料原産地表示制度の概要

４月から義務となる原

る義務がある。

原材料の原産地を表示す

める重量割合が最も高い

る。

を使って行うことができ

は、次のような表示方法

つ、これが困難な場合に

する方法。

「又は」でつないで表示

合の高いものから順に

使用が見込まれる重量割

可能性がある複数国を、

づき、原産地として使用

○ 製 造 」（ ○ ○ は、 原 産

と、輸入品にあっては「○

にあっては「国内製造」

を行う。これは、国産品

❸対象原材料が中間加工

方法。

は」でつないで表示する

高 い も の か ら 順 に、「 又

が見込まれる重量割合の

入」と「国産」を、使用

括って表示した上で、「輸

原産地表示を「輸入」と

づき３か国以上の外国の

製造・加工した場所で販

に販売する場合、食品を

場合、容器包装に入れず

則として、「製造地表示」 て、外食として販売する

原材料である場合は、原

売する場合には、この表

❹義務表示の例外とし

表示することができる。

名称とともにその産地を

該原材料（生鮮食品）の

には、製造地に変えて当

産地が判明している場合

合が最も高い生鮮食品の

工品）に占める重量の割

当該対象原材料（中間加

することもできる。なお、

過去の使用実績等に基

日）
で終了

⒝大括り表示

示を要しない。また、容

３か国以上の外国の原
産地表示を「輸入」と括

㎠以下の場合
⒞大括り表示＋又は表示

知られている地名で表示

都道府県名その他一般に

とができる。

もこの表示を省略するこ

「国内」の表示に代えて、 おおむね

過去の使用実績等に基

って表示する方法。

あり、国産品にあっては、 器包装の表示可能面積が

国名）と表示する方法で

原 料 原 産 地 表 示 が義 務 化
年９月から、全ての加工食品（輸入品を除く）の重量割合が最

経過措置期間は今月末
（令和４年３月
平成
も高い原材料に対して、その原産地の表示が義務付けられている。この
表示義務が完全実施されるまでの経過措置期間（準備期間）は、今月末
までとなっており、来月（令和４年４月）以降に製造・販売される製品
には、原料原産地を必ず表示する必要がある。原料原産地表示は、一般
用の加工食品だけでなく、４月以降に販売される業務用生鮮食品及び業
務用加工食品にも表示する必要がある。既に対応済みであるとは思われ

は以下の通り。
❷表示方法は、国別重量

るが、再確認されたい。

❶全ての加工食品につい
⒜又は表示

順

表示を原則としつ

て、使用した原材料に占

30

31

信する。動画は全菓連ホ
ームページの「お菓子何

報」をクリックすると、

技術講習会」をクリック

その後、右下の「製菓

レシピもダウンロードで

さつ葛ぷりん」の３品で、

載予定。

の事業として洋菓子も掲

ログインページに移る。

もだっぺ」、「芋どら」、「お

門学校の講師による「い

講習品目は日本菓子専

きる。なお、令和４年度

にお問い合わせください。

は都道府県菓子工業組合

ユーザー名、パスワード

する。

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

動画による製菓技術講習会

でも情報館」の専用ペー
ジに載せている。
掲載ページはトップペ

和菓子を３品目
の和菓子の第２回目を３

第２回
先月に引き続き、ＷＥ

ージの左上「組合員様情

おさつ葛ぷりん

第996号
（令和４年３月）
● http://www.zenkaren.net/

29

品、組合員限定で動画配

芋どら

全国菓子工業組合連合会
理事長 齊藤俊明
発行所 全菓連共済ビルヂング株式会社
〒107-0062 東京都港区南青山５丁目12番４号
ＴＥＬ03（3400）8901㈹ ＦＡＸ03（3407）5486
購読料年額 組合員：   600円（購読料は賦課金に含む）
（送料共） 一 般： 2,000円

菓子工業新聞

発行人
11個の円…①和菓子②洋菓子③煎餅④
飴砂糖菓子⑤豆菓子⑥おこし⑦甘納
豆⑧チョコ⑨ビスケット⑩スナック
菓子⑪ガム 菓子11種全部の集まり
中心の C…菓子のConfectioneryの頭文字
横串の５個の円…団子と団結を表わす
全形…橘の花、中心の金色の円とCは
デザイン
雄しべ雌しべ、周りの白い円は花弁 東京藝術大学池田政治名誉教授

