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京都・滋賀の
　女性経営者へ突

撃！！スペシャル企画Ⅱ
会報部

　私たち公認会計士は、会計監査人やアドバイザーとして企業を中心とした各種団体に関与しており、その
ような経験を通して事業の永続性について考える機会が多くあります。代を重ねて長く続いている企業は、
伝統を守りつつも必ず革新し続けており、特に京滋地区に於いては100年以上の老舗が多く、長く続くため
の風土が地域に根付いているように感じます。
　その中で、これまでの会報においては、京滋地区においては大学が多く学生の街とも言われることから大
学の理事長や学長へインタビューさせていただきましたが、2021年は女性経営者層・女将へのインタビュー
記事の掲載を行っていきます。「伝統と革新」をテーマにマネジメントに関するお話や、今後の展望など日々
お感じになられていることをお伺いすることにより、その知見は私たちにとって参考になるものと確信して
おります。
　今回は、亀屋良長 株式会社の取締役 吉村由依子様へお話をお伺いしました。

※紙面の都合上、当インタビューは2022年２月号から４月号までの連載となります。

実 施 日
実 施 場 所
インタビュアー
　

： 2021 年 10 月 12 日
： 亀屋良長株式会社本店
： 会　　長 中野雄介
　 会報部長 川元麻衣
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御社の伝統について

（川元）歴史について教えてください。
（取締役）うちは1803年に創業しました。当時は三

条小川のあたりにあった亀屋良安さんが火事で焼
失してしまったので、当時の番頭さんが独立して、
亀屋良長を創業したと聞いてます。和菓子作りに
は小豆を炊くにも何度も水を入れ替えたり、蒸し
物をしたりと水をたくさん使います。醒ヶ井とい
うこの通りにはきれいな水が流れているというこ
とで、この地を選んだと聞いています。

（川元）先ほどこちらに来させていただいた時も、
通りかかった人たちが本社横の湧き出ている地下
水で手を清めているのを見ました。

（取締役）60年ほど前になるんですけど、地下の鉄
道工事の際に一度枯れてしまいました。水が変わ
るとお客さんからも「なんか味が変わった」と言
われたそうです。そこでやっぱり地下水を使った
方がよいということで、30年前に地下80メートル
まで掘って、また使わせていただけることになり
ました。

（川元）すべての和菓子にその地下水が使われてい
るということですか。

（取締役）はい。
（川元）素人の素朴な疑問ですが、味わいというの

はやはり変わってくるものなのでしょうか。
（取締役）そうですね。軟水なんですけど、少しミ

ネラルが多いみたいです。特にすごく味が違うも
のでもないですが、素直な水というところが私は
好きです。お米をその水で炊くと香りがよく立ち
ます。又、お茶をいれると、渋みというか、味に
深みが出る感じがします。また、水温が一定とい
うのもありがたくて、寒天をお水に浸すという作
業の時に、仕上がりが良いように思います。単純
にお皿を洗ったり、手を洗うときでも、夏は冷た
く、冬は冷たすぎず、助かります。

（川元）ホームページで「配合帳」が昔から伝わっ
ているようなのですが、これは今でいうレシピな
のだと思いますが、材料の配合は時代とともに変
化しているのでしょうか。

（取締役）変化して
いますね。例えば、
う ち の 代 表 銘 菓

「烏羽玉」なんか
で言うと、全然違
いますね。配合も
異なりますし、大

きさも昔の方が大きいです。
今でこそ安いものの、昔は
お砂糖は貴重品でした。江
戸後期では、１㎏が今の価
値で８千円～１万円ぐらいしたそうで、そうなる
とそんなにお砂糖をふんだんに使うことができな
いですよね。そのため、お店に商品が並んでいる
わけではなくて、すべてオーダーでお作りして、
ロスがないようにしていたようです。当時は気軽
にお菓子を食べることはできなかったので、ハレ
の日や気張った日のオーダーが多かったようです。
この鯛の木型は特別大き
いですが、昔はこれぐら
い大きいものもあったよ
うです。昔は甘ければ甘
いほど高級なので、「甘
いもの最高！！」って感じでしたが、今はお砂糖
も普通に使えて珍しいものでもないですし、逆に
取り過ぎては…という感じなので、甘さ控えめが
好まれたり、大きさも大きくないものが好まれて
きているのかなと思います。日持ちの点でも、昔
は添加物や脱酸素剤がないので、甘さを強くする
ことで日持ちをさせていたようです。今は冷蔵庫
もあれば脱酸素剤もあるので、甘さを強くして日
持ちをさせる必要もな
くなってきていると思
います。

