見合う付加価値の高い新

生産・販売（価格転嫁に

を切り替えた新商品等の

製造業者等の行う原材料

な調査、新商品等の開発、

原材料切替のために必要

支援対象経費としては、

じて支援する形となり、

事業は、民間団体を通

組が想定されている。

商品の開発を含む）や原

原材料切替に伴う機械・

品原材料について、食品

日（火）です。保険料が引落されますので不足の無いよう預金残高をご確認ください。

原 油 価 格・物 価 高 騰 等 総 合 緊 急 対 策 を 策 定

材料の使用コストを削減

の変更・増設、食品表示

設備の導入、製造ライン

売、新たな生産方法の導

の変更に伴う包材・資材

した新商品等の生産・販

方法の高度化による原材

入などの取組に対して臨

の更新、新商品（高付加

高い商品への転換や生産

ウクライナ情勢等の影響への対応
日に、原油価格高騰、エネルギー・原材料・食料等の安

料コストの抑制等の取組

時的に支援するもの。

価値化を含む）ＰＲ費、

を緊急的に支援するもの

例えば、輸入小麦から

国 民 生 活 へ の 影 響 緩 和、 米粉・国産小麦への切替、 新商品（主食用）の販売

であり、
食料の安定供給、
して価格が高騰している

促進期間における原材料

変更、ノンフライ製法へ

輸入大豆から国産大豆へ

事業内容としては、ウ

の転換、揚げ油の劣化防

円滑な価格転嫁等を目的

対し、国産小麦・米粉等

クライナ情勢等に関連し

止装置の導入のような取

ージ、学校の特色、募集

輸入食品原材料を使用し

材料価格高騰緊急対策事
への原材料の切替、価格

て価格が高騰している食

企業者の相談を引き続き

要項、募集人員、選考方

費などが挙げられている。

業を実施する。これは、
転嫁に見合う付加価値の

口」で、資金繰りや経営

受け付けるなど。

の切替、原料混合比率の

ウクライナ情勢等に関連

ている中小企業等の事業

に困難を来している中小

としている。

農林水産省は、食料等

このため、９月に加え

者の資金繰りに支障が生

ている食品製造業者等に

の安定供給対策の一環と

て３月も「価格交渉促進

じないよう、官民金融機

加盟学校要覧と

ルギーコストの上昇分を

労務費、原材料費、エネ

パッケージ」に基づき、

のための転嫁円滑化施策

ーシップによる価値創造

一 環 と し て、
「パートナ

賃上げ・価格転嫁対策の

施することとしている。

づく「指導・助言」を実

下請中小企業振興法に基

い個別の企業に対して、

とともに、状況の良くな

ついて業種別に公表する

協議・価格転嫁の状況に

に増やして実施し、価格

担保融資及び危機対応融

関による実質無利子・無

者に対し、政府系金融機

染症で影響を受けた事業

新型コロナウイルス感

る金利引下げを行う。

フティネット貸付の更な

援を促すとともに、セー

ど、きめ細かな事業者支

を新しく作成し、全国約

ポスター、チラシ（写真）

の加盟学校要覧と掲示用

は、このほど同センター

電話、ＦＡＸ、ホームペ

校名、所在地、交通、

見学について、学費など。

就職状況について、学校

••••••••••••••••••• 法、資格取得について、

https://www.maff.go.
jp/j/budget/attach/
pdf/r4yobihi-13.pdf

して、輸入小麦等食品原

月間」とし、そのフォロ

関に対し、返済猶予の相

経済産業省（中小企業

取引適正化施
策の拡充
ーアップ調査は、対象を

談に適切に対応するな

適切に転嫁できるように

また、下請けＧメンを、

資等の９月末までの延長

（理事長小澤俊文氏）で

詳細については日本菓

し、賃金引上げの環境を

４月以降１２０名から２

を行い、資金繰り支援に

庁）
や公正取引委員会は、 前回の４万社から

ポスター・チラシ配布

整備するため、関係省庁

４８名へ倍増し、年間１

万全を期す。

５千の高等学校に配付し

３―３２３２―０２８

氏（全菓連監事）

▽瑞宝小綬章・奥野和夫

（業界関係受章者、順不同）

令和４年春の
叙勲褒章

い。

２）に問い合わせると良

の通り。

同要覧の掲載項目は次

た。

子教育センター（電話０

や下請事業者から広範囲

万件のヒアリングを実施

▽旭日双光章・平山伸治

掲示
用

に情報提供を受け付け、

するほか、知財Ｇメンを

氏（全菓連理事、福井県

日本菓子教育センター

独占禁止法上の「優越的

新設することとしている。 保証協会、商工会議所、

菓子工業組合理事長）

政府系金融機関、信用
地位の濫用」や下請代金

商工会連合会、各経済産

▽旭日双光章・河合秀矩

法上の「買いたたき」な

業局等に設置した「ウク

資金繰り支援等

氏（愛知県菓子工業組合

どに対する取締りを強化

ライナ情勢・原油価格上

副理事長）

ウクライナ情勢・原油
するなど、取引適正化の

昇等に関する特別相談窓

【メールマガジン登録時のお願い】

12

万社

輸入小麦等食品原材料価格高騰
緊急対策事業（予備費百億円）

定した。菓子製造事業者関係の主な内容は以下の通り。

容とするコロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」を策

定供給、新たな価格体系への適応の円滑化に向けた中小企業対策等を内

政府は４月
26

取組を進めるとしている。 価格上昇等の影響を受け

メールマガジンの
ご登録はこちら！

２０２２年７月１日からの全菓連ＰＬ保険の口座振替日は、７月

第998号
（令和４年５月）
● http://www.zenkaren.net/

全国菓子工業組合の会員であることがわかるよう、
登録の入力欄に下の各４桁のコードをご入力ください。
課支社コード
「7805」、代理店コード
「5001」

☎03-3400-8901

※取扱代理店：全菓連共済ビルヂング株式会社

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
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（１） 令和４年５月15日

