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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（令和元年12月）
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理事長 齊藤俊明
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〒107-0062 東京都港区南青山５丁目12番４号
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（１） 令和元年12月15日

原料価格の 内 外 価 格 差 是 正 な ど

食品ロスに係る課題のみ

流の合理化の観点からも

（３）新たな付加価値を

別化を推進するため、新

推進していくことが必要

外価格差の是正」への基

方針にも影響しかねない。 けた施策について明確に

製品や新技術の開発等の

であり、納品期限の緩和

海外生産が進み、地域の

盛り込んで頂きたい。

必要性とその支援策等に

に向けた強い取組方針を

業については、今後、商品

（２）上記品目の安定供

ついて明確に盛り込んで

明確に盛り込んで頂きた

インターネットや郵送で

など事業基盤の強化に必

給の必要性とその施策に

頂きたい。

い。

このため今回提出した

要な対策をしっかりと講

加え、和菓子の原料とな

（４）深刻化が予想され

（６）輸出等の外需を積

ならず、生産性向上や物

じ、国民の豊かな生活に

る国産小豆、ポテトチッ

る人材不足等に対処する

極的に取り込むため、主

創造し、海外商品との差

化、生活の多様化、健康

欠かすことができない我

プスの原料となる加工原

た め、「 飲 食 料 品 製 造 業

本的な方向性とそれに向

この機会に組合員の皆

志向の高まり等の市場環

が国の菓子製造業が「成

料用馬鈴薯等について

雇用や我が国の輸出拡大

支援、④人材不足対策等
さんも自分の意見を提出

境の変化の中で、新たな

長産業」として持続的に

の差別化を図りつつ、そ

と考えられることから、
を明確に盛り込むことを
して頂きたい。参考文案

付加価値の創造や市場の

国民の誰もが意見提出可

生産での政策の方向性が
これまでにも増してその
要 請 し て い る。
（要請書
を示すと左上の囲みのと

要請書では、新たな基本

注目される。食品産業に
将来について明確な政策
全文は別項参照）

計画の中に、①原料価格

料・農業・農村基本計画
ついても国民への食料の
の方向性を示していくこ

協会傘下の全菓連を含む

なる。我が国の菓子製造

化していくことが必要と

創出等の取組をさらに強

（１）菓子の主要原材料

２．内容

とが不可欠と考える。

発展できるようにするこ

その施策について明確に

内生産の確保の必要性と

増に対応した安定的な国

入等の中で、今後の需要

は、原料原産地制度の導

設置等）等について明確

中小企業向け相談窓口の

格制度を持続的に機能さ

分野」の特定技能在留資

の簡素化の諸外国への働

・撤廃あるいは関係書類

施策（受入人数の弾力化、 故に係る輸入規制の緩和

せることの重要性とその

きかけ、輸出先国の原材

性、東電福島第一原発事

る輸出拡大の取組の重要

要品目別の輸出団体によ

産原材料の安定供給、③

業が、こうした変化に対

である砂糖、小麦粉、乳

盛り込んで頂きたい。

に盛り込んでいただきた

料規制への対応や関係施

込まれる。今後は、コス

応できない場合には、菓

製品の価格については、

また、米菓の原料とな

い。また、省力化等によ

設整備への支援策の重要

毎回、自給率目標の設定

子製造業の健全な発展が

政策的に割高にされてお

る加工用米については、

る生産性向上が益々重要

性等について明確に盛り

新製品や新技術開発への

損なわれることになりか

り、依然内外価格差が大

米政策の見直しにより必

になるため、製造・包装

トアップ要因が増加する

おり。

ねず、これにより、菓子

きい状況にある。糖価調

要量が確保されずＭＡ米

込んで頂きたい。

をはじめとした国内農業

食品産業は国民への食料

製造業は国内農産物の主

整法の改正や小麦のマー

工程へのロボット技術、

会員団体は、連名で食

も、現在の基本計画が策

の安定供給や国内農産物

要ユーザーとしての役割

を使用せざるを得ない状

計画（以下「基本計画」
）
は、食料・農業・農村基
年を見通した場

我が国の菓子製造業の
今後
や日ＥＵ・

今回の検討作業では、

年以降の

の主要な仕向け先として

クアップの引下げ、各種

のために、
特段のご指導、 定された平成

日頃は、菓子業界発展

（発出者名省略。全日本菓子協会会長、全国菓子工業組合連合会理事長等）

新たな食料・農業・農村基本計画に
（令和元年 月
ついての意見書 

農林水産大臣 江藤 拓 様

合、ＴＰＰ

菓子業界をめぐる状況や

を果たすことが出来なく

関税割り当て制度の導入

況となっているため、今

ＡＩ技術等の活用の必要

また、日本食や日本の

合、今回の基本計画の見

なり、結果として国内農

さて、貴省では、本年

づけられている。

り、
情勢変化等を踏まえ、 が予想されており、加工

食文化の海外での普及啓

他方、我が国の菓子製

性とその導入支援策等に

直しに大きな関心を有し

後の需要増に対応した安

９月より、食料・農業・

・拡充は評価するが、こ

食品の原料原産地制度の

業への影響も大きく懸念

概ね５年ごとに変更する

発の重要性やその施策に

造業については、今後

ついて明確に盛り込んで

ているところであり、下

定的な国内生産の確保と

農村基本計画（以下「基

れらは原材料対策として

導入等により国民の国産

される。また、我が国に

こととされている。来年

村基本法において、食料

いては、食料・農業・農

我が国の食品産業につ

る必要が生じるととも

り割高な原材料を使用す

原材料へのニーズが高ま

導入等により国民の国産

１

菓子の主要原材料で
ある砂糖、小麦粉、乳製
品の価格は、国内農業保

万トン）

あるが、国内の菓子生産

％（国内消費量４８８万

・小麦粉消費量の

ンのうち

も大きな影響が出かねな

がほとんど伸びない中

トンのうち

・８
い。

で、海外商品の輸入が増

万トン）

バーしている状況。

〇国内の菓子生産額（２

０１８年）

・バター消費量の

２兆４，
９８５億円（対

加した場合には、これま

％（国内消費量７・１万
・砂糖

小売推定額―３兆３，９

〇菓子の輸出額（２０１

８年）

のの、両者合わせて国内

要は、近年伸びているも

土産購入額
（２０１８年）

〇訪日外国人の菓子のお

・６％増）

２４８億円（同１１０

生産額の約８％相当と少

・８％増）

１，７６１億円（同

る菓子の内需の減少をカ

ない。少子高齢化等によ

我が国の菓子の輸出

前年比０・１％減）（参考）

で使用してきた国産農産

トンのうち２・２万トン） ０９億円

割高になっているため、

・小麦粉

２・３倍
内外価格差が約２倍～約

・７

物の需要が減少すること

（注）関係業界等調べ。

〈菓子原材料の内外価格

となり、結果として国内

３

差
（日本とドイツの比較）
〉

２・１倍

農業の振興に影響が出か

・バター

護の観点から、政策的に

２・７倍

３倍と大きく、諸外国に

調べ。２０１５年から２

０１７年）〉

以上

ついて明確に盛り込んで

年を見通した場合、ＴＰ

・国内に依存する原材

の安定供給の観点から、

に、人件費、物流費、包

や訪日外国人のお土産需

・脱脂粉乳

また、原料等の価格差

０１７年の３ヵ年平均の

・砂糖消費量の

（国内消費量１９４万ト

・２％

〈菓子の原材使用割合（２

ねない。

比べ、ハンディキャップ

（注）大手菓子メーカー

は、菓子産業の海外立地

数値。

２・７倍
を負わされている。

を促進することとなり、

菓子製造業は国内農



頂きたい。

記により、意見・要望を

の発効によりその市場環
境が大きく変化し、海外

その需要にも影響しか

料（小豆、
加工用米等）

その健全な発展を図る必

材費等の更なる上昇も見

（５）食品ロスの削減は、 頂きたい。

その施策について明確に

本 計 画 」 と い う。
）の見

Ｐ や日ＥＵ・ＥＰＡ等

は十分とは言えない。こ

原材料へのニーズも高ま

提出しますので、ご配慮

おける生産コストの低減

（令和２年）が５年ぶり

直しに着手され、広く国

方、よろしくお願い申し

盛り込んで頂きたい。

り、割高な原材料を使用

民より意見・要望を募集

の際、輸入原材料の「内

の見直しの時期であるこ
する必要が生じるととも

上げます。

が図られない場合には、

とから、本年９月より検

されているところです。

商品との競争激化が予想
される。また、加工食品

菓子製造業は、今後

ねない。このため、以

の今後の需要増に対応

要があるとし、その施策

（参考）

産物の大きなユーザーで

に、人件費、物流費、包

菓子業界におきまして

がり、地域の雇用などに

討が開始されている。
装費等の更なる上昇も見

基本計画においては、

記

年間において、日Ｅ

下を明確に盛り込んで

した安定的な国内生産

として、
事業基盤の強化、 込まれるなど、今後コス

の原料原産地表示制度の

Ｕ・ＥＰＡ等による主

ほしい。

の確保。

トアップ要因が増加する

１．基本認識

要な菓子類の関税撤廃

・海外に依存し、政策

・生産性向上を図るた

農業との連携の促進、流

と考えられる。

・３倍、小麦粉―２・

等を控えており、海外

的に割高にされている

めのロボット技術やＡ

通の合理化等が明記され

製造業は国内農産物の

１倍等の是正）

製品との厳しい競争に

原材料（砂糖、小麦な

Ｉ技術等の導入の支援

このような状況を考え

「食品産業政策」に係る意見（例）

直面する。一方、菓子

ど）の「内外価格差是

ている。また、これまで
正」の方向性と安定供

２

10

る。

本法に基づき、食料・農
ＥＰＡ等の発効により市
ご支援を賜り、厚く御礼

重要な役割がある旨位置

18

策の重要性。

主要ユーザーであり、

菓子産業の空洞化につな

10

31

食料・農業・農村基本

業・農村に関して政府が
場環境が大きく変化し、

今後の見通しを考えた場

11

れば、我が国の菓子製造

給 の 確 保。
（砂糖―２

51

53

11
の基本計画においては、

競争力を強化しないと

26

27

11

10

日）

中長期的に取り組むべき
申し上げます。

このため、原材料対策

への要請書を農林水産大
安定供給や国内農産物の
とが求められている。

の内外価格差是正、②国

臣に提出した。内容は原
主要な仕向け先として重

菓子業界から食料・農業・農村基本計画へ要請書を提出

料価格の内外価格差是
要な役割があることか

18

海外商品との競争の激化

18
方針を定めたものであ

10

日に全日本菓子

正、国産原材料の安定供
ら、その競争力の強化等

月

給等を明確に盛り込むこ
の方向性等が示されてい

能 と な っ て い る。（ htt の競争力を一層強化して
ps://www.contactus. いくことが必要であり、
maff.go.jp/j/form/kan 原材料対策や生産性向上
） 対策等に加え、少子高齢
bo/kihyo01/190906.html

