
自己紹介リレー
ばくだん酒場　りんちゃんからは…

ベッチャーの胃ぶくろ　川崎拓実（たくみ）

 
 

ベッチャーの胃ぶくろ　キミちゃんからは…

拾圓ポッポ　上原裕司（ハラへった）
村長・与っ作の農業通信コーナー村長・与っ作の農業通信コーナーいえい！みたいな～いえい！みたいな～

 

あなたもわたしもバカバカバカバ河馬？飲食馬鹿ばっかりのいっとく大好きになって☆～の号　平成20年(2008年)２月1日第1２号発行

 

一月は「行く」二月は「逃げる」三月は「去る｣（堀田コラムから抜粋）って事で今年も始まり早
一ヶ月。全店の今年の目標決めちゃいました！！遅い？ってそんな事は無いのです
決めたその日から即実行。みんな目標めざしてやるっきゃナイトｂｙ近ごろ福嶋啓介ことフクスケ君

１月のミーティングで各

店の目標をみんなで決定

しました！この場を借り

て皆様に発表致します。

各店店長を中心にそれぞ

れ掲げた目標を実行して

スタッフ、お客様を巻き

込んで尾道、松永、福山

をぶち元気にするどぉ！

また今年は尾道の田舎に

「村」を創る予定なので

詳細が分かり次第このい

っとく新聞でスッポ抜い

ていくんで楽しみに待っ

ておいて下さい。よい知

恵、よいアイディアなど

ございましたら各店スタ

ッフや大将山根まで知ら

せてやってくださいッ！

今年も一年各店目標を掲

げてぶっちぎるぜぇえ。

  

スノボーツアーメンバー募集中！
お客様からスタッフまでドンと来い！

初心者・玄人関係なし

夢の銀世界が俺たちを待ってるぜ

べっちゃー（自称・プロボーダー）山根広大

尾道・ベッチャーの胃ぶくろ

武士道

福山・拾圓ポッポ

楽！！

大将・山根浩揮

あたりまえの事をあたりまえに

尾道・やまねこカフェ

優しさあふれるカフェの追求

松永・あかぼし

今本当に恵まれている自分が源になる

尾道・いっとく

自分と現状に甘んじない常にレベルアップ

尾道・たまがんぞう

安心

福山・ばくだん酒場

ぶち継続

ばくだんに入ってもぅばくだんに入ってもぅ三年三年
がたちました。初めてしたがたちました。初めてした
バイトでこんなに続くとはバイトでこんなに続くとは
思ってませんでした。この思ってませんでした。この
三年間で何度もやめよぅか三年間で何度もやめよぅか
と思ったことはあったけどと思ったことはあったけど
ここまで続けられたのは、ここまで続けられたのは、
ばくだんのみんなが優しくばくだんのみんなが優しく
、楽しくバイトができる環、楽しくバイトができる環
境だったからだとおもいま境だったからだとおもいま
す。毎日楽しくバイトがです。毎日楽しくバイトがで
きてよかったです。ありがきてよかったです。ありが
とうございました。これかとうございました。これか
らは出産といろいろたいへらは出産といろいろたいへ
んなことだらけですが、がんなことだらけですが、が
んばっていきますんばっていきます(^o^)/(^o^)/

うたちゃん卒業おめでとううたちゃん卒業おめでとう
高校生だったのが祝成人！高校生だったのが祝成人！
子供大好きのうたちゃん！子供大好きのうたちゃん！
いいおかぁさんになってねいいおかぁさんになってね

ば く だ ん 酒 場

土 井 詩 子 （ う た ち ゃ ん ）

いっとくを卒業する仲間からメッセージです。

 