た。
「銘菓田舎まんじゅ

朝日風月堂 外観

朝日風月堂 店内

しい菓子作り」という気

持ちもあります。まだ完

には人々を笑顔にする力

う」は初代が独創し、今

私の祖父は、福井市の

があると心より信じてお

成しておりません（笑）

私は、
生まれも育ちも、 事 を 知 ら な か っ た だ け
出身です。当時の西田中

ります。今、コロナ禍や

でも弊社では一番人気の

の、
「子は親の背中を見
は活気があり魅力的で

が、その夢と共に、菓子

現在の場所（福井県越前
て育つ」と、絵に描いた

心無い戦争で世の中は大

商品であります。

町（旧朝日町）西田中で
「やるならこの町だ！」

では「ふうげっつぁさん、 す。一人でも多くの方々

ような子供だった様な気

させていただき現在に至

す。生まれた時からお菓

ないか？」と何度も足を

に菓子の力で笑顔を作れ

変な事になっておりま

したと聞いております。

ふうげっつぁさん」と、

と、今現在の場所で創業

弊社は私の祖父、初代
っております。

もします。
（笑）

の家業を継ぐ事しか頭に
運び、聞きに行ってはヒ

初代、二代目、二人共

私の父、二代目河﨑忠
は、
最初は洋菓子職人で、 ントを得て創作したと聞

がこの地域に根ざし、地

の笑顔が絶えない元の日

河﨑弥左エ門が、昭和５

いております。その当時

私も当然ながらその想

常が戻る事を心より祈念

無かったように思いま

の私は、
何も考えてない、 元から愛される美味しい

いを引継いでいるつもり

しております。

るようこれからも努力を

初代が他界してから和菓

菓子を作る事が一番社会

でいます。さらにその想

皆さんから親しまれなが

子に転職し、ある意味、
ただの馬鹿息子だったと

に尽くすことだという想

年５月に創業致しまし

非常に苦労をした父でご
思います。
（笑）

いがあったと思います。

バトンタッチをしていか

いを息子である四代目に

た。

きありがとうございまし

最後までご高覧いただ

ら呼ばれております
（笑）
。 し、また１日も早く皆様

ざいました。その父が創
そして、私はと申しま

その想いからか、創業当

なければならないと考え

作したのが「銘菓幸若最
中」
です。二代目の父は、 すと、地元の高校を卒業

店舗程あった菓

菓専）に入学し卒業後、

町地区）では、最後の１

子屋も現在では（旧朝日

人が食べた事のない美味

中では今でも「この世の

ております。また、私の

（朝日風月堂三代目）

生支部組合長・河﨑淳一

福井県菓子工業組合丹

時は、

地にゆかりのある銘菓を

名店「菓匠京山」佐々木

店舗になりました。地元

後、
日本菓子専門学校
（日

創りたいという思いで、

勝氏の元で３年間、師事

この町の発展の為、この

役 場 に 足 を 運 び、
「何か

20

ＮＨＫ大河ドラマに登場

木曽義仲にちなんで
義仲

に登場する木曾義仲（源

合流する支流〝依田川〟
田市と深い関りがありま

上田市千曲川左岸から

流域を、依田窪と呼びま
す。認知度としてはそれ

で再び脚光を浴びていま

題、課題山積の中では有

原料の高騰、後継者問

〝義仲くん〟です。兜を

す。現在は上田市上丸子

りますが、当組合ではこ

の会員が登録）の有志会

「銘菓処さわむら」と上

うした取り組みが街の話

義仲のかぶと

田市鹿教湯温泉「塩川菓

題作りの一助になり、菓

義仲くん

子舗」の２軒にて絶賛販

子を通じて世の中の食文

かぶったちょっとお茶目

売中です。また、市民か

化にいくらかでも彩を添

員６軒にて兜型最中〝義

ら義仲にちなんだもので

える事が出来たら幸いだ

な義仲を表しています。

程高くありませんが、幸

頼役の迫田孝也さんを招

他にも何か欲しいとの要

と考えています。

仲のかぶと〟を考案し商

その地域内に「依田窪

村から時を遡ること４３

いてのトークショーを開

望が有り、登場したのが

依田窪菓子工業組合組

製造販売しているのは上

菓子工業組合」が有り、

０年余り前、義仲は平家

果敢、義を

催するなどして盛り上が

カスタードクリームをパ

合長・峯村秀樹（㈲笹沢

標登録して販売しまし

現在上田市・長和町の９

討伐の為、海野氏（現東

重んじたそ

りをみせています。

ン生地で包みクッキー生

ベーカリー専務）

田市上丸子「笹沢ベーカ

店舗が加盟して活動して
御市

の人柄は、県内数あるゆ

そんな義仲の逸話をも

地と油で揚げた食パンの

た。ここに来て義仲が大

います。

あたる）丸子氏、依田氏
ります。その後、皆さん

かりの地で今も慕われて

とに１９８０年代に依田

耳で細工した菓子パンの

リー」です。

上田市ゆかりの戦国武

等を引き連れて現上田市

ご存じの通り源頼朝の命

います。市では丸子文化

軒程

頼朝の従弟）も上

す。

将と言えば〝真田幸村〟

依田城にて挙兵しまし

を受けた源義経、源範頼

会館において、木曾義仲

窪菓子組合（当時

映されているＮＨＫ大河

にも有名ですが、只今放

平家を退け朝日将軍とな

で北陸を経由し京へ上り

らに討たれて

生涯を終えました。勇猛

人」

ドラマ「鎌倉殿の

13

30

31

真田家の本家筋に

のビックネームがあまり

た。その後、破竹の勢い

年の短い

役の青木崇高さん、源範

河ドラマに登場したこと

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

銘菓 田舎まんじゅう

す。ただ単に他の仕事の

子屋で、幼少の時からこ

菓子の力で笑顔を作る

地元に愛される菓子作り

井
福
野
長

令和４年５月15日 （２）
（毎月 15 日発行）

聞
新
業
工
子
菓
（第三種郵便物認可）

第998号

と、ご縁を頂いた友人か

小売りに活路を見出そう

東海林文明社長は何とか