とを要請した。

11

10
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並び建つ羊羹資料館

村岡総本舗小城本店（左）と

長崎県）で

（佐賀県、

あった肥前

上の羊羹店が軒をつらね

たとされ、戦後は五十以

の羊羹の製法が元であっ

した。大坂の羊羹、長崎

が、本来の切りたてのジ

近年注目されています

めてシャリの出た羊羹が

「昔羊羹」と称して固

評価され、コーヒーにあ

甘みのハーモニーが高く

り立ての本煉羊羹の苦み

コーヒーストレートと切

近年海外においてモカ

に存在する肥前は、伝統

います。南蛮菓子も多様

の佐賀県をつくりあげて

の風土が購買額で日本一

を食べ分ける、この地方

は平成十七年二十二世紀

村岡総本舗羊羹資料館

います。

いしさ」をつくりだして

もいえる「あじわい」
「お

す村岡総本舗羊羹資料館

った時代のおもかげを残

財に登録されています。

羹資料館は国の有形文化

事・村岡安廣

砂糖が食べる宝石であ

幕府献上砂
ューシーな、蒸し羊羹に

糖を所有し
たとされています。

よりかなり多くの頁が小

にぜひおでかけ下さい。

佐賀県小城市は古くか

に残す佐賀県遺産に隣の

現在「小城羊羹」の商

菓子の宝庫であり、洋の

ていた小城

う和菓子（伝統菓子）が

城の城下町に与えられて

近い歯ざわりの良いあじ

らの歴史伝統に恵まれ、

佐賀県菓子工業組合理

標組合である小城羊羹組

村岡総本舗本店とともに

藩の伝統や

再び脚光をあびています。 東西から招来した伝統菓

います。小城の一大中心

を伝えるともいわれてい

わいが最も「おいしさ」

約百五十年にわたり羊羹
合は二十三（市内十八県

認定されました。先立つ

天山北の山

子はまさにこの地で脈々

であった須賀神社前の明
ます。

伝統製法の煉羊羹とア

業が脈々と受けつがれて
内五）の組合員から構成

平成九年に村岡総本舗羊

間地が小

と受けつがれ世界遺産と

治三十二年創業の村岡総
さ れ て い ま す。「 小 城 羊

ルミケース包装の煉羊羹

います。
豆、隠元豆

称略）

業界関係者（順不同・敬

めるとするフランスの食

のフランスパン」をはじ

また、幅広い層に「本物

品質向上に努めている。

たな創作菓子を考案する

季節や干支にちなんだ新

に取り組んでいる。また、

るなど、伝統技能の継承

め、技術書を個人出版す

江戸時代小城鍋島藩七

藤森二郎

文化を広く伝えている。

など、時代に合わせた改

羹」は伝統製法、アルミ

ン・焼き菓子製造工・洋

五十六歳、洋生

の産地であ

生菓子製造工、㈱ビゴ東

林雅彦

良を重ね、和菓子の普及

くりの歴史を有し、昭和

にある技能者いわば「現

京（ 神 奈 川 県 ）、 フ ラ ン

菓子製造工、㈱エルクレ

に貢献するとともに、和

万三千石の城下町門前町

厚生労働省は、令和元

代の名工」を表彰するこ

スと日本の気候や風土の

ア（ 奈 良 県 ）、 二 十 七 歳

菓子製造作業の首席技能

て い ま す。
「佐賀県の歴
館し、羊羹の情報発信に
ちのする煉

に入り日も

です。棹物の語源である

伝統製法の「切り羊羹」

るなど、後進の育成にも

努めてきました。

で日本代表チームの一人

史散歩」
（山川出版社二

「 現 代 の 名 工 」に 対 す る

年度「現代の名工」に対

とにより、広く社会に技

違い、季節天候による環

の若さで国際コンクール

ケース包装の２種があ

羊羹の一棹の呼称は、伝

する卓越技能者表彰式を

能尊重の気運を浸透さ

境の悪条件を常に察知、

「クープ・デュ・モンド」 検定委員を十年以上務め

ったことか

羊羹は、新

統製法が羊羹舟に羊羹を

挙行した。

せ、地位向上に資するこ

追求し、あらゆる課題を

五十九年三月三十一日村

しい時代の

流し固めて一本一本切り

同制度は現在、伝統芸

とを目的としている。

として栄え、京都鎌倉の

小城の地に羊羹業が始

食料、嗜好

分け、その形が棹に似て

能から最先端技術までの

クリアし、日々、技術・

積極的に取り組んでいる

令和元年度表彰の菓子

として優勝し、多くの若

大江克之

六十三歳、パ

〇一二年刊）では江戸時
まったのは明治五、六年

品として、

いることからとされてい

様々な分野で最高の水準

り、一般に知られるのは

代以来の佐賀県の中心で
ごろといわれ名水百選清

後には携帯食保存食とし

ます。

ら、明治期

ある佐賀市佐賀城下の記
水川に代表される、秀峰
りが基本とされていま

てこの地に受けつがれま

岡総本舗羊羹資料館を開

録十九頁を上回る二十一
天山の花崗岩から流れる
す。江戸期砂糖が豊富で

風情が街の各地に残され

頁の記録がなされていて
名水による羊羹の餡づく

者が国際舞台に挑戦する

対応が難しくなっている

害についての報告とお見

千葉県からは、台風被

２０２２年の国体に向け

催の報告があったほか、

いること、各種講習会開

と今年度の講習会、研修

数とのこと、また前年度

継者不在による廃業が多

数の減少が続いており後

新潟県からは、組合員

各都県からの報告の後

こと。

応援してくれているとの

まつりを開催したりして

場産業センターでも菓子

使えることが有難い、地

菓子の啓蒙・普及に尽力

ると共に、フランス伝統

を考案して業界に貢献す

菓子への効果的な活用法

製法やトレハロースの洋

ラサージュ・ショコラの

端緒となった。また、グ

て発展させている。特に、

重ね、現代の和菓子とし

応じた製法改良と創作を

ら、消費者の嗜好変化に

の伝統技能を継承しなが

として、餡や生地づくり

（島根県）
、和菓子職人

生菓子製造工、㈱彩雲堂

六十二歳、和

業技術センターが無料で

ので検討して欲しいとの

舞いへのお礼があったほ

て土産用の新製品開発が

会等の報告があった。笹

に意見交換があり、ＨＡ

し、各種コンクールの審

削減に努めている。

要望があった。

か、全菓連への要望とし

求められており和菓子講

だんごや米菓に代わる菓

ＣＣＰ手引書が未だあま

号の被害が大きかったこ

茨城県からは、７月に

てＨＡＣＣＰ記録簿をノ

習会では売れ筋も含めて

子の開発が求められてお

開催したとの報告があっ

やかぼちゃ和風ケーキの

寒天活用の講習会を行っ

ートにして配布又は販売

勉強したいとのことであ

報告があった。また、全

ロック会議事業報告等、

講習会について報告があ

たほか、今後、表示や消

して欲しいとの要望があ

と、組合員減少が続いて

日
（火） ブロック会理事長会議の

り、今後はホームページ

費税、栄養計算ソフトの

た。

報告があり、その後各都

の活用による情報提供等

ック会議が

月

の移ろいを、繊細な形状

水の都である松江の自然

通して後進の指導・育成

や微妙な色合い、季節ご

査員や製菓学校講師等を

の報告や衛生管理記録簿

にも貢献している

とに異なる口触りの良さ

り利用されていない実態

として雪室を活用した新

を冊子にして配布又は販

石川久行

や風味などで和菓子の中

り、組合間連携推進事業
群馬県からは、組合員

商 品「 新 潟 雪 室 そ だ ち

売してもらえたら利用し

生菓子製造工、㈲鉢の木

った。

減少が続いており、世の

粉雪ものがたり」の販売

易いとの意見があった。

った。また、組合活動を

ほかに４つの部会を設け

中の常識が変わりミスを

を開始したとのこと。

講習会を開催するとの予

月には笠間市の新栗ま

て 名の全理事がどこか

すれば悪いレッテルが貼

に取組む意向が示され

つり、４月には水戸市の

の部会に所属して活動す

られるが年配者は表示や

参加者を得て開催された。 事項の説明が行われた。

する全菓連の支援等につ

スイートフェアへの参加

るようにしたところ数多

活性化するため理事会の

率、ＨＡＣＣＰ制度の講

いて問題提起があった。

を予定しているとのこと

定が報告された。また、

の歓迎の挨拶、全菓連黒

習会を行ったこと、組合

埼玉県からは、組合員

た。また、最低賃金の見

川副理事長（関東甲信越

員向けの情報提供活動や

減少について報告とその

東京都からは、経営者

ブロック幹事長）と全菓

需要促進支援事業の取組

対策についての意見交換

会議は、開催県山梨県

連齊藤理事長の挨拶、組

みについての紹介があっ

希望があり、組合として

直しや和菓子のＰＲに対

合功労者の表彰、出席者

た。

習会を

製菓衛生士試験の準備講

長野県からは、８月に

であった。

って取組む予定との紹介

になり、５か年計画を作

くの提案が出てくるよう

た。新年互例会では新素

しそうだとの報告があっ

ＨＡＣＣＰへの対応も難

