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日「 だ が し の 日 」

ＤＡＧＡＳＨＩで世界を笑顔にする会

３月

三条会商店街で初開催

シのほか、事前に同商店 い限りだ」と話した。会 ない。若者が買い、そし

街１８０軒にチケットを 場となった同商店街周辺 て作り手になってもらう

恵まれ、来場者は１万人

木実行委員長は「晴天に

イベントを終えて、高

をやっている」と話す。

１００枚ずつを配布して にはかつて 軒近くの菓 ためにも『だがしの日』
いたこともあり、大きな 子問屋が集積した。

被災地でも実施

集客となった。菓子は４
西日本豪雨
千人分を用意し、会場に
は長い列ができ、次々に

れた。夫婦喧嘩から戦争 も用意した。同店は「

― が出店。お酒のほ ファーが来ている。明日 あった。本部や春日井製
会長による紙芝居が行わ か、切り抜き板ガムなど は出雲大社で紙芝居。そ 菓さんなどから菓子の提

紙芝居やちんどん屋も行 な普及活動となったと思

靖宏社長、チーリン製菓 不二子のライブでは、駄 震災の翌日であり、被災 楽しんでいただけたこと

ズや、オリオン㈱の小西

ピスタチオ小西とＢＢ う。３月 日は東日本大 う。なにより、来場者に

本豪雨で被害

は昨年の西日
秋山会長
（左）
、
髙木実行委員長
（右）を受けた岡山

県倉敷市真備
ＤＡＧＡＳＨＩで世界 町、広島県呉市、愛媛県

したいという思いは最初

きこもりだったアーティ の応募があり、すべて掲 子どもたちを上野動物園

大阪会場の小松商店街

大阪でも開催

昨年に続き

㈱の福井憲治副社長らが 菓子にまつわる歌も披露 地の子どもたちを笑顔に が嬉しい」と語った。
協力して駄菓子の配布も され盛り上がった。

また、事前に集めただ からあった。設立総会で

ストが描いた。

秋山会長が考え、画はひ がし川柳には、２７６人 も福島から避難している

行われた。ストーリーは

㈱大町・秋山秀行社長） 今年初めて取り組まれ

載した冊子も配布した。に招待した」と語った。（大阪市東淀川区）では

では、
「だがしの日」の た京都では、㈱丸正高木

を笑顔にする会（会長＝ 大洲市でも開催された。
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京都

カ所から様々なオ 商店街にもプラス効果が

秋 山 会 長 は「 開 催 す を超えたのではないか。

て、昨年は東

まで、争いを駄菓子で笑 歳ぐらいの女性が中心の な被害の出た３カ所で、はかなりの持ち出しに

河原町の駄菓子バーＡ る

チャレンジしていた。

北大震災で被

顔にして解決する話で、客層で、外国人旅行者も 各市と共催のもと開催し なってしまったが、大き

して、西日本豪雨で大き 供をいただいた。当社で

害にあった石

合間に駄菓子当てクイ 多い」とのこと。

駄菓子つめ放題、
紙芝居、
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「紙芝居は毎月 ３月 日（火）午後２時
３月 日（火）やその前 商店の髙木誠治会長を 門川市長
（中央）
と出演者 昨年結成された平均年 来場した京都市の門 また、
齢 歳の駄菓子アイドル 川大作市長が挨拶に立ち 一回、子どもたちを集め より、昨年に引き続き、
後に、全国 カ所でイベ 実行委員長に、３月９日
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結成された。お菓子の神

18

と笑顔の交換日」とし、イドルのショーや投げ
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の商店街だ。昔はたくさ を広げるために始まった もたちが集い、ゲームを

駄菓子つめ放題を用意。よう、世界へ広げようと 存共栄で、駄菓子は貧富 卓司会長は「昨年、予想

み取り、１回２００円の る駄菓子文化を復活させ と思う。駄菓子業界は共 しんだ。同商店街の中村

１００円の駄菓子のつか どもから大人まで楽しめ 原点、日本の心の原点だ ベントに行列をなして楽

丸正高木商店が、１回 ん駄菓子屋があった。子 もの。駄菓子はお菓子の してお菓子がもらえるイ

子どもらの笑い声が響く た。握手会も開催。

笑顔を！とコール

もコーナーを と一緒に「駄菓子で世界
設け、駄菓子 に笑顔を！」とコールし
大道芸が行わ 月

日はにっこりした

つかみどりや た。
続いて秋山会長は
「３

ピール。ロッ 続いてステージでは、
アイドル da-gashi
☆
テ の コ ア ラ ちんどん屋に扮した秋山 紙芝居をする秋山会長、

が練り歩きア 顔にしたい」と挨拶。

店街を音楽隊 として広げ、世界中を笑

れたほか、商 ら、駄菓子をもらえる日
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３面 フルタ、
今治で包括連携
３〜６面 原材料・関連企業特集
８面 京・菓工 経済センターへ

この文化を消してはいけ いきたい」
と語っていた。

り、
危機感をもっている。来年もまた、ぜひ続けて

てメーカーも減ってお マッチしていると思う。

い。現在、駄菓子店そし は、駄菓子のイメージに

平和につないでいきた もらった。下町の商店街

文化を世界に広げ、世界 お菓子の量を３倍にして

が、この日本発の駄菓子 りなかったため、今年は

アで紙芝居をやってきた ００個用意していたが足

える。フランスとイタリ が来場し、お菓子を１５

時からの開会式で 京都新聞での広告やチラ いう取り組み、すばらし を超えて平等に笑顔を与 以上に多くの子どもたち

題のブースや縁日コー だくさんの企画を用意し

商店街で駄菓子つかみ取り

顔を届ける復興支援とし 商店街の両入り口付近に しい」と挨拶し、来場者

駄菓子バーを設置。ているので、楽しんでほ
また、災害被災地へ笑 ナー、

が増えている。

感が広がり、年々開催地 菓子つかみ取り・つめ放 んなが笑顔になれる盛り

行ってきた。趣旨への共 彩に行われた。また、駄 は、
髙木実行委員長が
「み

５ 年前からイベントを 銭ライブ、紙芝居など多
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ある３月 日を「だがし ジが用意され、駄菓子ア

様、田道間守命の命日で 宮公園を主会場にステー
駄菓子で世界に

商店街の中ほど三条大 賑やかな半日となった。

１５年に有志企業 社で 合等。

を世界に広げようと２０ 力は京都府菓子卸商業組 族連れなど多数来場し、ぱいの声が公園に響い メートルの関西最大規模 居 も 昭 和 初 期、駄 菓 子 幼稚園、小学校から子ど

の文化であり、その良さ 条会商店街振興組合、協 ちゃん」も登場した。家 かけた。笑顔と元気いっ える歴史があり、８００ ら 始 ま っ て お り、紙 芝 された。近隣の保育園、

ントを開催した。

（土）三条会商店街で開 のマーチのキャラクター da-gashi
☆が登場する「当商店街は、大正３年 てやっている。ちんどん 大阪経済大学の学生たち
同会は、駄菓子は日本 催された。共催は京都三「 マーチくん 」
「 ワルツ と、多くのファンも詰め に創設され１００年を超 屋は江戸時代に飴売りか の企画・設営のもと開催
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