と。社長自ら首都圏のＪ

ブックにアップするこ

ショット写真をフェイス

と称し、お客様とのツー

客様を主人公にするこ

のコツは、商品よりもお

りつつあります（笑）
「そ

つインフルエンサーにな

から、山形では大変目立

マメに配信するものです

げて、記念写真をフェイ

を押し、お客様の首に下

ら焼きにメダルの焼き印

オリンピック時にはど

劇的に増えました。

いの親子連れの来店者が

しています。小学生くら

組みが実を結び、決して

そういったマメな取り

すべて無料です。そして、

イディアとやる気だけ。

かすり家さんの宣伝はア

き」 万人キャンペーン

らＳＮＳのやり方を教え
Ｒ駅構内でワゴン販売を
と。笑顔いっぱいのお客

その会社を受け継いだ

パーの菓子部門としてス
てもらい、果敢に挑戦し
展開し、お客様という名

出羽の恵みかすり家本店

今回は山形市郊外で頑
タートしましたが、その
ます。

スブックにアップした

立地に恵まれているわけ

沢山のお客様が足を運ん

様とかすり家との絡みを

ボして花見を楽しんでも

でくれるようになりまし

の友人を作っていきま

す！」と、秘

らおうと企画したりと、

た。

初めに仕掛けたのは

訣を紹介して

次から次にアイディアを

でもありませんが、連日

いただきまし

まさに現代のＳＮＳの

出しては情報を発信して

生菓子を写真

様が作った上

販売し、お客

子キット」を

で作る上生菓

ごとに「自分

まれば当然、かすり家さ

地元メディアも話題に詰

話題を提供しています。

プレスリリースを行い、

レビ局や地元紙にマメに

けにとどまりません。テ

彼の場合はＳＮＳ上だ

た。

長から教えてもらいまし

あることを東海林文明社

らこそ出来ることが沢山

いでなく、コロナ禍だか

コロナ禍だから出来な

申し子のような菓子屋さ

に撮り、店内

んの情報発信源となって

います。

に飾り、採点

くれます。それも無料で。 務理事・戸田正宏

山形県菓子工業組合専

んです。

して表彰まで

次に、季節

た。

り、お弁当屋さんとコラ

かすり家社長
（右）
と筆者
（左）

アップすることなんで

かすり家 外観

す。とにかく毎日５回も

1

「幸運をよぶ幸せどら焼

当てています。

いつも人間にスポットを

張っているお菓子屋さん
スーパーが消滅してしま

していました。

もちっと土佐文旦ゼリー

御菓子司小笠原

２０１７年春先、高知
ちの一つが当店の「もち

中から選ばれた２点のう

土佐文旦は黒潮香る太

市の雇用創出の観点から

用創出促進協議会より当

平洋と四国山地に囲まれ

っと土佐文旦ゼリー」で

組合に依頼があったこと

た温暖な高知県で栽培さ

新たな土産物となる加工

からこの商品の開発が始

れる県を代表する柑橘類

した。

まりました。持ち込まれ

のひとつです。多くは
㎝程度のサイズで、特徴

た「 土 佐 文 旦 」
「青切り
みかん」の２つの題材に

は皮が厚くその実はぷり
ぷりでみずみずしく独特
な爽やかな酸味の中にや
さしさと甘さがありま

もちっと土佐文旦ゼリー

す等の手間と工夫も行い

終工程で容器に入れなお

粒状にばらしたものを最

っていないことから一度

までは大きさが一律に揃

た。文旦の実（房）のま

て味に深さを持たせまし

でほどよい苦味をあわせ

食販売も予定数を大幅に

高知空港での一週間の試

ことも成果の一つです。

の方とのご縁が生まれた

セミナー等を通じて多く

は、開発についての公開

こぎ着けました。完成後

言もあって何とか完成に

のメンバーの方からの助

菓子屋なら

用を考えておりましたが

ば、当初は果肉だけの使

思ってもらえるお菓子に

にして調和し美味しいと

「 甘 味 」「 苦 味 」 を い か

縁を与えてくれた当店を

リー」は多くの学びやご

「もちっと土佐文旦ゼ

した。

御菓子司小笠原

ました。

ではのゼリーをつくりた

多くの方から「あっさり

なるか、自分達だけでは

土佐文旦のもつ「酸味」 上回る売れ行きとなりま

い！」との意気込みで取

しすぎていて主張がな

月頃に収穫され倉
庫でシートをかけて１カ

り掛かりましたが、商品

い」
との意見をいただき、 も う よ く 分 か ら な く な

す。

月程度寝かせることでほ

完成までにはおよそ１年

作品と数えきれない試行

スト状にして加えること

厚い外皮に着目し、ペー

土佐文旦の特徴でもある

知市雇用創出促進協議会

れてきそうになる中、高

り、ある種の妥協も生ま

・小笠原健一

理事長・御菓子司小笠原

高知県菓子工業組合副

代表する商品です。

どよい甘みが増すのだそ

かかり、
さ て、
「せっかく新商

錯誤がありました。例え

回を超える試

うです。

12

品を開発するのだから和

20

食品開発を…と高知市雇

13

対して、組合所属の菓子
店が試作品を持ち寄り
点集まりました。その提
案した開発商品の候補の

15
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かすり家 店内

かすり家さんは某スー

店』
さんをご紹介します。 い、卸売りで会社を継続

知恵とアイ デ ィ ア で 商 売 繁 盛 ！

『出羽の恵みかすり家本

形
山
知
高
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（３） 令和４年５月15日

梨

美味しいと思えないと真

してしまうこと、これが

身の私などは頭痛を起こ

ぶどうの葉に載せてお供

棚の飾り付けに使う際、

をつけて食べること、盆

なり、餅にきな粉と黒蜜

んが私と同じ福島出身と

て（偶然にもこの記者さ

りとりをさせていただい

にたどり着き、色々とや

記者さんが私の拙い文章

受けることで、改めてそ