Ｂ上での製菓技術講習会

いもだっぺ

第996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）

（１） 令和４年３月15日

糸機︑機織機に囲まれて
出来立てのいも羊羹を携

乳の集荷業者が高崎方面

を始めた︒父たちは︑牛

いも羊羹などの製造販売

下仁田での経験から︑蒟

し︑
牛乳の集荷時に同乗︑ に聞いたことに始まる︒

に向かうトラックに注目

蒻を薄切りするスライサ

しいと旅館のふすま越し

で揚げたものがうまいら

ゃがいもを薄く切り︑油

いは︑１９６０年頃︑じ

技術の撮影に成功した︒

カメラを持参し︑フライ

め︑米国西海岸へ８ミリ

生産方法を研究するた

年︑ポテトチップの大量

売を開始した︒１９６８

６月︑ポテトチップの販

いのではないかとの結論

の塩シママースだけでい

には︑じゃがいもと沖縄

誤したが︑ポテトチップ

ろいろな味付けを試行錯

ママースに出会った︒い

た︒ここで︑沖縄の塩シ

際海洋博覧会が開催され

最短での販売に力点を置

造日当日出荷︑翌日着の

便の翌日配達に変え︑製

ルート販売をヤマト宅急

再挑戦をし︑鮮度重視の

きたてポテトチップ﹂で

りで一時撤退するも︑﹁で

た︒ゆうパックの値上が

三代目に贈る言葉

貴方も私も︑生まれた
育った︒冬は雪が積もる
え︑高崎で売り歩き︑大
ーでカットし︑
油で揚げ︑ この時見た同形式のフラ

社承継の思いが強くなっ

育った︒コロナ禍で︑会
らっ風が吹き︑蒟蒻を薄

︱ 歴史を振り返って ︱

時から工場の喧騒の中で
ことはないが︑上州のか
変よく売れた︒

いている︒

年となる︒これから

年

来年で菊水堂は創業

となった︒それ以来︑菊

お ︶ は︑﹁ じ ゃ が い も︑

水堂のポテトチップ︵し

月

イヤーを１９７５年
導入することに成功し︑

砂糖をかけるなど試作を
開始した︒そして︑１９

東京が落ち着いてきた
頃︑出て来た︒板橋の瓦

切りにし軒に干す風景が
この地区の冬の原風景で

たことは理解できる︒こ
れから︑果敢に変化して
現在まで使用し続けてい

後の１００年に向けて進

野菜用スライサー︑
水槽︑ る︒

植物油︑塩﹂となってい

き︑三田で独立︑品川に

失敗事例は書いていない

６３年︑足立区に引越︑

日暮里で蒟蒻屋をやっ

ポテトチップの販売で

袋のデザインは︑販売

が︑多くの開発商品を廃

むことにはなる︒多くの

脱水機︑かりんとう用丸

は︑食品問屋︑珍味問屋

当初のデザインである楕

番にし︑多くのお客様の

る︒

工場を建てた︒

を攻めた︒それは︑牛乳

円形のじゃがいもとポテ

要望にもお応えできては

せんべい屋で技術を磨

初代は︑群馬県下仁田
ていた叔父は︑戦争が激
釜を仕入れ︑１９６４年

集荷相乗りの経験から︑

トチップ片をモチーフと

いない︒生き残りをかけ︑

まれ︑チー

繋がりが生

で︑人との

識すること


子どもたちへ技術をつなぐ
学校に依頼された実習
生甘堂 外観
う要素を意

的な部分はマニュアルと

は戻らない︒テクニック

しまうと︑そうそう元に

きた技術は一度途切れて

そうして受け継がれて

醸成された英知の結晶︒

受け継がれていくことで

凝縮したもので︑延々と

は︑少しの工夫やコツを

技術というモノの本質

﹁私たちが一生を終えて

の中で引用された名言に

の使命だと思います︒

のがバトンを渡された者

の世代へと継承していく

けで留めることなく︑次

る︒それは決して自分だ

って今自分のところに有

持ち合わせ︑それが縁あ

バトンは歴史的な価値を

育まれた技術という名の

複雑な要素が絡み合い

にある未来︑明るい世界

ます︒苦しい今の少し先

事業者も多くあると思い

す︒

代の責任だと感じていま

繋いで行くことが現役世

次の世代へとしっかりと

えていただいたバトンを

で自分自身が教わり︑与

考え方のヒントなど今ま

子作りのコツ︑また物の

の持っている知識やお菓

華されていく︒

ムとしての

して残すことができて

この世に残るものは 生

が来ることを願って今日

も漢字で表すと意味合い

︻つなぐ︼同じ言葉で
んの事︑先輩後輩︑業界

術面や菓子哲学はもちろ

の菓子職人人生にとって

関係者との人脈など︑今

表現豊かな大和言葉

掛け替えのない出会いと

が少しずつ異なる︒

と︑渡来した漢字︑二つ

学びの場でした︒
工場を任される立場に

の言語を絆ぐことによっ
て生まれた日本語︒そん

後輩だけでなく︑学校

それぞれのつながりを意

三浦綾子著の﹁続氷点﹂ 業種で苦境に喘いでいる

の中にはコツやテクニッ

１９７５年７月沖縄国

ト販売に徹した︒

力が増した

も︑口伝に内包される空

集めたもの

ポテトチップとの出会

重い食材と軽いポテトチ

したものを今も使用して

﹁破壊と再構築﹂の決断

あった︒

の酪農農家の次男だ︒蒟
しくなると故郷に戻り︑

ップの組合せ︑容量の少

いる︒

東京都菓子工業組合常

が迫っている︒
だ︒
当時の素朴な包材は︑ 売された年︑これからは

務理事・岩井菊之︵有限

が販

ネット利用のゲリラ戦を

会社菊水堂二代目代表取

Ｗｉｎｄｏｗｓ

戦うと宣言し︑１９９６

締役︶

様に感じま

気感︑細かなニュアンス

涯をかけて

も愚直に仕事に取り組

﹁つなぐ﹂ことの責任

修行中は

というものは容易く失わ

ではなく 生涯をかけて

なったとき︑それまで経

コロナ禍の中︑様々な

数多くの技

れてしまうものだと思い

な﹁つなぐ﹂をキーワー

験したことのない立場に
であっても勤務外の付き

識していこうと思います︒

した︒

術を上司や

ドにしたお話︒

ォローによる安心感を与

に依頼された実習や放課

その両面を巧みに使い分

クと共に﹁想い﹂も含ま

ルとして思い浮かんだの

技術は見て︑考えて︑

戸惑いましたが︑後輩を

合いが希薄になりつつあ
けどんな場面でも動じな

えられるように心がけま
は︑自分の両親でした︒

三重県菓子工業組合亀

フォローし工場全体を円

後のお菓子教室などで接

私が日本菓子専門学校

れているのではないでし

した︒

実践︒この三段構えで少
い安定感と︑問題が起こ

りますが︑業務の円滑化

端的に表すと︑父親の

山支部支部長・伊藤正博

滑に回すためどう振る舞

する子どもたちにも︑私

を卒業後就職した﹁億万

ょうか︒

ったときには︑万全のフ

しずつ自分の技術へと昇

安定感と母親の安心感︒

には安定感と安心感とい

えばよいか思案し︑モデ

今の時代︑従業員同士

和作﹂では︑技

両本舗

わります︒

み︑﹁人・縁・技術・時間﹂

味が変わりやすく︑ルー

年から通信販売を開始し

ポテトチップの組合せ

ない珍味と容量の大きい

いかなければならない︒

蒻︑下仁田葱︑養蚕︑製

70

与えたものである﹂

次の世代 へ 技 術 を 継 承

95

ます︒そう考えると技術

菊水堂 岩井社長

先輩から教

キクスイドーのポテトチップ

30
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京
東
重
三

令和４年３月15日 （２）
（毎月 15 日発行）

聞
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業
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子
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（第三種郵便物認可）

