
次ページへワクワク様です。

今年も笑顔満天やったります！よっしゃ今日もいい日だ～ご飯がうまいぞ！初日のでぇ～～～号　平成22年(2010年)1月１日第35号発行

２０１０年ガオォ～年男の登場だぁ～！大将・番頭２
人揃って猛虎突進！今年もいっとく元気いっぱい、
ええ顔いっぱい、幸せおっぱい共有します！おっぱい…？

怖れるな怖れれば怖れる事がやってくる。とキリストさんは言っています。人生は苦しいものでは
なく、人生は「楽しむためにある！」と僕は信じています。「お客様」をはじめ、「業者様」

も、「地域」の方々も、「家族」も・・・そして、「自分達」も楽しいなぁ～ってね。

　新聞が出る頃には新年あけましておめでとうございま～す。居酒屋甲子園の忘年会　　　で無理やりフ

リチンにさせられムッとした・・・まだまだ未熟者なワテ。歳のせいか、だんだんフ　　　リチンに対し

て拒否反応！？が付いてきた私です・・・が何か？

　さて、去年一年間、天下ばしオープン、百菜オープンとなんだか後半ぶっちぎり　　　　の本当に色々

あった年でしたね。なんだかんだで１００年に一度といわれる不況の最中、ワテ　　　　　達いっとく軍

団は「心」だ　　　　　　　　　けは不況に食い尽くされんぞ　　！なんて、　　　　　超ポジティブ

な感じで、　　　　　　　　　　　　今回の大きな不況を「大　　きな学び　　　」として成さ

せてい　　　　　　　　　　　　　　　　ただこうじゃありませ　　　　んか。不　　　　況を「逆境」

と例える　　　　　　　　　　　　　　　ならば、逆境に打ち勝つ　　　　！とい　　　　うイメージよ

りも逆境　　　　　　　　　　　　　　　　を「受け入れる」　　　　　　　　事が大切じゃ

ないかと　　　　　　　　　　　　　　　　考えています。まどわ　　　　　　　　　　　　されない！

ってのが大　　　　　　　　　　　　　　　　　　　切ですね。どチャン　　　　　　　　　スです！本

物は続くん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　です。続く

のが本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　物！とも言

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　えます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　それに

は学　　　　　　　び続け、変わり続けなけりゃあきまへん！「変化」こそ

「成長」でしたよね。それも、「あたかも自分で選んだかのごとく・・・」です。

　心技体・・・最近よく口にだす言葉ですが、少し語ります・・。「心」は人間性、「技」は料理やお酒

の知識など・・・、「体」は社会人としてのマナーや健康な身体ですな。特に心は大切です。いくら美味

しいお酒や料理があろうとも「心」のないモノやコトは長続きしないからです。めちゃくちゃ美味い料理

をつくっても、お客様に提供する際、ダルそうに「ドンッ」なんてテーブルに置いたりしたらもぅ台無し

ですよね。お客様は、いわゆる「トチ切れ状態」。心って見えないけれども相手は感じているんですよね

。仲間同士でも人間関係において一緒ですね。どうやら本格的に心の時代がやってきたような気がしてい

ます。どんなイメージかというと、つまりは「目に見えない・・・もしくは見えにくいも
の」を大切にする時代ではないか？と。例えば、お客様が何を考え、何を望んでいるか・・・なん

て事は口で伝えてもらわなければわかりにくいですよね。じゃあ「言って下さいよ～わかんないじゃない

ですか～」なんて言えるわけないし。「感じる時代！」の到来ってトコですね。

直「感」、「感」動、「感」謝・・・我々の出番なんですよ！（勝手に得意分野）

「感性」がモノをいう時代です。去年のテーマを覚えていますか？

　　　　　　　　・「挨拶」＝知らない人にでも

　　　　　　　　・「靴を揃える」＝誰も見ていないところでも

　　　　　　　　・「トイレ掃除」＝素手で、家でも

・・・・でしたね。よくよく考えてみても、素手で掃除しようが、靴を揃えたところで結局何かの役に立



つ・・・いやそれで売り上げが上がるなら苦労しまへんわ～。なんて現実的に考えたかもしれません。い

やいや案外そんな事もないっ！なんて思うんですよね。そもそも感性を磨くって解かりにくいしどうすれ

ばいいんですかねぇ。

　よく言ってる事ですが結局「人柄」が人生をバッチリ決めてくるもんですからね。素直さが大事。

しょ～もない小さなプライドは捨てて・・・飲食馬鹿、飲食阿呆って実践あるのみ。 いいこと言っ
て、いいことやって、いいこと思って「ええ奴になる！」ってね。

いいこと「思える」人間になるってのはそりゃ大変ですよ。

大きく変わるから「大変！」ってな感じか。どうやって売るか！ってのもいいけど、「どんな

心で売るか！」が大切って事なんです。お客様にしてもお店決める理由は、「あの人に逢いたい」「あの

人の料理を食べたい」とか、「なんかあの店にしようか・・・」なんて、直「感」的に決めちゃって

るケースも多いと思うんですよね。

だからこそ「頭に浮かぶ！」そんな店、ひとりひとりがそんな「人間」になる事を目指そう！ 会社に依存

でず、自分で考えて自ら動く・・・あたかも自分で・・・・・ネッ。どんどん参加しよう！やった人間に

しか実感出来ないんですよ。もしひとりひとりがそんな頼りにされる人間になったら、いっとくＧを見学

しに全国から人が押し寄せるコト間違いないっ！あぁっ、行列でお店に入れなくてお客様にご迷惑をかけ

てしまう・・・どうしよ！なんてね。あっ、ホンマに美味しい料理やお酒、接客なんかも、もちろんバッ

チグ～での話ですよ！

今年はキム姉のピザ屋か！？ケーキ屋か・・・「キムラハット」（仮称）オープンを皮切りに、「楽農会

」の本気農業が始動＝７反（2000坪以上）とかお借りして健康米をつくる計画や、ここではじめて発表し

ますが、「焼き鳥」をワテ自身が串打ちから炭焼きまで本格的にどっかでやりたいな・・・なんて考えて

います。「よっしゃ～ワテがやったるでぇ！」っていう気持ちがメラメラと燃えあがってき

ているんですね。ひとりひとりが気づき、考え、行動する・・・ひとりひとりのエネルギーが大切です。

ってなワケで今年は「あたかもお金にならない無駄と思えるようなコトを一笑懸命
に顔晴った人」を評価していきたいと思いま～す（パチパチパチ）例えば田んぼや畑にしたって、