ックスなインタビューを

るのか」というオーソド

りでこの菓子を作ってい

人的には「どういうつも

スすると喜んでくれる

こちらからプレスリリー

にネタを探しているので

やテレビ・ラジオ局は常

ＮＨＫのみならず新聞社

切山椒とあべかわ餅のその後

の甲州人にはなれないと
えするのがいかにもぶど

平和堂
いったことを書かせてい

し、案外簡単に取り上げ

株式会社
で食べられる「あべかわ

の思いを整理することが

てくれるので宣伝にもな

いうこともあり話はトン

でき初心に帰ることがで

うの産地山梨らしくて好
トン拍子に進んで）テレ

ただきました。
あべかわ餅につきまし

るということです。多少

きだ、ということなどを

餅」についてです。
切山椒については、上
きました。

さて、８年前は頭痛を

書かせていただきました。 ビ取材となりました。
さて、話は

Ｋのウェブサイトに載る

起こすほど私にとっては

ては、静岡のそれとは異

変わります
１つは、社員さんやパ

ことで、山梨のみならず

強烈な香りだった切山椒

新粉を練った餅菓子であ
ること、山椒の香りが強

が、世の中は

ートさん達がどこかウキ

全国の、大げさに言えば

て、ニュース

ておりまし

ネットに載っ

いての文章も

た切山椒につ

せていただい

方にツッコミを入れる社

を言うパートのおばさま

どうしようかなどと冗談

はずもないのに、口紅は

クをつけているので映る

ことです。作業中はマス

楽しげな雰囲気になった

た。またこの記者さんが

ただくこととなりまし

切山椒について知ってい

お問い合わせをいただき

際に沖縄に住む方からも

あるということです。実

くので反響は少なからず

全世界の人達に情報が届

株式会社平和堂専務・

もらえるといいのですが。

私も真の甲州人と呼んで

りません。ついにこれで

る１月が待ち遠しくてな

しまい、製造が本格化す

ではこれがクセとなって

ですが、おかげさまで今

だそうです。

のネタ探しを

員さん達の会話は微笑ま

おっしゃっていましたが

このニュース映像がＮＨ

してらした地

しいものでした。また個

大沼美洋

元のＮＨＫの

付きがありました。

図々しいくらいがいいの

１度目は１月号で、こ
く好き嫌いがはっきり分

ネット社会で

ウキしていていつもより

２つ目は、放送された

に愛される菓子
「切山椒」 かれること、その時期工

ちら山梨は甲府盆地で冬

場内は山椒の香りが１日
す。私が書か

そしてこの時２つの気

について、２度目は８月
じゅう立ち込め、県外出

あべかわ餅

た「苺大福」の販売が、

か、
国道３号線を北上し、 冬から春まで多忙を極め

ますが、
訪問した時期は、

ぐるっと回り、巣箱を見

てみるね」と家の周りを

蜂？」 と 驚 く 私 に、「 見

わ い で す。「 自 分 で 養

いて、色も濃く優しい味

バチのハチミツが入って

で養蜂している日本ミツ

「カステラ」は、ご自分

奥様が答えます。

れるから助かります」と

あなたが元気で作ってく

はいくらでも包みます。

や れ ば、「 い え い え、 私

りがたい」と奥様を思い

作業をしてくれるからあ

包んでくれたり、大変な

この人がカットしたり、

楠さんご夫婦と姪御さん

目的地に向かい右折する
ようやく落ち着きを見せ

せてくださいました。こ

楠菓子店の銘菓

と、緑が深まり木々の濃
た頃でした。

店主の楠優氏は２代

た。

年に開

「楠菓子店」を訪ねまし

置市東市来町養母にある

る。そんな自然豊かな日

を入れることで、よく売

末に、黄身あんの中に栗

ゅう」です。試行錯誤の

た「養母（やぼ）まんじ

ほど人気の、地名を冠し

は、テレビ取材も受ける

何と言っても看板菓子

んが、道の駅「こけけ特

いでパン屋を営む姪御さ

んでいますが、道路向か

だ「パイマン」は、曽於

紫芋餡をパイ生地で包ん

ます。

温かい絆を感じさせられ

は折り紙付き。ご親族の

くださるとのこと。
また、 ま芋で作っており、品質

ニッコリ笑顔。

ると「何度もあるよ」と

いんですか」とお聞きす

で、「 刺 さ れ た こ と は 無

うに紹介してくださるの

回るミツバチを愛おしそ

数は６箱。ブンブン飛び

の春分蜂し、現在巣箱の

ただきたいと思います。

元気な笑顔で頑張ってい

た。これからもますます

なと、胸に染み入りまし

様の心を掴んでいるのだ

ああ、この温もりがお客

美しさ。親族の絆の強さ。

互いを思いやる愛情の

に継ぎました。

業した菓子店を昭和

目。先代が昭和

年

れるようになったとのこ

郡で農家を経営する姪御

事務局長・惠島理子

鹿児島県菓子工業組合

産品販売所」
「江口蓬莱

をただただ作るだけで、

氏 が、「 自 分 は お 菓 子

とです。

店頭にはたくさんの種

そして濃厚な味わいの

さんから仕入れた紫さつ

42

32

類の菓子が販売されてい

お店はご夫婦二人で営

館」にも、一緒に卸して

うららかな陽射しのな

胸に染み入る温かい絆

い香りが鼻腔にグッと迫

楠菓子店
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切さんしょう

号で特にお盆の時に好ん

ました。

文章を書かせていただき

が、こちらの新聞に２回

もう８年前になります

山
鹿児島

令和４年５月15日 （４）
（毎月 15 日発行）

聞
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業
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子
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繁盛企業訪問
月に入社さ

