焼 き た て パ ン 新 聞 “ほ っ か ほ か”
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【この夏最大のイベント～夏フェス特別パン教室ｉｎ大阪／神戸】
この夏最大のイベント～夏フェス特別パン教室ｉｎ大阪／神戸】
9/3、9/4 の二日間、大阪・京都・神戸のブーランジェが集まり、特別パン教室が開催されま
した。今回で 3 年目のこの企画、今年は「○○に合うパン」というテーマで、大阪（イワセ・エ
スタ）神戸（日清製粉）の 2 会場で行われ、総勢２００名の方に参加して頂きました。
初日は大阪会場。「マダムをランチに招いた時に合
うパン」などシチュエーションに応じたパンや、「ビー
ル、日本茶、シナモンティー、赤ワインに合うパン」な
ど飲み物とのマッチングを考えたパンなど、個性豊
かなパンが登場、ステージで繰り広げられるシェフ
の技術と話術（？）に参加者からは歓声が上がるほ
どでした。事前にエプロン持参を案内していましたの

４．事業内容
５．編集後記

大阪会場のシェフ 12 名・・・アンパンマンも参加！？

で、多くの方に手仕込みや成形など、パン作りにも
参加して頂くことができました。二日目は神戸会場。
初日にも登場したシェフはパーティー明けということ
もあり、スタートからハイテンション！いか焼き風の
パンが登場したかと思えば、イケメンパティシエの焼
菓子教室が始まったりと、ほんとうに盛り上がりまし
た。二日間を通じて、抽選によるパン作り参加やシ

ェフの登場に応じて曲を流したりなど、細かいネタ
（笑）も駆使しましたが、今回の新しい取り組みとし
て、栄養士の先生（中塚先生）にもお手伝い頂き、
神戸会場のシェフ１１名。司会は私が努めました！
それぞれのパンのカロリーや、材料に含まれている効能など鋭いコメントを頂きました。パ
ンに関わるすべての人が楽しめるイベント、これからも続けて欲しいと思います。（裏面へ）
※尚、参加費の一部は、震災復旧や小児がん病院設立のための資金に充てられます。

先日、私の大好きなバレーボール漫画の最新刊を読んでいると、監督の指示で高校生の選手たちが部室を
整理整頓をする場面が出てきました。「これはまさしく事務所でもやっている５S の一部じゃないか？」と思い
ながら読み進めていました。その監督の「いつでも行き詰まったら整理整頓して掃除に励め、そうすればおの
ずと心も安定してくる」という言葉を聞いて、綺麗になった部室を見て、心が動いた主人公が自分の部屋を整
理整頓している場面がありました。私は「んー、そういえば事務所ではやろうとしているけど、自分の部屋は
考えてなかったなぁ。」と思い、さっそく自分の部屋の整理整頓、特に本棚と引き出しを重点的にやってみまし
た。いらないものが出てくる出てくる…。まずいらないものと、使っていないものを捨てます。後生大事に置い
ていたバレーボール雑誌も「懐かしいけど、もう使ってないし、置いてるだけだもんなぁ…よし、捨てよう！」と
いった風に、少しずつですが着実にモノを捨てていきました。結局このような
整理で丸 1 日ほど時間がかかってしまいました。後日、最小限になったモノ
たちを、整頓していきます。引出を開け、どこに何を置くかを決め、その位置
に戻すようにシールを張って名称を書いていきました。やっとのことで終えた
整理整頓、終わったころには今までの掃除とは違う達成感を得ることができ
ました。今回、自分の部屋でやったことはまだ５S の一部です。これからまた、
事務所での５S 大臣のお言葉を聞きながら、さらなる自室の改善にも挑戦し
ていきたいと思います。（喜多 泰友）
－１－

いま、引出の中はこんな感じです。

9 月 3 日大阪会場

．．
つきだしポテトパン
ホテル日航大阪 高野シェフ
「ビール」に合うパン

由子パン
レ・フレール・ムトゥ 片桐シェフ
「マダムがマダムをランチに招いたとき」に合うパン

スパイスナッツ
Pan de Kiran キランシェフ
「赤ワインとチャイ」に合うパン

司会 の河原 （
左上）
栄養 士の中塚先生 （
左 下）

るとたくさんの になりました。大阪会場で
は、アンパンマンが登場するなど、コービ
ス 神豊かなシェフたちが繰り広げる 場
のような 間でした。スケールが大きい中

コプライジ！！
コープベーカリー
シェフ
「
やフレンチ加 」に合うパン

Pain Complet
フルドエ
シェフ
で しくありたいと考えている人」に合うパン

十人十色パン
ビバオーミヤ 飯 田シェフ
「
色 々な素材」
に合うパン

フランスパン
㈱ 日仏商事 丸岡シェフ

べてみ

にも 細な技術が 所にみられ、みなさ
ん、大
だったのではないでしょうか。

飾りパン
ミル・
ヴ ィラージュ 渡 辺シェフ
「いつまでも

それぞれのシェフが作ったパンを

片桐シェフ、ワイルドだろーパン
パンデ ュー ス 米山シェフ
「
ず んぐりむっくりの片桐シュフがハロウィンパ
ー ティー でアンパンマンの恰 好をして、『
そのま
んまやん ！』
とダメ出しされ て落ち込みながら
シナモンティーと 一緒に食べる の」
に合うパン