なんだか趣味なんだか何したいんだかよく分からないとか・・。「土嚢の会」なんてホンマいい例ですね

。まったくもって「ただ運ぶのみ！」って、アホの集まりとしか思えないし（笑）まぁ、そうやって一年

近くやってきて、間違いなく少しづつみんなが「ええ奴」になってきてる実感はあるんですけどね。みん

なはどうですか？こんな一見意味のないような事が「自立心」を育むことになるって信じてるんです

ね。なんだかんだで夢は尽きませんが、とにかく「人に喜びや希望を与え続け」られる、

「皆様に愛される会社」創りをこれからも楽しんで挑戦し続けていきましょう。

冒頭のみ～んなが嬉しい「５方よし」の精神で・・・（自作）有限会社いっとく代表取締役山根浩揮

祝！たまがんぞう２周年祝！たまがんぞう２周年祝！たまがんぞう２周年
昨年１２月１２日で尾道渡し場たまがん

ぞう２周年を迎えることができました～

支えて下さった皆様に感謝を込めて板場

　　　　　のヒロシより全お客様ににぎ

　　　　　り鮨を大サービス！！！タカ

　　　　　オフラワーブティックさんと

　　　　　いっせいのお母さん、真寿美

　　　　　さんからきれいなお花も頂き

　　　　　ました。そしてオープニング

　　　　　スタッフで今は卒業した「や

　　　　　　　　　な・しゅん・とーる」

　　　　　　　　　も一日限定で復活！

　　　　　　　　　みんな大人っぽくイ

　　　　　　　　　ケメンになってまし

　　　　　　　　　た～☆与っ作さんも

　　　　　　　　　…？おかえりなさ～

　　　　　　　　　い。また来年、３周

　　　　　年までたまがんぞうスタッフ

　　　　　イチガンとなり顔晴りますの

　　　　　で皆様よろしくお願い致しま

　　　　　す。本当にありがとうござい

　　　　　ます！！！感謝

　　　　　　　　　　たまがんぞう一同



２０１０年、明けましてお芽出とうございます。今年も楽農会、与っ作共々よ

ろしくお願いします。さてさてお待ちかねの与っ作２０１０テーマの発表です

～。えっ！待ってない…うそ～ん！わお～ぅ！待ってなくても言っちゃうよ～

。今年のテーマは、ズバリ『楽農革命』です！ナウい感じで言うなら『楽農Ｒ

ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ』略すなら『農ｒｅｖｏ』ってことで！それはさておき、

革命とは「大規模な変革や変動」を表す語でまさに今年の与っ作のテーマにピ

ツタリです。まあ簡単に言うなら、今年は本格的に農業をやっちゃうよ～って

こと。自分がやってる事がきっと我が社いっとくに新しい風を巻き起こすに違

いないと確信しております。米づくりも今年は更に田んぼを増やして各店舗で

使用する一年間分のお米を栽培していく予定。他にも…出来ることは無限にあ

り、想いは∞（ムゲンダイ）にある。カッコ良く言い過ぎたか、俺！まあ、や

るよ、見といて！そして楽農会の理念『自然や農を通じて、感動を体験し、感

謝の心を育み伝えていく』もリニューアルし、ＮＥＷ理念『感じろ～！』の一

言に。わかりやすいし、覚えやすいし、なんか歌にしてやろうかとも考えとり

ます。とにかく今年も感謝の心を忘れず、常に謙虚に己の心を耕し続けて、農

を通じて人の心を育てる農育者を目ざして、力強く馬鹿をして、優し～く阿呆

を出していこうと考えてる革命家与っ作＆カ・ン・ジ・ル・楽農会をＹＯ～チ

ェキラ～！よっしゃ今年もいい年、感謝します！

いっとくファームへＧＯ！！～芋掘りの巻き～

昨年１２月８日に行われた、いっとく農園の芋掘り。ゆうぢ・こうた

ん・ひろっさん・みっちゃん・そうた・ひろさん・じげん・はぁさん

・耕っ作・友っ作・活っ作ありがとう～！さつま芋・人参、大根収穫

しました。自分たちで育てて、自分たちで収穫して、料理して、お客

様に食べていただく。間違いなくお客様に喜んでいただけるはず～。



番頭ケンゴの
番頭ケンゴの

ちょっちょっちょっとちょっちょっちょっと

うれしくな～い？うれしくな～い？

このこの話

　　　　　　　　　最近、燗酒ハマってる岡野賢吾です。相変わらず、夜な夜なアルコールを求めて徘徊

　　　　　　　　　している私ですが、実はたまに真面目に飲むこともありまして、最近ひそかに日本酒

　　　　　　　　　のお勉強もしております。きっかけは僕が飲食業の先輩として尊敬している広島の兄

　　　　　　　　　貴分「Ｋ氏」との日本酒談議から。造りの話からお酒業界の歴史など、なるほど～と

　　　　　　　　　感じるところが多く、飲む楽しみがまた一つ増えました。確かに、最近、食べ物にし

　　　　　　　　　てもお酒にしても好みが変わってきたし、いい機会なんで改めてちょっと意識して飲