二代目である加藤久宜様

年以上前に創業され、

先代の宇佐美文雄様が

の代表商品である「カラ

前身であり、蜜がけ菓子

品である「蜂蜜太郎」の

ますので、現在の看板商

年

自体も少しずつ改良され

商品名だけでなく、商品

月を経て、変わったのは

加藤社長曰く、長い年

の乾燥の取り方や揚げる

使ったとしても、社内で

量も異なり、同じ生地を

ロットにより微妙に水分

ているそうですが、製造

れしないので、強気で商

佐美製菓の商品は、値崩

菓子卸問屋の方曰く、「宇

介させていただきます。

らのお便りを一部、ご紹

ロナ禍では家に居る事が

消費者のお便りには、「コ

る商品」だとの事。ある

して「ひとり立ちしてい

く、気付けば定番商品と

内容を読んでいると、宇

も飽きが来ないといった

る消費者の方や、食べて

お菓を食べたいと思われ

このように、宇佐美の

さない、なくてはならな

もファンを作り続けて離

は、蜂蜜太郎と共に今後

ける宇佐美の蜜がけ菓子

今後も少しずつ改良を続

は、愛知県の流通菓子を

今回の繁盛企業訪問

社 宇佐美製菓 代表取締

でも老舗である、株式会

煎油菓子製造会社の中

す。

き継がれて現在に至りま

れ、その後、代表権を引

が平成７年

代表する優良企業であ
役社長加藤久宜（ひさよ

様
てきたとの事。その

る、名古屋市の「株式会
し）様にお話を伺いまし

株式会社 宇佐美製菓
メル太郎」の製造期間を

社宇佐美製菓」をご紹介
た。

年以上のロングヒ

「蜂蜜太郎」は、造り続

含めると、蜜がけ菓子の

め試行錯誤と挑戦は怠ら

続けながらも、改良のた

ろは頑固に守って、作り

以上前から守るべきとこ

また、その膨らんだ原料

ない事も多いそうです。

同じような膨らみになら

てくれたお客様はリピー

・わさび村」も一度買っ

だ け で な く、「 え び 一 番

売が出来るから有難い」

いました。

と激励のお便りが届いて

さん入荷して下さいね」

す。是非スーパーにたく

の温度・湿度によっても、 との事。また、「蜂蜜太郎」 蜜太郎を皆で食べたいで

温度あるいは季節・室内

ト発注の確率が非常に高

多くなり、おやつには蜂

した。

菓子である事を確信しま

くらいに愛されているお

い意味で病みつきになる

佐美のお菓子に皆さん良

た。

佐美製菓の会社訪問でし

て欲しいと切に願った宇

い蜜がけ菓子を作り続け

ット商品です。

けて

ず、日々それを繰

の状態に合わせた蜜がけ

伊藤寿朗

愛知県菓子工業組合・

り返しながら、少

・乾燥・温度・時間等の

水で数回晒し、残った物

ておられ、ＥＣでの販売

小売販売にも力を入れ

ておられています。

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
す、そのあと水槽に入れ あらゆる注文に対応され

山梨製餡工場を見学

を搾り機にかけて生餡が

出来上がります。

も伸びているそうです。

酒 す ふ れ 」、 お み や げ 部

と大天狗酒造の「ち～ず

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

注水を行っておられま

出来るようにタイマーで

るまでの吸水時間を調整

ました、釜には火を入れ

また加糖工程には様々

ます。

検査工程を経て出荷され

います。

っておられたお菓子屋さ

京都も昔はこし餡も作

て頂きました。

培の苦労等を詳しく教え

の栽培から出荷までのス

菓子」を製造し続けてい

創業当時から「蜜がけ

させていただきます。

しずつ出来上がっ

調整は、一朝一夕に真似

どうか今に留まらず、

た現在の「宇佐美

よく判りました。だから

京都府菓子技術専門校

基本的には生餡を販売

一通り見学が終わった

こそ今日現在の株式会社

されていますが、別棟で

後会議室に移り、見学の

似出来ない「宇佐

工場は製餡の工程順

は加糖餡やかのこ豆の製

時間帯では見られなかっ

ご案内を頂きました。

に、各種豆の保管庫から

造もされており、かのこ

た工程の写真や動画、ま

京都府菓子技術専門校

後１時より京都市左京区

豆の洗浄消毒工程を経て

豆は真空窯で自動的に糖

た原料である北海道小豆

宇佐美製菓であると納得

余談となりますが、宇

南門前町にある、山梨製

パイプで各窯へ送られる

度を上げながら作られて

美のノウハウ」と

いる事がお話を伺

佐美製菓のお菓子の取り

餡の会社並びに工場へ見

様子を実際に見せて頂き

今回の受賞理由の一

門は白河市の大黒屋と千

す、豆が煮あがると潰し

な砂糖を使っておられ、

んが多かったのですが、

日（木）午

って分りました。

扱いのある、名古屋の菓

学に行き、山梨社長自ら

プロジェク

つ、酣プロジェクトの一

駒酒造、大谷忠吉本店、

てうらごし機にかけ餡の

すべて顧客の注文で使い

報を発信する中で、新た

し、また、その活動の情

を与えることを目的と

材などに、社会的な評価

ものづくり」を続ける人

統を守り、地域性豊かな

る技術」
を持つ企業や
「伝

福島県内で「独自の光

く環境が厳しさを増す

の自粛等、業界を取り巻

大によるイベントや観光

評被害、そしてコロナ拡

よる廃業、原発事故の風

をＰＲし、後継者不足に

合わせ
「ふくしまの菓子」

ある県内の菓子店が力を

普段は良きライバルで

たけなわ

な市場開拓につなげるな

中、福島県菓子工業組合

や消費者の

はメディア

新な取組み

なすびさんら五人が審査

福島市出身のタレント、

「いいね」の数を踏まえ

ンスタグラム」で募った

三品が販売され初日は行

出品された商品のうち十

光物産館でグランプリに

日福島市のコラッセで

類、抹茶等の

から砂糖の種

れ、豆の種類

入れておら

メイドに力を

産でオーダー

多品種少量生

長時間詳しく教えて頂

常に勉強になりました。

は、餡を炊くうえでも非

る工程を見学出来るの

いる生餡を豆から作られ

えました、日ごろ使って

を炊くお菓子屋さんも増

は現在も組

め、組合で

本店と有賀酒造のコラボ

答部門は白河市の坂本総

した。

３月

、

日には県観

行われました。

注目を集

しました。その結果、贈

列ができるほどの盛況で

きました、山梨社長に感
織の団結力

した「釜子陣屋地酒入桝

20

酣プロジェクト

ど、県内の企業活動・も

では、東日本大震災及び

味付け、餡の
を活かし、

ケ ー キ 」、 お や つ 部 門 は

理事長・菅野嘉春

小分けなど、

事長・横山長尚

京都府菓子工業組合理

謝を申し上げます。
力を合わせて「ふくしま

本宮市の菓子処いづみや

19

福島県菓子工業組合副

の菓子」を全国に発信し

れた分量での

硬さ、決めら

その後、袋詰めの工程、 ライドを見せて頂き、栽

ト」を立ち

環で『たけなワングラン

有賀酒造、矢吹町の大木

粒子だけを取り出しま

今では分業であんこ屋さ

のづくりを応援し、人材

原発事故を契機に、積極

を成し遂げたふくしまの

（たけなわ） ています。

上げ、発表

プリ』のイベントが行わ

大吉本店の「白河蔵めぐ

分けておられ