（川元）伝統的な基礎と
してのレシピは持ちつ
つ、時代とともに変化
していっているんです
ね。

（取締役）はい、ゆっく
りだと思うんですけど
ね。

和菓子と洋菓子の境界線

（川元）伝統として守っておられる中でこれだけは
譲れないこと、また、嫁がれた後、ここは変えて
いきたいというふうに思われたことはあります
か。

（取締役）変わらない点としては、やっぱりお客さ
んに喜んでもらえるお菓子を作るということです。
昔は、神社やお寺にお供えされて、神様のおさが
りをいただくような特別な存在として喜んで頂き、
今は、甘いものを食べたらホッとできますよね。
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おいしいものを食べている時って喧嘩もしないで
しょうし…食べてくれはった人が嬉しくなってく
れはったらいいなという想いはずっと変わらない
です。職人さんも、自分の作ったもので笑顔になっ
てくれはるのが自分の喜びでもあると思います。

　　ただ、絶対これは守るみたいなものはないです
ね。社長がよく言っているのは、京都で育つと、
知らず知らずのうちに京都の雰囲気や色合いなど
が染みついているのかなぁと。職人がお菓子を作
る際に自然に京都の色が染み出て作ったものが京
菓子なんじゃないかと。

　　これは和菓子だ、これは和菓子ではない、とい
う人がいますけれど、それは今までの歴史を見て
も違うと思うんです。もともと和菓子は中国やポ
ルトガルの影響を受けています。中国からはお饅
頭や羊羹が入ってきました。羊羹はもともと羊の
肉のスープとして伝わってきましたが、その時は
日本人はあまり動物の肉は食べていなかったので、
羊肉と同じ赤色の小豆で作った蒸し羊羹が最初の
日本の羊羹なんです。赤色はもともと魔力や霊力
が宿るとされていて、そのため、小豆は神様への
お供え物として使われるようになったみたいです。
また、お饅頭も、もともとはお肉が入ったものが
中国から伝わってきましたが、お肉の代わりに小
豆をいれたのが最初の日本のお饅頭なんです。飴
細工やカステラやボーロなんかも外国から入って
きましたが、今となっては和菓子ですよね。外国
から入ってきたものを日本流にアレンジして日本
人の好みに合ってきたものにしてきたので、「和
菓子とはこういうもの」と定義付けるのはちょっ
と違うのかなという気はしています。明治時代に
なって、一気に今でいう洋菓子が入ってきて、お
菓子の世界では大革命が起きたと思うんですね。
その時は和菓子・洋菓子という言葉自体もなくて、
単純に「菓子」として存在していました。うちで
も、洋菓子が入ってきたときは、普通にクッキー
やケーキも焼いていたみたいです。辞書に初めて
和菓子・洋菓子という言葉が載ったのは戦後らし
いので、その区別自体がとても新しいと思います。
その時ぐらいから、なんとなく「生クリーム使っ
たら洋菓子」とか「バター使ったら和菓子ではな
い」とか言われるようになっちゃって…でも、そ
もそもの歴史ではそんな区別はなくて、もっと自
由だったと思うんですね。その時代に調達できな
かったものの代わりに小豆を使っていたわけで、
今は何でも手に入り、材料の幅も広がったので、
時代の流れを見るとそれはとても自然な流れだと

私たちは考えています。なので、よし新しいこと
をやるぞ！ではなくて、おいしいものができるな
ら新しい素材も取り入れたらいいし、洋菓子で
使っていた技術も取り入れたらいいと考えていま
す。

（川元）なるほど。これは和菓子、これは洋菓子、
というようなバリアを取って、菓子としてお客さ
んに喜んでもらえるものを作るということを理念
として持っておられるんだなぁと思いました。