　　　　　　　　　んだり食べたりしてます～（Ｋ氏おススメの日本酒バイブルをご紹介「純米酒を極め

　　　　　　　　　る」著者　上原浩「世界一旨い日本酒」著者　古川修　＊結構偏った本ですが（笑）

　　　　　　　　　相当勉強になります～Ｋさんありがとうございます～）酒にしてもなんにしてもそう

　　　　　　　　　ですが支持されるには理由がある。お店にしてもそうで、以前コラムに書いた「吉田

　　　　　　　　　類の酒場放浪記」に出てくる下町の酒場なんかはいい例で何十年もお客さまに支持さ

　　　　　　　　　れ、お客さまが店を作り上げていってくれる。あるお店は暖簾をお客様が何十年もく

　　　　　　　　　ぐり、暖簾のお客様がくぐる部分だけかけちゃってたりする店もあったりして…名物

　　　　　　　　　料理って言われるものもそうで、お店側が意図しがちだけれど実はお客さまが作り上

　　　　　　　　　げてくれるもんで、「あれつくってよ！」の一言が何十年も続いて名物料理になる。

　　　　　　　　　名店って言われるお店もそうで、名店だからお客さまが来るのではなく、お客さまが

　　　　　　　　　そのお店を名店として作り上げてくれている。評価されることもあるでしょうが、何

　　　　　　　　　十年しっかりと支持され続けて名店となっている。当たり前のことですけど、すごく

　　　　　　　　　大切なことだなと…僕の中での飲食店の基本は「あそこに行けばあの人がいて、あそ

　　　　　　　　　こに行けばあの味が味わえる」です。この想いというかテーマはずっと変わらず思い

続けていますが、見方を変えたらもっと面白いこともできるし、大切なことにも気づけるな～と…いっと

くの理念は「人場味絶えない店づくりで日本をぶち元気にしよう」です。「元気＝活力」みたいなイメー

ジですね！元気（活力）が生まれ続けるお店にし続けていく。今年も、この理念を胸に、感謝し（返謝し

）伝統を守り勇気を持って革新していきます。最後になりましたが、明けましておめでとうございます。

いっとくの仲間、そしていっとくに関わるすべての皆様、本年もよろしくお願いします。

空手道秋季練成大会空手道秋季練成大会空手道秋季練成大会空手道秋季練成大会

いっとくに格闘ブーム到来！？昨年１１月１５日に福山にて行

われた「空手道秋季練成大会」に参加したのはばくだん酒場店

長、陶山竜。天下ばし料理長、小林裕始。ぶちくさらぁめん本

店、石井将浩（ぜんじ）の３名。サポートとしてばくだん酒場

上原勝博も同行。トーナメント戦で行われるこの大会…なんと

初戦の相手は「陶山ＶＳ小林」試合前の陶山店長…勝君のサポ

ートで平常心で試合に挑みます。天下ばしヒロ、こちらも勝君

とウォーミングアップ！！試合開始（ブログにて動画配信）２

人とも今回が初挑戦とは思えないケリと技が炸裂！！結果は？

？？小林裕始の勝利！この後準決勝まで進んでなんと２位にな

りました～凄い！！そしてぶちくさらぁめん本店のぜんじ君。

やさしそうな見た目とは裏腹にいやいや強い！！！なんと３位

入賞です！ばくだん勝君は参戦ならずともサポートしっかりし

てました～ケリもお見事☆くらったケリと拳で身体はボロボロ

だけどココロは晴れ晴れ！！キッズたちと一緒にお互いの健闘

をたたえあうのでした～ 福山市笠岡町４－１５　℡０８４－９２１－７２２２

６５０円

ぶちくさらぁめん本店１月限定「一期一会らぁめん」は…

味噌らぁめん
ぶちくさ流

お年玉企画！
「いっとく新聞見たよ！」
と注文時に言うとなんと
味噌らぁめんが６００円に～



山根広大の山根広大の
呑みごろ釣られごろ呑みごろ釣られごろ
山根広大の
呑みごろ釣られごろ

やって来たぜ来たぜ絶好調の冬が☆

この為に夏から脂肪を蓄えて、雪山

にこんにちは！今年もお世話になり

ます！あっ、スノーボードの話です

☆僕のボードの師匠は、今、北海道

のニセコに移住して行き先シーズン

久しぶりに一緒に滑ったら一緒に住

んでたときより更にご機嫌な滑り見

せられてちょっとジェラシ～負けら

れへん☆まぁ俺より大分上手いけど

・・・今年こそは皆で滑り行きまし

ょうよ☆もしかしたらカモシカに会

えるかもしれんよ☆いいことあるか

もよ今年初滑り一発め毎年一発めに

必ず雪がふる！今年も降った～よ～

し幕開けじゃあ～！！！

タイムマシンデ
　イットク　　
　ホーリー

　　　　　　　　　　　　　えぶりばでぃ！明けましておめでとう！今年もホーリーコ

　　　　　　　　　　　　ラムを宜しくお願いします！寅年の今年！タイガース頑張っ

　　　　　　　　　　　　てくれよ！さてさて新春最初の話題！みんなは「サーカスが

　　　　　　　　　　　去ってしまうと淋しい」って感じた事ない？ついこの前まで、

　　　　　　　　２ヶ月に渡って開催されていた福山のある大きな公園で張られていた

