専門店がはやり出し、

います。学校給食のコッ

るだけでなく、九州のお

博多ぶらぶらは、四十何

生きがいだったのにと恨

ので給料はそのままで、

お休みの中でも自

分を高める仕事という

関東、関西と流れて、九

ペパンも、昔はパサつい

土産でいろいろなところ

いと思います。

間は何十時間までで、何

か、仕事の延長線上にあ

州ではコココッペが先駆

たり、味気なかったり、

お客様に喜んでもらうで

実家がパン屋で、イベン

るものがありますよね。

けだったと思います。う

年前に機械もオリジナル

カ月続けたらダメです、

パン屋さんをめぐ

に品物が流れています。

トの時は無料で駆り出さ

い条件です。皆さんが働
桑野

おいしいものではありま

とパン屋からすれば厳し

ろから手伝いはしていま
く時にはいいことかなと

ちの会社は、学校給食を

れましたので、小さいこ

した。今は人材不足で、

ることもあると思いま

まれた覚えがあります。

休みは増やしていいとい

せてもらっています。

えてください。

ただ、パティシェとして

桑野さん、どうい

面接の前、電話の

司会

濵田一郎氏（お菓子の工

これから店とし

う点を見られますか。
目を見て話ができ

房

では、子供たちが一緒に
桑野

おいしいものを作り続け

焼ドーナツ

う補充していくか。経営

司会

パートも長い方がいます

う条件で話したところ

10

オペラオーナーシェ

お菓子の工房オペラ

思う反面、休んだ分や残

しい人材像は、どういう

に来ています。
ですから、 「１カ月だけ休ませてく

が、そろそろ定年の時期

ださい。また、１回きち

しいことも言います。育

追い打ちをかけるように

ものでしょうか。

新店を出す時、少しずつ

んと辞めて、時給で働か

いので、皆さんには優し

きたて感を準備した店に

りになると思いますの

若い方の力をお借りしな

せてください。私がそう

す。家族だと思います。

で作ってもらいました。

で、アルバイトの面接を

ければいけない状況にな

いうことをしたらみんな

ではないのですか、とよ

このため、生産性を上げ

しますが、基本的には私

ってきました。私どもの

に示しがつきません」と

ってほしいからです。

せんでした。学校給食は

が好きな人を採ります。

桑野

左衛門で一緒に仕

会社は小さいので、間の

言いました。私はそうい

今まで一番長く働

い言葉もかけますが、厳

していることもあり、長

る方です。
今の工場長は私の弟で

司会

世代があまりいません。

う方にこそ、お給料をと

家族的企業にしていきた

す。自分の趣味に１日費

一緒に仕事をしたい人とは

事をしたいという人物像

これから入られる方は、

っていただきたいと思い

すが、その前は技術部長

を教えてください。

会社の柱になっていただ

ました。

人と人とのつなが

いてくださった方は、夫

田中

歳までいてくれま

ける方に来ていただきた

婦で

した。車で通勤していた

会社に入った人は大切

い。そういう気持ちのあ

専門店で働いて欲

食

ので事故があったら危な

唐人ベーカリー

コッペパン

く言われますが大切で

者は、新しい人を入れて

の未来のつくり方

業をつけられない分をど

第29回西日本食品産業創造展
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（９） 令和２年４月15日