第996号

売をはじめＥＣ
・卸しと手がけ

店舗外観

くの方が鑑賞しています。 製造を行いながら製粉工
和菓子の魅力を

しせんべいや飴など菓子

場を営み、時代の変化に
発信しています。

開催され、県内外から多

創業１９２４年の菓子
対応しながら郷土菓子の
２月の恵方巻

地域と共に歩む菓子店
店は国道２６９号線沿い
かるかん・これ菓子・い

ヤ

にあり移転を繰り返し祝

祝古屋

コ

など薩摩の文化を色濃く

イワ

宮崎県と鹿児島県の県

年ほど前か

ら販売してる

所伯光が名古屋で修業を

種類のお菓子を

巻 」。 具 材 は ５

「和菓子恵方

経て帰郷。現在の祝古屋

が長く伝統や技法を守り

組み合わせかる

の祝古屋を確立しました。 肥に食感のクルミにコク

つつ新しい商品作りを行

立ち上げ地域に根付いた

みの地場のしょう油。き

い又、和菓子職人でもあ

かんで巻いた創

都城はお酒の名産地、

な粉との相性はよく長年

る兄と協力し合いお客様

お菓子を初め本格和菓子

宴会席で「なんこ」ゲー

販売してきた商品です。

に喜んでいただける商品

作和菓子です。

ムがあります。手のひら

４代目の税所昌俊が平

や郷土菓子の販売。材料

サイズの６本の棒を各３

成 年に九州の洋菓子店

えたのが「なんこ餅」求

文化を衰退しないよう考

ームがあります。地域の

て商品構成を行い店舗販

修業を経て和洋菓子とし

やハウスウェディングで

祝古屋・税所昌俊

宮崎県菓子工業組合・

を提供しています。

本ずつ持ち数を当てるゲ

和菓子は歴史

昭和

は

こ餅を製造販売行いまし

時代後期に税所菓子店と

た。

年にな
47

先代の税所英二が大正

ります。

吉に店舗を構え

誇り４月にあやめ祭りが

10

にはこだわりを持ち現在

年に３代目の税

残している地域です。市
の花でもあるアヤメは早

境に位置する人口
市。都城はかつて薩摩藩
水公園内に

万本が咲き

の領土であったため鹿児
島弁に近い諸県弁を話す

42

レオン・ソリューション

センターのご紹介

程の確認なども容易にで
きるようになりました。
また、技術サービス、営

まざまな研究をしていま

大など、ソフト面からさ

研究や現行機種の用途拡

機でつくる食品レシピの

くる研究室を設け、自社

パンなど実際の食品をつ

子、洋菓子、調理食品、

ました。１階には、和菓

ンター」をオープンさせ

オン・ソリューションセ

年 月、
本社敷地内に
「レ

レオン自動機は、令和２

栃木県宇都宮市にある

のラインの見学や成形工

も、隣の研究室で製パン

ストに来ていただいて

た。現在は、和菓子のテ

ズにはいきませんでし

するのがなかなかスムー

で、各研究室間を行き来

やテストをするのが定番

る各研究室で目的の研究

ン前は、敷地内に点在す

います。同施設のオープ

んに満足していただいて

したが、訪れた方々皆さ

来訪者の数こそ限られま

実演や最新レシピの紹介

おります。最新機種での

などの講習会も実施して

・ソリューションセンタ

そのほかにも、レオン

が可能になりました。

で、ワンストップで対応

ライン全体のご相談ま

トのご相談から、工場内

すので、単体機種のテス

スタッフが常駐していま

部門が一堂に会し、専門

ろと趣向を凝らして情報

習会の配信まで、いろい

菓子」
「調理食品」
「パン」 から、Ｗｅｂでの各種講

ーでは、定期的に「和洋

発信をしています。

など、対面での情報伝達

けております。スタッフ

目指して、日々研鑽を続

決できる、そんな施設を

産のさまざまな課題を解

ここに来れば、食品生

お待ちしております。

一同、皆さまのお出でを

業、エンジニアリング各

す。コロナ禍にあって、

レオン・ソリューションセンター外観

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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（３） 令和４年３月15日

