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社、「だがしを世界へ」

ＤＡＧＡＳＨＩで世界を笑顔にする会

会員

また、野外では、大道

なお、来年は宮城県石

が、紙芝居や練り歩きな て開催されることが決定

芸人
「ケセランぱさらん」巻市で復興イベントとし
どのパフォーマンスを披 している。

「 世界平和の日」目指す

露、お菓子の配布と合わ 来年は石巻で開催
せて笑顔の子どもたちで

今後も同会は、
「３月

あふれ返った。田道間守
公を祀っている和歌山の

日だがしの日」を国内

橘本神社・前山和範宮司

のみに終わらず、
「ＤＡ

長＝㈱大町・秋山秀行社 の神様であるとされる田

」
「ＤＡＧＡＳＨＩで世 がしと笑顔の交換日 ―
界を笑顔にする会」
（会 を記念日登録し、お菓子

ちが保護者と 布された駄菓子の総数は 成する菓子関連企業は次

後、子どもた で家路についた。当日配 応援していく。同会を構

う開会宣言の 子どもたちは満面の笑み り続ける国内製造企業を

オー！」とい れ、サプライズの連続に とを目的とし、伝統を守

んだ。

㈱・高岡五郎、共親製菓

行▽副会長＝オリオン

会長＝㈱大町・秋山秀
会場では
に携わってき

本製菓㈱、㈱クリハラ、

ゲームの企画
た同校の学生

コリス㈱、澁谷食品㈱、

学にて開催した。昨年に している。

内スタッフと

ら約 人が場

子どもたちを

し て 協 力 し、

㈱チーリン製菓、チロル

杉本屋製菓㈱、
㈱すぐる、

役員＝安部製菓㈱、岩

㈱・安部隆博

は、大阪と岡山の２カ所 東淀川区の小学２年生以

引き続き、２回目の今年
下を対象に、申し込みが

同会は、２０１５年４ あった１０００人から当

同時開催とした。

月に、
「だがし」文化を 選した５００人を無料招

め、任意団体「ＤＡＧＡ した。大阪成蹊大学の図 谷一郎氏が「今日は、地 性化のためにも成功され 合わせて約１０００人以

らには世界へ発信するた かれ、家族連れらが来場

㈱、パイン㈱、㈱やおき

トップ製菓㈱、中野物産

チョコ㈱、東豊製菓㈱、

続いて東淀川区長の金 いへん楽しみだ。町の活 熱心に誘導した。保護者

ＳＨＩを世界用語にする 書館棟１階学生食堂にて 域、子どもたち、企業、ることを祈っている」と 上が来場したが、午前、

オリオン㈱、東豊製菓

㈱、㈱チーリン製菓、パ

ンモール、イオン、イオ び、
お祝いする祭典とし、日（金）～ 日（日）の イン㈱、トップ製菓㈱、

までの期間、全国のイオ スター」を春の訪れを喜 案する。さらに、４月
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◎大阪会場参加企業

ん

から昨年９月に現名称に 楽しいゲームコーナーを

どもたちに挨拶。

16

まっている。このような

るイベントの人気が高

や気の合う仲間と楽しめ

リスマスをはじめ、家族

近年、ハロウィン、ク

舗で開催中。

ティー」を約１２００店

スタートイースターパー

ロ モ ー シ ョ ン「 レ ッ ツ

ターを楽しむためのプ

近畿菓子卸商業組合、

２面 近菓卸流通問題検討会議
４〜６面 原材料・資材・機械特集
８面 京菓協組研究講座

テ商事㈱

（約１３００店舗）する。㈱タジマヤ、
㈱明治、
ロッ

スターメニューを展開 中四国菓子卸商業組合、

ティーにぴったりのイー

めるアイテムから、パー ◎菓子業界協賛

春のファッションを楽し プ、橘本神社

スターセール」
を開催し、製菓㈱、㈱ワン・ステッ

０店舗で、また、イース しめるパーティーを提 モールにて「イオンイー ㈱丹生堂本舗、ジャック

ンスタイルなど約１３０ 家族や気の合う仲間と楽 ３日間、イオン、イオン コリス㈱、中野物産㈱、
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ただきたいという想い 割り、わっか通しほか、

会場入り口前で行われ

子を展示した。
たオープニングイベント
では、同会副会長の高岡
が「今日の企画は、当校

五郎氏
（オリオン㈱常務）
の学生さんたちと共に昨
年８月から進めてきた。
きる限りのおもてなしを

ちびっ子の皆さんへ、で

全国で展開中

て楽しみましょう」と子 イオンでは、３月 日 背 景 の 中、今 回 の プ ロ
「イー プロモーションポスター
（金）から４月 日（日）モーションでは、

したい。
笑顔で、
はりきっ

イースタープロモーション
17

改称、
「だがしの日 ―
だ 設置。また、入り口付近
には約８００種類の駄菓

オープニングの模様

イオン

安全に進行した。
の人々に笑顔になってい マに、玉入れ、ふうせん コ ラ ボ 企 画 で あ り、た 協議会の松山信繁会長 もなく、

会」として発足。世界中「だがし屋台村」をテー そして大学の皆さんとの 述 べ た。小 松 地 域 活 動 午後の部共に行列の混乱

将来にわたり継承し、さ 待、午前と午後の２回開

60

大阪会場では、大阪市

参加者一同

のとおり。
（敬称略）

長）では、
「だがしの日 道間守公の命日である３

の「エイエイ に駄菓子がプレゼントさ 中の人々に認知されるこ

ナーレでは、１人ひとり のキーワードとして世界

さらにグランドフィ ＧＡＳＨＩ」が世界平和

も菓子を配布した。
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共に場内へ進 約５万個。

２月 日現在の会員数
13

イベントｉｎ 大阪」を、月 日が選ばれた。

上から、場内の様子、紙芝居

岡 山 、大 阪 で イ ベ ン ト 開 催

123

から午後３時まで、大阪 は駄菓子、玩具メーカー

12

３月 日（日）午前 時
10

市東淀川区の大阪成蹊大 を中心に１２３社で構成
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