焼 き た て パ ン 新 聞 “ほ っ か ほ か”
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まだまだ行楽シーズン！ お供は・・・、 パン！
ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝ・ｳｨｰｸ

パン屋税理士の河原です。 Ｇ Ｗ はいかがでしたか？
連休を遠方で、目一杯楽しまれた方もいれば、
車の渋滞や満員の行楽地を想定して、あえて近場で
過ごした方も多いのではないでしょうか？緑あざやかな
せっかくのいい季節・・・、まだ間に合います！
お弁当を作ってまで・・・、と思われているあなた！
春を企画したパンとワインを持って、お出かけしてみてはいかがでしょうか。話題の中心
になれること間違いなし！お薦めですよ。
さて、税理士にとって最大のイベント「確定申告」も無事終了しました。また、２月後半は
「ＭＯＢＡＣＳＨＯＷ」で講演（後述）、３月には関西テレビ「ＯＨ！ソレ！み～よ！」に出演
など２月から３月にかけては、ほんとうにめまぐるしく充実した日々をおくりました。
そんなテレビ出演による効果は３つありました。
１つ目は、私の書いているブログ「行って来ましたパン屋
さん」なんですが、一日平均５０人くらいの人に見て頂い
ているのですが、その日はなんと、９００人を越えまし
た！ビックリです。２つ目は、道を歩いていて、突然声を
かけられたんです。「テレビに出てましたよね」って。
漫才師「やすよ・ともこ」さんが来所
しかも若い女性の方に（笑）。
最後に一番うれしかった事は、紹介させて頂いたすべてのお店が、その日以来増客に
なったという事です。マスコミの力はすごいですね。
それでは、１ヶ月遅れのパン新聞「ほっかほか」どうぞ、お楽しみ下さい！（河原）

コトハナセミナー

話し方・人間関係・リーダーシップを学ぶセミナー

http://kotohana.com/

平成１３年に受講して以来、８年間お手伝いをさせて頂いてきた話し方教室
「コトハナセミナー」において、本年度よりインストラクターの認定を頂きました。
憧れの舞台に立てた喜びと緊張の中、初めて担当した大阪４５クラスは、
ほんとうに素晴らしいクラスで、全１０講があっという間のことでした。
そのコトハナセミナーの５月開講クラスがまた始まります！ 今回も私は、
大阪の水曜日クラスを担当させて頂く事になりました。 楽しみ！楽しみ！
■日 時：大阪火曜日クラス 5/26～7/28 毎週火曜日（全１０回）6:30～9:00
他、大阪水曜日クラス、神戸クラス、京都クラス、東京クラスがあります。
■場 所：阪急グランドビル（阪急３２番街）２６階会議室 TEL06-6315-8368
■料 金：65,000 円（学生 30,000 円）

初めて担当した大阪４５クラスの風景

これ、特製チロル

■コトハナセミナーから得られるもの
チョコです。
・人前で堂々と落ち着いて話しをすることができる。
・効果的な話し方（表現力）身につける事ができる。などなど・・・。

スタッフ園田と澤田からお祝いを頂きました

大阪 5/19、神戸 5/20 のオリエンテーション、及び各クラス第１講は見学無料ですのでお待ちしています！
お待ちしています！
－1－

～インテックス大阪 2/25～
2/25～2/28～
2/28～
今回で２１回目の開催となったモバックショウ。
“創ろう！パンとお菓子のおいしい未来”を開催テーマに、未来へと
つなぐ安全で安心なパン・菓子・食品を提供できるシステムづくりや、
食品業界が抱える様々な課題解決・新規需要開拓などの各種提案
が行われました。http://www.mobacshow.com/（関連記事）

今回のテーマは、「ベーカリーショップ
「ベーカリーショップ
繁盛店の秘訣～３つのポイント～」
① 経営者の資質（職人→経営者）

今回のＭＯＢＡＣＳＨＯＷでは、福島工業さんからお話しを頂き、講演を
させて頂く事になりました。当日はあいにくの天候にもかかわらず、
１００名を超える参加を頂き、本当にうれしかったです。
集客や会場の設営など、藤田さんをはじめ、福島工業の皆さん、本当に