三田で１０５年

ばれています︒

けなら︑お菓子屋を継ぐ

子もいなくなる﹂と︑工

急激に人口が増加した都

ュータウンの開発により

も近く︑平成初頭にはニ

す︒一方︑大阪や神戸に

ある自然豊かなところで

市は︑古代から続く歴史

った米俵の形の﹁俵もな

の大納言小豆のあんが入

った香ばしい皮に自家製

は︑地元三田の糯米を使

創業時からの代表銘菓

専門店に変えたそうです︒

店を︑西村さんが和菓子

する兵庫県三田
︵さんだ︶ 駄菓子を販売していたお

す︒創業当初︑もなかと

菓子作りに取り組んでお

い︑三田市に根差したお

ています︒季節感あふれ

うにアピールし

ってもらえるよ

をモチーフにしたものも

ウィン︑クリスマスなど

﹁早朝から夜遅くまで

も尽力されています︒

成や和菓子業界の発展に

極的に伝授し︑若手の育

ています︒その技術を積

ど様々な技術を取り入れ

工の技法を使った表現な

花や昆虫︑洋菓子の飴細

細部まで精巧に作られた

示していただきました︒

しく繊細な工芸菓子を展

当組合のイベントでも美

揮をとられた西村さん︑

サイズの姫路城の制作指

のだと思いました︒

出す原動力になっている

どり豊かなお菓子を生み

ベートでの経験も︑いろ

い ﹂︒ 余 裕 の あ る プ ラ イ

のためには時間を取りた

一度きり︒やりたいこと

ま れ て い ま す︒﹁ 人 生 は

く︑プライベートを楽し

さん自身も仕事だけでな

率も良いそうです︒西村

とのこと︒従業員の定着

後５時にきっちり閉める

三田菓庵 西村清月堂
２００８年の姫路菓子

場は午後４時︑本店は午

市でもあります︒三田菓
か﹂
︒他にも三田市樹の
られます︒三田の名所・
る上生菓子は︑伝統的な

多く︑卵や小麦などのア

働いている姿を見せるだ

俵もなか

分の１

庵・西村清月堂さんは三
赤松をイメージした竿菓
旧跡を知らないニュータ
花や鳥はもちろんのこ

レルギーのある人にも喜

博では︑実物の

田の地で大正５年に創
子﹁赤松﹂や餅風ゼリー
ウンの人にも︑栞をそえ
と︑バレンタインやハロ

三田菓 庵 西 村 清 月 堂

業︑現在は三代目の西村
菓子﹁三田青磁﹂など︑
て地元のお菓子として使

大好評・昨年を上回る応募数

菓子スタンプラリーは︑

十五件の応募数があった︒ ︵ 二 千 円 の 菓 子 折 ︶︑ Ｃ

的に前回を上回る九百三

元 特 産 品 セ ッ ト ︶︑ Ｂ 賞

コロナ禍で苦しむ菓子製
造小売店支援の一環で︑

で配布された応募用紙

応募方法は︑参加各店

計二百個が当選者へ届け

らいたい﹂と語った︒
当組合では︑引き続き

務局・奥山優子

取り組んでいく所存であ

る︒岩手県菓子工業組合

ップや実演︑モノづくり

 験コーナーやワークショ

みながらまなべるよう体

魅力と素晴らしさを楽し

編集室としてもほっとし

も喜んでいただけおやつ

ていた組合員様にとって

れていて売り場をなくし

コロナで中止に追い込ま

企画にかかります︒

だき来年に向けての商品

も来年の出店依頼をいた

で終わることが出来早く

の販売実績を上げ大盛況

・小沢仁

が発展した背景となる自

ＧＩＦＵクラフトフェアー

業界の活性化に積極的に

加

ました︒

参

然な会場を巡って体験で

を会場にて開かれ

が百件程度に留まってい

が続いた為︑一月は応募

小野寺眞利副理事長︑千

た抽選会では︑当組合の

二月二十四日に行われ

﹁菓子屋は季節の語り部

う ﹂︑ 小 野 寺 副 理 事 長 は

続して実施したいと思

ている企画になった︒継

にも興味をもってもらえ

オリジナル商品︵若い人

室﹂に声がかかり編集室

上げた﹁岐阜おやつ編集

阜県菓子工業会内に立ち

人の実演を通して紹介し

芸をワークショップや職

つくる︒又県内の伝統工

さを感じてもらう機会を

もの作りの楽しさ・面白

ワークショップを通して

した︒様々なイベントが

るうれしい誤算もありま

商品もあり慌てて補充す

日分が売り切れてしまう

人出があり︑初日より二

日間好天に恵まれ多くの

加しました︒当日は︑二

事長・澤田誠

﹃岐阜おやつ編集室﹄理

岐阜県菓子工業組合

岐阜県菓子工業組合

賞
︵千五百円分の菓子折︶ コロナ禍で低迷した菓子

地元のお菓子の良さを知

今回のイベントについ

られた︒
を購入するとスタンプが

に︑五百円以上のお菓子

引き続き二回目の実施と

て︑
千葉一関支部長は﹁今

ってもらおうと昨年度に

ー﹂が岩手県菓子工業組

一個押され︑異なる店舗

地元菓子店応援企画

新型コロナウイルスの

なった︒一関市は香川県

回は繁忙期で無い時期で

合一関支部︑東磐支部の

のスタンプ四個を集める

感染症の拡大で︑売り上

に匹敵する広さで︑市内

応募数が心配されたが︑

主催により︑令和四年一

と応募ができる︒抽選で

げが低迷する菓子業界の

に当組合の支部が二支部

おやつマルシェコーナ

月六日から二月二十日の

きるイベントです︒一昨

活性化を図る目的で﹁一

ーで４００人〜５００人

日・

年コロナ前に初めて食の

月

のブースで販売︑その他

２０２１年

イベントとして﹁パンマ

応募が多かったことには

組合員様のお菓子は単独

ルシェ﹂を出店したとこ

﹁岩手県菓子工業組合加

のブースを又岐阜菓業青

ろ大盛況であったため今

あることから︑円滑な事

企画からの依頼で岐阜ア

年会にも協力してもらい

日程で行われた︒一関お

かったということで大変

クティブＧとシティ・タ

菓子にも依頼があり﹁お

日の両日︑森ビル都市
わせセットが当たる方式

感 謝 し て い る ﹂︑ 柴 田 東

ワー

クラフトフェアーは出

たが︑二月に入り︑地元

葉修己一関支部長︑柴田

で︑努力して季節を表現

る商品︶と︑遠方の組合

岐阜県が誇る伝統産業の

驚き︒お客様の関心が高
議所の全面的な支援を受

で︑岩手県内のほか︑宮

磐支部長は﹁前回よりも

たＧＩＦＵクラフトフェ

やつマルシェ﹂として参

道の駅︑産直で応募用紙

健二東磐支部長の三名が

している︒ぜひ各店へ足

員の商品はおやつ編集室

入店舗﹂のお菓子詰め合

け︑事業に賛同した一関

城県北地域や旅行客と思

応募が多かったというこ

店作家のクラフト商品や

の配布を始め︑地元ＦＭ

慎重に抽選作業にあた

を運んで季節を感じても

業運営の為︑一関商工会

市内と隣接の平泉町の菓

われる首都圏在住者から

アーに出店しました︒岐

コミュニティーラジオの

り︑Ａ賞︵五千円分の地

沢山の方が出展しました︒ 年は岐阜の職人が作るお
子・パン店︑四十五店舗

とでお客様も楽しみにし

11
宣伝効果も相乗し︑最終

おやつマルシェ

の応募があった︒

12

阜

が参加した︒今年は大雪

関お菓子スタンプラリ

抽選会

岐
43

12

一関お菓子スタンプラリー



六甲山地の北側に位置

欣祐︵よしひろ︶さんが
地元産の素材や名称を使

兵庫県菓子工業組合事

店主を務められていま
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今回皆さんに紹介する
のは、２０１１年３月
日の東日本大震災により