先月号より続く︒

９．社長の本当の仕事って何？
求められる社長ってどんな人？

れば良い︒社長には社長
だけの仕事があり︑社長
の仕事以外の仕事はやら
なくて良いことになって
いる︒

結 局︑
〝大企業は専門
社としての成果は出しや

事に専念できるために会

つまり︑社長だけの仕

組織の違いがある︒当然
分野の集合体〟で︑中小
すい︒では︑中小企業は

う訳にはいかない︒

だが︑大企業はそれぞれ
企業は〝何でもやらなけ

中小企業と大企業には

専門分野毎に社員が配置
というと︑この区別が付

その⑧
くいということになって

く中小企業は利益が出に

ある︒

り上げる〟ということで

ることができる構造を作

ル設定とは〝

事の一つ目の将来のゴー

３つの大切な社長の仕

年後の会

しまう︒
利益の構造は﹁大

業と同じようにやれば良

る﹂と言える︒

の能力や力で利益を上げ

げ︑中小企業は社長一人

企業は組織で利益を上

決めて︑社員と一丸とな

①会社の将来のゴールを

社長の仕事とは？

ない︒

社員は社長の仕事はでき

ろうと思えばできるが︑

社長は社員の仕事をや

ら か？﹂﹁ 借 金 は い く ら

時必要とする資金はいく

と︒二つ目は会社が﹁常

貢献度を決めるというこ

社の規模︑社員数︑社会

ということ〟つまり︑会

社のあるべき姿を決める

では︑中小企業も大企

いのではないかと思う

までして良いのか？﹂﹁資

この３つができれば︑

ればならない人々の集合

って進める態勢を作る︒

いうのが現実である︒そ

な仕事はこの３つだけで

会社経営に困ることはな

されているために︑労働
が︑そう簡単にはいかな

金が不足した時はどうす

それでは︑社長の状況
もそも︑社長だけの仕事

ある︒その他に人脈を広

いと断言できる︒しかし︑

体〟
なのである︒だから︑ きにくい︒零細企業の場

②資金が不足しないよう

った仕事だけを専門に続
はどうかと言うと︑大企
が何なのかが分からない︒

中小企業で〝利益の上

げること︑商品開発の方

生産性︵社員一人当りが

い︒人︑物︑金が十分で

けることができる仕組み
業の組織は細かく分かれ
組織と言っても名ばか

上げる場であるはずが︑

がる構造〟とはどのよう

中小企業の現実は︑社長

合は︑社長一人で何でも

れば良いのか？﹂を考え

があるので︑自ずと成果
ており︑その頂点に社長
りで︑成果が上がるほど

そうなっていない︒これ

向性を決めること︑経営

が日々の目前の仕事に追

成果の出方が違うのであ

に金繰りをすること︒

ておく︒

を上げやすくなる︒
がいる︒各仕事やプロジ
機能していない︒

では多様な発言が出ない︒ な構造なのかを考えてみ

の勉強をすること等があ

われている︒

利益を上げる割合︶が高

はないので︑大企業と同

③社員の皆が自分の将来

一方︑中小企業はとい
ェクトにはそれぞれの責
会議一つとっても︑社

る︒結論から言うと〝社

る︒

うに育てて戦力にするこ

分に役立てること︒他人

とができるかということ︒

①信念を持っている︒

ず︒

三つ目は社員をどのよ

うと社員に一応の担当分
任者がいて︑種々な報告
長一人の独壇場が大部

結局︑会社の構造上︑

長が社長だけの仕事をや

やらなければならないと

じようなことはできない

の目的を持って働ける労

野があるものの︑自分の
は上へ上へと上がってく
分︒
会議の本来の目的は︑

大企業は利益を上げやす

る︒

のである︒同じことはで

働環境を作る︒

分野だけをやって他の分
る︒社長はそれらに目を
社員の発表や意見を吸い

く聴いて︑参考にして自
社長が社長の仕事に専

社長の大切な︑絶対的

野は他の人がやるから自
通して︑良否の判断をす