　　　　　　サーカスのテント。最終日の２日後にはほぼ前の更地になっていたものね

。今回、自分でもサーカスを見に行って賑わいを体感しただけに余計にセンチメンタル

な感覚なんだなこれが！あるはずの、ずっとあったものが、突然無くなった時の空虚感

。いっとくでも過去には、「９２４」「拾圓ポッポ」がそうだったが、店自体がなくな

った！これはただ、単に淋しいとかいう問題ではないけれど、ホーリーが今回感じたことは、「人にせよ

、物にせよ、やっぱ今存在すること自体がスゲー事なんだって」いやーなんか今回は「なくなった話し」

で暗い？？そんなこっとはないぞ、やはり今年一発目だし今年の意気込み！「過去の事にも感謝！未来に

も、もちろん今も、人にも物にも感謝して一所懸命にやるぜっ」って事を言いたかった！あれっ！新年号

を意識し過ぎのあまり、硬いなあ！いつもの爆笑するところがな～い！「違うか？」ホーリーコラムも気

が付いたらなくなっちゃわないように、みんなしっかりチェックして応援してくれよな！世露紫久！バイ

バイ！哀愁デイト！！また来月ね！

Happy Happy 
Birthday

１４日　長谷川　奏子（カナコ）

　２日　小林　義治（与っ作）

よく笑ってよく飲んでたまに暴れちゃったり…（笑）周りに
ハッピーな渦を巻き起こすばくだんのマイフェアレディ～♡

１４日　志水　邦明（ジゲン）

最強のキャラクターと笑顔を持ったあかぼしのスーパールー
キー☆子供服ＰＯＴＡＲＡデザイナーで優しいお父さんです

人なつこっさでたまがんぞうのお客様のハートをわしづかみ
卒業までには言葉づかいも大人の女に…「これダメっす？」

お笑い「よっさん会」初の女性メンバー。ポニーテールをは
ずませながら軽いフットワークで百菜を元気に動きまわる！

いっとく楽農会の村長兼いっとくお笑いプロデューサー。真
剣なネタ合わせで繰り出される「笑い」はスベリ知らず！？

１８日　熊田　美咲　　（みさき）

１８日　松本　栞　　（しおり）

１８日　中濱　真理子　　　（まりちゃん）

面倒見の良さはピカイチ☆姐御キャラ炸裂！！百菜ではみん
なをまとめる人気者。若さの秘けつ？はまりちゃんまでぇ～

１９日　小川　勝也　　（活っ作）

１９日　石本　綾子　（あやちゃん）

師匠与っ作にいじられて喜んでいたあかぼしの楽農家活っ作
も今や朝礼隊長に！でも酔うとすぐ寝ちゃうんだなぁ～(笑)

チャーミングすぎてドキドキしちゃう～（ｂｙメグリン）女
の子も恋に落ちちゃう？ベッチャー愛されキャラ殿堂入り☆

うまいお酒と大好きな音楽と楽しい仲間で休日を過ごす達人
酔うとかわいいキャラに変身するやまねこシスターズ長女！

２２日　船岡　希未　（ふにゃおか）

愛用の原チャリで鹿児島まで一人旅したベッチャーのイケメ
ンチャレンジャー！！酒を飲むと…男前が…フニャフニャ～

２３日　泰山　大地　（ダイチ）

めぐスメめぐスメの
本コラム(゚ -゚本コラム(゚ -゚ )

　　　　　　　　　　　　　　　｢ちょっとアホ！

　　　　　　　　　　　　　　　理論｣株式会社ヒ

　　　　　　　　　　　　　　　ューマンフォーラ

　　　　　　　　　　　　　　　ム代表取締役出路

雅明著。大将の話に出てくる出路さんの話といい、

この本を読んでうかがえる出路さんの人柄といい、

この前自転車で尾道を訪れて初めて逢った時といい

、とにかくハッピーな方。そこには、元気とやる気

とちょっとアホ！があるからなのだろう。スタッフ

さんのことも含め、最強アホ軍団！と宣言するヒュ

ーマンフォーラムは、魅力満載で目が離せません。

ＨＰも必見☆この本を読んでいて、世の中にとって

必要な肥料をたくさんたくさんまいている会社だと

感じたのはわたしだけではないはず。この本には私

自身想い入れがあります。ちょうど２年前に、たまがんぞうができて一階

を本屋さんにしようと、準備しているころ一番に入荷していたのはこの一

冊。オープンのころからずーっと本棚に並べさせていただいているこの本

は、きっとこの二年間ずっといっとく本舗を眺めていたはず。いろんな人

が出入りして、いろんな人がいろんな本を手に取る姿をずーっと見守って

くれている一冊なのです。そんな一冊を開くと、｢開き直りもいい！｣｢ちょ

っとアホ！｣｢子ども心！｣｢いたずら魂｣なんて笑えて楽しい話がいっぱい。

キリキリとした空気も、いつの間にかやわらか～い空気に。背中をポンと

押してくれます。２周年を迎え、また初心に戻り、ワクワク感いっぱいで

いっとく本舗２０１０年ありがとうでいっぱいの壱年の幕開け～ドドンッ　
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尾１００％尾道 ・因島　いっとくオリジナル