ースに並んでおり、お客

く、１粒、１粒ショーケ

るとの事でした。例えば、 しています。

をケーキに取り入れてい

料理に使うような旬の物

東日本大震災により、

れて、ケーキ作りに活か

など沢山の食材を取り入

いる姿を皆さんにお知ら

キ屋さんとして頑張って

ますが、今こうしてケー

苦労の連続だったと思い

と商売は言葉に出来ない

ました。

せしたく紙面をお借りし

を始めたのです。
店名の「ル・タン・メ
様が自分のお気に入りの

大葉・金木犀・梅干し・

全く未知の土地での生活

そうです。

ルヴェイユ」はフランス
物を自由に選べるシステ

バジリコ・唐辛子・山椒

を営んでいましたが、震

に３年余りの歳月を掛け
語で「すてきな時間」と
ムになっている事です。

年６月

くされ、家族で親戚を頼
何とかお店のオープンに
言う意味だそうですが、

これは、オーナーである

務理事・古川雅英

軒の和菓子店が、本来ラ

尻町で、平成２年に、６

開懐世利六菓匠とは川

コロナウイルス感染症が

した。イベント当日は、

規模を縮小して開催しま

たくないという思いで、

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

イバル同士であるにも関

増加し外出自粛のため来

え、ケーキ・
ートの販売ですが、お店

通年

いられると感じました。

ており、多いときは

～

に入って驚いたのはチョ
コレートが箱にパッケー

類も用意しています。但

」

わらず手を結び和菓子と

場者は少なかったです

ョコレートの

ジされているのではな

「お菓子ふれあい絵巻

光スポットで熊本県の伝

町おこしを結びつけた活

が、アクリル板を設置す

３本柱で営業

川尻
町

川尻町は熊本市の南に

統工芸の実演と体験に特

動を行っているグループ

るなど十分な感染対策が

焼き菓子・チ

そして、平成

って新潟に移住して来ま
こぎつけました。福島で
慣れないとお店の名前は

佐藤さんの人柄が表われ

災の影響で閉店を余儀な

した。全く見ず知らずの
営業していた時はケーキ
舌を噛んでしまうかも知

ていると共に、本当にお

さ
ん

に新潟市にやって来たル
所で生活及び商売する事
と焼き菓子をメインにし
れません。

福島からのお菓子屋

・タン・メルヴェイユさ
に不安を抱きながら、土
ていましたが、新潟では

位置する、室町時代末期

化した施設でもあり、伝

で、その名前は県内外に

されており、例年のよう

客様本位でお店をやって

種類を常備し

からの歴史を誇る刃物製

統工芸普及のために工芸

知られています。くまも

に間近で見てもらいお客

来場者は職人の華麗な手

福島県大熊町から３月中

新潟県菓子工業組合専

んです。オーナーの佐藤
地の確保・店舗デザイン

ル・タン・メルヴェイユ

さんは福島県で洋菓子店
新たにチョコレートを加

種

造や桶の製造、赤酒や焼

逸品の展示販売と各種工

と工芸会館でも「お菓子

で
伝統の灯を消したくない

し、バレンタインデー期

酎の醸造といった伝統産

芸教室が実施されていま

した。途中熊本地震で会

も

間は混雑しておりお客様

業が現在も継承されてい

コロナ禍

をお待たせすると悪いの

さんとの会話を楽しむ事

す。

ふれあい工房」というイ

る、歴史と伝統文化が息

はできませんでしたが、

和４年２月２日（水）～

さばきで完成する上生菓

ベントを

くまもと工芸会館は、

館が使えなかった際にも

くまもと工芸会館で令
最後にお店のコンセプ

日（日）に「２０

３月

る翌週開催予定の「和菓

平成３年に開館した熊本

禍により止む無く中止と

トを伺ったところ、食材

催されました。

子づくりの体験教室」は

子実演に静かに見入って

り、明治維新で日本社会

賀県菓子工業組合は強い

菓子のルーツとされてい

なりました。

その一環で２月５日・
が西欧化へと進むころ、

畏敬の念を抱かずにはい

ます。田道間守は常世国

お菓子の聖地・伊万里

中止になりました。来年
日本の菓子産業に一大革

今年はこの時期熊本県

からの帰途、日本で最初

命をもたらす人物が現れ

を期待したいです。

熊本県菓子工業組合事

務局・野田尚美

和菓子づくりの実演・販売

の灯を消し

んとのリアルなふれあい

６日には開懐世利（かわ

に伊万里の港に入り、伊

ます。その名は森永太一

陶磁器産業で有名な佐
賀県伊万里市。そうした

シュガーロードの中間

られません。その意を表

万里川河畔の岩栗山に橘

郎。日本初の西洋菓子総

点に位置し、丸ぼうろや

います。

こそは通常開催でお客さ

の木を植えたとの史実が

合メーカーを設立した人
所 」（ 現 在 の 森 永 製 菓 ）

これで伊万里がお菓子

小城羊羹など多彩な菓子

では蔓延防止措置が適用

あり、この史実に従えば

物です。伊万里の裕福な

を立ち上げます。その後、

の聖地とよばれる理由が

文化を育んできた佐賀。

せり）六菓匠による「お

伊万里は日本最初の香菓

陶器商の子供として誕生

ミルクキャラメルなどの

お分かりいただけたかと

その伝統を守りながら新

すため、今年の四月一九

と称されることがありま

の渡来地ということにな

するも家業が破産、父が

ヒット商品や斬新な広告

思います。田道間守と森

たな時代にふさわしい菓

佐賀県菓子工業組合伊
万里支部・前田英宣

30

今春の献菓祭にむけて
す。なぜそうよばれるの

ります。伊万里がこうし

早世し母とも生き別れる

で業界をけん引し、日本

永太一郎、時代は異なり

子づくりに精進する、献

されておりましたが、

か？その理由について皆

た由緒深い地であったこ

など不遇な少年時代を過

の菓子産業発展に大きく

ますが、菓子が長らく日

菓祭がその決意を新たに

きました。こうした先人

六菓匠による「お菓子ふれあい絵巻」

菓子ふれあい絵巻」とし

古事記や日本

とから、昭和三〇年、岩

ごしますが、持ち前の誠

貢献しました。その功績

本文化の一つとして親し

する契機になればと思っ

夫による森永太一郎像が

たちの偉業に、私たち佐

日、中嶋神社にて組合員

書紀によると、

栗山に鎮座する香橘神社

実さと精神力で艱難辛苦

を顕彰するため、中嶋神

まれ、また、異国の技術

ています。

九九年）
、 東 京・ 赤 坂 溜

岩栗山の頂上に建立され

年続いてきた歴史ある

垂仁天皇の勅命

（現在の伊萬里神社）境

を乗り越えます。足掛け

社建立から二年後の昭和

を取り入れながら進化・

田道間守の渡来から千

池に「森永西洋菓子製造

て和菓子づくりの実演・

により田道間守

内に中嶋神社佐賀県分社

十一年間の米国修行で菓

三二年、没後二十年を記

発展を遂げる「礎」を築
ち帰った不老長

数百年以上時代がくだ

有志による献菓祭を計画

（たじまもり）

が建立され、県内外菓子

子製造技術を習得し、帰

念して、彫刻家・朝倉文

寿の橘の実がお

「お菓子ふれあい工房」

が十年かけて常

事業者から多くの崇敬を

国後の明治三二年（一八

佐賀県分社

販売が開催されました。

世国（とこよの

集めています。

菓祖・中嶋神社

13
しています。

くに・中国の江

里は時折
「お菓子の聖地」 さんにお伝えしようと思

イメージの一方で、伊万

南地方）から持

ました。

会場を移して開催してい

づく職人町です。

2022

２２かわしり春ものがた

ているそうです。

本
熊

市川尻のまちづくりの観

18
〝日本のロダン〟と
いわれた朝倉文夫作
「森永太一郎像」

にこだわっており普通は

オーナーの佐藤さん

年続けてきま

で、パッケージで販売し

13

いました。例年満席とな

ショーケース

12

ましたが、昨年はコロナ

30

新たに始めたチョコレ

等に手探り状態で努めた

26

り」というイベントが開

ル・タン・メルヴェイユのケーキ

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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（５） 令和４年３月15日