いつもニコニコ与っ作です。さて2008年の与っ作テ

ーマは「地球と仲良く、できることから始めよう」で

す。一冊の心うたれる本を紹介します。この「ハチ

ドリ物語」は、南アフリカの先住民に伝わるお話で

す。森が燃えていました。森の生きものたちはわれ

先にと逃げていきました。でもクリキンディという

名のハチドリだけはいったりきたり口ばしで水のし

ずくを一滴ずつ運んでは火の上に落としていきます

。動物たちがそれを見て「そんなことをしていった

い何になるんだ」といって笑います。クリキンディ

はこう答えました「私は、私に出来ることをしてい

るだけ」現在、地球上ではたくさんの大きな環境問

題にかこまれています。与っ作はまずは今の地球の

環境問題をもっと知り、そして自分たちに何が出来

るのか考え、できることからできる限り楽しんでお

もしろおかしく笑顔で取り組んでいきます。笑いは

地球を救う一人より二人、二人より三人…できるこ

とから始めよう。

毎度です。たまがんぞうで久々のキッチン楽しんでおります。自分は楽

しんでいるものの、若干暴走する自分に日々反省！？たまがんぞうのみ

なさんごめんなさい・・・北川先生に教わったとおり、料理中ものを混

ぜるときはすべて右まわりに徹しておりますけん・・・さて、たまがん

ぞうオープンを機にただいま、我が故郷因島の和六農園さんからレモン

、冬ダイダイなど仕入れさせて頂いておりますが、そんな中、島育ちの

僕にとってなじみ深い柑橘が実は世間ではあまり認知されていなかった

ので今回は地元柑橘プチ講座いたします。今月から入荷の柑橘「はるみ」

はるみちゃんは「ポンカン」と「清見」の交配種。って言ったら「清見」

って何だ？って話よね？「清美」は「温州みかん」と「オレンジ」の交

配種。「清美」はみかんのように手で皮がむけ、みかんの甘みとオレンジの酸味のいいとこ取り

したジューシーな柑橘で、「はるみ」はポンカンの香り高い部分を残しつつも、清美ジューシー

さを引継ぎ、コクのある果汁の柑橘、なんで、サワーなんかに入れても味負けしません。ちなみ

に「はるか」って柑橘もあるけどわかんなくなるんでやめときます…なんだか似たような名前だ

から認知されないのか？柑橘の味の説明が難しいから認知されにくいのか？よく分からんけど、

まー食べれば分かるし、少しでも地元食材をみんなに知っていただければうれしいなーなんて思

っております。たまがんぞうではかなり野菜にしてもかなり因島びいきのところが否めませんが

、自分的には来月あたりからは瀬戸田びいきなお店になってくる予感がします。ねぇーヒロさん

！！         今月の一押し「土佐　鰹の酒盗」　

見た目はこわぃ、話をしたら「腹へった」、お酒は弱ぃ、ラーメン大好き

ゆうじサン。そんなギャップが大好きです。あんまリ話をするきっかけが

なぃから、まだまだ知らない事だらけ、だからこそ探っていきます☆仲

良くなリたいプロジェクト発動！！！

べっちゃーのハニカミ王子たくみくん、飲みに行くたび変な絡みでゴメ

ンナサイ…なんか絡みやすくて…まだ一回しか一緒に飲んだことない

のに友達ヅラしてます！今度またカシオレの会する時は必ず声かける

からゼヒ参加してね！！

番頭ケンゴの旨いもんは俺にまかせろ！？番頭ケンゴの旨いもんは俺にまかせろ！？



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　今年もはや２月「１月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は行くで２月は逃げる」

であっという間に春がやってくるぞ！んな感じで今月号もいってみよう！さて今回は焼酎に

ついての素朴な疑問！今いっとくでも様々な焼酎があるけれど、その銘柄によってその味わ

い香り…色々な違いがあるよね。同じ芋を作って同じ米を使っても「違い」があるのは何故

だろ？調べてみると「高級脂肪酸」という味の源をろ過方法やろ過紙の種類によって取り除

く量を変えるのが大きな味の違いになるんだって。又、その酸は「黒糖や芋焼酎」に多く含

まれて「麦や米の焼酎」にはほとんど含まれてないから「芋焼酎」独特の味わいはこの酸の

おかげらしい！世界の他の蒸留酒でも他に類がないのだ、なんやらむつかしい言葉があるけ

れど、その蔵、銘柄に込められた「想い」は直接蔵に行って作り手さんに聞いてみるのが１

番だっちゅうことで今月中旬にも宮崎、鹿児島に行ってくらぁ！！その「メカニズム」「手

法」を超えて作り手さんの「熱き想い」が生できけるはずや！また来月のこのコーナーでそ

の様子は報告するぜ、夜の鹿児島「だれやめ」で「よか晩！」焼酎でカンパイかぁ！

キ ラ リ と 光 る ！ ？ ふ く す け のキ ラ リ と 光 る ！ ？ ふ く す け の
　 　 本 気 の 読 書 お す す め し ま す ！ ！　 　 本 気 の 読 書 お す す め し ま す ！ ！