塩麹とお味噌 のリュスティック
ドゥソレイユ 新庄シェフ
「
和食 」
に合うパン

茶おーれ
屋 小 シェフ
「日本茶」に合うパン

スパイススティッキ
ブーランジェリーポモタ
シェフ
「ちょっと べたいとき」に合うパン

一 に仕事をしてい
るわけではないにもかか

会のあと には 流
会も開催され、
着を
着たシェフの が新 で

わらず、な ここまで
のあった動きができるので
しょうか？！（ ）
これだけのシェフが集まる
ことは改めてす いと感じ
ました。
生のみなさん

した。
会のパンも
べることができました。
聞くだけでなく、一
に成形などもさ
れていました。私も
前で一 にやって
みたかったです。

はとても
なのだろうな
と思います。
－２－

神戸会場
9 月 4 日神戸
会場

キロッキ-ムッシュ（Croque-monsieur）
キロワ・ルース 上シェフ
「 いワイン」に合う
パン

野 いっぱいパンテリーナ！？
リーオロイモルホテル
シェフ
「 子会、
」に合うパン

シェフ

「おしゃれで

フと

誠 一郎パン
レ・
フレール・
ムトウ 片桐シェフ
「
イケメンが BBQ
のお肉を のせて食べる の」
に合うパン

生のみなさんが
し合いながら手
くパンを作り、 事みなさん ての焼き
立てパンを持ち ることもできました。みなさ
んで一 に作る、という一 感を く感じられ
た

会でした。

プチブリオッシュ（
キャラメルシナモン）
ブー ランジェリーミヤタ 宮 田シェフ
「
デザート」
に合うパン

日清製粉で行われた夏フェスの 2 回目の
子です。会場の特 でもあったのですが、シ
ェフと
生の
が かったことが
的
でした。最後は時間がおしていましたが、シェ

Rotolino Osaka stile
フルドエ
シェフ
なおばちゃんにもおっさんにも」合うパン

京 七味とミモレットのフランスパン
志津 屋 小林シェフ
「
白 ワインとそうめん」
に合うパン

パン・
オ・
マロン・
オランジェ
ブー ランジェリー ビ アンヴ ニュ 大 下シェフ
「
さみしく心にポッカリと穴が空いてどうしようもなく自
分が嫌になってやけ食いしたくなったとき」
に合うパン

りパン
ポル・ヲィラージュ

ビア マリアージュ
コープベーカリー
シェフ
「BEER」に合うパン

ㄎ日

Galette Figue（ガャレット・フィグ）
Seiichiro. N La pâtisserie
シェフ
「ワイン」に合う焼き菓子

フランスパン
事 丸 シェフ

事務局一同、密度の濃い２日間を過ごさせて頂きました。素晴らしいイベントに参加させていただき、ありがとうございました！

－３－

いざ！５Ｓ活動！
前回に引き続き、先

から本

的に始動しました所内５Ｓ活動の取り組みを

します。５Ｓ活動の

一

は、「整理」からスタートです。整理は、 るものと らないものを 別し、
なものを 分することをい
います。まずは「 るもの」と「 らないもの」を 別するために「赤 作戦」を行いました。「赤 作戦」とは、
なものを取り除く（ 分する）ため、目に付いた
なものに赤 を っていき、赤 を った
なも
のを捨てることをいいます。 所では、赤い付 んを
し、 自が
と思ったものにどんどん赤 を
っていきました。 えば、キャビネットには、業務セフトの 新時のマドュアルが大 に っていました。今
回、赤 が られたことで 分して いかよく べてみると、Web 上でも
できるので、特に しておく
がないことが分かったのです。思い って捨てるとゲチャゲチャしていた場所がきれいに片付き、スッキリ
としました。そのほかにも、赤 が られたものを捨てるかどうか、いつどのように 分するのかを
的に
決定するために、「赤 チェッキシート」を作成しました。このシートに
いて、
なものが出た
するとともに、 分する方 と時 、
者を決め、どんどん 分を始めています。

赤札
作戦

必要なもの

整頓（必要なものがすぐに取り出せるよ
うに身の回りを整えておくこと）へ！！

不要なもの

思い切って全部捨てる！！

整理は一定のコイキルを決め、繰り

を

していくことになりますが、 のステップは、

とされたものについて、整頓をしていきます。整頓とは、
なものがす に
取り出 るように、 の回りを整えておくことです。所内で実践し、 さまに
な
をお伝えできるように、５Ｓ大臣として今 も 張ります！
で分 して、効 よく
さあ、ビシビシいきますよ！（笑）（
）
進めています。

事業内容 ホームヘージは

http://www.bakery-no1.com

１．
なパートナーとしての 務
２．「 金 理」や「目
理」を中心としたショップ
３．「 かるお
４．会 業務
541-0048

のコポート

をつくる５ステップ」など 盛 セポナー・
（業務改善～
行）

大阪 中

３－２－１５ 本

TEL:06-6205-8211 FAX:06-6205-8212

・

会

野ビル３

e-mail:info@bakery-no1.com

編集後記 先日、 と一 二日で
の
に 行に行ってきました。
に かり、
しいお料理を べ、のんびりと夏の れを すことができました。チェッキアイトを
ま てホテルの 関を出ると、こんなタナキの置物が？！一 は 通りしたのですが、
やっぱり になり引き して
を ってもらいました。 業 の方にお聞きすると、
「
といってお
が大好きなんです。でも人間に けて大阪までお
を見に
行ったことが人間にばれて されてしまったんですよ」と しいエヒセーデが。（ ）何とも
言えない
になりそうなところを、別の 業 の方から「でも 本
れている人 の神 なんですよ。」とフェローが。（ホッ）私も人 の神
ぽっこりお を んでいきたいと思います！（
）
－４－

の
に ら
にあやかって、
改めて
で見ても、作り
が いです 。（笑）