かがわ菓 子 ま つ り ・

希少糖ま つ り ２ ０ ２ １

おぉぉ～！な

んという聡明

な心を持つ子

達なんだろう

～！こんなリ

校の作品はすべて完

のに…。ハァ～つくづく

てさっさと売ってしまう

組合青年部最大のイベン

売！！この時一瞬何人か

自分の心が穢れている事

今回菓子工業新聞の香

アル青春ドラ

遠き昔に忘れてきたモノ

自分の店にスカウトしよ

を実感させられる一面で

トでもあるこの催しもコ

を設けて生徒さんたちと

を思い出させてくれる、

うかと思うくらい売り切

川県掲載当番にあたり、

マなかなか拝

エントリーに残った３高
限られた時間内ではあり

初心に返る事が出来まし

ってしまいました。ただ、 した。こういう普段の仕

ロナが少し落ち着いた時

及協会さまと開催半年前

校の生徒さんに販売応援
ましたが、交流を深める

た♪それもあってか高校

事では味わえない体験が

本来であれば店舗にお伺

見出来ませぬ

から打ち合わせを重ね、

に入ってもらいながら自
ことが出来ました。これ

生が販売に立つ時間帯に

ある高校の作品が１個だ

出来る高校生販売枠は次

期に最大限の対策を講じ

沢山あるのですが、昨今

コロナの状況が日に日に

分たちが作り上げた作品
だけで十分撮れ高あるイ

は周りのお客様が一気に

けツンと残っている。話

回以降も積極的に取り組

いして店舗のあゆみや新

ぞ。すっかり

の新型コロナウイルス

変わる度に対策も二転三

を販売する経験をする予
ベントでした。冗談を交

押し寄せ、各出店店舗の

を聞いてみると「これは

んでいこうと思います。

て開催する運びとなりま

（オミクロン株）の大感

転するなか、たまたま状

定だったのが、その頃は

えながら今の我々に無い

商品も含めレジに並ぶお

後から校長先生が来るの

商品開発の取り組みな

染の影響もあり、うかつ

況が落ち着いた頃に開催

運悪く蔓延防止期間中真

発想力、そしてすぐさま

客様で溢れかえり、あれ

で確保してるんです」と。

涙がナイアガ

に店舗様にもお伺い出来

でき、とことん我の運の

っ只中で実現できなかっ

行動に移し替える実行力

よあれよという間に３高

した。同主催の希少糖普

ない現状ですので、今回

良さを実感致しました。

たので今回の菓子まつり

には何か青春ピチピチの

日）に開催いたしました
「かがわ菓子まつり・希
少糖まつり２０２１」の

した。そんな自分がこの

く蔓延防止や国や県独自

上げ向上への起爆剤とい

されてます。お店の売り

ております。えらい壮大

はならないものだと考え

子」という存在は無くて

らえるから。それだけ「菓

頭に並べられるお店様は

た付加価値商品として店

地産地消を推し進め、ま

らを積極的に商品化して

なと。今年も気を抜かず、

たな販売方法も宜しいか

座いますが、いずれは新

ナの影響で難しい面も御

自分なら敢え

ラです！もし

月６・７日（土

前回のイベントで全国
で３高校分の販売ブース

は昨年

模様をレポートさせて頂
和菓子甲子園の県内最終

若い世代との交流

きます。香川県菓子工業

ばしば。昨今の大規模の

の緊急事態宣言発令…と

になり、ま

かがわ菓子まつり・希少糖まつり２０２１

様な事も含め発信してい

気負わず前に謙虚に攻め

コロナウイルス感染拡大

一時昔に比べてだいぶ増

た香川県が

なテーマみたいな話にな

く事で県内の組合員が同

う見方もありますが、こ

により、店頭に足を運ぶ

ず～～っと規制に対して

全国に向け

新しい商品をため
す絶好の機会

我慢に我慢を重ねて、そ

るべし！載せたい写真が

じようになってくれた

えたと思います。県内で

お客様の減少による店舗

に出来るから、喜んでも

ってきたので一旦萎めま

て発信して

れを守って今日まで頑張

れもすべてお客様を笑顔

毎年開催しているこの

ら、という希望もありま

多数あるので今回はこれ

売り上げ減少の打撃は非

はだいぶ流通してはいま

いる「希少

ってこられた感をひしひ

す（笑）。

「かがわ菓子まつり・希

す。

くらいにしときます♫

常に大きいかと思いま

すが、まだまだ可能性が

糖」を用い

わが香川県

少糖まつり」
。今回で５

４月１日～３日、う

行事予定

桑田剛史

香川県菓子工業組合・

ある香川県。他県から来

す。その中でせっかくの

には菓子に利

た商品も回

す、今でもまだ苦しいか

変苦しかったと思いま

も商売をしていく中で大

しと感じ得ました。我々

回目の参加となる香川県

機会に出品した新しく開

た自分だから分かる可能

数を増すご

発した商品をどういう形

と思います。でもそんな

用できる産物

菓子工業組合青年部、回

とに多く出

で展開して、途中修正が

今回のイベントでふと

我慢の中でも一時のくつ

性♪いずれは今回の様な
品される事

必要ならばしっかり改善

気になることが。お客様

ろぎ、美味しいものを食

が沢山御座い

を重ねるごとに売り上げ

になりまし

して最終的にお店の商品

が商品を選んでいるとき

べる喜びや満喫感をお客

この地域、瀬

思いますが、

員には大きな刺激にもな

流イベントも互いの組合

他県の組合員さんとの交

うきスイーツフェスタ

ン徳島、板野郡

ス タ（ 仮 称 ）
、ゆめタウ

きうきスイーツフェ

戸内の気候に

りますし、お客様の笑顔

（仮称）
、イオンモール

日、うき

準じた産物に

ももっと増える事かと思

徳島、徳島市

日～

は特別なもの

います。まだ当面はコロ

４月

があり、これ

24

こんな時期だから
こそ「菓子」で勇気
を

も爆上がり♪ここ数年は

た。これに

ラインナップのどういう

の笑顔、いきいきと元気

様に提供できるのも我々

イベントを県内に留まら

青年部だけでなく親会の

は希少糖普

役割に据え置くのか、そ

に販売する高校生の笑

しか居ないのです。ここ

ます。もちろ

方々からも積極的にお声

及協会の方も大変ご満悦

ういった戦略的開発は自

顔、そしてお代を済ませ

最近は和菓子・洋菓子垣

ず、県外でも発信できる

をかけて頂くようにな
りました。各店舗の代表

♪ただ大事なのはこれら

分の店舗では積極的に行

て家路につこうとする家

根を越えて様々な商品開

ん全国津々

り、出品数も毎年増え続

商 品 も 並 ぶ 中、
「ここの

の商品を作った後！ここ

っているのですが、香川

族の笑顔、これらをふと

機会があれば執り行いた

け、何よりお客様も時期

お店、今までこんな商品

でいつもしぼんでしまう

に移り住んで６年目、自

発がおこなわれて販売化

浦々様々な商

が近づいてくると問い合

作ってこ～へんかったの

事が多いと思います。勿

見ていると、この２年近

いなと考えております。

わせが増え心待ちにされ

にぃ～やるなぁ♪」とい

分の店は大きく変わりま

材があるかと

るほどの最大イベント化

体ないな～と思う事もし

販売の様子
う新商品も多数並ぶよう

22

ど、お聞きしたいことが

３高校の作品すべて完売

川
香
する処までに成長して参

徳島

11
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第996号

全菓連では︑食品業界専門の経営コンサルタ
ントである吉田圭良氏︵リライズコンサルティ
ング株式会社チーフ経営コンサルタント︶を講
師に迎え﹁菓子業界のためのＥＣ参入・強化戦
略﹂をテーマにＷＥＢセミナーを行いました︒
前号より続く︒