　　　八朔ドレッシング　５００円

　　　八朔エール　６００円
各店舗にて好評発売中です！！



昨年１１月３０日に尾道ふれあいの里へいっとくスタッフが大集合！！！第３回いっとく馬呆勉強会が行

われました～軽快な音楽とステップそしてＭＣが冴えわたる人気者が登場！そう、あかぼしの福永ちゃん

です！！司会はおまかせ～進行役は福永ちゃんといっとく三浦監督。勉強会のスタートです。やまねこ木

村女医とバイケンゴ助手による「食中毒とその原因」についてのプレゼンテーションから。賢吾さんのナ

ース服からのぞく生足が超セクシー！与っ作、活っ作、祭っ作、耕っさく、友っ作さんによる「楽農会」

と「金野先生＆みつき健康米」の方々によるプレゼンは金野先生の草笛の上手さにびっくり。はぁさん、

めぐりん、テラピー、かへぇ～ちゃん、さっちゃんがチアガールの衣装で登場した「女性自身」による「

最強のチーム作り」をテーマにしたプレゼンも！！会場が「いいねぇ～」の言葉でいっぱいになりました

～。堀さん、つかさん、はっし～ん「酒舞会」によるロールプレイング的な演劇スタイルのプレゼン。お

酒のオススメのしかた、接客についてをわかりやすく学ばせて頂きました。ヒロシ、ひろっさん、優太、

アニキ、勝くん、けんさん「紫式部」による料理に関するプレゼンはタンクトッパーヒロシの尾道ナンバ

ーワン情報、藤原アニキによるトラフグのさばき方の実演、天下ばし優太による身体をはった部位説明。

新和ビルサービスのサハラっちによる回収した生ごみの活用方法のプレゼンもありアルバイトスタッフに

よる「だちょう倶楽部」との共同調査や生ゴミから作った肥料で作る花壇や小麦などとても勉強になりま

した。たまがんぞう伊達ちゃんによる「いのちをいただく」という絵本の朗読があり、「まんぷく寿司」

のお弁当をみんなで頂き午後の部へ突入！！！サッポロビールの大塚さんと原口さんも参加！！それぞれ

の店舗に分かれて自店を改めて考えるコンセプトシートでみんな真剣に勉強タイム。そして各店代表によ

る発表タイム！！それぞれの店舗の個性がよく表れた発表の数々、ありがとうございます。普段はちがう

いっとくハイスクール2009いっとくハイスクール2009いっとくハイスクール2009



あつくもえた！いちにちでしたあつくもえた！いちにちでしたあつくもえた！いちにちでした

店舗で働いていて初めて出会うスタッフも互いを知り合う良いきっかけになりました。サッポロビールさ

んによる生ビール講習会スタート！！ばくだんの舞ちゃん、いっとくタニピー＆百菜さきっぽもおいしい

生ビールのつぎかたをしっかりマスター。最後はサプライズ企画！いっとく勤続１０年の３名を表彰～☆

松原多利！小学生から大将とは仲良し～９年かかってここまできました～。堀田健司！山根君から大将へ

呼び方は変わっても変わらない心の持ち主。岡野賢吾！永遠の同級生でよきパートナー！！いっとくをさ

さえてくれる専務です。大将からの賞状を手に感謝、感謝のありがと～（涙）そして怒涛の大運動会へ続

く…勉強会のぬくぬくとした室内から寒～い体育館へ大移動！！こっから本気の大運動会スタートです。

全部で７チームにわかれ、本気の障害物競争、本気の綱引き、本気のリレー、本気のドッチボール。司会

進行役はやっぱりこの３人。ええやつ部から天下ばし店長ゆうじ、ばくだん店長陶山、あかぼし店長中原

。下は１７才、上は４☆才までかなりの気合いが入ってま～！障害物競争では女の子も凄い勢いでマシュ

マロくったり～（激辛わさびとからし入りあり…）綱引きも改めてハードな競技だと実感…お山の大将広

大さんとＨＡＴＡＫＥの大将与っ作チームが奮闘！！手はしびれるは腰は痛いわ～小学生ぶりにみんな燃

えていました。本気のリレーはばくだんの勝くん率いるチームの圧勝！！！本気のドッチボールはいっと

く恵理ちゃんが根性見せてくれました。そして優勝したのは与っ作率いるくろすけチーム！！！メンバー

はいっとく恵理ちゃん、ベッチャーうっちゃん、ばくだんかなちゃん、天下ばしゆうた、たまがんぞうヒ

ロシ、あかぼしジゲン、ベッチャーハッシ～ンと与っ作でした～みんなよく顔晴りました！次の日は筋肉

痛と打ち身で仕事に支障をきたしましたが…また来年の勉強会まで走りこみ４６４９！みんなありがとう

次のページで勉強会にてみんなに書いてもらった作文をご紹介しています。読んでみて下さいね。



コミュ　柏原由和

夢は「美容を通じて尾道の人達をイキイキ笑顔になって

もらいたい」です。まず、コミュ、に来店して下さるお

客様に、ヘアスタイル、対応、居心地などで、満足して

頂きお帰りの時に笑顔になっていただく。経験をお知り合いに伝えていただき、喜

び、嬉しさを共有し、笑顔になっていただく。コミュの経営環境を整え、メンバー

満足、待遇アップし、メンバーさんの家族、周りの人も笑顔になっていただく。メ

ンバーも増え、コミュの規模も拡大し、取引先も笑顔になっていただく。ヘアショ

ーなど地域の人達にもイキキを発信し、笑顔になっていただく。今までもこれから

も、自分にいろんな経験をさせてくださった人達に感謝しありがとうございます！

百菜　平美由紀

「おはようございます」その一言で仕事が始ります。なぜこの一言が私に元気をく

れるのでしょう。私はよく言われます。「みゆきはいっつも元気じゃね」違うんで

す。私だっていつもいつも元気な訳じゃない。けれど「おはようございます」その

一言で私は元気になれます。私の夢は、この元気をみんなにあげること。私を元気

にしてくださるスタッフの方々、お食事や飲みに来られるお客様全ての方に私の元

気をあげたいです。貰ったモノは返さないと。＋α何かをつけて。そして心からの

ありがとうを関わってくれた全ての方に。大将がおっしゃっていた、「挑戦は変化

に繋がり愛へと変わる」私はその次へいきたいです。変わった愛を感謝の気持ちに

変えてまた挑戦したい、そう思います。願うは私と関わった全ての人が心安らげ元

気になること。その為に百歳なるまでどっこい生きたる！

たまがんぞう　寺岡美幸

私は、いっとくに入って９年です。続いた理由は、

やっぱりお客様との距離が近く、私を目当てに来て

くれると、うれしい。ステキな出会いがあるから、

この仕事は辞められません。もっとこれで満足した

らいけないと思いました。出来る事はまだまだ沢山

あるはず。もっと喜んでもらえるように毎日の営業

を大切にして行き、もっと常連さんを作ることです。

この前は、旅行で来ている方から手紙をもらい感動

しました。やっててよかったと実感しました。

やまねこ　木村裕美子

今の毎日の生活に私は感謝してます。夢は小さなお菓子屋さんをする事。そこには

季節の果物を使ったジャム（因島の柑橘）や自分達で作った小麦を使ったお菓子や