催しており毎回業者を呼 催と決定された。会議終 い「有平糖 あ
( るへいと
んで新しい知識の獲得に 了後、会場を別室に移し う 細
) 工」では第一人者

の減少、毎月理事会を開

山梨県からは、組合員

催県については千葉県開

また、次期ブロック会開

でも手がける職人が少な

七 冨 久（ 群 馬 県 ）、 全 国

している。地元菓子研究

に具現化する技能は卓越

10

動に参加して食品ロスの

材の話を聞き３０１０運

あった。山梨県の場合産

取組んでいるとの報告が

ック会議は終了した。

て懇親会が行われ、ブロ

い技能を後世に残すた

と目されている。その高

にも尽力している

ど、技能継承と後進育成

で審査委員を務めるな

会を牽引し、全国菓子博

取り組んでいるもち米や

栃木県からは、台風

があった。

神奈川県からは、組合

用した製菓技術講習会を

月には寒天を利

先ず全菓連からの現状報

小豆の共同購入について

告、次に平成

員の減少、和風トリュフ

36

10

年度のブ

六十六歳、和

紹介の後に議事に入り、

を招いた講演会や軽減税

ック内各都県より

10

全菓連関東甲信越ブロ

組合員減少への対応や組合の役割を議論

に河口湖町においてブロ
県からの近況報告と議案

菓連からの周知依頼への

19

名の

関東甲信越 ブ ロ ッ ク 会 議 を 開 催

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

卓越技能者表彰式を挙行

唐津、有田等の名所案内

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

本舗は百二十年の羊羹づ

明治初期から受け継がれる羊羹文化

村岡総本 舗 羊 羹 資 料 館

賀
佐
菓子工業組合内田理事長

42

29
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（３） 令和元年12月15日

「実践的なヌーヴェル

れました。

名が受講さ

和元年度製菓技術講習会

文化の普及にご尽力され

外で和菓子と日本の伝統

国やフランスなど広く海

た。氏は台湾、韓国、中

氏をお迎えいたしまし

講習会は佐藤松兵衛理

なりました。

子店）の３名がお務めに

平氏（米沢市・松島屋菓

子 舗 わ か つ き ）、 高 橋 一

若月喜弘氏（西川町・菓

質疑応答では、生地に

した。

に聞き入って学習されま

くださり、受講者は熱心

炊き方等の技法をお教え

ンゲの立て方、焼き方、

の方々は学んだお菓子を

のご挨拶があり、受講者

健勝を祈念する旨の閉講

へ御礼と、今後益々のご

長より講師と助手の方々

を開催し、

和菓子～洋風素材の活か
ておられます。

マンナンを入れる頃合い

洋の素材と技法を和の世界へ

（西谷重雄支部長）と共
し方～」をテーマとし、
事長と西谷重雄支部長の

日
子を知っていただき、ま

研究会との共催で、初め

協会及び神戸生菓子経営

会員である神戸市生菓子

前広場で、当組合と団体

情報文化ビル・カルメニ

神戸ハーバーランド神戸

当日は屋外ブースで先

度に繋げる」
ものとした。

展と組合員各店舗の知名

ろをＰＲして、業界の発

のヘルシーさ等良いとこ

参画してもらい、和菓子

ゼント、銘菓販売…各店

着２００名に和菓子プレ

を開催した。

り入れた和菓子で、実演

ら、洋風素材と技法を取

どれも一見和風なが

た。

「酒饅頭」の６品目でし

「チョコあんｃａｋｅ」

「ほうじ茶豆乳プリン」

講師森崎宏氏の実演は

の都度講師森崎宏氏は分

くの質疑が寄せられ、そ

なされたことは等々、多

は、講師の今までご苦労

らの進出へ対応するに

ためには、アジア諸国か

は、コンビニに対抗する

ーズンサブレ」「生どら」 チ ー ズ の 他 の 応 用 方 法

「 チ ー ズ 羽 二 重 餅 」「 レ

かり易く、丁寧にご回答、

ーの使い方は、クリーム

板か練りか、パールアガ

の入れる順序は、酒粕は

ら寄せられました。

じた等の感想が受講者か

を高める必要性を強く感

頭に置きながら製菓技術

た、材料の原価を常に念

的で大層分かり易かっ

への応用のご説明が具体

洋風素材と技法の和菓子

業の良さを再発見した、

した、機械にはない手作

と力に満ちた実演に感動

講師の熱意溢れるお話

ました。

をしながら使われている

ご指導くださいました。

題に入りました。

洋風素材の特性や扱い方

最後に梅木欣一副理事

務局長・佐藤均

山形県菓子工業組合事

のご説明、練り方、メレ

でお茶席、和菓子教室、

校の生徒の皆さんにはお

また兵庫県立社高等学

戸生菓子経営研究会の全

ふるまい餅つきでは神

は甲南女子高等学校・兵

屋内ブースのお茶席で

大変好評であった。

持ち寄りの菓子の販売、

工芸菓子展示等を行っ

面的な協力を得て、餅つ

両日とも天候に恵ま

出店販売…有償で各店に

菓子の販売・無償配布・

れ、約５千人の人にご来

た、銘菓販売ブースでは

て販売、ふるまい餅つき

場いただいた。

店舗の銘菓や

庫県立青陵高等学校・兵

参加店約

き体験とぜんざい・あべ

…無償で餅つき体験と餅

受付等で協力をいただい

開催の趣旨は「広く内

生菓子を販売した。

た。

庫県立東灘高等学校の茶

和菓子制作の実演
川もちの無償配布を行い

菓子の配布、屋内ブース

神戸和菓子まつり

は、

山形の和菓子の伝統に新たな魅力を

山形県菓子工業組合
催で、アルカデアソフト
講師に東京製菓学校教育

は何時頃、酒饅頭の素材

お土産に会場を後にされ

（佐藤松兵衛理事長）で
パーク山形にある柴田原
部和菓子課教師・森崎宏 （大江町・銘菓処藤岡屋）
、 開講のご挨拶で始まり本

助手として岡崎佳浩氏

月６日、東京製菓
料㈱研修室を会場に、令

学校校友会山形県支部

製菓技術講習会

44

務局長・梅木哲也

兵庫県菓子工業組合事

展した。

美吉堂本舗、甘栄堂が出

茶屋、本髙砂屋、幸神堂、

「錦麗」をはじめ、二つ

菓子経営研究会の共作

戸市生菓子協会と神戸生

の展示もおこなわれ、神

なお場内では工芸菓子

人以上の方が参加した。

い子供さんを含む１００

人を大幅に上回り、小さ

で、２日間の予定人数

和菓子教室は大変好評

いただけた。

抹茶と和菓子を楽しんで

力を願い、若い息吹でお

道部の生徒の皆さんに協

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

神戸和菓子まつり開催

月

和菓子教室は予定人数上回り大好評

令和元年
23

（土）
、 日
（日）
の２日間、 た高校生等若い人たちに

11

て「神戸和菓子まつり」

24

外のお客様に神戸の和菓

30
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商業の町高崎には、か
れを知る世代ではないの

まったそうです。私はそ

ずうまくいきそうにあり

売るには人も準備も足り

各々の銘菓を持ち寄って

かつてのように各店舗が

最初は手探りでした。

した。

の菓子祭りを復活させま

常体験」を中心にしまし

きない「日常の中の非日

提供するといった日頃で

子を作り「出来たて」を

そして職人が目の前で菓

菓子に触る体験を設け、

「菓子作り教室」などの

を立ち上げ、職人直伝の

結できたこと、そしてな

合員同士を理解し一致団

たこと、組合員がより組

トごとに慣れ理解してい

の街がそういったイベン

も幸いだったのは、私達

たことでしょう。それで

による内部の軋轢もあっ

たし、不平不満も世代間

と思います。それは高崎

今年は本当に盛況だった

設けました。そのせいか

を強化し、コンセプトを

ち寄りより少しだけ広報

仲間とともに、企画を持

６年目の今年、新しい

での活動は非常に刺激的

だろう、そう思うと組合

で非日常だから楽しいの

ます。やはり菓子は特別

の特別感を出せないでい

日常やちょっと贅沢など

か、と前向きになれます。 ているためか、商品に非

と今年は何をしてやろう

であり大変興味深く思え

し日用品扱いを商品にし

つては高崎中の菓子屋が
ですが、６年前、当時を
ません。そういった商業
た。人が少ない中、時間

組合が立ち上げた菓子祭り

集まって栄えた菓子祭り
知る理事達は「日頃のご
的思考なものではなく、

「特別感」「非日常」を作る

があったそうですが、世
愛顧を市民に還元」をス

たちと作る「特別」を今

代交代や時代の流れの中

ませんし、諸先輩方の築

後も大事にしつつ自社製

てきます。そんな組合員

んが私達のイベントに興

き上げたブランド力なの

という街の地力かもしれ

行政と行き来し、なんと

味を持ち実際に楽しんで

によりも来場者のみなさ