パーソナルな方向へと
の検索行動において﹁ク

ｏｇｌｅや楽天市場など

﹃ 小 さい 世 帯 ﹄
で 食べき れ る﹃ 小 容
量 ﹄を展開せよ！

向かっている消費機会は
リスマスケーキ

岡県のミルクレープ専門
り込みを意図していると

用﹂など容量に関する絞

２人

ギフトだけではない︒福

店では︑毎年販売してい

だクリスマス時期に百貨

思われる検索が増加して

号サイズへと縮小した︒
店のスイーツコーナーを

たクリスマスケーキを数

既に述べたように世帯構
巡ると５号サイズのケー

いたためだ︒数年前はま

成人員が減少していると
キがほとんどを占めてい

年前に５号サイズから４

いうデータに加え︑Ｇｏ

その③

んで実食をした結果︑サ

メンバーの家族も巻き込

第一に考え企画に関わる

２〜３人世帯での消費を

食べ応えもある事から︑

ケーキはずっしりと重く

レープ仕様のクリスマス

と生地が重なったミルク

案内された︒それが

粒

ＩＶＡの人気シリーズを

頼をしたところ︑ＧＯＤ

人用の容量で﹂という依

ただ私は食べないので１

チョコレートが欲しい︒

貨店の社員に﹁一番高い

り︑スイーツエリアで百

プで買い物をされるユー

そもそもネットショッ

となった︒

かいいくつか買い足す事

レルフロアに急ぎ足で向

いと感じ︑上層階のアパ

局それだけでは少し寂し

がほとんどであるが︑結

が︑一方でそれに応える

は確実に存在している

の贈り物をしたいシーン

算帯で消費できる菓子類

ある︒１万円くらいの予

る購買行動も増加傾向に

祝いなどで１万円を超え

タログギフト利用や結婚

リの商品・サービスを提

贈り先別に特化したズバ

客層・利用場面・用途・

たが︑何層にもクリーム

に嫌われない商材の場合

やかさには欠けるが万人

やバームクーヘンなど華

仕事帰りに百貨店によ

性無しでもない私は翌日

を真に受けるほどの甲斐

う︒女性の﹁何もない﹂

のだが︑何もない︑とい

いものはあるかと聞いた

斐性がない私は何か欲し

日︑サプライズなどの甲

歳の誕生日を迎える前

んな話がある︒先日妻の

また私事ではあるがこ

で成長し続けている︒

り︑年平均１７０％以上

イズダウンの方針を取

示場来店キャンペーン

はなく︑たとえば住宅展

など季節性のあるもので

ーン︒これは中元や歳暮

算を持って購入する場合

ント選びはおおよその予

少し落胆もした︒プレゼ

はまだこんなものか︑と

は︑高単価スイーツ市場

験してきた私にとって

ン販売向け商品を多く経

してきたようなオンライ

はないが︑これまで案内

推察されたのかは定かで

か︑或いは私の懐事情を

級と言えるものだったの

当にそれが１人用で最高

で１万円程度である︒本

トで博打的に売上を狙う

良い︒年に１回のイベン

利用機会の生じるものが

キャンペーンなど通年で

場面も少なくないし︑カ

ーンでは５千円を超える

どのカジュアルギフトシ

円だ︒母の日や父の日な

は３千５百円〜４千５百

トショップの平均客単価

し︑菓子・スイーツネッ

千８百円であるのに対

客単価が１千５百円〜１

日用食料品店のレジ通過

上回る︒スーパーなどの

レジ通過客単価を大幅に

に買い物をする実店舗の

ザーの予算帯は︑日常的

返していくことができれ

も確実に分析改善を繰り

途を狙う事で少しずつで

て販売機会のある利用用

願う︒

けをして頂ける事を切に

費者の選択肢を増やす助

材をぜひ企画し︑我々消

りを磨き上げた高単価商

各社へは︑独自のこだわ

とんどだ︒中小メーカー

容量詰め合せセットがほ

ているのだろうと思う大

としても何人前を想定し

まりにも少ない︒あった

菓子・スイーツ商材があ

ソリューションとしての

％以上向上した︒東京の

おすことで売上が４００

用商品﹂として企画しな

を﹁子供１歳の誕生日専

は︑従来の観光土産菓子

る︒鹿児島の和菓子屋で

案の重要度が増してい

を明確にしたズバリの提

て﹁誰に何を売るのか﹂

やニーズの細粒化に伴っ

ライフスタイルの多様化

既に見てきたように︑

ライバルが多い全国商圏

ている︒ＥＣ市場という

当イベント期間に獲得し

ービスを付加した商材で

円の売上を母の日専用サ

の通販年商のうち約１億

子屋では年間２・５億円

益を得たし︑岐阜の和菓

分に経営を続けられる収

下の実店舗閉鎖期間も十

販事業で︑緊急事態宣言

いう商材単品のネット通

意したことでテリーヌと

カジュアルギフトの定番

でハレの日向きの場合は

プリンなど華やかな商材

ろうか︒チーズケーキや

から攻めてみてはどうだ

生日か法人キャンペーン

企業であれば︑まずは誕

検討がつかない︑という

どの市場が良いか皆目

一歩を見つけ出そう︒

店の多さなどから最適な

市場の大きさ︑ライバル

良い︒
商材特性や季節性︑

１になる事を目指すのが

利用から日常的な利用へ

くに従って︑非日常的な

動の経験値が蓄積してい

取り寄せるという購買行

る︒オンラインで食品を

重要なテーマとなってい

おいて︑年々即日発送は

ず食品ＥＣという市場に

菓子・スイーツに限ら

め︑より高度な要求をし

ーはどんどん経験値を貯

マーケットの中でユーザ

刻一刻と成長していく

なってくるからだ︒

値をも求められるように

どの日常的な通販利用価

により利便性や機能性な

とシーンが拡大し︑それ

しでもリードタイムを短

までの体制を整備して少

合︑自社の受注から発送

厭されてしまう︒この場

りすぎるお店の利用は嫌

にするまでに時間がかか

たとき︑注文してから手

てしまうのだ︒そうなっ

前︑という価値観に育っ

か︑明日届くのが当たり

っていたらいつの間に

日届くのはすごい︑と思

てくる︒今日注文して明

ろうか︒

だと言えるのではないだ

しておく方が比較的容易

業にとっては前者を解決

ている事に悩む多くの企

ーケティングが複雑化し

迫られる事になるが︑マ

るか︑どちらかの選択を

と思われる商品開発をす

い期間待ってでも欲しい

くする努力をするか︑長

﹃ 即 日 発 送 体 制 ﹄を 強 化！目 指すは
﹁ 時までの注文で当日発送﹂

フレンチレストランでは

での成功をこれから目指

である誕生日︒カステラ

次号に続く︒

誕生日専用サービスや結

す企業は︑まず何らかの

客層・利用場面・用途・贈先別﹃ ズバ
リの商品・サービス﹄を用意せよ

供し︑
ニッチ市場でＮｏ． はオフィシャルギフトの

ば︑必ず成長する︒

12

のではなく︑年間を通し

吉田圭良 氏（リライズコンサルティング株式会社・チーフ経営コンサルタント）

や︑金融商品の新規成約

ＥＣ参入・強化戦略
定番である法人キャンペ

菓子業界のための

婚祝い専用サービスを用

40

４
５

６