パンなど、畑で作っている野菜を使った焼いたお菓子など、地の物を取り入れたお

菓子屋さん。一つ一つ愛情こめて作るものばかり。こんなふうにお菓子屋さんをや

りたいと思ったのも最近で、いっとく、そしてやまねこで働き出してです。やまね

こでお菓子を少しずつ作り始め、マスターからケーキ教室も紹介をしてもらい行き

続け、米＆麦作り＆畑、そして何よりみんなと一緒に働き、学んできたからこそ、

今ようやくこういう夢に繋がったんだと思います。やまねこで働く事は本当に毎日

大変です。けど一笑懸命やってきたからこそその分楽しさもあり、みんなに出会え

たことを感謝したいと思います。いつも私を支えてくれている家族、友達もそうで

す。この夢を実現させ、やまねこスタッフみんなと、そしてこれから出会う人たち

、いっとくのみんなと楽しく毎日を過ごしていきたいです。この私の夢に賛同して

くれたマスターにも感謝してるし、恩返しがしたいと思います。

たまがんぞう　川野隆久

２００９年１１月３０日の朝８時７分に長男「てんら」が生まれました。まず産

んでくれた沙織にありがとう。そして報告の連絡をする中で両親、祖母、沢山の

仲間に支えられていることを実感できた事に感謝します。人は一人ではない！沢

山の人の支えの中で生きているなら自分も誰かを支えて生きていかなくてはなら

ない事も合わせて実感しました。今日から人一人の親となり新たなスタートに立

つ自分の新しい夢は、子供「てんら」と共に家族として自分も成長していくこと

です。子育ての中からも沢山のことを学びひとまわりもふたまわりも大きくなり

、より周りの人の支えとなれる様、そして家族や仲間と今まで以上に「仲がよい

」ことをテーマに楽しんでいきます。最後に今自分がこの場にいれることを大将

をはじめ、沢山の仲間に感謝します。ありがとうございます。

夢とありがと～ｂｙいっとく作文



あかぼし　次元

自分は約五年前に結婚し、かわいい子供もさずかりました。その当時、音楽という夢

をあきらめ、家族の為、自分のむすめの為に必死で働きました。夢をあきらめると決

断するまでは、とてつもない時間と、とてつもない勇気がいりましたが、子供の幸せ

の為に決断する事ができました。そのうち自分の子供に着せたい服が売っていないこ

とに気づき、「よっしっ」自分の手で作ろう！と思い、行動し、学び、今ではそれに

共感してくださるお客様ともたくさん出逢うことができました。現在はネット販売の

みですが、古い空き家を借りて、のんびり製作＆販売していこうとも考えております

。コンセプトは、「大好きなものを大好きな子供たちに…」自分の服を通しパパやマ

マ、たくさんの子供たちが笑顔になれるような服作りを目指してがんばっていきたい

と思います。周りの人の笑顔が僕のエネルギー源です。

ばくだん　長谷川奏子

とりあえず、友達とお母さんにありがとうと言いたいです。でも本当に心から

思えるようになったのは、ばくだんに入ったのもきっかけだと思う。ばくだん

に入ったばかりの時と今は、周りに対する見方もぜんぜん変われたし、さっき

のＤＶＤを見て思ったけど、どんなけ体に障害があっても、やっぱり人は人な

んだと思った。あの人がすごく力をもってるのは、感謝できる人だからだと思

う。ありがとうって言われてもうれしいし、言うことも気持ちいいです。あり

がとうだけで笑顔になれる。よくばくだんの店長が夢とありがとうって言って

るけど、夢がない人は夢がある人の応援をすればいいって聞いた時、いいなぁ

って思った。欲はあるけれど、とくに夢はないので、夢のある人のそばで一緒

に夢を応援していきたいです。あと３年はいっとくで働くのが夢です。

あかぼし　宮澤智子

いっとくに入って、早や二年が来ようとしています。今年も勉強会に参加できて、

ありがとうございます。楽しく過ごせました。最近は年のせいかすぐに胸がつま

り、泣きそうになります。一番に、若い人達が一生懸命にいろんな事を考えたり

している時です。毎日の朝礼でも「ぐっ」ときたりします。そんな場で生活のか

てを得られるなんて、なんて倖せな私なんでしょう。この年になってはたして私

の周りの人達に喜んでいただいているか…まだまだ未熟ですね。反省しました。

支えて頂いているだけではいけませんね。私らしくいろんな事に顔をつっ込み、

私の歩調でこの素晴らしいいっとくの中で、まずは、もっともっと喜んで働かせ

てもらいます。私が楽しく生活する事によって私の周りの人達にもきっといつか

は喜んでいただける人間になります。命を大切にして生きていきます。愛をいた

だいた方に感謝します。ありがとうを言える心と命にほんとうにほんとうにあり

がとうございます。

ばくだん　上原勝博

ばくだん酒場の常連に東（あずま）さんと言うご夫婦がおられます。初めて来て頂

いたのは、６～７カ月前になります。とてもすばらしい雰囲気の夫婦で、奥さまが

大阪出身で旦那さまは常石で働いていらっしゃいます。そのご夫婦はうちのお店で

飲み終わると、必ずラーメン屋によって帰られるそうです。ある日、うちのお店に

ラーメンがあることがわかり「一回食べてみて下さい」とおすすめして食べてもら

いました。そうすると大変喜んでいただきました。そしてそのご夫婦はご来店の度

に食べていただくようになり、ある日こんな言葉を頂きました。「ここのラーメン

を食べて他のラーメンが食べれんようになったよ。うちの旦那なんか、他の県に出

張にいって他の県のラーメンを食べてきても、やっぱりばくだんのラーメンのほう

がおいしいって言ってるよ」って言って下さいました。僕が「ありがとうございま

す」とお客様に言うとお客様に「こちらこそありがとう」って言われました。そん

な時にとてもうれしくて、料理を作ってきてよかったなと思います。そして、つい

最近の出来事なんですが、ラーメンにちょっとした工夫をしてみました。そしたら

、そのご夫婦はすぐに気づき僕を呼んでくれました。そして、そこへ行くとすぐさ

までてきた言葉は「ホンマにおいしいわ、感動した。とってもおいしくなってるや

ん」と言われました。ちょっとした事なんですけど気づいてもらいとても嬉しかっ

たです。この一言を聞くために働いている実感がしました。来て頂いたお客様一人

一人に「ありがとう」「感動したよ」と言ってもらえるように、毎日進歩と成長を

していけたらいいと思います。



自己紹介リレー
遊食楽酒いっとく　ムネくんからは…

満天酒家あかぼし　金川茉由（まゆちゃん）

遊食楽酒いっとく　かよちゃんからは…

寿司海鮮処百菜　楠みなみ（みなみちゃん）

みなみちゃんとは2回しか一緒に働けんかったけど、元気で明るいみな
みちゃんなら百菜でも人気間違いなし(*^o^*)☆また百菜に食べに行
くけぇ大学もバイトも頑張ってね(^O^)/