める「お祭り」を「菓子
か第一回を迎えたのでし

も予算もない中、何度も

屋が仕掛ける」ことに重

より多くの人に高崎の菓

品に、この街に活かし、
も、ああお菓子の力はま

かもしれません。それで

次回は？と聞かれてま

くれたことです。

不手際は沢山ありまし

と願っております。

コイン販売」など儲けは

けるのだな、と感じさせ

群馬県高崎市・江木食

子を知っていただけたら

けではありません。飽き

るのに十分なほどでした。

品工業株式会社・相川賀

だまだ無限に人を惹きつ

たと言われてへこむこと

私自身はあんこやクリ

たやるのかと思わないわ

もあります。いい加減ネ

ームに普段さわることは

た。クレームもありまし

た。

今度は市民が純粋に楽し

だけではなく、和菓子に

れる工夫をし、実技指導

した授業の両方を取り入

昔ながらの手法を大切に

は、常に実践的な授業と

島根県菓子技術専門校

や伝統工芸など各分野で

厚生労働大臣が工業技術

し た。
「現代の名工」は

代の名工」を受賞されま

之氏が令和元年度の「現

でもある彩雲堂の大江克

このたび、講師の一人

保
タもつき、マンネリや惰

あっても、パンという少

授業で磨いた腕を披露し

全員の作品を展示して、

には修了式を行い、生徒

の授業もあります。２月

粉饅頭・どら焼き・練切

の実技試験の課題、小麦

す。菓子製造技能士２級

力を得て、菓子会館の講

松山商工会議所さんの協

から９月初旬にかけて、

た。これは、毎年８月末

の講習会を開催しまし

師にお迎えして、和菓子

学校の小林紀夫先生を講

は、８月

日に東京製菓

愛媛県菓子工業組合で

ただきました。

っ と 」、 な ど を 教 え て い

オーブン物の「南瓜がれ

し物の「心」
「赤飯饅頭」、

ズ を 使 っ た「 芋 種 」、 流

は粒あんとクリームチー

とも大切」と語り、当日

対する姿勢、熱意がもっ

識は当然ながら、菓子に

小林先生は「理論や知

を制限してい

ので、入学数

言えなくなる

専門学校とは

ると、日本の

外国人を入れ

く、これ以上

受講生が多

アジアからの

割 合 は、 ６：

人生徒さんの

日本人と外国

驚いたのは、

それ以上に

子舗の白石幸平さんには

の高橋英幸さん、白石菓

を務められた菓舗蛭子堂

当日、小林先生の助手

しいと思っています。

職人を志す人が育ってほ

菓子屋あるいは、和菓子

生徒さんの中からも、和

はなく一般家庭の日本の

台湾、韓国他、 ますが、外国の方だけで

４で、中国、

たいへんお世話になり、

クを受けております。

のではないかと、ショッ

そんな時代がやってくる

我々菓子屋の世界でも、

を聞きますが、いよいよ

るのを思い出すと不思議

和菓子講習会

ます。令和２年度の募集

習室で行われているもの

また、今回は特に「製

るとのことで

ありがとうございました。

•••••••••••••••••••

は２月の予定をしており

で、当日は、日本菓子協

餡」について詳しく講義

した。よく建

愛媛県菓子工業組合広

やはりみなさんが、そし

ます。島根県菓子工業組

会東和会・副会長も務め

実技が行われました。

設業の世界でも、人手不
島根県菓子工業組合事

人気の小林先生の講義

合のホームページでも授

られ、数々の賞も受賞さ

先生との雑談の中で、

ど一般家庭の生徒がほと

足で外国人を入れないと

て子どもたちが笑顔でい

業風景を動画で配信して

れている人気の小林先生

現在製菓学校で学ぶ菓子

んどで、しかも女子が大

やっていけないという話
た。

和菓子講習会が開催される

おりますのでご覧くださ

の講義とあって、多くの

屋の跡継ぎは１割程度

半を占めるそうです。
務局・高島佐枝子

愛

媛

ありませんが、それでも

性感を感じないわけでは

なくとも目玉となる企画

き を 置 き ま し た。
「ワン

ローガンに、新しい高崎

関する歴史的な背景など

卓越した技術や業績を持

講師は県知事表彰受賞者で構成

も織り交ぜた授業を行っ

業を受け、その後の実技

つ技能者を表彰する制度

る事が出来ます。受講者

コースで上用饅頭・利休

ております。講師は県内

講座は少人数で実施し

は５月に松江和菓子の

饅頭・黄身時雨・葛桜・

です。

る選和菓子職・県知事表

ていますので、優れた講

話、製菓材料、製餡の授

の和菓子店で製菓に携わ

彰受賞者の方々で構成し

師陣から直接指導を受け

報部長・白石惠一

後継者不足はよく聞き

い。

組合員が参加をされまし

で、親がサラリーマンな

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
こなし等の実習を行いま

島根県菓 子 技 術 専 門 校

出来たてを提供
講師から直接指導を受ける

ております。
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生菓子を主体に父の代か

時雨、栗むし羊羹など朝

豆大福、薯蕷饅頭、黄味

迎えてくれる。お赤飯、

年

に戻り戦後、浅羽町に卸

現地で開業、戦争で故郷

用や冷凍庫の活用はして

で経済を学んでから、自

事も良く見てきた。短大

戸で修業の後、
昭和元年、 伝いをしながら父親の仕

いない。初代の祖父は神

分の意思で菓子の専門学

け、幼い時から両親の手

て両親の愛情を一身に受

前はそんな中途半端な気

でもあるご主人から「お

した時は剣道４段の達人

父親の逝去で自信を失く

子作りをしている、だか

頂きたいと願いながら菓

いお菓子を召し上がって

さんが守ることに。また、 お客様に感謝し、美味し

けてもらい家業は和佳恵

ら毎日の仕事が楽しい。

ということもありコミュ

ーさく裂、役員が同年代

性が務めるなど女性パワ

就任している。会計も女

磐田菓子組合副組合長に

現在地に祖父と父（二代
校に進み、当たり前のよ

持ちで父親の意思を引き

美味しいお菓子は衛生的

ニケーションも抜群、研

静岡県
磐田市

季節のメッセージカード

にも熱心に参加し、現在、

らのお菓子が行儀よく陳
専門店を開業、昭和

店主、磯村和佳恵さんの

修会や講習会の開催は勿

お店に買いに来て下さる

る。日除け幕の大きな暖
列され、ケースの隅には

感謝と美味しさを求めて！

和菓子司「扇月」は静
簾が目印、お店に入ると

和菓子司
「扇月」

岡県西部地区、サッカー
で有名な磐田市、ＪＲ磐

な環境からと仕事場も塵

論、平素の交流も盛んで

継いだのか」と叱咤激励

一つもなく整理整頓され

うに家業を継いだ。父親

されて奮起した。家庭の

目哲夫氏）
で和菓子司
「扇
は子どもの将来は本人の

がそっと置かれている。
月」を開業した。三代目

お互い協調性のある中で

歯切れのよい明るい声が
製造したものは当日販

職人としての気持ちが良

切磋琢磨している。人生

主婦と母親、それに菓子

く表れている。ご主人の

自由と思っていたが、一

職人と３つの顔を駆使し

大きな支援を受け、将来、 に欠かすことのできない

和佳恵さんは一人娘とし
緒に働いてくれることを

て毎日を頑張っている。

売に徹し食品添加物の使

大変喜んでいた。製造と

店は

で三代目を継承してから

も精を出した、そのお陰

分や家族の生活のバラン

・水曜日の週休２日と自

まで営業、休日は毎週火

生菓子の技術習得に意欲

もできる職人に、特に上

し和菓子のことなら何で

一層の和菓子職人を目指

感できる、時代に合った

るが、若い人が魅力を実

廃業するお店が増えてい

お菓子、後継者がなくて

時から夕方の５時

同時に母を助けて販売に

も常連客は変わらなかっ

を示している。販売でも、 営業ができれば御菓子屋

は実に夢のある楽しく面

スを考えお客様の理解も

白い商売である。

た。結婚では家業の継続

入するなど積極的だ。目

いち早くスマホ決済を導
主力商品の赤飯と豆大

的を持って頑張る人は元

頂いている。
がお婿さんとして磯村家

福を遠くは名古屋から定

気で明るく美しい。

が問題になったが旦那様

に入り菓子職人を目指す

期的に通ってくれるお客

ういろの展示販売を行

います。

組んで参りたいと思って

きりで博多の行事や四季

博多はじきを模して練り

ゅうや練り切りの展示、

上の嬉しいアンケートの

動した」などと３００以

好きな和菓子の展示に感

が交代制で行い、お客様

た。販売員は展示した人

に行列ができるほどでし

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
商品を、徳島一の集客を の様々なういろう＝阿波 組合員一丸となって取り い事に欠かせないまんじ の七五三の祈願にきて大 いただき、うれしいこと