② 店舗力（お客さまとの接点）
③ 商品力（おいしさと品揃え）
満席の会場の活気に、私の気合いも入
りました。（詳しい内容は、パンニュース
に連載中）

ありがとうございました。

４日間で、
会場には、おいしそう

たくさんの人とも出会いました！

なパンがいっぱい！

ｍｉｘｉパン好き
倶楽部主催の
「ゆっき～さん」

いっぱい！

テレビ共演しました
コープベーカリー

いっぱい！

小麦の森の「楠田さん」
２００社を超える企業が参加、４日間で約４万５千人
の来場者があり、大変盛り上がりました！

熱くパンを語ります。
今回はレーズン協会の
ブースにおられました。

予選を突破した神戸屋の「池田さん」は飾りパ
ン部門で最終選考会に進出。惜しくもフランス

クープ・デュ・モンド日本代表選考会
代表決定！熱い戦いでした。

ベッカライ・ブロートハイムの「明石さん」
今回は、ドイツパン研究会とクープ・デュ・モン

行きは逃したものの、大健闘でした。

ドの会場を行ったり来たりの大忙し。

それにしても直前の手の怪我が悔やまれる…。

最終日の帰り際にようやくお話しができました

２年後は東京開催。今から待ち遠し
いです！ベーカリー関係のみなさ

ミル・ヴィラージュの「渡辺さん」

ん、ほんとうにお疲れさまでした。

４日間の選考委員お疲れさまでした。

－２－

「美味しいパンを作ろう！」

～美味しく、楽しく、プロのパン作りを家庭の台所で～

入学式、新学期、入社式と、新しいスタートがはじまって１か月が経ちました。
「何か新しいことをはじめよう！」と、春はそんな気持ちにもなりますよね。
実は・・・パンはいつも買ってばかりではなくて、自分で作れるのなら、ぜひ作って
みたいという方が結構いらっしゃると聞きます。
今回からシリーズで、美味しいパンづくりを教えてくださる人気教室をご紹介させて
いただきます。そこで今回ご紹介させていただくのは、大阪府豊中市にある
「Ecole de Grace（ｴｺｰﾙﾄﾞｸﾞﾚｲｽ）
（ｴｺｰﾙﾄﾞｸﾞﾚｲｽ）」です。講師の齋藤先生は、独学でパンやお菓子 いつも輝いている齋藤先生！
を作り続けて３０年になるそうです。はじめは、近所の人に差し上げていたパンが「とても美味しい！」と大好
評。自宅ではじめたパン教室は、口コミで広がりました。齋藤先生は、「おいしいパンが食べたくて」の著書メ
ンバーでもあり、専門学校講師、ベーカリーショップをはじめ食品メーカー数社の
商品開発、技術指導をされています。毎日とても大忙しですが、齋藤先生はいつ
も笑顔で、プロの味が家庭の台所でできるパン作りを、基本から高度な技術まで
丁寧に、そして楽しく、教えてくださいます。
パン作りの原点は、「自分の愛する人たちに食べてほしいと思うことです。」とおっ
作ってみたいパンがいっぱい！

しゃいます。このパンをおいしく食べようと思えば、どうすればいいか？といつも考

えているそうですよ。でも、毎日同じものを作るというのはとても難しいことす。
そのお話を聞いて、改めてパン屋さんはたいへんだと思いました。
気になる毎月１回のレッスンですが、実習を中心としてパン・菓子の理論を学びま
す。さらに年１回の特別講習会では、外来講師としてオーナーシェフや業界のトッ
プの方々から直接指導が受けられるので、スペシャリストの技術を間近で見るこ
とができます。毎回パンと洋菓子合わせて２～３品作ります。「パン教室なのに洋
菓子も？」そう思うかもしれませんが、洋菓子は素材の広がり、見た目のきれい
さ、組み合わせを学ぶことができます。洋菓子を学ぶことで、パン作りに多いに生

先生のお手本を見ながら・・・

かせるというのです。なるほど！！毎回リクエストの多いレシピや季節感を取り入れたメニューはとても充実
しています。どのパンもとても美味しいですよ！パン作り初心者の方には、レッス
ンの始まる前に生地づくりの基礎やポイントなどを教えてもらえるので安心です。
受講生もみんなとっても仲良しで、アットホームな雰囲気です。最近では、レッス
ン後の食事会のために毎月積立をしている人もいるほどです（笑）。
作りたてのほかほかパンは、その場でお茶と一緒にいただきますが、それでも帰
私も教えていただいてま～す。 りはお土産パンでいっぱいです。
ぜひ一度、笑顔でプロの味を手作りしてみてはいかがでしょうか？
（取材：園田 敦子）
とっても美味しそうでしょ！
Ecole de Grace （齋藤貞子パン教室）

