年にスタート

余年のあいだ多くの変遷 で安心と思っていただけ

世界初

11

組 合 か ら 表示法の改正など課題山

ガードでは、天然青色り

㈱ヴィレッジヴァン

オンライン限定販売

タイ産ハーブ使用

を経て昭和 年４ 月１ るよう、ますます努力し
日に当組合がスタートし ていきたい。衛生管理や 天然青色チョコ
た。現 在 は

本一の規模となった。昨 結し、 年、 年先へつ

なり、菓子の組合では日 積だが、組合でさらに団

。
催され、 万４０００人 い」

年には全菓博が三重で開 なげるべく励んでいきた

50

各々で解決していかねば 貴組合に敬意を表する。立ち、菓子博での協力へ

ならない。大阪の菓子屋 お菓子には、人を幸せに の謝辞に続き「雨が降っ

を繁盛させ、大阪産業の し、気持ちを豊かにする たのは１日だけで、お天

発展につなげるべく地道 力がある。来年は、元号 気に恵まれ大成功に終

ンバウンドの増加など、子のすばらしさを広く発

化し、グローバル化、イ 苦 労 も あ っ た が、お 菓

る。年々、高齢化が本格 の変更事項があったため

な努力をしていきたい」
。が変わる大転換の年とな わった。従来に比べ多く

各界より協力の声
年大阪万博誘致へ

来賓祝辞では、衆議院 消費の環境が変化してい 信することができた。こ

議員・左藤章（左藤浩子 くが、２０２５年の万博 れからも、歴史を重ねて

令夫人代読）
、近畿農政 の大阪への誘致を含め、開催されていくことを願

古田鶴彦理事相談役の

局長・新井毅、菓子業界の持続的発展に う」と述べた。
。
大 阪 府 副 知 協力していきたい」

桝井増太郎常任理事の

大阪市健康局 組 合 の、業 界 発 展 へ の な情報交換が行われた。

事・竹内廣行、 竹内大阪府副知事「貴 乾杯音頭で開宴し、活発
局長・甲田伸 並々ならぬ熱意に敬意を

一、全菓連理 表したい。菓子は、日々 万歳三唱の後、村上信副

事長・齊藤俊 の生活に欠かせないもの 理事長が閉宴の辞で「平

明の各氏が祝 だ。観光客の目的のうち 成もあと１年で終わり、

左藤浩子令 阪の食の発展のため、協 ボット、人工知能など、

辞を述べた。『食』は大きな柱だ。大 新 た な 時 代 と な る。ロ

新技術が世の中を変えて

齊藤全菓連理事長「貴 いくが、菓子も変わって

。
夫人
「菓子は、力していきたい」
平和でなけれ

ばいただけな 組合は勉強会を活発に実 いかねばならない。講習

いものだ。大 施され、チョコレート原 会には多くの若い人が参

受賞したあけぼの製菓㈱ を盛り上げたい」
。

おられる。働き方改革に しいことだが、菓子の変

よる労働時間短縮、賃金 革に向けて、しっかり勉

なお、式典に先駆け午

多いが、 年の節目を新 散会した。

と述べ、
値上げなど業界の課題は 強していきたい」
の詰め合わせとなってお たな出発点とし未来を切

小林隆太郎常任理事に 開催し当日の準備や役割

レート。２種類のチョコ の夜に星がまたたくよう の後に岡根良助副理事長 成、２月 日（土）に予

色を使用した青いチョコ テ ィ ン グ し、澄 ん だ 冬 副理事長による祝電披露 向けての準備、記念誌作

抽出した天然由来の青 スケットをチョコでコー よる来賓紹介、松葉善治 をはじめ、今年度総会に

ハーブ・アンチャンから クッと歯ごたえのあるビ

同製品は、タイ原産の り、深い青色の商品はザ り開いていただきたい」
。後１時より定例理事会を

月中旬から。

など次々と実績を積んで 課題を乗り越えるのは難

れ、代表で、知事表彰を ２０２５年の万博の誘致 菌に、表示法のセミナー いたことを嬉しく思う。

康局長表彰が１人に贈ら 阪経済の発展のために、料や小麦粉、砂糖、乳酸 加し、熱心に質問されて

表彰式

組合で団結、
未来へ邁進

挨拶する野村理事長

25

周年式典盛大に

昭和

大阪府菓子工業組合
（野村泰弘理事長）では、
日（ 月 ）午 後４

時より大阪市北区のリー

１月
ガロイヤルホテル大阪に
て、創立 周年記念式典
及び新年互礼会・祝宴を
開催した。行政、業界関
連からの来賓約 人、会
員、協賛企業あわせて約
に執り行われた。

１９０人列席の下、盛大
式典は岡部友彦副理事
長の司会で進行、渥美弘
三副理事長の開式の辞で
始まり、物故者慰霊・黙

21

勝井得夫社長が謝辞を述 新井近畿農政局長「半
食いだおれの町として愛
式辞を述べた。
彰
が
人
、
感
謝
状
が
２
人
「菓子はなかなか 世紀にわたり幅広く展開
「お菓子の組合が今か されており、同時に大阪 に、大阪市からは市長表 べた。
ら１６０年前、安政５年 の菓子にも関心が高いよ 彰 人、感謝状１人、健 厳しい環境下にあるが、し基盤を作ってこられた
に設立されてから１００ うだ。今後も優秀な技術

祷に続いて野村理事長が

42
10

、リーガロイヤ
の商品はビスケットの中 の辞に始まり、来賓から 日（火）

らっている。また、水色 中島孝夫副理事長の開宴 た。次年度総会は５月

小憩後、祝宴を開催、いて）の件などを審議し

な銀河の煌めきをイメー の閉式の辞で終了した。 定の研修会（ロカボにつ

が来場し大成功に終わっ

ジした金箔と銀箔をあし

た。菓子は平和のシンボ 誉顧問が、菓子関連の歴 来の美しいブルーが持ち

次に、岡本楢雄理事名 んごジャムなど、天然由

10

50

42

13

50

菓子工業組合
50

58

が練り込まれている。

にチーズとりんごチップ 濱田典保・三重菓子博実 ルホテル大阪にて開催の

・８面 京都各組合 新年会

３・８面 有力百貨店バレンタイン

２面 湖池屋 新プロジェクト発足

行委員会委員長が挨拶に 予定。

ルであり、未来へしっか 史を振り返り、 年間に 味の
「青い森の天然青色」

22

り残していきたい。
また、起こった出来事について シリーズから、世界初の

特に深い青色は吸い込
まれそうなほどのブルー

「天然青色チョコレート」
８６９万人と発表され、 続いて、 周年を記念 をオンラインストア限定

が特徴的で、インスタ映

訪日外国人数が昨年は２ 語った。

４人に１人が関空を利用 し大阪府、大阪市から表 で発売する。価格はチョ

50

えも間違いなしのアイテ
しているとのこと、関西 彰状・感謝状が授与され コレート６枚入り２１６
は大人気である。大阪は た。大阪府からは知事表 ０円（税込）
。発送は２ 天然青色チョコレート ムとなりそうである。

７
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