しれません。お菓子を作

子のヒントが聴けたかも

人さんも今日は未来の菓

の件で頭を抱えている職

き方改革と菓子作り以外

分表示、ＨＡＣＣＰ、働

騰、原料原産地・栄養成

が楽しみです。

れからも大きく続くこと

すが、この積み重ねがこ

年とまだまだ浅いもので

決まりつつあります。３

和菓子の日」のテーマは

た。すでに来年の「住吉

問理事・森田紀

静岡県菓子工業組合顧
とまで言ってくれたがそ

様もいる。常にわざわざ

誇るショッピングモール

い、日本三大ういろうの

徳島県菓子工業組合ブ

ご協力をいただきました。 との会話も弾みました。

父親と同様に組合活動

のままサラリーマンを続

で販売できるとあって、

普及に努めています。こ

を表したもの。渋紙で切

各店自慢のお菓子を販売

の
開催

菓子組合所属の組合員が

ランド戦略委員長・山田

個３００円で自分

務局・村上豊美

福岡県菓子工業組合事

れからも色々な角度から

し、

る人と食べる人の笑顔が

県南、県西部も含め県下

第５回うきうきスイー

海外からの観光客も見え

り絵のように文様や文字

また今年は、住吉神社
直人

つながるイベントでし

挑戦し、徳島のお菓子が

て英語で説明すれば熱心

一円より集まり、昨年よ

様のご厚意により神門と

に聞いておられます。後

だけのお菓子が出来ると

を細工したもの、秋の里

神楽殿の間の部屋を借り

描く博多の今昔は様々で

継者不足や原材料の高

ツフェスタを、今年もゆ

万

し、２２０万円を目標と
した売上も対昨年で

住吉 和菓子の日

て、菓子の販売もさせて

全国で通用するように、

月
がたくさんご参加いただ
きました。

円増の２６０万円を達成

た。菓子職人の頭の中で

社が参加

めタウン徳島で
日の３日間開催

1

いつもは店頭でしか販

いたしました。

～ 月

10

季節のお菓子作り体験

す。展示会場は、神門を

展示品の一部

出来ました。

わせていただきました。

抜けて左手の神楽殿を使
を決めて、和菓子を展示

当日は七五三や結婚式も

中で約５００人に来場い

します。３年目の今年は

「博多の今昔」 マテ にー品評会と販売
月９日
日（日）の２

晴れ渡った
（土）と

博多発祥の銘菓に始ま

ただきました。その中で

行われており、祝い事の
神社において「住吉

り、九州の玄関口の博多

「５歳の子供が和菓子を

「博多の今昔」。
いないため、昨年は工芸

菓子の日」イベントが福

駅の昔と今の移り変わり

日間福岡市博多区の住吉

菓子を展示し、今年はマ

岡市和菓子組合主催で行

知 る 機 会 に な っ た 」「 孫

和

チアソビのコラボスイー

を表現したり、昔から祝

住吉神社にて品評会

10

売していない各店自慢の

いつもはスイーツグラ
ンプリの決勝を目玉イベ
ントにしていましたが、
年間は開催されて

10

45

われました。毎年テーマ

ここ

11

岡

福

24

ツを販売して、県下一円

2

12

コーナーも土、日に開催

和菓子作り体験教室

••••••••••••••••••• 山 の 風 景 も 見 ら れ ま し

り２社増えて

うきうきスィーツフェスタ

10

あって、特に子供さん達

大きな日除け幕暖簾が看板の店舗

日

三代看板娘の揃い踏み
和佳恵さん・長女、歩希さん・母、明美さん

田駅からほど近い所にあ

33

岡
静
島
徳
10
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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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続できない。経営者であ
る前に一人の人間であ
る。特に中小企業は会社