育成等を通して経済の活

的なＰＲ、ブランディン
２０２１年、金賞受賞

日本酒とコラボした「酣

表彰式

会・販売フ

れました。三の部門で十

り酒ゼリー」がそれぞれ

んから生餡を仕入れて餡

性化を図る目的で制定さ

グ事業を展開してきまし

数８回連続日本一の偉業

審査会ディスプレイ

ェアを行っ

一菓子店、十三酒蔵から

ます。近年は

れた福島県産業賞で特別

た。
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第七回福島県産業賞を受賞

た。「 ふ く

最優秀賞に選ばれ、２月

賞を受賞しました。

山梨製餡 工場見学

十七品が寄せられ消費者

TEL.052-351-4716

しま」にこ

では、４月

生地は専門のメ

子卸問屋の方と消費者か

してしまいました。

都

京
ーカーから仕入れ

なり、堅持されて

感」は、他社が真

出来るものではない事が

50

の味と風味と食

名古屋市中川区外新町 4-23

店舗データ

〒 454－0053

から写真共有アプリ「イ

21

宇佐美製菓
株式会社

50

だわった斬

えび一番・わさび村・蜂蜜太郎

50
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（５） 令和４年５月15日

には言い表す事が難しい

も、多種多様であり簡単

一口に和菓子と言って

をたどって、やがては限

和菓子職人が減少の一途

ません。このままでは、

いる様に見えて仕方あり

の修行に耐え

から、そこ迄

つくものです

錬により身に

行と自身の鍛

く、長年の修

くものでな

一夕に身につ

練切り等一朝

えで、教えてやっている

えてやっているという考

す。特に指導する方は教

教えたり学んだもので

事が終わってから技術を

が徒弟制度の名残で、仕

であれば言葉は悪いです

間外の問題です。一昔前

番ネックとなるのが、時

そして後継者育成で一

って迄教える必要がある

で、何で時間外手当を払

最低賃金は増加の一途

なったのです。しかも、

として立ちはだかる事に

継者育成に大きなネック

象が生じる事になり、後

って教えるという逆転現

教える側が逆にお金を払

いうお達しが発せられ、

練切り

と思いますが、一番手っ
られたお店しか存在しな
られるかが課

和菓子と育成

取り早いのはあんこでは
いのではないかと危惧さ

そんなあんこで代表さ

菓子の代表と言えます。

商品に使われており、和

最中、ぜんざい等沢山の

る学生が大半です。確か

やパンのコースを選択す

る学生は少なく、洋菓子

見ても、和菓子を希望す

専門学校への入校者を

必要となっているのでは

がある催もの等の企画が

者の心を掴むインパクト

す。そういう面では、若

のがあるものと思われま

にとっては憧れに近いも

い点と見た目の華やかさ

知るという感じが否めな

分かりにくく、知る人ぞ

っても、中々見た目では

の技術は高度なものであ

題になりますし、和菓子

てはしっかりと払いなさ

らず、時間外労働につい

ではそのような考えは通

われます。しかし、現代

たいな雰囲気だったと思

のだから文句は言うなみ

ます。

菓子業界の課題と思われ

を図っていくのかが、和

のようにして後継者育成

このような状況で、ど

のかとの考えがあります。

れる和菓子ですが、最近

い、また、労働時間は所

務理事・古川雅英

新潟県菓子工業組合専

に於いて少しインパクト

に洋菓子やパンは見た目
と思われます。

和菓子職人を目指す若者
また、和菓子の技術は

定の時間を守りなさいと

が華やかなので、若い人

に活動する和菓子店で菓

会は石川県金沢市を拠点

沢支部菓友会です。菓友

石川県菓子工業組合金

和菓子をより身近に感じ

催し、金沢市民の皆様に

参加や菓子教室などを開

種菓子イベントの出展・

す。主な活動内容は、各

祭 り で あ り ま す。
「百万

全国的にも注目されるお

に長年親しまれ、近年は

百万石まつりは金沢市民

介させていただきます。

ト」の続報についてご紹

石まつり上生菓子セッ

てご紹介しました「百万

今回は、昨年も本紙に

石の華」の４種類を紹介

の 誉（ ほ ま れ ）
」
、
「百万

灯（ と も し び ）
」
、
「加賀

うちん）行列」
、
「希望の

す。前回は「提灯（ちょ

菓子で表現したお菓子で

数多くのシンボルを上生

て、その百万石まつりの

な百万石行列を題材とし

子としても新たに加わる

上生菓子セット」のお菓

てまりを「百万石まつり

ら、今年より、この珠姫

きたお菓子であることか

金沢市民にも親しまれて

の期間中にのみ販売し、

れまで長年百万石まつり

ろを表現しています。こ

売活動も行っていくこと

ＰＲ活動はじめ、広く販

石まつり」を前面にした

論、今まで以上に「百万

に掲載されることは勿

す。百万石まつりのＨＰ

なる第一歩でもありま

化に向けて一層の弾みと

大切なことで、ブランド

なっていくために非常に

「百万石ま つ り 上 生 菓 子

子業者の青年部会とし

こととなりました。

川

セット」続報

ろであります。

させていただきました。

れは本年から百万石まつ

これからも、微力なが

石まつり上生菓子セッ

姫てまり」が加わること

りの協賛行事として、百

らも百万石まつりを盛り

てもらえるような活動を

に な り ま し た。
「珠姫て

万石まつり実行委員会

上げる一環として、そし

名で

石
て、会員数は現在

まり」は、加賀藩主三代

（金沢市・金沢商工会議

て金沢の上生菓子文化を

が可能となり、会員一同

目の前田利常公に御輿入

所・各団体）より正式に

地域の皆様にお伝えする

そして、話題となるニ

れされた珠姫様をイメー

認定をいただきました。

た め に も、「 菓 友 会 」 は

そして本年は、昨年の

ジして創作した、百万石

協賛行事として認定して

活動に尽力して参ります。

ト」は、お祭りのメイン

まつり期間限定のお菓子

いただくということは、

石川県菓子工業組合金

しておりま

です。金箔の華やかさと

これから「百万石まつり

沢支部菓友会会長・沖直

大いに期待しているとこ

手まり麩のかわいらしさ

上生菓子セット」をより

人

ュースがございます。そ

を織り合わせ、玉姫様が

地域に定着したお菓子と

４種類に加え、
新たに
「珠

優雅に手まりと遊ぶとこ

行事であります豪華絢爛

珠姫てまり

す。

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

が目に見えて減って来て
が足りないかなと。

あんこは、団子、大福、 れます。

時代に合せた後継者育成

ないでしょうか。

潟
新

業
百万石まつり上生菓子セット
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全菓連では、全国組合幹部研修会で林友件
氏（大日本印刷株式会社Ｌｉｆｅデザイン事
業部・ビジネスデザイン本部・部長）を講師
に迎え「贈答などの買物行動について～コロ
ナ禍における市場や消費行動の変化」をテー