の共通点としては︑

真似することはできるは

分はやらなくて良いとい

会社ということである︒

社長の仕事と社員の仕

〝社員の考え方︑動向〟

事を同時にこなさざるを

②成功するまで諦めない︒ から応援をしてもらえる

ような人柄を作ること︒

念するためには︑時間と

経営力を付けることは

が 大 切 で あ る︒
﹁この社

の言い分だけを主張しな

難しいことではなく︑自

②この会社で働きたいと

みが必要である︒その仕

いで人の話も良く聴く︶

然的に素朴なことででき

﹁やる気がない！﹂とい

付いて行きたい﹂
﹁頼り

組みを創るためには組織

の３点︒

る︒つまり︑誰でもやろ

得ない︒しかも︑社員の

ことができる︒

たい﹂というようなこと

作りが必要である︒余裕

①は﹁何のために自分が

③人から好かれる︵自分

﹁会社は社長の器以上

③納税をしっかりとでき

である︒これらのことが

ができたら組織を作ると

利益が上がる仕事の仕組

つまり︑社長がすべき３
に大きくはなれない！﹂

る会社を作り上げること

できるには〝経営力〟が

長から学びたい﹂
﹁追い

つの仕事が十分にできな
と言われる︒では︑求め

ができる︒

思える会社を作り上げる

い現実︒ということは︑

られる社長ってどんな人

う言い訳である︒

この３つができれば会社

い︒

言っていたら一生できな

いうこと︒

人の考え方にぶれないと

のかが明確！﹂多少の他

この会社を経営している

ある︒昔から経営で成功

シンプルに考えるべきで

経営は難しく考えないで

えば持てるものである︒

うと思えば︑持とうと思

必要である︒

だろうか？

﹁ 鶏 が 先 か︑ 卵 が 先

②は例え間違っても学習

している社長は﹁頭の良

経営力とは〝人間力〟

が︑経営では鶏が先であ

効果を持って﹁いつかは

い人ではなく︑自然力の

社長の姿である︒この中

人間性とは﹁人の声に耳

る︒
﹁お金と時間ができ

必ず成功する﹂と自分を

ある社長である﹂︒

社員の共同

求められる社長とは人間

次に成功している社長

であり︑人間力とは〝人

①を作り

を傾けることができる

たらやる！﹂と言ってい

信じているということ︒

頑張って︑今日もお仕

作業が必要

性が豊かな人が経営する

で③は結果

上げるに

人﹂ということである︒

たら︑いつまでたっても

③は外面が良いというこ

事に精を出してください︒

である︒つ

間性〟
ということである︒ か？﹂という問いがある

は︑社長と

つまり︑成長する会社︑

できない︒

とではなく︑人の話を良

この３つが求められる

は成長するということ︒

①社会貢献ができる会社

仕事が優先されている︒

﹁時間がない！﹂とは︑ る︒

まり︑始まりも終わりも

い︒つまり︑一つの決ま

きないにしても︑少しは

10

を作り上げることができ

松本 光輝 氏（株式会社事業パートナー代表取締役）

ださい︒

経営の玉手箱

である︒

〒104-0031
東京都中央区京橋３丁目 12-1
エコー京橋ビル５F
T E L：03-6228-7330
FAX：03-6225-2231
E - m a i l：j i m u @ s a i s e i jigyo-no1.com
担当 : 針谷
株式
会社

事業パートナー

是非︑チャレンジしてく

代表取締役 松本光輝氏

〇問合先

令和２年４月15日 （10）
（毎月 15 日発行）

聞
新
業
工
子
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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！