総務省の資料によると
中で事業承継に関して

いる。また、現経営者の

慕われる経営者は、従

会社の姿そのものである。

つまり、経営者の人柄が

５．後継者を賢く育てる方法

国内企業の３分の２にあ
「誰かに相談している」

と経営者とは表裏一体。

％の企業が後継者

たる
業員にとっては「社長の

という人は
」と

なり、取引先にとっては

ためにも頑張ろう

％しかいな

不在とのこと。年間７万
％は「深く考

えていない」という認識
「あの社長の会社に仕事

い。更に

業を余儀なくされてい
の甘さがあるというの

社が後継者不在により廃

歳以

る。更に事業主が
％にも上っ
」とな

を出してやろう

上の割合は

その④

ことも嫌なことも、どち

いる人。人にとって良い

然と努力し自分を磨いて

思って行動する人は、自

人の喜ぶ顔が見たいと

か？〝教〟とは知識や技

次に経営力とは何なの

返していくことである。

合ったりすることを繰り

だり、多くの人々と話し

ために多くの書物を読ん

人間性を磨くこと。その

ら も〝 経 験 〟。 そ し て、

術などの能力を伸ばすこ

動きが変わっていく。

その経験の全てに「有り

難う！」
と感謝できれば、 と。〝 育 〟 と は 判 断 の 基

他人を幸せにするのは

れば、熱意の差。成長し

きな差はない。あるとす

準である価値判断を高め

香水を振り掛けるような

ている会社を見ていると

その経験が活きて富をも

もの。振り掛ける時に自

共通点がある。それらの

ること。つまり、〝教育〟

ない。従業員の話をしっ

分にも数滴はかかる。こ

経営者は、３年後を見て

たらす。伸びる経営者と

人間力とは「人から好
かりと聞いてあげて、ち
すると、言われたことだ

れは、ユダヤの格言。人

今日の決断をしている。

とは何をすべきかの判断

かの形で引き継ぎた
かれる力」である。どん
ゃんとした返事をしてあ

けやる状態から、自分で

間力をつけるためには、

は〝現場を熟知している

は、素直に人の話を聞け

い！」と望んでいる。こ
な能力のある経営者でも
げれば、従業員は自分の

ったことがない。作った

会社で後継者を立派な経

ができるようにすること

％は

れるようでは、会社は存 〝存在感〟を感じるもの。 考えて行動する状態へと

従業員や取引先から嫌わ

対応する経営術は、過去

ことがない現経営者が後

営者に育ててくれる仕組

る人、キチンと質問がで

借金よりも財産の方が多

求められる。道が二股に

を生きてきた現経営者に

継者に教えることなどで

みを持っている会社〟に

である。人間の能力に大

いということも分かって

ある。成長するために経
分かれている時に、どち

は教えることはできな

きるはずがない。では、ど

きる人。

今は３年前の決断によ
営者が考えるべきこと
らの道に行くべきかを自

い。これからの時代は、

有料で託することである。

ことは３つある。
それは、 コ〟していれば人を騙す

って創られている。今日
は、
「経営は努力するか

分の頭で考えて決められ

うすれば良いのか？答え

は、できれば自分の代で

のこと、今期のことに意
ら儲かるのではなく、儲

るようになることである。 過去の右肩上がりの経済

自分の言葉で語れる人で

らない。当り前ですが、

ば、従業員の心には伝わ

分の言葉で語らなけれ

ール〟に向かっているか

〝継続的な利益というゴ

る。しかし、その努力が

る。つまり、努力してい

を一生懸命にこなしてい

目の前にある日々の仕事

原則。普通の経営者は、

は２つしかない。１つ目

営力という点での指導点

ことには限りがある。経

者が後継者に教えられる

せる必要がある。現経営

も早くその試練を経験さ

に繋がる。ならば、一日

引退した後の失敗は倒産

てみることができるが、

は、後継者は色々と試し

現経営者が元気なうち

い！」
ということである。 京都、京都市

とした計画を作りなさ

「橋を渡る前にしっかり

が不可欠である。つまり

しっかりとした経営計画

果を証明したが、今後は

違いは、過去は努力が成

早いのである。決定的な

の中の変化のスピードが

できない。そのくらい世

た会社の経営術では対応

成長下で成長を続けられ

Ａクラウンプラザホテル

均 等 推 進 監 理 官 ）、 Ａ Ｎ

都労働局雇用環境改善・

て」
、
講師・野田昌代氏（京

イ ン ト・ 支 援 策 に つ い

鹿屋商工会議所・鹿屋市、

•••••••••••••••••••

れらの企業の内、

識が固守する人とは〝視
かる仕組みがあるから儲

なければ、その人を信用

頑張れば利益が追いつい

は〝今日までに至った会

では、その計画は誰が

分かりやすい。

１月

日、新年研修

児島市、

日コア・

日小城製粉・
薩摩川内市、
よか・霧島市、

日長浜
中央集会所・奄美市
日、菓子業界合同新年

日、講演「い

会、しゃぶ禅、鹿児島市
１月

い会社をつくりまし

奈食品工業㈱代表取締役

ょう」、講師・井上修氏（伊
「菓子業界研修会～

会 長 ）、 リ ー ガ ロ イ ヤ ル
本の一般的な中小企業経

に つ い て ～」、 １ 月

原産地表示・ＨＡＣＣＰ
日
営者は、経営計画など作

ホテル、大阪市

栄養成分表示・原料

会「働き方改革のポ

日ＮＣサンプラザ・鹿

できないものである。つ

てくるという保証はな

奴だ。
こうしたいんだ！」 は分からない。つまり、

まり、自分は「こういう

い。ならば、始めから利

社の価値〟
、２つ目は

また、
経営者は
〝意志決

これから先の世の中に

行事予定

会社にとって必要なこ

益の出る仕組みをちゃん

と表現する方が相手には

とは、大きくなることで

教えて、
誰が作るのか？日

い。生き延びる能力と適

定力〟
と〝問題解決力〟
を

20

価値〟である。

と考えて作るべきである。 〝会社が扱っている商品

応力を身に付けることで

23

26

22

29

15

21

21

大阪

京都

鹿児島

‼

57

も強くなることでもな

」という原理

野と価値判断の基準〟が

松本 光輝 氏（株式会社事業パートナー代表取締役）

かるのだ

経営の玉手箱

違う。また、経営者が自

人間力、経営力、忍耐力。 ような悪い人とは思われ

るもの。いつも〝ニコニ

‼

60

廃業するのでなく「何ら

現社長が後継者に残す

が、現状である。

‼

44
40

66

ている。これらの事業主

76
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加熱加工する時、砂糖だ

ます。例えばフルーツを

・風味保持の効果があり

熱や酸に強く、色調保持

トレハは砂糖に比べ、

的に使うことで風味や色

したい時、トレハを効果

を付けて甘さを抑えたり

栄えを良くしたり、酸味

す。フルーツを使って見

ったお菓子が増えていま

が融合し、フルーツを使

けで作ると、色が付いた
を保持し、美しくおいし
いお菓子を作ることがで
きます。

冷凍耐性

その①

悪くなってしまいます。

発生し、食感や見た目が

れて解凍後にドリップが

で食品の組織が傷つけら

ます。膨張した氷の結晶

結晶になり、体積が増え

ます。

抑制する効果をもたらし

減らし、冷凍ダメージを

め、解凍後のドリップを

の組織を傷つけにくいた

にします。冷凍時に食品

を丸い花びらのような形

晶に戻るのではなく、キ

ますが、この時、元の結

飛ばし、冷ますと固まり

て煮詰め、しっかり水を

ます。結晶糖に水を加え

り、食品に利用されてい

ラス化能という機能があ

ス化させると、クリスピ

食品の中でトレハをガラ

ことができます。つまり、

スの状態を安定的に保つ

は、砂糖と異なり、ガラ

ってしまいます。トレハ

リスピーな食感がなくな

砂糖やトレハには、ガ

ーで硬い食感を長く維持

顧を賜りますよう、よろ

ャンディのような状態に

状態と呼んでいます。飴

がよく、
併用することで、 にも必ず影響を与えると

岡山

貴社の製品は、

知らないうちに海外へ輸出されていませんか？

製品が海外に出回り、
海外で貴社が責任を問われるケースがあります。

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

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

やスナック菓子、ビスケ

ット、クッキー類などの

低水分の食品では、砂糖

やトレハはガラス化して

います。このガラス状態

により、サクサクやザク

ザク、ガリガリといった

クリスピーな食感を作る
ことができます。

このクリスピーな食感

がずっと続くといいので

すが、湿度の高い部屋に

置いておくとクッキーも

括製造して冷凍保存する

これが冷凍障害のメカニ

せんべいも湿気って、ク

ことで、生産効率の向上

ズムです。

トレハには、冷凍解凍

トレハは、氷の結晶の

しくお願い申し上げます。

の糖質ですので、砂糖に

りも融点が低いので、砂

ンマルトミドリを使い、

が可能となります。

ツのフレッシュな香りや
食品には当然水が含ま

成長を抑制し、結晶の形

予想されます。新しい時

似た物性を持っていま

糖が溶けない温度でもサ

夏場の暑い時期に油が溶

することができるのです。

による食品の劣化を抑制
れています。水は凍ると

また、サンマルトミド

トレハの結晶を抑制した

製品に関するお問い合わ

サンマルトは林原の製
す。甘味度

ンマルトを溶かすことが

なります。これをガラス

自然な色を残したまま加
する効果があります。一

感を長く維持することが

リは油を保持する力が強

代に生まれる新しい課題

せ先

は砂糖を１

ガラス化能

工することができます。

品で、砂糖と同じ二糖類

可能です。また、砂糖よ

り、より甘みの低いお菓

には、例えば賞味期限の

岡山市中区桑野５２５―

サンマルト

く、バタークリームにサ

子を作ったりできます。

延長による製造コストの

３、株式会社林原

トレハを使うと、フルー

や、
加熱に弱いからです。

フルーツの持っている酸

ことがあります。砂糖が

り、加熱臭が出たりする

風味保持・色調保持

最近は洋菓子と和菓子

にできること」
をテーマに講演を行いました。

岡山ラボ）を講師に迎え「トレハが和洋菓子

では、阪本佳子氏（株式会社林原Ｌ，プラザ

19

低減や、一括製造、冷凍

営業所、電話０８６―２

甘味度は砂糖を１００
％とした場合、
約

18-T09907

2019年3月作成

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

お問合せ先

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

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

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

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

終わりに

保存による生産効率の向

７４―７３０１

けて、クッキーやパイに

昨今、消費者のニーズ

上、消費者のニーズに沿

でき、振りかけて焼くこ

しみ出てしまう現象を抑

が多様化し、嗜好品に求

った商品開発などが挙げ

００％とし

制することができます。

められる物性や機能性の

られるでしょう。こうし

とで、生地のつや出し効
果を期待できます。

水準がどんどん上昇して