あかぼし まゆちゃん♡最初の数回一緒に働いたきりですが…可愛い
まゆちゃんに今度皆で逢いに行きます♪

第八回土嚢の会！お好み焼き編

　　　　　　　　　　　みなさん、いっとくハイスクールお疲れごっつあんでした～！ＪちゃんやＳビー

　　　　　　　　　　　ルさんに、「マスターの話、いつもの方が良かったですよね…」との図星ツッコ

　　　　　　　　　　　ミに、未だに凹みが隠せない毎日…「ＦＬＯＷ状態」なんて言いながら、１番楽

　　　　　　　　　　　しんでいなかったガチガチの阿呆な子…それがワテです。さてと、最近滅多に行

　　　　　　　　　　　かないパチンコに行ってみた。理由はむしゃくしゃしてたから…。もぅ訳がわか

　　　　　　　　　　　らない(゚ ω ?゚)…とにかく行った場所は、２号線沿いの福山、セブン＆エイトっ

　　　　　　　　　　　てとこ…。たまたま通り掛かったからだ！とは言いつつ、実はとってもご縁があ

　　　　　　　　　　　るんだ。このパチンコ屋、ワテが19歳の頃の開店オープンの際、三日間で15万円

　　　　　　　　　　　も勝たせて頂いたパチンコ屋なのだ。そのお金はどうしたか！？って？そんなの

　　　　　　　　　　　決まっているじゃないか…「夢」の為に使わせていただいたよ！夢？聴きたいか

　　　　　　　　　　　い……それは、……「タレント」にナルコトだったよ。なんでタレントか？って

　　　　　　　　　　　…彼女にフラれたからに決まってるじゃないか！リベンジだよリベンジ！タレン

　　　　　　　　　　　トになると可愛い女の子と出会える！ってか。だから、新聞広告に載ってた「タ

レント専門学校」に応募して面接もしたぜ！パチンコで勝ったお金は入学金にマワシタよ。調度「15万円

」だったからな…。んで半年で辞めた…。それが何か？……今回の結果といえば……やっぱり勝たせて頂

いたよ。2000円が、5300円になったぜ！１時間位だったが、力が入り過ぎて疲れたぜ。店員の女の子が「

もぅ止めるの？」って眼で見てた。勝とう勝とうとしてたから止めたのさ【桜井章一風…】不思議と車に

戻ったらむしゃくしゃ気分がスッキリしてた。ネタになるわ～とか考えてウキウキしとったんか？ワテ。

聴いてた音楽が１時間前より楽しく聴こえたね。自分の心次第で景色も音も変わる。あっ！まんまるお月

様が綺麗だ！そぅ感じた一日だった。ビルの合間から見た満月も悪くないな…。ってか

お父さんはお父さんはずっと想ってるよ♪ずっと想ってるよ♪
『生まれてきてくれてありがとね』『生まれてきてくれてありがとね』

川野てんら（カワノテンラ）君
２００９年１１月３０日生まれ

体重２８４５ｇ

たまがんぞう店長たまがんぞう店長

川野君川野君の長男長男です！です！

昨年１２月２日に第８回土嚢の会は、ＮＨＫ撮影編２回

目でした。「関口知宏のオンリーワン」という番組の収

録。撮影陣は、２台のカメラを構えて走りっぱなし。鉄

板を光明寺会館前の空き地に運び（重かった～）…地元

のお母さん方が手際よくお好み焼きを焼く焼く…その数８０枚！みんなでおいしくいただきました。参加

してくれた三浦店長、宗君、福ちゃん、かっちゃん、川野店長、ＴＡＫＡくん、わっさん、ひろさん、大

塚店長、藤原さん、はっしん、マスター、めぐりんありがとうございました～放送日は１月１１日です。



いいっとくっとく
グループグループの
新しい仲間をい仲間を
ご紹介紹介しますします！

○ベッチャー　山中恵里（えりちゃん）宮崎出身の尾大バスケットガール。たまに訛りが…
○ベッチャー　黒田貴大（たー坊）厨房に登場したヤンチャキッズ。ヤンキーじゃないっす…
○ベッチャー　高橋愛（あいぼん）ベッチャーの元祖シンデレラ。大人になって帰ってきたよ～

やまねこ　ゆみこ

いっとく　えり

ばくだん　ヒロタカ

あかぼし　けいさん

ベッチャー　まさ

百菜　みなみ

新年？関係ないわそん
なもん！あかぼし？
関係ないわ！まぁ俺が
言うのもあれだけどさ
きてやってよ。おもしろ
うなっ！帰る！

ドチャンスだョ
1月26日(火)たゆた
う&WATER WATER C
AMELのライウ゛決定！
前売り1500円・当日
2000円心温まる歌
声をぜひヤマネコに★
2月末にも久しぶりの
高鈴ライウ゛決定！お
楽しみに☆

みつです！アメリカの
首都はニューヨークだ
と思ってました！お茶
目でお馬鹿な僕に会
いに来て下さい！新
年会のご予約もお待
ちしております！

どもっにゃんぺぇです！
にゃんぺはみんなの元
気が出る魔法の言葉
！！みんな是非とも
使ってみてくださいね
！新年会は是非とも
ベッチャーへ！待って
ます！にゃんぺッ！

あけましてお
めでとうござ
います☆いっ
とく組、年初
め！張り切
っていこうと
思います！！

新年ソウロ
ウ！元気
爆発で攻
めます！あ
りがとう お
めでとう
ヒロタカ！

最近柳原加奈子に
似てきた霞みっす
(^.^)来年ゎ成人式
☆夜の飲み会ゎ天
下ばしで決まりだ
よね(^O^) オババオ
ババオババオババ
(>_<) いらっしゃ
いませ～♪♪