あるドーム球場になって

例えば野球は今、屋根が

たプロスポーツである。

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。

先月号より続く。

スポーツとの関
わりと経営

その②

業に携わっている方に、

小売業や卸売業や流通

苦労しても、お客様を楽

といけないからだ。プレ

しなさい」
という精神だ。 間、いいプレーを見逃す

しませるようにプレーを

ーヤーの体は冷えるが、

さんが、コマーシャルの

進めない。見ているお客

スであることに、お客様

スポーツがショービジネ

いかと。アメリカのプロ

をもらっているんじゃな

がない。そのためにお金

これからは、菓子業界全

料原価も上がってくる。

る。天候不順が続くと材

格がどんどん上がってく

費やガソリン代、資源価

る」といって継がない方

れはサラリーマンにな

けしかもうからない。お

苦労しているのにこれだ

い。息子が見て「親父は

ので残る営業利益も小さ

も結構いる。お菓子の業

体が、粗利率が高くない

と商売として成り立つの

策になる。中小メーカー

は技術があり、いい商品

を作っているが、廃業で

菓子業界の現状

界の課題は、その辺の対

第一主義を学んだ。

分く

は難しくなるだろう。

お客様が第一だから仕方

仕事の内容と歴史

がいいですよ」と

業員が「こういうクラブ

お客様第一主義とはどう
いうものかを理解するた
め
「アメリカに行ったら、
プロスポーツのフィール
ドに行って見てきなさ

菓子業界の現状だが、

万円のセ

無くなってしまう。お菓

らい接客して

メーカーも卸も含めて廃

子は日本の食文化なの

菓子という仕事
の特性
お菓子の特性は、他の

き、持って帰ってもらう。 業が多く、企業数は激減

い」とお勧めする。お客
様のために何をしている

業種に比べて単価が少額

に、どんどん無くなる。

ットをお買い上げいただ

のかがよくわかる。最初

年前、卸は

万円といえ

る野球もバスケットボー

ト、
セカンドはまぶしい。 いえば「お客様はお金を

ルドの外野手やショー

のかわりセンターフィー

のかを聞くと「コマーシ

ーしないで止まっている

たが、それまではお菓子

前、甥にバトンタッチし

ゴルフ用品の経営は

在も近い将来も経費は上

多いが、粗利益が小さい

プでは、ジャパンが活躍

相当、長く練習したので、 ければならない。

たのは、ハードワークだ。 チするかを考えていかな

いるが、昔は青天井なの

お菓子で

ルもアイスホッケーもシ

払ってプレーを見に来て

ャルタイムだ」という。

と両方の社長をしてい

がることばかりだ。人件

の！」という驚きの声が

した。強さの秘密はヘッ

ジャパンのプレーヤーは

アメリカンフットボー

であること。駄菓子など

「あそこのメーカーが辞

している。

にプロアメリカンフット

全国に１８００社あった

めました」、「じゃあの商

ョービジネスだ。お客様
だから、ボールが見える
くださっているから、見

テレビでコマーシャルを

い。さらに小売業は全店

あがる。もう１つ聞こえ

ドコーチである。今のヘ

スタミナがあった。下地

で、必ずバックスタンド

年前は８００社、

を楽しませるためには何
よう目の下に墨を塗り、
やすい位置にいるのは当

た。ゴルフの商売は、従

とまではいかなくても、

るのは「ここの店はスー

ッドコーチがジェイミー

に「自分たちは世界一練

ルは、アメリカのスポー

ば、１・５トンのトラッ

が、

品はどうするんだ」とい

円から始まり、

クがいっぱいになる。商

今は２５０社で急激な減

う話で、うちも定着して

、

品を動かすにも人件費や

り方をしている。倒産も

買ってくれるお客様がい

は

１００円、２００円が主

ガソリン代がかかるの

あるし、合併もある。最

るのに、何社か無くなっ

収集し、その結果、勝つ

ボールをスタジアムへ見
に行った時、プレーが急

流である。また、商品の

で、経費率が全く違う。

近は廃業が多い。首都圏

てしまった。同種の商品

そういう勝ち方を知って

ためにどんな武器を用意

をしたらいいか、チーム
サングラスをかける。何

している間は、プレーを

いかを考えた。大手と競

地域のチェーン店は同じ

パーマーケットで売って

・ジョセフ、その前はエ

習量が多い」という自負

を南側にして作る。お客

に止まって、何もしない

容積が大きくて軽量で、

お菓子のほうが粗利益率

の卸でも、中小零細メー

を探して、取り扱いした

おり、そのためにどんな

し、どんなことをしたら

とプレーヤーはどうする

たり前だ。プレーヤーは

ければならず、
損をする。 い合っても資本力で負け

と５００円も値引きしな

る。ＮＢ商品は、どこで