して、林原製品が皆様に

レハに類似した機能をも

た場合、約
％で、温
和で濃厚な
味質が特徴

れまで経験したことのな

お 力 添 え で き る よ う、

た課題を解決する手段と

い少子高齢化社会に突入

我々も日々研鑽に努めて

います。また、日本はこ
ハローデックスは、ト

％で、 しようとしていますし、

まいりたいと考えていま

ち、低甘味で、きれのよ
に比べ、酸

レハやサンマルトと違

政治の世界では、働き方

す。皆様には、今後とも

ハローデックス

に強く、で

い、ブドウ糖が４つ結合

トレハと同じように耐熱

改革も推進されており、

です。砂糖

ん粉の老化

した四糖類です。ただ、

性、耐酸性に優れていま

い味質が特徴です。

抑制効果が

一部にトレハロースの構

これまでと変わらぬご愛

強いので、

こうした波はお菓子業界

す。トレハロースと相性

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。

日本国内でしか自社製品を製造・販売していない場合でも…

！

前海 光治 氏（タニコー㈱熊本営業所・設計係長）

造を持っているので、ト

27

間接輸出品
グレーマーケット製品
のリスク

海外PL保険

食を創る未来への道しるべ

柔らかい食

宛名・住所のご確認を
お願いします。

40
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（９） 令和元年12月15日

第

回西日本食品産業創造展では「パティ
若手オーナーシ

犬丸龍介氏（コーディネ
もらいました。作るのは

中学の友達にも手伝って

その②
萬平浪漫の生菓子

ット帽を被せ

いうので、ネ

来て覚えると

必ず私の横に

売はパートで来てくれる

私を含めて３人です。販

は今月１人入ってくれ、

ーアンサンブル） 製造

喜田健一氏（パティスリ

できました。

を借りて何とかここまで

ため、いろいろな人の力

運に任せています。休日

しょうがないので、もう

犬丸

ますか。

人がいなかったら

畑野隆志氏（ケーキショ

ッ プ ヤ ミ ー シ ュ ガ ー） も嫁と働いて、酒飲んで

寝て、また朝早くから仕

てさせていま

人を雇っていたこともあ

方が２名います。オープ

事を始めるという時期も

す。どうにか

りますが、どうしても辞

ンの時、東京時代からお

結構長くありました。こ

長女、次女、

めたいとなり、また募集

世話になっている先輩が

れも立地の話と似たよう

長男が中学、

をかける。それを皆さん

なものでタイミングがよ

事細かく、いろいろ教え

されているんでしょうけ

くなったから、今は人が

高校になるま

れど、店の力が不安定に

安定はしています。もし

てくれ、オープン当初も

なるじゃないですか。今

辞めたいと言われたらそ

で２人ででき

年は人数が少ないとか、

真っ先に駆けつけてくれ
ました。その先輩が来ら

みたいなこともありまし

な い か と、
日々の仕事に

ル時代の後輩に「オープ

自分１人でしていまし

れない日は、奥様が販売

漫） オープン時はどう

追われながら

の分、私が働けばいいと

た。お客さんに迷惑がか

今年は足りたとか、そう

いう形でスタートを切ら

た。オープンの時が大変

しっかりしていたし、給

ンした」と声をかけ、遊

料もシェフだったのでそ

の方に来てくれたり、お

かるかもしれないので、

犬丸

れなりにいただいていま

模索していま

れましたか。スタッフの

く注文も、今はネットで

した。自分がやりたいこ

思っています。

畑野

き て、「 こ れ を 作 っ て 欲

が、その時に「できます」 拾ってきたものを持って

的なオーダーが来ます

しい」と言われますよね。 とがある時は、いろいろ

いう調整はどうされてい

させていただいて、飴や

と言いたい。僕はコンク

な部署の意見を取り入れ

なので、うまく乗り切る

もう一度オープンするな

犬丸

チョコレートの細工物も

ールには出ていないので

「できます」と言えれば

びに来させて手伝わせる

人数などは？
ら、ちゃんと準備をしな

クールに出品している人

勉強しました。コンクー

すが、普通のムースがで

世話になりました。ホテ

宮崎洋一氏（パティスリ
ければいけないと思って

なければならないとは思

と思います。今スタッフ

たちがいると思います。

ルに向け、仕事の後に根

たり、効率よく段取りよ

んはオープン
時、たくさん

の若い子たちも張り切っ

ばかりを考えるようにな

くすること、そんなこと

質問ですが、コン

より、飴やチョコレート

て、コンクールに出品し

います。
子供が３人おり、 の応援に来ていただいた

くと思います。そこで身

ができたほうがお客さん

店を良くするため

喜田さ

ーソラシエル） 準備は
います。

いますが、
辞められたり、 まだ小さいんですが、３

さんは何名くらいです

仕事が終わってからコン

かっこいいですね。うち

犬丸

１人でしていましたが、
犬丸

人ともケーキ屋になると

か。喜田さんもオープン

きて、焼き菓子が焼ける
ことは、どう思われます

に付けた技術は、日々の

お客様からいただ

ホテルのスタッフが代わ
い、育てていきたい気持
次を探しても入らなかっ

言ってくれます。上の子

を詰めてすると根性が付

か。開業に結びつきます

私が勤務する会社は東

マークという風情です

て、すっかり街のランド

店舗の雰囲気からし

の屋号となったようです。 す。主力商品の〝おとぼ

われていたことから現在

ヱ〟と親しみを込めて言

豆 を 売 り、
〝豆やの源兵

で下町を練り歩いて煎り

とされていますが、屋台

衛氏が現在地で創業した

け豆〟や〝揚げおかき〟

と懐郷の情をそそりま

なラインナップは不思議

然と棚に並べられた豊富

徴で、百貨店などでも整

菓子が入っているのが特

立方体の袋に様々な豆

思います。

んな努力があってこそと

を築いておられるのもそ

菓子店として独自の地位

なります。江戸風味の豆

ングをされていくことに

に年を重ねた一番店であ

街ですが、その発展と共

区でもある麻布十番商店

うか。いまや菓子の激戦

存在なのではないでしょ

る門前菓子として貴重な

よくお使い物につかわれ

囲気をもっているので、

になりすぎない独自の雰

すぎず、さりとて庶民的

よく言われますが、新し

フトになりにくい商材と

しまいます。豆菓子はギ

ーにはついつい魅かれて

い」というキャッチコピ

その時間は勉強になった

頑張った努力や達成感、

も、コンクールに向けて

結果が良くても悪くて

はわかりません。ただ、

プンに直接につながるか

飴、チョコレートがオー

たら、それよりもケーキ

に役に立つかと尋ねられ

したが、オープンする時

と出させてもらっていま

宮崎

か。

す。そうしたいろいろな

注文されることがありま

て下さい」とイメージで

っくり「かっこよく作っ

われる場合もあるし、ざ

ください」とはっきり言

います。マジパンやバラ、 れますか、これを作って

の味や仕上げになると思

要望に応える技術を身に

感じにかわいく仕上げら

のができますか、こんな

お客さんは「こういう

思います。

いますが、武器になると

と言えば、どうかとは思

仕事ですぐに役に立つか

いところがまだありま

がはっきりと見えていな

こで支払いが出る」など

ではないこともあり「こ

宮崎

すか。

うがいいと思います。

を広げるためにはしたほ

でしょうか。店の方向性

の幅は広がるのではない

んなに高くないです。

買っていますが、額はそ

宮崎

えると嬉しいですから。

待に応えて、喜んでもら

ています。お客さんの期

サラリーマンとして働い

ました。
個人事業なので、

を使えていることですね。 しずつ売り上げが上がり

犬丸

ていた時よりは、自由に

ないので収入は見えにく

ープンして１年たってい

りました。自分の店をオ

菓子屋さんです。

京都港区の麻布十番駅か

たておかきの香りに誘わ

す。
麻布十番という街は、 が、いつも立ち上る揚げ

らほど近い場所にありま

れ、間口が広く気軽に入

現在の当主は６代目と

は独特の風味を持ち、と

る豆源さんにまずは訪ね

遠く〝陸の孤島〟と言わ
れつつも、それが幸いし
て昔の風情が残る、情緒
ある商店街として発展し
てきたところです。元々

端に下がったことはない

と思います。やりがいは

す。

今のほうが何倍もありま

いるところもあるので、

畑野

次は、独立してか

犬丸

その分利益は出ているの

し、大事だと思います。

付けるのが、コンクール

す。ただ、その中で自分

喜田

欲しい物があれば

ホテル時代は福利

次号に続く。

お金を使えると思います。

かったのですが、毎年少

収入は上がりまし

らのほうが収入はいいで

た。最初は運転資金が無

られてみてはいかがでし

好きなことにお金

かなと思っています。

味しさです。パッケージ

自分は計算が得意

なご経験の後、売上げの

喜田

は麻布山善福寺の門前町

元々１８６５年（慶応

ょうか。

コンクールにずっ

として栄え、麻布と言わ

りやすい店舗には、常に

なる柴田元気氏。大学時

にかく本当に後を引く美

いのですが、それほど極

れる広い地域の中で中心

多くのお客様が絶えませ

代にお父上を亡くし様々

交差点角に暖簾を掲げる

に入った「ホッカリうま

厚生や待遇、手当などが

回復やお店のブランディ

での勉強と思っています。 の趣味で無駄遣いをして

元年）に初代駿河屋源兵

私もコンクールを

のが、豆源さんという豆

尾関 勇

年ほど前までは駅から

街でもあります。その麻

ん。

独立してからの収入は

布十番商店街の中ほどの

豆源様

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

お客さんから突発

る代わる手伝いに来てく
ちはありますか。
たり、１人でやれる範囲

クールのために腕を磨く

コンクール出品について

れ、オープン当日も１人
宮崎

１年目くらいですね。

これから若手を雇

ずつ手伝いに来てもらい

は３年生ですが、土日は

す。

ソラシエルの半熟スフレチーズ

でどうにか方法を考えて

第29回西日本食品産業創造展

には、人に入ってもらわ

ーター・株式会社萬平浪

オープン時

先月号より続く。

ョンを行いました。
（敬称略）

ェフに聞く」をテーマにパネルディスカッシ

スリー開業の夢をかなえる

29

ました。姉２人と母親と

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
【44】
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（毎月 15 日発行）
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第969号

日本食糧新聞社、協同組合全日本洋菓子工業
意をしようと考えまし

室とトイレは、第一に用

日（水）〜

がえて、どこでトイレに

では」
と言われ
「どこで着

場と厨房があればいいの

面があがってきて「売り

た。最初に二階建ての図

日（金）に

会は２０１９年４月
回デザート・スイーツ

オーナーシェフ）を講師に迎

＆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
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
（㈱
行って、どこで息抜きを

