特定非営利活動法人日本セルプセンター

第 5 回（令和元年度）製菓部会研修会

開催要綱

日本セルプセンター製菓部会研修会は、今回で 5 回目の開催となります。過去 4 回は、製造技
術の向上、ラッピング技術の向上、マーケティングの基礎とレベルを徐々に上げて開催してきま
した。
今年度は、
古都京都にて開催いたします。2018 年１月にお菓子の店舗「 茶山 sweets Halle」
をオープンしたワークセンター Halle!、同 5 月に「カフェ＆ショップ

ふらっと」をオープ

ンした、だいご学園の店舗展開の見学の他、企業ブランディングを行っているジェネラティビテ
ィ・ジャパンの薄木氏に講師として来ていただき、今年度実施した真壁授産学園（茨城県）での
「まかすぃ」ブランド立ち上げにおける実践を踏まえたブランディングと職員の意識改革につい
て、ワークショップ形式で学ぶ機会を設けたいと思います。
また、来年度 HACCP が義務化されることから、日本セルプセンターが全日本菓子協会の作成し
た手引書の補助資料を生活品質科学研究所(RIQL)に協力の下作成しています。実際に取り組んで
いる事業所の皆様と今回の研修会の中でディスカッションして、具体的に分かりやすくなる補助
資料を作り上げるためのプログラムをご用意しています。この機会をお見逃しなく、ご参加いた
だきますようにお願い申し上げます。
■主

催

特定非営利活動法人日本セルプセンター 製菓部会

■日

程

令和２年２月７日（金）～２月８日（土）

■場

所

1 日目 見学・研修：京都市だいご学園（京都市伏見区醍醐辰巳町 15）
〃

見学：ワークセンターHalle!（京都市左京区田中北春菜町 14-1）

2 日目 実演・研修会場：ラ・キャリエール（京都市中京区河原町三条上ル）
■募集人数

40 名（ただし、定員になり次第締め切りとさせていただきます。）

■参加対象

障害者就労支援事業所で「現在、製菓事業に従事されている職員」で、自施設の HACCP への
取り組み方針や、課題が話せる方

■参加費等

（1）日本セルプセンター会員

6,500 円／人

（2）日本セルプセンター非会員 9,000 円／人（申込と同時に入会の場合は会員扱い）
（3）情報交換会参加費

6,000 円／人（希望者のみ）

＊2 日間の研修会になっております。1 日のみの参加の場合でも参加費の割引はございません。
■お申込み

別紙「製菓部会研修会申込書」に必要事項を記入の上、令和元年 12 月 18 日（水）までに、
新京阪観光案内所まで e-mail または FAX にてお申込みください。受付後に請求書をお送り
しますので、令和 2 年 1 月 15 日までに指定口座にお振込みください。締め切り後のキャン
セルにつきましては、費用をご請求の上、入金された費用の返金は致しかねますのでご了承
ください。

■持ち物 ・「HACCP の考え方を取り入れた菓子製造業における衛生管理計画作成の手引書ガイド」を
熟読の上、当日お持ちください。
（尚、手引書ガイドは、１月以降、送付予定です。
）
・2 日目のプログラムで使用しますので、パッケージされた「事業所商品（菓子）
」と「商品チ
ラシ（作成したものがあれば）
」1 点ご持参ください。
（当日皆さんで試食をします。40 名が一
口ずつ試食できる程度にお願いします。たくさんはいりません。）
・2 日目実習を行います。エプロン、ハンドタオルをご持参ください。
■個人情報の取り扱いについて
申込書に記載された個人情報につきましては、日本セルプセンターと新京阪観光案内所にお
いて研修会運営に必要な範囲内で使用する他、当日参加者名簿を配布します。また、研修会
期間中に撮影した写真等につきましては、法人活動の一環として報告書やホームページ等
に使用させていただく場合がありますので、予めご了承ください。
■プログラム（予定）
1 日目：2 月 7 日（金）
時間