つのお困りごとについ

化しているのか、次の４

どのように消費行動が変

る市場動向や、そこから

本日はコロナ禍におけ

を取り込むか。３つ目は

で、いかに新しく若年層

客様も年をとっていくの

くとともに、今までのお

あとは商品が成長してい

のように作っていくか。

マに講演を行いました。

て、お話ししたい。

低下である。変異株が出

減少による土産品需要の

先ず、旅行客の往来の

ってきている。実店舗で

ざましい中、売場も変わ

デジタル技術の進化がめ

買うこともあれば、ｅコ

分け、組合せが広がって

その①
そういう切り口や視点で

すればいいかの難しい。

ながっていく。

ン、プロモーションにつ

くりやコミュニケーショ

ションの中に登場する食

人と人とのコミュニケー

は１人のものではなく、

スタイルを今のままでと

い」、「ある一定のライフ

方 が「 完 全 に は 戻 ら な

り、「 起 き る リ ズ ム や 運

活で食生活を見直した

たな」とか、巣ごもり生

動に気をつけよう」とい

考えると、自社のものづ

どめたい」と考えている

須だ。

外出自粛やテレワー

クによる変化が売上

アはプラス６・６％で伸

びている。当初、棚から

コロナ対策関連の商品が

なくなった。一時、マス

のが困難で、オンライン

だと思っているが、居酒

外出自粛やテレワーク

で買う行動が顕著になっ

クも消毒液も手に入れる

の中、小売の売上げはど

た。家にいるから日用品

にも色濃く反映

う変化したのか。コンビ

の消費も増えていたと考

う自己管理に気づき始め

健康的なリズムで生活で

年

以上、何をすべきかを考

きるなどの理由で半数い

ニエンスストアは

えられる。ホームセンタ

屋で肩を寄せ合って飲む

だが、時間の無駄削減が

る。結論は完全には戻ら

度、前年比マイナス４・

コロナにおける暮らしと価値観の変化

普通にされているのは、

ある。コロナ禍の生活で

ないという前提の中で、

ーも伸びており、プラス

た。維持派は感染対策や

転車を走らせる配達員を

交流を失いたくない思い

は時間の管理ができるこ

４％である。オフィスに

える義務がある。

１回目の緊急事態宣言が
見かける。デリバリーの

でしてきたのだろう。そ

とや、脅威に向き合う中、 これから向き合っていか

こともなかなかできな

発令され、世の中は変化
文化でいろいろあらわ

の中でどう自分たちの商

いろいろそぎ落とし「結

食品スーパーはプラス３

ンスストアは低迷した。

で、都心型のコンビニエ

そもそも人がいないの

充実させる商品を求める

スを整えたり、家庭内を

自分の仕事環境のスペー

る時間が長くなるので、

６・８％である。家にい

・３％になった理由

していった。先ず働き方
れ、生活者に選択肢が生

品を取り込んでいくか。

接面談はＮＧとか、原稿

・４％で伸びている。コ

消費行動があった。外出

い。オンライン飲み会も

が大きく変わった。今ま

まれた。選択肢を作るの

の受渡しはデジタル上で

ンビニエンスストアよ

しない、
テレワークする、

率が３割程度、明けても

イブやフェスは大規模な

に関する生活者調査

～ ％で、完全には戻

ティナブルな社会行動で
がある。環境や持続可能

背中にＵｂｅｒＥａｔｓ

ていたが、街中を見ると

日常の様々なものを買っ

ンスストア、スーパーで

い。今まではコンビニエ

生活の食の変化も大き

していたが、コロナで加

化した。飲み物やお菓子

人と人との関係性も変

われた。

スもあったが、一気に奪

ンプリングをするチャン

そこでお菓子や飲料のサ

ネットで買える、という

うにして、気に入ったら

たかもその現場にいるよ

これだけ多くの生活者の

ションをしていくのか。

作るのか、どうプロモー

３年間でどういう商品を

の稀少な果物を、オンラ

代主婦は「遠隔地

生活者の声を紹介する

ーと商談しているが、直

ない。いろいろなメーカ

が、企業も完全には戻ら

多少落ちていくと思う

ことはこの先１年、２年、 は、解除されているので

％だ。今、我々がすべき

インで試しに買ったら美

％である。緊急事態宣言

ラインで購入している。

のは買えないので、オン

や調味料の瓶など重いも

使い分けの声もある。米

をとらえていくことが必

食習慣、喫食機会の増減

ワーク下における間食や

を考えるときには、テレ

中、特に首都圏ユーザー

も働き方が変わっている

トを買っちゃった」よう

で、わくわくしてアソー

なフレーバーがあったの

き「ネットではいろいろ

レーバーが無いようなと

下がった。ドラッグスト

や買控えも含め、大きく

が、インバウンドの激減

までも厳しい環境だった

受けた。業態としてこれ

・５％で一番ダメージを

施され、イオンも様々な

は秋の北海道フェアを実

る。スーパーのライフで

ろな取組みが進んでい

いうコンセプトでいろい

東京で名産が楽しめると

出てくる。

いろいろな戦略や戦術が

のか想像をめぐらすと、

通にアクセスをしている

る。人がなぜこういう流

年４～５月は

ある。ＳＤＧｓが普通に

性を分かっていても、具

アルの場で買物をしてい

速している。珍しいと思

買物体験の動線を作る取

若い世代には、見たこと

なことがある。リアルな

フェアをしている。流通

に

増加

テレワーク実施率の

構無駄な時間を使ってい

するようになっている。

り、スーパーにシフトチ

巣ごもりすると、あらゆ

のリュックを背負って自

でリアル、対面でしてい

も提供側のメーカーの仕

エンタメやイベントの

新型コロナウィルスに

ただ、全国的に見るとテ

ェンジしていることもあ

新型コロナウィルス

インで当たり前に使われ

世界も変わってきた。こ

関する生活者調査で「コ

今のテレワーク実施率

レワークはそれほど進ん

２０２０年４月８日、

たことが、テレワークや
事だ。

るようになった。弊社も

れまでは場所を貸し切っ

ロナ禍が終息しても現在

を見ると、首都圏を中心

る。百貨店はマイナス

・３

域住民顧客の高齢化と若

小中学校の教育で行われ

体的にどうアクションを

ないかというと、そんな

ったのは、オンラインで

組みがスタートしている。 味しかったので、毎年リ

がない商品が登場してく

店舗とオンラインの店舗

ないとならない。

テレビ会議など、オンラ

緊急事態宣言下では出社

てしていた。音楽でもラ

の生活を維持したい」と

でいない。いずれにして

回答している方は

年層へのアプローチがあ

たり、民放各社でも番組

らゆる世代で使われるよ

ことはない。無意識にオ

のぶどう狩りだ。旅行先

ピートしている」と発言

るので、出会いのような

るところに影響が出てい

・５

人数を集めていたので、

る。こうした環境でメー

おり、商取引に占めるｅ

うになり、ＰａｙＰａｙ

ンラインではこういうも

で食べた美味しいぶどう

弊社はオンライン通販

した。ロイヤリティを作

っていない。

カーと顧客との接点をど

コマースの割合も増加し

やＬＩＮＥＰａｙなどい

のを買おう、オフライン

という体験は、人の心か

のインフラのサービスも

は売上げアップという命

風に、ＥＣ市場は大

に、ＥＣ市場が大きく伸

巣ごもり需要を追い風

らに伸びる。昔だとＳｕ

が改善されていけば、さ

ーザーインターフェース

大きくなっていく。

きく伸長

びてきている。経産省の

ＥＣ利用目的の多様

も気軽に注文宅配ができ

がある。ネットスーパー

のを食べたい」と思う。そ

が
「何か味気ない、いいも

たいとか、野菜・果物・

集合体でお土産品を売り

引き合いが多くなった。

ンを作るのも有効だ。さ

入し続けてもらえるファ

を感じてもらい、毎年購

わくしてしまった」とか

が「見ていたらついわく

した」という言葉がある

アマゾンで「ポチッと

しながら変えていく。

のか。ターゲットを意識

か、見せ方をどう変える

ず、地域応援のようなコ