品揃えと売価での展開が

い な い も の が あ る 」。 東

ディ・ジョーンズがヘッ

を持ち、それが自信に変

ツだからシステマチック

で立っていた。冬のスポ

市場売価は小さいのに、

が高くないとおかしいの

カーの廃業は頻繁にあ

りするが、昔からの日本

準備をしたらいいかを考

いいか。どういう人材を

でそんな苦労をするかと

お菓子は単価が安いか

お菓子は損額が少なくて

買っても同じとなるので

基本なので、一定の生産

京は地方の出身者が多い

ドコーチをしていた。エ

様が座ると太陽は背にな

ーツなので、寒いと体が

粗利益率の低い商売だ。

だが、ゴルフ用品のほう

る。なぜならメーカーの

の食文化は、なくしては

えた。引き継いだジェイ

万人減った。口の数が減

ら、安売りの目玉になっ

済むから、目玉にしてし

価格競争になって、どこ

量がないと扱えない。大

ので「私の故郷のお菓子

に見易く、楽しめるよう

冷えてしまう。何でプレ

年

がずっと高い。また、現

仕事は大変だし、苦労も

ならない。

べきか。その点を追求し

れば、食べるものの数量

ている。例えば小売業で

まう。ここを業界全体で

まで安売りできるかにな

手が扱えないなら、うち

最終売価を引き上げ、粗

菓子業界全体で、小売の

てしまうからいけない。

ない。卸自体も安売りし

め、改善しなければなら

が低粗利益率であるた

中小企業は、業界全体

すれば、近所のスーパー

ストアだ。そこが安売り

一番激しいのはドラッグ

わずに、競争している。

態のボーダーラインを問

いる。ネットも含め、業

むための客数競争をして

小売は、お客様をつか

０円のものを５割引する

価が高いので、１，００

円引くだけだ。食品は単

しても、値下げ伝票は

地方のメーカーも、東京

の負けないものは何か。

ばならない。うちの会社

いている。１６０坪くら

ろして、お客様の声を聞

私は店の中をうろちょ

手企業と闘うには、戦う

ってる。このように、大

ーケットとの差別化とな

しみがあり、スーパーマ

ていた。日本人のプレー

ョーンズは勝ち方を知っ

た。その時、エディ・ジ

われた南アフリカに勝っ

史上最大の番狂わせと言

考えた場合、どうしたら

に置きかえると、戦略を

備したかが重要で、商売

こと。そのためにどう準

になった。勝ち方を知る

先ず今どういう状況にあ

武器自体を変えていかな

のメーカーも、大手メー

いあるビック館という大

るのか、これからどうい

日、菓祖中嶋

祭、松山市

神社四国分社秋季大

５月

行事予定

次号に続く。

も減る。

是正していかなければな

る。中小企業の戦い方、

利益をメーカーや卸、小

マーケットやＧＭＳも対

中小企業の現在
の立ち位置

１００円のものを５割引

らない。

売に分配する。今は安売

抗して客数をつかまなく

競争相手に勝てるかを考

きな売り場の店があり、

スポーツでも同じだ。

た。また、早く動き回る。 準備したらいいか。情報

ヤーは小さいから、ボー
カーに比べれば、生産量

初めて来店されたお客様

ラグビーのワールドカッ

ければならない。

う変化が起こるのか。と

が大きくないので、大手

は「 こ れ 全 部 お 菓 子 な

える。そのためには何を

いうなか小売、卸の段階

の小売業や卸は扱いにく

ルを持つ時間を長くし

わり、あれだけのプレー

がある」という驚きや楽

りしてしまい、分配する

てはならないので、安売

中小企業として
の戦い方（戦略）
→競争の勝ち方
弊社の経営戦略だが、

19

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。

10

で何をしなければならな

カンブリア宮殿でお話をした弊社
の経営戦略

資源がない。人口は自然

りをする。それで業界全
体がどんどん安くなる。

数万人ず

減で年ごとに

つ減っている。去年は

愛媛

宛名・住所のご確認を
お願いします。

ディ・ジョーンズの時、
が取り扱いをさせてもら

るから、まぶしくなく、

30

作って、どこにアプロー

40

20

戦略としては、勝つため

にできている。アメリカ

二木の菓子の独自経営戦略

う。

20

20

20

ミー・ジョセフが準備し

10

！
に！

に戦う武器を変えなけれ

プレーがよく見える。そ

44

の４大プロスポーツであ

二木 正人 氏（株式会社二木 代表取締役社長）
50

地方を元気に
お客様を笑顔
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•
•
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（11） 令和２年４月15日