内容

場所

10:15

受付開始：京都駅八条口観光バス乗降場（アバンティ前駐車場）

京都駅

10:30

オリエンテーション（バス内にて）
：

観光バス内

・日本セルプセンター製菓部会の説明
・研修の流れ
・自己紹介、など
11:20

見学：だいご学園

京都市だいご学園

・昼食（だいご学園のパンセット）
12:50

ディスカッション：

京都市だいご学園

「HACCP 小規模事業所（製菓版）の手引書について」
～ 2021 年 6 月 HACCP 義務化！HACCP 準備の A to Z ～
生活品質科学研究所(RIQL)
髙田かおり
14:50

移

氏 ・ 御厨まゆみ 氏 ・ 春田正行

氏

動（観光バスにて） 京都市だいご学園 ➡ ワークセンターHalle!
バス内にて、ワークセンターHalle!の施設紹介

15:30

見学：ワークセンターHalle!

ワークセンター
Halle!

16:20

移

動（観光バスにて） ワークセンターHalle! ➡

烏丸御池 or 三条駅

18：00 情報交換会：＊自由参加
NPO 法人 HEROES さんが作ったクラフトビール西陣麦酒（シルキー

ヴァイツェン、柚子無碍、白夜にレモンエール）を味わえます。

じじばば木馬亭

2 日目：2 月 8 日（土）
時間

内容

場所

9：30

ラ・キャリエールクッキングスクール 受付開始

ラ・キャリエール
クッキングスクール

10:00

実演講習会

～

ラ・キャリエール クッキングスクール チーフインストラクター

12:30

丸木 しのぶ 氏
実習予定のお菓子
ポルボローネ（スペイン発祥の焼き菓子）
…ホロっと口の中で崩れる食感が特徴の焼き菓子
バーチ・ディ・ダーマ（イタリア焼菓子）
…基本とそのバリエーションなど
クロッカン（フランス菓子）
…卵白を使用したカリっとした食感が面白い焼き菓子

12：30 昼食（必要な方は各自でご用意をお願いします。
）
～

各施設からお持ちいただいたお菓子を並べます。
（他の施設のお菓

13:30

子の試食等もしていただけます）

13:30

グループワーク

～

職員のまなざしを革新し、その潜在的創造性でブランドを創る

16:30

〜体感！創発型ワークショップを通じたブランド構築の世界〜

(株)ジェネラティビティ・ジャパン 薄木 治 氏
16:30

閉会

見学施設紹介
京都市だいご学園

カフェ＆ショップ「ふらっと」

『みんなが笑顔になれる幸せ』をお届けしたい。
それが、わたし達「京都市だいご学園」の思いです。
『だいご学園』
というブランド名は、ありのままの私たちをそのまま映したもので
す。
ロゴマークの中に、sarpir manda（サルピルマンダ）という文字も
入れました。これは、サンスクリット語で醍醐味という意味です。
私たち学園が存在する地名の由来にもなっていて、最上、一番上と
いった意味を持ちます。
この醍醐の地で、一生懸命働き、私たちに今できる最上のものをお届けしたいという願いを込めました。
製法、素材、味と真摯に向き合い、思いを込めた手作りで、お客様が笑顔になるおいしさを追求する。そ
れが、『だいご学園』のコンセプトです。
ありのままの私たちですが、正直に誠実に、今日より明日、一年後より十年後と、今の私達にできる最上
を目指して、成長していきたいと思っています。

ワークセンターHalle!

小さな洋菓子店『茶山 sweets Hall

ワークセンターＨａｌｌｅ！は、障害のあるなしにかかわらず一市民として地域の人
と一緒に就労する場として、また、従業員が住み慣れた地域で家族から独立した暮ら
しが実現できるように、高工賃の獲得を目指し
て2017年４月に開設いたしました。
小さな洋菓子店『茶山sweets Halle』は、地域の中の洋菓子屋さん
として、「こどもだけでも気軽に買いに行けるお菓子屋さん」を店舗
コンセプトとして店舗展開を行い、障害のある方の就労の場を地域の
方に知っていただけるような場所として営業していきます。安全で安
心して食べられるおいしい洋菓子を製造・販売しています。