題はあるが、全面に出さ

化が進む
ＥＣの利用目的も多様

ういう中、農家がタブレ

代単身女性は「食

抵抗感があってなかなか

るようになってきて、ス

らに

次号に続く。

品」はキーワードだ。

続 さ れ て い く。「 応 援 商

る。地域応援は今後も継

ンセプトを打ち出してい

化が進んでいる。生活者

肉を遠く離れた方にも魅

使われなかったが、チャ

ットを使い、動画で収穫

は目的に合わせ、オンラ

ーパーのライフは新宅配

ージのしやすさや、いろ

「こんな商品があったの

地方に行けなくても、

楽しむ

東京で地方の名産を

品はリアル店舗で購入す

会社を設立した。今まで

力を伝えて販売したいと

インとオフラインを併用

の様子や、収穫後の採り

いろな店でピッとする習

立ての果物を映して、出

か」という楽しさ、出会

も生協や、セブンイレブ

からも伸びてくる。

るが、調味料はオンライ

している。オンラインで

来栄えを説明したり、あ

か、このような引き合い

慣ができて、今や普通に

ンなどネット宅配に進出

う電子マネーが、最初は

ｉｃａでお金を払うとい

年度、約

資料では、Ｄ２ＣのＥＣ
市場規模は
兆円まで拡大している。
全ての商取引金額に対す
るＥＣ市場の割合は、Ｅ
Ｃ化率といわれるが、８
・ ％まで伸びている。

買物をしている方が、リ

いがある。店だと抹茶フ

なっている。スマホもあ

ンで買っている」という

と、

ている。決済やインフラ

ろいろな決済方法があ

は会社帰りにこれを買

ら消えない。果物をネッ

でどういう商品を売るの

巣ごもり消費を追い

が整い、使いやすさやユ

る。それに準じて規模も

う、あるいは習慣的に買

場にもなってくる。

25

50

る、絆を作るようなこと

53

てきたり、コロナの影響

お土産品需要の低下は社
きている。最後に、サス

は続いている。
特に観光、 マースもあり、その使い

会課題である。次に、地

20

56

21

40

年度、

林 友件氏（大日本印刷株式会社 Life デザイン事業部・ビジネスデザイン本部・部長）

持っているが、

コロナ禍における市場や消費行動の変化

ト通販で買うこともある

贈答などの買物行動について
うとか、使い分けの基準

12

56
19

50

50

20

市場自体も大きくなって
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洋菓子講習
日本菓子専門学校

教師

【基礎編】
笹生 卓

エキゾチック シフォンケーキ
㎝ ｈ８・５㎝ シフォン型）
グラニュー糖………

（３台分
【配合】
レモン汁……………

太白ごま油……１００ｇ
えグルテンが出るまで良

加え乳化させ、粉類を加

焼成

（１７０／１７０℃）で

❸メレンゲを合わせ中火

を片付けな

れた旧店舗

に泥にまみ

ｇ
く混ぜる

がら、たい

焼きの移動

がら、その

販売もしな

地元の人気店として順調

間に新店舗

新店舗内観

強力粉………………
ｇ

❶クリームとグラニュー

に仕事を続けておられま

も進めて見

開店の準備

そんな中、２０１９年

事に新装開

した。

小磯郁夫氏

薄力粉………………
ｇ

【配合】
糖を合わせ、立てる

エキゾチックシャンティー （１台分）

コーンスターチ……
Ｂ・Ｐ…………２・５ｇ

クリーム………３６０ｇ

総量……１１１７・５ｇ
【工程】

フォンにナッペし、マン

❷ピューレーと合わせシ

ピューレ
ゴー、パイン、ラズベリ

ｇ

ｇ

……………

エキゾチック

グラニュー糖………

レモン汁・マンゴーピュ

❶卵黄にグラニュー糖・

ｇ
ーレを加え、ホイッパー

号は小磯

野川を氾濫させ１・３メ

さんの店の脇を流れる粟

辛くても

つけました。

店まで漕ぎ

日台風

店主の小磯郁夫さんは

ートルの高さにもなって

諦めずに前

月

幼い頃より「お前は大き

小磯さんの店舗兼工場に

だけを見て

ーを飾る

小磯菓子店は栃木県鹿

くなったらお菓子の大学

浸水しこの店舗、この土

受け継いだ

総量……………４４５ｇ

㎞

に行くんだよ」とお父様

地で営業を続ける事が出

でよく混ぜる

ほど西に向かった粟野地

より言い聞かされて育っ

来なくなってしまいまし

【工程】

区にある和菓子店です。

たため高校卒業後は迷う

小磯菓子店

水害を乗り越えて新装開店

沼市の中心地から約

••••••••••••••••••• もその中の一軒です。

粟野川が流れる川岸に店

た。

味と店を守るために頑張

県内各地で河川が氾濫し

ことなく東京製菓学校へ

く盛り土した工場も建て

近年、未曾有の自然災

舗兼工場があり川のせせ

る小磯さんの強さにはコ

浸水や土砂崩れなどの大

目としてお店を引き継ぎ

持ちが伝わりクラウドフ

ばならないと言う強い気

みに待っていたお客様で

小磯菓子店の復活を楽し

ゅうを製造販売しており

待っていてくださるお客

いる伝統の味を楽しみに

その店の受け継がれて

ます。

されているような気がし

２０２１年９月に新店舗

害により全国各地で多く

進学しその後三年間都内

中でも小磯さんの三代目

現在、新店舗では看板

ロナ禍で落ち込んでいる

らぎが風光明媚な景色の

の和菓子店で修業した

として先代から受け継い

紹介します「小磯菓子店」 した。

の新装開店までこぎつけ

きな被害が発生しまし

中で看板商品である「双

後、実家の和菓子店に戻
月
号の豪雨により

ァンディングを紹介され

様のためにどんな困難も

被災後不安な気持ちの

の人々が被災されていま

た。この台風により被災

体道祖神まんじゅう」を

商品の双体道祖神まんじ

ですが２０１９年
日台風

ＦＡＸ ０３－３４０７－５４８６

場合じゃないと背中を押

す。これまで比較的自然

された組合員の方も多く

だ伝統の味を守らなけれ

❷太白ゴマ油を少しずつ

ｇ

………２６０ｇ

エキゾチックピューレ

卵白……………３００ｇ
グラニュー糖…１５０ｇ
卵黄……………１１５ｇ

17 66 66

エキゾチック シフォンケーキ

10

15

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

連日、大変賑わっており

乗り切れる和菓子職人も

ました。

ます。

商人にとって最も大切

悪くない職業だと今回原

その結果たくさんの支

援が集まり移動販売車を

稿を書くにあたり小磯さ

沼支部長・谷﨑弘

栃木県菓子工業組合鹿

した。

な店舗と工場、製造の機

災害に見舞われても決し

使ったたい焼き販売を始

融資も通り被災した店舗

て諦める事なく先代から

んに改めて気付かされま

から離れた場所のコンビ

引き継いだ味を守るため

めました。その間一年半、 械、道具など一瞬で失う

ニ跡を改装し裏手には高

師・田川哲氏（田川哲税

宮崎市

神社献菓祭、鶴岡市

６月

日、出羽三山

ューウェルシティ宮崎、

馬県立産業技術センタ

日、中嶋神社

理 士 事 務 所 ）、 ホ テ ル ニ

山市

６月

日、消費税イ

四国分社春季祭、松

５月

ー、前橋市

•••••••••••••••••••••••••••••

日、第３回お

行事予定

５月

菓子実践塾、講師・

小日向富子氏（㈲じゅう

ンボイス説明会、講

20

19

20

18

に つ き 代 表 取 締 役 ）、 群

山形

愛媛

宮崎

話 ０３－３４００－８９０１
電

19

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。

ました。

災害の少なかった栃木県

り、ご両親亡き後は三代

19
中心に製造販売していま

双体道祖神まんじゅう

いらっしゃいます。今回

12

25
60
12

25 16

エキゾチックシャンティー

10

群馬

10

木
栃
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