その②
山根

会社としての考え

方が伝わります。三階に
は包装の部屋があります
ね。

山根

相手側に文句を言いませ

ですね。知っていれば、

いとそう映ってしまうん

けれど、やったことがな

てくれます。入ったばか

て、自主的に片付けをし

が付いたら拭き掃除をし

くてもしてくれるし、気

拶をしなさい」と言わな

心がけなかったら、新人

たがきれいにすることを

「これを見なさい、あな

しません。先輩を呼んで

まっていても誰も掃除を

です。

たことによって、社員教

人のパー

うですね。

は仕事を分けずに皆さん

ことと、製造補助と包装

ては定期的な面談をする

興野

若い人達だけだと教育が

が物の見方も広がるし、

な年齢層の方がいたほう

山根

ています。

トさんをシフト制で回し

中身がぐちゃぐちゃに入

んが容器を持ち帰るのに

るのですが、お弁当屋さ

例えばお弁当を取ってい

は、本当に子どもです。

りの若いスタッフたち

の延長線上で、仕方ない

とから始まります。学校

にしなければならないこ

から、とりあえずきれい

味がわからなくてもいい

一々話をしています。意

はそのままやるよ」と

パートさんが増え

育の面では何か変化はあ

ん。だから、

地域密着型でパ
ートさんを活用
山根

りましたか。

興野

に担当してもらうように

難しいのではと思います。 っていると失礼だから、

というか、それでもいい

今回、相当パート

さんの数を増やされたそ

働いてくれる人たちがた

しています。製造補助の

各自で洗って回収箱に重

のかなと思っています。

自動包装機を入

くさんいて、彼らに支え

人たちから見ると包装の

興野

ねなさいと指導していま

一方パートさんは、きれ

興野
れ、パートさんが包装を

ら れ、「 い い 会 社 に 勤 め

隣には包材庫があります。 したいからです。地元で

してくれています。その

ているよね」とパートさ

人たちがのんびりしてい

もと人生経験があります

す。ただ、洗った後、シ

いにしています。

ですよね。新卒の若い子

共用トイレはあり得ない

ると思います。今、男女

入るところがたくさんあ

いう時代じゃないでしょ

と 言 わ れ ま し た。
「そう

ば何とかなるでしょう」

聞いたら「厨房をよせれ

ないじゃないですか」と

が、なるべく向こうから

しても、若い子たちは明

す。それを反省会で説明

な ら、 使 用 禁 止 に し ま

します。例えば金ダワシ

ん。それでも急にやめま

社員に残業をさせませ

このため、１年間は新入

めてしまう人がいます。

ら、その１年間で急にや

私の中でのおじさ

が、その内面が未熟なま

いだけならいいのです

いんですよ。見た目が若

ではまだおじさんではな

歳ま

というイメージらしいと

サイン、その上の担当の

を書かせ、担当の一言と

らなくなります。

うな教育をしなければな

ならないから、学校のよ

料を払って使わなければ

らえません。材料の大切

菓子づくりを分かっても

すが、これをしないとお

こんと説明します。髪の

なんです。１つ１つこん

るんだ」と言ってもダメ

とか、いろいろなことを

お母さんがどうだああだ

ばならなくなった」や、

歳でやっと昔の

み受付の案内は次の通り。 ない方でも非申込み手続

また、再商品化委託申込

きが必要となる。オンラ

まであるということなの

歳です。

入、容器や包装が付いた

○申込み期間・令和２年

インが利用できない場合

がストレスでした。次か

興野

んの線引きは

商品の輸入、輸入後に容

日（申

例えば異物混入事件が

を、何も分かってないん

さやお客様のありがたさ

人にならないと、物作り

はないことが理解できる

片が入っていたら商品で

分かる人、プラスチック

毛は食べられないことが

たのか。仕事の重圧に耐

相談できないことがあっ

い。ひとりぼっちになり、

の原因を必ず解明した

言います。ただ、私はそ

ど、特定事業者に該当し

起きると、みんなで反省

次に該当するとリサイク

飲食店など

○テイクアウトができる

○申込み方法

定）

込書類は１月９日発送予

０３―５６１０―６２４

ンターに送る（ＦＡＸ・

を協会オペレーションセ

子どもということですね。 ォローアップミーティン

山根

思いません。

グをして「社会人になっ

たことなどを話します。

様にこういう事情があっ

はこういうもので、お客

会をします。実際、異物

掃除だけの毎日では、困

また、洗い物と計量や

しょう。

に携わってはならないで

たちに聞き、急にいなく

のか。それを周りの人間

人間関係に悩みがあった

えられなくなったのか。

新入社員にはレポート

一言とサイン、それが私

ル（再商品化）の義務を

▽事業規模

オンラインが利用でき

興野

歳は昔よりもず

てどうですか」というテ

誕生日パーティーで用意

つでも戦力になるように

ってしまうので、少しず

かと考えます。それを基

なってしまった理由は何

月１回は新入社員のフ

に回ってきます。

負う。

○製造業等・売上高２億

５）
。オンラインで非申

大人なのに精神は

▽関わっている事業

ない場合は、申込用紙に

っと子どもの気がしま

したのに、中から針金の

込をする場合は、前述の

ーマで話させたりしてい

記入の上、最寄りの商工

人以上

す。武士の時代は、もっ

申込方法と同様。

に少しでもコミュニケー

会議所・商工会に送る。
オ

していかなければなりま

○商業、サービス業・売

ようなものが出てきて、

清涼飲料など）

ます。ただ、大勢の前で
、

代で日

と短命で、

ションできる場所を作ろ

申込書類が届かない場

せん。先輩たちにも入社

ンライン手続きで行う場

残念がられていたなどで

上高７千万円超または従

手を挙げて言えないの

○容器の製造事業者

本をどうするかという話

合など不明な点は、協会

うということです。

合は、協会ホームページ

して１年目のスタッフは

業員６人以上

す。 そ れ で 工 程 を 解 明

○小売・卸売事業者（商

で、 １ 人 １ 人 と 話 し ま

▽容器包装の素材

次号に続く。

をしていました。そう考

品を販売する際に容器や

えたら、昔なら

お客様だと思いなさい、

（０３―５６１０―６２

） オペレーションセンター
（ https://www.jcpra.or.jp/

し、どこで入ったのかを

にアクセスして申込む。

す。私が一方的に話すこ

ガラスびん、ペットボト

歳でお

包装を利用する事業者）

と言っています。なぜな

じさんになるようなカリ

お客様に説明して、改善

６１）に問い合わせる。

とになってしまいます

また、小規模事業者な

模事業者を除く）
のこと。 ○輸入事業者（容器の輸

中身製造事業者（食品、

４千万円超または従業員

です。

は
「非申込ＦＡＸ返信票」 であれば、いいことだと

言っていました。

器や包装を付ける場合な

１月 日～２月

パートさんはもと

が気持ちよく入れるかと
う」と話して、三階を設

け、仕事以外の話から個

歳であれば、 話してもらえるよう心が

キュラムを組んでいまし

人の性格を見出し、少し

らかに分かっていませ

す。「 田 舎 に 戻 ら な け れ

片付け、厨房の端に

いったら、嫌だと思いま
けました。横になって寝

ら次にできないと自動包

ような感じになります。

ずつ距離を詰めていくよ

ん。嘆いて「何やってい

パートさんに対し

ペースを作りましたか。

山根

包装の仕事はスペ

んが思ってくれるように

るように見えて、文句が

から、一から十まで言う

ンクに食べ物のカスがた

す。そんなことは会社に
られるスペースがあり、
山根 当たり前のことが

装機のメリットはないの

そうすると「最近の若い

うにしています。面倒で

地域密着型を徹底

ースを取るんですが、こ

したい。今、働いている

出てしまったんです。実

必 要 が あ り ま せ ん。「 挨

言えず、我慢して膀胱炎
ゆっくりと用を足せるト

できていなかったという

で、余分な空間を作って

でも、あるテレビ番組で

やつは」と言っても、給

会社にはいろいろ

れまでは一旦したものを

興野

㎝

方も徒歩２、３分のとこ

際にはそんなことはない

になった話も聞いたこと
イレも男女別にある。更
ことですね。

働きやすくしました。パ

歳以上がおじさん

そこも意識してス

角の空間を作って作業し

ろにお住まいの方ばかり

があります。日々の仕事
衣室は、いつ男子が入っ

興野 それを福利厚生と

ートさんはプロではない

今は

するんですか、どこにも

ていたので、移動の時間

はスキルを上げなければ
て来るかドキドキしなが

呼ぶなということです。

ので、彼女たちがスムー

たが、今は

ならないことが山ほどあ
らサッと着がえるのでは

当たり前であり、してや

ズにできる環境を作りま

社員教育について

るのに、トイレや着替え
なく、ちゃんと着がえら

っているというレベルで

再商品化委託申込み受付

令 和
２年度

歳の

で、毎日ストレスになる
れる。そういうスペース

した。

ツジ・キカイ代表取締役社長）が務めました。
先月号より続く。

新しいお店を見た

お店から会社へ
山根

時に、お店から会社への

進化が凄く感じられまし

た。お店をオープンする

前に、興野さんから「会

社のトイレは男性用と女

性用の２つあります

か？」と聞かれたのを覚
えています。
今でも洋菓子店の

のはデメリットでしかあ

はないと思っています。

ど）

25

45

○容器・包装を利用する

26

興野
トイレは男女共用で、ダ
ンボールの山積みなどを
避けながらたどり着き、
を三階に設けました。

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）

りません。男女別の更衣

洋菓子店を考える
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ドアを全開できずに中に

次世代の
10
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東京ビッグサイトで第
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容器包装リサイクルで
（公財）日本容器包装
リサイクル協会では、全
菓連に対し容器包装のリ

10

16

ル、紙、プラスチック

30

サイクル制度での特定事
業者に向けた、令和２年
度再商品化委託申込み告
知について協力を依頼さ
れた。特定事業者とは、
事業において容器を利用
・製造する事業者や包装
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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
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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

38
38

45
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12 25 40

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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