日本菓子専門学校

福本 圭祐
教師

ク）…白くなる卵黄【キ

ぜ合わせる。

かし）で中餡を包餡し、

❶黄味火取餡に上新粉、

ューピータマゴ（株）
】

※ピュアホワイトは白く

ロール紙を敷いたセイロ

☆塩漬け桜の花びら…

し、水を加えジューサー

に並べて６～７分で蒸し

【山眞産業（株）】

ｇ、濃赤生地４ｇでぼ

ｇをやや濃赤に着

色する。

上げる。

❸約

と混ぜ合わせる。

❹時雨生地（ピンク生地

イスパタを加えサックリ

れいな桜色の火取餡に練

❷花びらも加え混ぜて、

上がる加工卵黄のためき

り上がる。

ピュアホワイトも加え混

☆ピュアホワイト（ヨー

【仕上げ工程】

ミキサーにかけ、さらし

枚に対して水１２

布巾で絞り準備する。（桜
の葉
５㎖使用）
☆塩漬桜花びらの準備

店で修業し、銀座清月堂

和菓子みねじま

品だそうだ。

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

作業場も動線

塩漬桜花びらをぬるま

本店で係長まで務めた職

日本人は花見を楽しむの

収められています。特に

水………………３２０㎖

白生餡…………８００ｇ

（黄味火取餡）

水………………２００㎖

小豆こし生餡…１５０ｇ

イスパタ………１・５ｇ

上新粉………………

…………約

ｇ

ｇ

内生地………………４ｇ

16

話 ０３－３４００－８９０１
電

ＦＡＸ ０３－３４０７－５４８６

❷途中、ピュアホワイト

る。

る。

く、一軒の和菓子屋があ

和菓子の店として創業し

父である先代が、パンと

平成元年に、峯島氏の

指導力にも定評があり、

を入れている。またその

数度、後進の育成にも力

分な広さがある。

仕事をしても充

れて２～３人で

今後、弟子を入

最近、休日は

ものづくりマイスターと

して、県内の数多の学校

をしながら菓子店だけで

今から十年ほど前に、

たそうである。
一級和菓子製造技能士

『和菓子みねじま』
着色して練り上げる。

日々を送っているそうだ。 のゆるキャラ『おっさく

なく、そば屋やラーメン

趣味のバイク

ん』の焼き印を押したお

屋などをめぐり、食べ歩

から引っ張りだこの講師

現在は家族経営で営ん

っさくんどら焼きなど地

きをしているそうだが、

先代が不慮の事故により

でいて、店内は明るく広

元に特化したお菓子ま

その辺りも菓子の創作に

で、ツーリング

え、跡を継ぎ、和菓子専

く、定番の和菓子からは

で、幅広く扱っている。

都内和菓子店で修業して

門店として現在に至って

さみ菊など手の込んだ上

いた峯島氏が修業を終

いる。

繋がっているように思え

越ブロック長・鈴木豊

全菓連青年部関東甲信

飛躍に期待したい。

今後のさらなる活躍と

もしく思う。

敬の念を抱いており、頼

いる。同い年ながら、尊

常に勉強させてもらって

で得られるものは多く、

の知らない技法などそこ

うことがあるのだが、私

子指導に同行させてもら

私自身、峯島氏の和菓

る。

最近は生どらが売れ筋商

峯島氏は数軒の和菓子

はさみ菊

光風餅

生菓子、光風餅や、市原

急逝してしまい、その頃、 で、店と講師業と忙しい

を加え、赤色素で桜色に

17

桜しぐれ（仮称）
湯で洗いよく絞り、包丁

花は楽しめる期間がとて

がしっかりして

今年も桜の花開く季節

人で、当時、創作和菓子

も短く、儚い花です。そ

でほぐしたもの

がやってきました。日本

おり、計算され

凄腕職人の繁盛店

コンテストで優秀賞受賞

がとても好きで桜の花を
グラニュー糖…３６０ｇ
桜の葉絞り汁…１００㎖

ｇ

塩漬けの桜葉を水洗い

ｇ

た作りで効率の

見ないでは春を迎えた気
トレハ…………１２０ｇ

トレハ………………
㎖

外生地………………

など数々表彰された凄腕

良い仕事が出来

んな桜の満開の様子を時

職人で、現在は千葉県和

そうだ。今は一

人と桜は古くから縁があ

菓子技能士会に所属、赤

人で製造をして

※赤色素で補色
中餡…………………

堀製菓専門学校において

いるそうだが、

※淡赤に着色
（時雨生地）
【火取餡工程】

峯島基郎氏が営む和菓子

和菓子講師として、月に

雨で表現してみました。

黄味火取餡……５００ｇ

千葉県市原市光風台。

専門の繁盛店だ。

り、日本最古の和歌集で

ピュアホワイト
（ヨーク） ❶水にグラニュー糖とト

閑静な住宅街のある小

がしないようです。最近
桜の花びら…………

………１２０ｇ
桜リキュール………

☆桜の葉絞り汁の準備

ピュアホワイト
（ヨーク） グラニュー糖…２２５ｇ

らの観光客も増えている
赤色素………………適量

10 16
16

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

ようです。しかし、桜の

18 75

和菓子みねじま

（中餡）…桜餡

レハを入れ火にかけ、沸

※Ｂｒｉｘ ～

白生餡…………３５０ｇ
ｇ

【配合】

90

湊鉄道光風台駅のほど近

ある万葉集にも桜の歌が

16

25

騰したら白生餡を加え練

桜しぐれ
ｇ

63°

では花見を楽しむ海外か

62°

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。

令和２年４月15日 （12）
（毎月 15 日発行）
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