たまがんぞう　みつ

天下ばし　かへぇ

いっとく１1月度月間  Ｍ☆Ｖ☆Ｐいっとく１1月度月間  Ｍ☆Ｖ☆Ｐ

１１月ＭＶＰが決定いたしました！
じゃじゃ～ん！勉強会はもちろん！
土嚢の会などでも大活躍！のそう、
最近短髪になったいっとく三浦店長
に決まりました～！忙しいのに時間
をつくって勉強会の準備をしてくれ
てやさしくて頼りになるぜコノヤロ
～そういえば去年の１１月の
ＭＶＰも三浦店長だっ
たような…さあ来月は
１２月月間＆２００９年
年間ＭＶＰが決まってますね。
お楽しみに～ウフフッ

うっふん！わてみなみ！
本気だしたらなかなか
やるで～^^なーにかい
いことないかな？最近
元気でーへんわぁ…
そんなときはあそこへ
行こう！そうだつまり
は百菜に行こう☆お待
ちしております＼(^o^)／

昨年１２月１３日福山迎

賓館にてあかぼしのタッ

キーとかおりちゃんの結

婚式が行われました！昨

年であかぼしを卒業した

タッキー！これからも素

敵な奥様と家族と笑いい

っぱいの毎日を過ごして

くださ～い！おめでと！

Happy  WeddingHappy  WeddingHappy  Wedding
2009.12.132009.12.132009.12.13

たっきー＆かおりちゃんたっきー＆かおりちゃんたっきー＆かおりちゃん
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●ベッチャー
　　第三水曜は
　　なんとラーメン
　　一杯３００円
　　おはやめに～

●いっとく
　梅酒デー
　〈全銘柄一杯三百円〉

●いっとく
　焼酎＆泡盛デー
　〈全銘柄一杯三百円〉

●いっとく
　マッコリ＆
　　ハイボールデー
　〈一杯三百円〉

●天下ばし・百菜
　ベッチャー
　　　　営業開始

●全店営業開始

●全店お休み
　　　致します。

●関口知宏の
　　オンリーワン
　ＮＨＫＢＳ放送日

●全店で七草がゆ
　ご用意してます。
春の七草：せり・なずな
ごぎょう・ほとけのざ
はこべら・すずな
すずしろ

●東京アホ会
　１３時～２１時
　＠東京・大森ベル
　　　　　　　ポート

●いっとく営業

●ベッチャー営業

七草

大寒 ゴールドラッシュの日

とんちの日

成人式・鏡開き スキー記念日 イチゴの日愛と希望と勇気の日

元日 書き初め
●やまねこカフェ１月の展示
　　１月３日～３１日：知世綺子（ともせあやこ）さんの絵画展

●やまねこカフェ
たゆたゆ＆ウォーター
　ウォーターキャメル
　　　　　　　　ライブ
　　前売り１５００円
　　当日　２０００円

●たまがんぞう
　１１時半～１４時　
　お昼営業　

●たまがんぞう
　１１時半～１４時　
　お昼営業　

●たまがんぞう
　１１時半～１４時　
　お昼営業　

●たまがんぞう
　１１時半～１４時　
　お昼営業　

●たまがんぞう
　１１時半～１４時　
　お昼営業　

定休日はお店の都合により変更になる場合もあります。

定休日
天下ばし・百菜

定休日
ベッチャー

定休日
いっとく

定休日
天下ばし

定休日
いっとく

定休日
ベッチャー・天下ばし
百菜

定休日
あかぼし・やまねこ
ばくだん

定休日
あかぼし・やまねこ
ばくだん

定休日
いっとく以外全店

定休日
あかぼし・ばくだん
やまねこ・たまがんぞう

■いっとくHPにていっとく新聞バックナンバー公開中！こちらも総天然色のカラー版です。ぜひチェックしてみて下さい！■いっとく新聞へのご意見・ご感想はコチラまでお気軽にメ
ール下さい。i t t o k u n e w s @ y a h o o . c o . j p　

いっとくブログにて最新情報更新中！楽農会・
やまねこイベント・全店のおもしろネタ・スタ
ッフからの日々是良日な出来事などなどいっと
くブログをぜひご覧下さいね！！！
右記ＱＲコードから！ピッ！と跳べます！！

●遊食楽酒いっとく　〒722-0032　尾道市西土堂町1-10　TEL&FAX 0848-24-1109　●やまねこカフェ　〒722-0033　尾道市土堂

町2-9-33　TEL&FAX 0848-21-5355　●満天酒家あかぼし/かくれ家　〒729-0104　福山市松永町4-11-14　TEL&FAX 084-930-4200　●

豪快鉄板ばくだん酒場　〒720-0045　福山市宝町2-19　TEL&FAX 084-925-8989　●廻船酒蔵ベッチャーの胃ぶくろ　〒722-0034　尾道

市十四日元町5-9　TEL&FAX 0848-37-3730　●尾道渡し場たまがんぞう　〒722-0035　尾道市土堂町1-11-16　TEL&FAX 0848-29-4109

●百酒錬磨天下ばし　〒720-0045　福山市宝町3-25　TEL&FAX 084-926-3890　●寿司海鮮処百菜　〒722-0022　尾道市栗原町6022　T

EL&FAX 0848-23-6767

■編集後記■新年あけましておめでとうございます。今年もいっとく新聞をよろしくお願いします！っ

てなわけで来ちゃいましたね！2010年！！今年はどんな年になるやら今からワクワクしちゃってるんで

すが、サッカーワールドカップなんてメチャメチャ楽しみですよねー。もちろん野村新監督率いるカー

プももちろん楽しみ！編集長がここ数年毎年行ってる行事が、靖国参拝、セットストック、トマト狩り

！今年も絶対いっちゃるけんね！今年は伊勢神宮や八朔狩りにもいってみたいです！ハイ！めちゃめち

ゃ！そんな感じで編集長の今年のテーマ決めました！「素直に感謝」これです！色々な物事を素直に受

け止めて、時には受け流して…様々な物事に感謝の気持ちを持って色々な形で表現していけるように少

しずつ訓練して精進して継続していきます！カープの試合結果以外はね！テヘッ★ユウヤナカハラ★
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