お知らせお知らせ ■いっとく新聞は今月で一周年を迎えます。い■いっとく新聞は今月で一周年を迎えます。い

っとくホームページでバックナンバーをアっとくホームページでバックナンバーをア

ップしています。そちらはなんとカラー版ップしています。そちらはなんとカラー版

！！ぜひチェックしてみて下さい。■いっ！！ぜひチェックしてみて下さい。■いっ

とく新聞へのご意見・ご感想お待ちしていとく新聞へのご意見・ご感想お待ちしてい

ます。ます。

　　　　ittokunews@yahoo.co. jpi t tokunews@yahoo.co. jp

馬鹿大将の
阿呆な子ラム

発行元　有限会社いっとく　尾道市西土堂町1-10　℡0848-24-1109　www.ittoku-go.com

 

 

    

 

■編集後記■

アメリカの同時多発テロの死者とイラク

での米兵の死者が約同じになっちゃいま

したね…何が正義かわからなくなってる

編集長です。話はかわって二年前まで続

いていた「沼隈ロックフェスティバル」通称沼ロックを復活させようかな

ぁなんて考えています、少し前に大将に相談したら「尾道でライブハウス

やっとるおもろいやつと知りあったけぇ尾道でやったら？」と話を聞かせ

てもらってそれもいいなぁと、まだ外が寒くならない時期と考えておりま

すんで興味のある方は編集長まで連絡ください！うちの大将もバンドやる

気まんまんなんで出演お願いしよーかなぁーと、ついでに出資も…（笑）

皆さんも呼びたいバンドとかいたら教えて下さいねぇ！なんらかの形で実

現させる方向でいきまっせ！目指せ「おのロック」！★ユウヤナカハラ★
拾圓ポッポの雪小僧　けんた作

「堀田団長の酒探訪」コーナー「堀田団長の酒探訪」コーナー

１１日　越智　陽平（ようへい）

Happy Happy BirthdayBirthday
たまがんぞうにやってきたニュウカマー☆未来のロックスターめざし

日々修行中。マスター悲願のいっとくバンド結成か…！？

たくさんのスタッフの中、ひと

りっきりってめっちゃついてる

ついてる！！バンドしようや！

　ぶちくさらぁめん本店　ぶちくさらぁめん本店

２月限定２月限定「一期一会らぁめん」は…「一期一会らぁめん」は…

　　　　　　　　『牛鶏ソバ！』『牛鶏ソバ！』
１７時から数量限定販売一杯ナント１７時から数量限定販売一杯ナント時価！時価！

笠岡町川北４－１５　℡０８４－９２１－７２２２

えぇ～
アッキー
マジでぇ～

　　　　　　　　みなさん～！プリケツさまです。家内に内緒で「エイリアンVS

　　　　　　　　プレデター２」観に行ったのがばれて、「男の人は自由でいいよ

　　　　　　　　ね…」と プレッシャーをかけられてもGO～イングウェイってる

　　　　　　　　阿呆根です…それが何か！？ 10年前にいっとくがまだ古着屋

　　　　　　　　をやっていた時のこと。坂口恭平という汚げな風貌の若い男が

　　　　　　　　うちの店に現れた。よく話を聞いて見ると、彼は５０CC のスー

　　　　　　　　パーカブで熊本から東京へ行く途中で台風にあい、 尾道で立

　　　　　　　　ち往生していた所、いっとくが目に止まり、立ち寄ったという。

こりゃーおもろい奴だ！という事で、意気投合し、その日は初対面にして焼肉を

ご馳走してやり、２日間、尾道でもてなしてやった。 何年かたって、相談がある

というので久しぶりに逢ってみたら、「これから本を出版したい！サンプルを見

てくれ！」という。 俺っち、それを見て、「こんなん売れるにキマットルじゃろ～

！」って適当に言ったらホントに奴、本出版しちゃった！ その名も『0円ハウス』

というヤバ本。それから奴、特に海外で人気出ちゃってね。遂に絵なんか描いた

りもしちゃって、世界中で個展して 『カナダからお前の絵を買いに来た！』とか

言う外国人コレクターまでいるそうだ。（そうそう、今月16日から広島現代美術

館で個展らしい！要チェキ）んで、 去年奴の東京のすみ家に泊まりに行った時

の事。朝からPCの前でえらい興奮しているので「なんじゃぃ」とよく聞くと、堤

監督（トリックetc）から連絡あって「その話おもろいから映画化したい！』って

さ！熱意は伝わる。って、阿呆の極みや！ マァ、ワテらも、てんつくマンとは盛