〒560560-0002

大阪府豊中市緑丘２丁目６番１２号

（大阪市営地下鉄御堂筋線「千里中央駅」より、阪急バスで約 5 分「島熊山」下車すぐ）
（大阪モノレール「少
（大阪モノレール「少路駅」より徒歩 10 分）（阪急宝塚線「豊中駅」よりバスで約 10 分）

ＴＥＬ・ＦＡＸ： 0606-68466846-3450
ＵＲＬ：http://sarko.gallery
http://sarko.gallery--saito.com/sarko/top.html
ＵＲＬ：
http://sarko.gallery
■パン・お菓子教室：随時入学
■パン・お菓子教室：随時入学 曜日要相談 午前 10 時～ ■チョコレート教室：木曜日
■チョコレート教室：木曜日 午前 10 時～
入会金：￥5,000
１回：￥6,300
6,300（材料費を含む）
入会金：￥5,000
入会金：￥
5,000 １回：￥
6,300
（材料費を含む）
入会金：￥5,000 １回：￥8,400
１回：￥8,400（材料費を含む）
8,400（材料費を含む）
－３－
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自分自身の体験を本に！

これから小さなお店を開業しようと思っている方にお薦めの本です。

いつものようにアマゾンで本を物色していたら・・・、いい本に出会いました。
～「パン屋」はじめました。（笹島博之著）～ 。
実際にパン屋を開業しようとされた笹島さんが、パン屋を開業しようと思った経緯から、
参考にした憧れのお店の紹介、お店作りの前に考えておくべきこと、そして、実際の
お店作りから、各種届出、事業計画書づくりに、なんとオープンしてから考えるべきこと
まで、わかりやすく書かれています。なによりも具体的な体験談なのが、すごい！！！
私は、居ても立ってもいられなくなり、笹島さんに会いに、東京まで行って来ました！
笹島さんは、予想通り気さくな方で、快くお話しを聞かせて下さいました。
その間も、お客さまはとぎれなく来られます。小さなお店だからこそ、お客さまと
の距離は近く、対面販売だから、必ずお客さまの声も聴けます。

満面の笑顔の笹島さん。素敵です。

またスペースの小ささから置ける機械類も限りがありますが、逆に、手ごねを
強みに変えています。
“街パン”をテーマに、クリームパンやあんパン、バゲット、カンパーニュ、
セーグル等々・・・。誰にでも親しめるパン屋さん。
これもきっと繁盛店のあり方のひとつなんだろうなぁ。
ブ ー ラ ン ジ ェ リ ー

サ

サ

Ｂｏｕｌａｎｇｅｒｉｅ ＣａＣａ 2006．10 オープン
東京都渋谷区笹塚２丁目７－１０
京王線笹塚駅から徒歩５分。
対面販売だから会話が弾みます！

事業内容 ホームページは

お店の前のベスパが目印です。
TEL ０３－３３７５－５８０５

お店の前のベスパが目印です。

http://www.bakery-no1.com

１．身近なパートナーとしての税務顧問
２．「現金管理」や「目標管理」を中心としたショップ経営のサポート
３．「儲かるお店をつくる５ステップ」など繁盛店セミナー・講演
４．会計業務全般請負（業務改善～入力代行）
〒541-0048

大阪市中央区瓦町３－２－１５ 本町河野ビル２階

TEL:06-6205-8960 FAX:06-6205-8961

e-mail:info@bakery-no1.com

税理士 小笠原／河原事務所

編集後記
みなさん、こんにちは！今月号はいかがでしたか？
ほっかほか新聞も発行し始めて今月号で２年を経過しました。
この２年で新聞も少しずつですが変わってきています。
なんと今月号から、封筒のデザインを新たにしました。
ほっかほか新聞らしいデザインで、河原事務所全員のお気に入りです！
これからも今まで以上に元気いっぱいの新聞を発行する予定です。
是非みなさんが知りたいこと・興味のあることをお聞かせ下さい！！
ご意見・ご感想お待ちしております♪（澤田 典子）
－４－

チロルチョコの柄もやっぱりパン！！