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（７） 令和４年３月15日

教師

クルミ
（ロースト）
…３％

１速３分
分

オートリーズ

（塩・ルヴァン入れる）
２速１分～

（フルーツ類入れる）
２速（混ざるまで）

パンチ

捏ね上げ温度………
発酵… 分

℃
分

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。

ＦＡＸ ０３－３４０７－５４８６

あれは、コロナが流行

先生が俳句の添削をする

き、テレビで夏井いつき

湯に足をつけ、一緒に遍

さんが休まれていて、足

そこに何人かのお遍路

る「放生園」でした。

からくり時計や足湯があ

道後温泉の入口にある、

私が思い出したのは、

つき先生も松山ではあり

い俳句が盛んで、夏井い

俳都松山と言われるくら

くのだそうです。

け と、「 つ 」 を 大 き く 書

のためわざと、そつとつ

だと、４文字になり、そ

です。また、そっとつけ

さらに秋遍路というそう

秋の遍路の場合は、こと

分かりました。例えば、

春の季語だということが

たのですが、遍路自体が

ろだと季語が無いと思っ

句ど素人の私は、徒へん

歩き遍路のことです。俳

ども、りん

正岡子規な

ます。

だとおもい

あった菓子

代末期には

は、江戸時

りんまん

おそらく

れています。

たと伝えら

ようになっ

成形…………
℃

句だけです。

１

㎝の棒状
％

あきらめかけていたと

火２１０℃

約

分

クープ・スチーム入れる。 ませんが、愛媛県のご出

松山を代

がお遍路さんでした。私

れていて、添削された俳

句は先生によって添削さ

選しました。しかし、俳

ところがその俳句が入

つけた気持ちを俳句に詠

に遠慮しながら、そっと

るので、他の観光客の方

と、やはり杖は汚れてい

りくださいという気持ち

同じようなもち菓子があ

でもいが餅という名前で

らしい和菓子です。他県

お供えされていた、可愛

で、桃の節句にお雛様に

ん。

になって申し訳ありませ

く記事も無く、俳句の話

とんどできないため、書

コロナで組合活動がほ

たらと思っています。

表する俳人

の住んでいる松山市は、

句 は、「 徒 へ ん ろ 足 湯 に

ります。当店では、上に

乗せたもち米が魚の鱗の

報部長・白石惠一

愛媛県菓子工業組合広

みました。

素朴な和菓子を後世に伝える

俳句ポストに投函して入選

••••••••••••••••••• 身です。

ホイロ…

25

と言われる

り始めた頃だったと思い

「プレバト」という番組

路杖も足湯に入れておら

遍路の世界では、杖は

まんを食べ

りんまん雛人形

ますが、ステイホームで

を見ました。その時分か

れる光景でした。そのと

お大師さんの代わり、あ

ながら俳句を作ったと思

２０分

家にいる時間が多くなっ

ったのは、普通の人があ

き、「これだ」と思い、「春

るいはお大師さんそのも

おりんまんというのがあ

うと、こうした素朴な和

分割重量………４００ｇ

たので、俳句を作って、

まり目を付けないような

へんろ足湯に杖もそっと

のと言われ、歩き遍路で

ります。おりんまんは松

菓子も後世に伝えていけ

下

松山市の俳句ポストに投

小さな事柄を、ことさら

つけ」と詠んで、その俳

道後までたどり着いて、

山に古くからある和菓子

焼成…上火２３０℃

函するのですが、なかな

クローズアップして書い

句を俳句ポストに投函し

お大師さんも足湯にお入

分

か入選できません。それ

た方がいいという事でし

ました。

～

もそのはず、投稿句が何

た。そして思い出したの

ベンチタイム…

千もあり、入選するのは

20
20
75

【基礎編】
千葉 良一

ユーロモルト…０・３％

％

％

％
【工程】

％

％
１速４分

28

パン講習
日本菓子専門学校

ソフトフランスの生地
パン酵母（インスタント

パン・オ・フリュイ

にドライフルーツをふん
ドライイースト）
％

だんに練り込んだバラエ
………０・
食塩…………………２％

ティー食事パン。クラス
トはカリッ、クラムはモ
％

ルヴァン……………

対生地

チモチの食感です。ルヴ

甘味が口に広がります。
オレンジピール……

水……………………

【配合】
レーズン……………

ァンの風味とフルーツの

フランスパン専用粉
……………
強力粉………………
ミキシング

媛

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

ライ麦粉……………５％

パン・オ・フリュイ
60 23

愛
23

15

05

30

杖もそつとつけ」になっ

話は変わりますが、松

ようで、鱗（りん）まん

ていました。

徒（かち）へんろとは、 山の俳人の明治の随筆に

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
▽㈱盛栄堂・長谷川浩司 氏（ 北 海 道 留 萌 市 ）、 ▽

第 回 優良経営食料品
小売店等表彰事業

（公財）食品等流通合

どを共同で展開する組合

環境対策、地域活性化な

こずえ氏（三重県桑名市） ▽㈲クレヨン・岡田誠氏

ｌ ｌ ｅ ｃ ｔ ｉ ｏ ｎ・ 栗 田

店 ｋｕｒｉｍａｒｏ ｃｏ

▽いきものクッキー専門

氏（ 千 葉 県 南 房 総 市 ）、

平氏（宮城県気仙沼市）、

市）
、 ▽ ㈱ 紅 梅・ 千 葉 洋

之 氏（ 岩 手 県 陸 前 高 田

御菓子司木村屋・木村昌

小売店等表彰事業」の受

通り。

菓子関係の受賞者は次の

市 ）、 ▽ コ コ マ カ ロ ン・

山本正隆氏（埼玉県久喜

▽㈲ドゥーブルシェフ・

▽まんじゅう乃池田堂・

男 氏（ 埼 玉 県 吉 川 市 ）、

菓子司まるしん・鈴木辰

（群馬県渋川市）
、▽和

賞店がこのほど決定し

◎農林水産大臣賞

大島恵氏（富山県魚津市） 池 田 武 氏（ 熊 本 県 玉 名

などを発掘し、表彰する。 ◎日本経済新聞社賞

た。同事業は独創的な経

▽お菓子のニシヤマ・今

回優良経営食料品

営技術を駆使し、優れた

中小の食料品小売店、ま

賞

◎農林水産省大臣官房長

▽㈲ルモンド・松村泰年

理化促進機構会長賞

賀県大津市）

ｋｅｔ・石𠩤佐知氏（滋

Ｐｏｃ

た、食品流通の効率化、

市）、▽㈱佐知

井良幸氏（北海道河西郡） ◎（公財）食品等流通合

「第

理化促進機構主催による

31

業績を上げている全国の

ｓ’

話 ０３－３４００－８９０１
電

31

60

30 65

73 20
10 10
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