（取締役）そうですね。ただ、主人はここで育って、
京菓子の組合にも出席してますし、以前はそのよ
うな自由な考え方ではなかったんですね。割と保
守的な考えで、今までやってきたことを継承して
いけば良いという考えでした。もちろん、そうい
うお店があっても全然いいと思います。主人もど
ちらかというと、「そんな商品出したら今までの
お客さんが減ってしまうよ」とか「それはうちで
はできひんやろう」とかよく言ってたんです。で
も、主人は12年ほど前に脳腫瘍になってしまい、
主人の母も脳腫瘍で亡くなっているのもあって、
本人もこれは死ぬんちゃうかと思ったそうです。

「何のために生きてきたんかな」ということを考
える時間ができたんですね。その時にヒマラヤで
修行されたヨガの相川先生に出会って、それが大
きな転期となりました。その先生に主人が初めに
言われたことは「こだわりを捨てなさい」だった
んです。最初はそう言われても主人としては、不
必要にこだわっているつもりはなかったみたいで
よく分からなかったようです。ただ、京菓子はこ
だわってなんぼと思ってたところに、「こだわり
を捨てなさい」と言われて、すごく衝撃を受けた
みたいです。そこで、今までだと百貨店から来る
依頼の際にも「これはうちではちょっと」と言っ
て断っていたこともこだわりなんかなと思って、
一回受け入れてみてやってみることにしたんです
ね。そしたら意外にもおいしいものができて、お
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亀屋良長亀屋良長

亀屋良長　株式会社

所 在 地　�〒600-8498　�
京都府京都市下京区四条通油小路西入柏屋町
17-19

連 絡 先　TEL：075-221-2005

事業内容　�和菓子/京菓子の製造・販売

会社概要　�1803年　京都・四条醒ヶ井にて創業。

� 代表銘菓は、創業より作り続けている「烏羽玉」。

� �波照間島産の黒糖を使った滑らかな餡玉に寒天
をかけたお菓子です。

� �伝統的なお菓子を作る一方、他業種とのコラボ
レートや、別ブランドを立ち上げるなど、和菓
子の可能性を広げています。

� �これからも京の自然と伝統を土台にしながら、
軽やかに時代に沿ったお菓子を展開していきた
いです。

公式HP インスタグラム
ＱＲコード

客さんも喜んでくださって、結構いけるな、楽し
いなってなったんです。こういうのがこだわりや
なということが分かって、今に至っています。た
だ、いろいろ取り組み始めてからしばらくは、業
界の目線は厳しかったと思います。

（中野）ご主人がそう変わっていかれる中で背中を
ぐっと押し続けておられたんですよね。

（取締役）そうですね。私はずっと、もっとやった
方が良いと思ってたんですが、主人がブレーキを
かけていたと思います。私は和菓子業界のことを
知らないですし、こういうことしたらあかんとい
うのが分からなかったので、単純においしいもの
を作ったらいいのかなという考え方でした。

（中野）喧嘩とかにならへんかったんですか？
（取締役）主人の方が和菓子に関しては詳しいです

し、歳も上なので、主人が病気するまでは私も「そ
ういうもんか…」という感じで大人しくしてまし
た（笑）それまで主人は一人で何でもできてしまっ
ていたので、自分で何とかなるだろうという感じ
で思ってたと思うんです。でも、病気して脳みそ
取っちゃって、少し能力が落ちたので、いい意味
で人に頼らないと何もできないということに気づ
いたようです。私にも頼らなあかんし、従業員の
人にも頼らなあかんという状態が生まれたのは、
それはそれで良かったと思うんです。主人にとっ
ては、ヨガと脳みそを取ったというのが良い転機
になったと思います。

　　その後、パリでシェフパティシエをやってた女
の子が和菓子職人になりたいと言って、たまたま
私と縁があってうちに来てくれました。彼女は、
とても勉強熱心で、洋菓子職人として培ってきた
センスもよかったので、半年後には『Satomi 
Fujita by KAMEYA YOSHINAGA』というブラ
ンドを立ち上げました。そのブランド立ち上げが、
大きな第一歩でしたが、まぁまぁ勇気が要りまし
たね。（笑）社内でも、「そんなん藤田さんやめた
らどうするんですか？」とか「そんなん亀屋良長
がやるんですか」みたいな感じでした。でも実際
やってみると、意外にお客さんは好反応で、年配
の方でも柔軟に「へぇーこんなんやってはるんや
ね。頑張ってはるんやねぇ」という感じだったの
で、始めて良かったと思いました。

＝次月号に続く＝
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