講師プロフィール
丸木

しのぶ

ラ・キャリエール クッキングスクール

チーフインストラクター

＜資格＞ 調理師、製菓衛生師、フードコーディネーター２級
＜略歴＞ 洋菓子店勤務後渡欧、ルコルドンブルー（ロンドン）にてグランドディプロマ取得、ルコルドン
ブルー（パリ）にて料理を学ぶ。帰国後はカフェの立ち上げやメニューの考案、洋菓子工場にて商品開発
などに携わる。その後学校法人大和学園に入職。

薄木

治

(株)ジェネラティビティ・ジャパン主宰。事業・コミュニケーション戦略開発プランナー。

企業活性化 / ブランド開発 / コミュニケーション戦略開発及びその実施プロジェクトに多数参画。現在
は、ワークショップを戦略的にビジネスに導入し、自らファシリテーターとして、ブランディングを軸と
しながら社会や企業が抱える様々な課題の解決を実践する。立教大学大学院 21 世紀社会デザイン研究科に
て研究に従事。

生活品質科学研究所（RIQL）
「ほんとうの豊かさは安心できる安全な商品から」
1996 年創立以来、商品の安全性・信頼性が確保されてこそ豊かな消費生活が実現する、という理念のも
と商品検査・品質管理を行っている研究所です。
来年度 HACCP が義務化されます。製菓につきましては、既に全日本菓子協会等が作成した手引書が提示さ
れておりますが、日本セルプセンターでは HACCP 手引書と併せて使用する補助資料（「教科書ガイド」のよ
うなもの）を作成することといたしました。その委託も、生活品質科学研究所にてお願いしております。

- 研修内容に関するお問い合わせ 日本セルプセンター製菓部会
TEL：075-706-2400

担当：藤田（ワークセンターHalle!）

FAX：075-706-2401 E-mail：team_sweets@selpjapan.net

宿泊プラン（宿泊が必要な方のみ）
＊以下のホテルリストから、ご希望のホテル記号を確認し、申込書にご記入ください。
＊料金は、1 泊・税金・サービス料・京都市宿泊税込みの金額になっております。
＊①②以外は朝食が付いていませんので、ご注意ください。
＊各部屋 1 名様でご利用の料金を表示しています。
ホテル記号・名

お部屋タイプ/価格 アクセス

①ハートンホテル京都
（朝食付）

禁煙シングル
8,200 円

②ハートンホテル京都
（朝食付）

喫煙シングル
8,200 円

③ホテルギンモンド京都
＊朝食はございません

禁煙シングル
7,500 円

地下鉄 烏丸御池駅から徒歩約 2 分（情
報交換会会場徒歩約 5 分）

禁煙ダブル
10,100 円

地下鉄 東西線京都市役所駅から徒歩
約 5 分（2 日目会場まで徒歩約 5 分）

④ホテルグレイスリー京都三条
＊朝食はございません
⑤京都セントラルイン
＊朝食はございません

禁煙シングル
6,800 円

⑥京都セントラルイン
＊朝食はございません

禁煙ダブル
8,000 円

⑦京都セントラルイン
＊朝食はございません

禁煙ツイン
8，000 円

地下鉄 烏丸御池駅から徒歩約 2 分（情
報交換会会場徒歩約 1 分）

阪急電車 河原町駅から徒歩約 1 分
（2 日目会場まで徒歩約 10 分）

＊各ホテルとも先着順にて受付をいたします。
＊満室の場合は別ホテルにてご案内させていただく場合がございます。予めご了承の上お申し込み
ください。
＊宿泊を申し込みされた方には、宿泊券を新京阪観光案内所より送付させていただきます。当日ホ
テルにお持ちください。
＊宿泊に関しての問い合わせは下記「新京阪観光案内所」までお願いいたします。
＊宿泊手続きに必要なお申込書に記載の個人情報を新京阪観光案内所と共有させていただきます。

株式会社

新京阪観光案内所

〒606-8121
京都府京都市左京区一乗寺青城町 167
TEL 075-722-4151
FAX 075-722-4152
e-mail sanka@shinkeihan.co.jp
URL http://www.shinkeihan.co.jp/
担当者
小川 雅史