り上がるわ、2月は立志会にてバグジーの久保社長をお招き出来るわ、ばくだん

にリリーフランキーは来る来る言うてこんわ…ツイてるわぃ！ さすが今年のい

っとくテーマの「 あたりまえの事をあたりまえに！」じゃ。初っ端から飛ばして

ますダ！ ただ、ウォシュレットも当たり前になっとる昨今、男子は当たり前に

『ビデ』なんて使わんようにな…プリケツさまで湿め！

■所属　尾道・たまがんぞう

■担当　厨房・なんでも焼きます

■名前　碕木茂樹（サキギシゲキ）

■愛称　トトロじゃないよシゲキだよぅ♪　しげちゃん

■特技　けん玉　MYけん玉持ってます

■自己PR　甘味が大好き！いつもたまがんぞうの

スタッフに甘味と元気をわけて頂きながら頑張っ

てます。たまに伝票と一緒に落ちてくるおやつが

僕のテンションをさらに上げてくれます。旨い料

理とあま～い甘味(*v*)/ダブルで召し上がれ！！

■所属　福山・拾圓ポッポ

■担当　厨房・炎の中華

■名前　小林裕始（コバヤシヒロシ）

■愛称　ほんとは名字でコバヤシ…でも　ひろっさん

■特技　バスケ　あと裕司さんに驚かされる事

■自己PR　得意の中華で鉄板料理の引き立て役の

メニューを考えていきたいと思ってます。ポッポ

に入って一ヶ月、最近は魚に興味があり、刺身な

ど和の料理も覚えていきたいです。今年から新た

に身を引き締め初心の気持ちでがんばるでぇ～！

店長だよ!
全員集合!

新入社員いらっしゃ～い！

いっとく　三浦店長

 

やまねこ　馬渕店長 ぽっぽ　上原店長

あかぼし　松原店長

ベッチャー　大塚店長ばくだん　陶山店長

たまがんぞう　川野店長

３日ハセツブン
オレ鬼ヤク。
ミンナオレニ豆
ナゲル。
１４日、バレンタ
イン。オレノタメ
ニミンナチョコモ
ッテクル。
グフェフェフェ♪

 
 酒じゃあ～

酒じゃあ～

酒持って

こ～い

2月は

新酒じゃあ～

今月は、おばん

ざいに力を入れ

てやっとります。

カウンターに、

あかぼしスタッ

フの愛情の逸

品たちが並ん

でまーす!!まだま

だ寒いのでお燗

酒とドゥ？？

笑顔満天!! 

バレンタインは
やまねこで！！
愛情たっぷりチ
ョコレートケーキ
をご用意してお
待ちしています
☆ 山猫マーク
のホットココアも
おすすめよ！

本格的に新酒の

時期がやって来

ます!!酒の肴とも

に・・・。今年は去

年以上に気合い

をいれて新酒を

しいれたいと思

います!!乞うご期

待!! 

沢山のお客様と
愉快なスタッフ
に支えられてオ
ープンしてはや
１ヶ月が経ちまし
た!!今年も一年
成長あるのみ!!
しげちゃん共々
宜しくです!!　

久しぶりに観た
ロナウドは林家
三平でした。
久保のサンフレ
復帰、チャンピオ
ンズリーグ、ばく
だんで応援して
みては？！

〆鯖王子！亀田のこれ飲んでみて〆鯖王子！亀田のこれ飲んでみて

僕のオススメは濱田屋伝兵衛

さんの「伝」です！初めて見

学に行った蔵っていう思い入

れもあるのですが、それより

も肴の味を邪魔しないスッキ

リとした飲み口が僕の得意な

しめ鯖と相性抜群なんです！

是非ばくだん酒場でドウゾ。

 

　　　　　　　　　　　どぉ～もぉ！一ヵ月ぶりのお元気

　　　　　　　　　　　さまです。最近メッキリ本を読む

　　　　　　　　　　　事が多くなったいっとくの朝礼番

　　　　　　　　　　　長ことフクスケです！さっそくで

　　　　　　　　　　　すが、この度のおススメの本は「

　　　　　　　　　　　名言セラピー」！聞いた事のある

人も多いかもしれませんが、この本はなんと３秒で幸せに

なれる本なのです！３秒で何が変わるのか？それは、見方

！同じ状況にも関わらず、嘆き悲しむ人がいる。同じ状況

にも関わらず、楽しくて喜ぶ人もいる。どう見るか、どう

受け止めるかで人生は変わる！どう見るか、どう受け止め

るかは自分次第！…なら人生が楽しくなる見方をしたいと

思いませんか？ということで、そんな見方が身に着く本な

のです。１時間で読めます！１２００円で買えます！絶対

読む価値アリです。「幸せは…なるものではなく、気付く

もの！」それでは、また次号までに読んだ感想などあれば

あかぼしまで心よりおまちしとります！
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