
　　　　　　　　　　　　　　　　唐突に、『新鮮様です！』そう、これは広島

　　　　　　　　　　　　　　　　のＴ社のＴ社長が、自分の講演の冒頭でいき

　　　　　　　　　　　　　　　　なり発言し、会場がドンビキしたあの噂の『

　　　　　　　　　　　　　　　　世界一の新鮮様！』なのだ！あの時の冷めき

った会場の空気を今でも鮮明に思いだす…マァ冒頭からそれはさておき、６月に

初めて伊勢神宮へ行かせて頂きました。一泊二日で、日本人の「心」を学ばせて

頂き、「よっしゃ～ニッポンを絶対に元気にするど～！」とまたまた握りこぶし

をしちゃう！そんな旅でした。伊勢に一泊して直帰！その後、高知へいっとく＆

ぶちくさの社員旅行という強行スケジュール！ 高知でも語りきれない思い出が沢

山出来たが、一番はみんなと同じ時間を共有し、同じ物、同じ人と出会い、同じ

料理を食べ、なにより仲間が一体となれた事がマジにマゾにうれしい～～～！最

幸っす。ばくだん「カナコ」が、「だれだっけ～あの人・・・坂本・・・・・・

龍・・・・・・一・・・」「さかもとりゅういち！！？」って、マジで坂本竜馬

を知らん人がおる事に発見アリの旅でもあった。実は、このコラムが出る頃には

もうすべて終わっている事と思うが、明日６月２６日、実はワテ、講演を頼まれ

たのだ。しかも相手は中学２年生。出路さん曰く、「結構シビアやで・・・！？

」と。インターンシップといって、これから職場体験をする彼らに話をしちゃい

ま～す。さて中学生に何を話そうか？と想いながらコラムを書いている。正直な

とこ、緊張（恐怖）半分、ウキウキ半分…ってとこ。マ

ァ、『最初から仕事なんて出来なくっていい！』『そも

そも今日何を顔晴るの！』『自分が出来る事を一所懸命

やる事が大事！』って、入りたてのアルバイトの皆にワ

テがよく言う事と一緒！聴いた事ある人もおるやろ？（

知らん？）あとは、「仲間っていいぜ！」とか、」やっ

ぱり「親に感謝！」か・・・すんまそん・・・なーんか

硬くなっちゃいましたが、そもそも、『大人はおもろい

、仕事もおもろい！人生おもろい！』ってとこ伝えたい

ね。時間足りんわぁ。ワテも酔ったらええ話するのにな

ぁ。ってか？そうでもない？荒れてる？って。まっ、全

然「馬呆」でなくなっちゃいましたが、皆さん！暑さと

加齢臭が増す昨今、お風呂には入りましょうね～。でわ

つよし会の三人でポーズ

龍馬とおきむ

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！！

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)7月1日第17号発行

今年も社員研修旅行行って来ました！６月２３日、２４日と一泊二日の高知への
バスの旅。坂本龍馬、土佐犬、鰹のタタキ、太平洋の荒波がぶちくさ＆いっとくス
タッフを飲み込みそして無事福山へと戻ってまいりました。ありがとうございます。

「堀田団長の酒探訪」コーナー「堀田団長の酒探訪」コーナー

馬鹿大将の阿呆な子ラム

自己紹介リレー
ベッチャーの胃ぶくろ　あいちゃんからは…

満天酒家あかぼし　笹井あやか（アヤパン）

ベッチャーの胃ぶくろ　きんちゃんからは…

尾道いっとく　藤原真美（マミ）

７月１６日（水）１９：００～２１：００まで福山・拾圓ポッポの二階で

鹿児島・国分酒造・笹山さんを向かえ「焼酎の会」を行います！！

会費は食事代含め一人５０００円です（定員２０名）

詳しくは酒舞会・堀田まで０８４－９２５－８９８９（ばくだん酒場）

高知で坐禅して筋肉痛な自宅からグッドアフ

タヌーン！ラッキーセブンな７月になりまし

たが、皆さん本読んでますかぁ？今回おスス

メする本は…『ＢＡＤＬＡＣＫ』です。前回

の『夢を叶えるゾウ』水野敬也さんの前作に

あたります。『人生を苦労してるな』って思

ってしまっている…そんなあなた！楽をする

事が幸福に繋がるわけではない！苦労する事

が不幸に繋がるわけではない！それぞれ『人

がどう捉えるか…』どう捉えれば笑って生き

られるか！そんな作者の心の叫びが実践例と

ともに展開されています。『最近ついてないなぁ』と、まるで僕の様

な方はぜひ読んでもらいたいなぁ

マクロビオティック食事会はみんなで作って食べれて、マクロビオティック食事会はみんなで作って食べれて、

いいイベントになったかなとおもいます。普段あんな風に薄い味付けでいいイベントになったかなとおもいます。普段あんな風に薄い味付けで

野菜をたべることは少ないので素材を味わうというかんじでした。親子野菜をたべることは少ないので素材を味わうというかんじでした。親子

連れのお客さんからは感激メールが届きました。16日絵本の会もやまね連れのお客さんからは感激メールが届きました。16日絵本の会もやまね

こきむねえがおいしいマフィンを作ってくれて大好評でした。ママたちこきむねえがおいしいマフィンを作ってくれて大好評でした。ママたち

も家でもがんばって作ってみます。って。22日、水について考える女性も家でもがんばって作ってみます。って。22日、水について考える女性

議会主催、親子で作品づくりをしました。10組くらいの参加で、オーガ議会主催、親子で作品づくりをしました。10組くらいの参加で、オーガ

ニックコットンにハイビスカスや自然のものを煮出して作った画材を塗ニックコットンにハイビスカスや自然のものを煮出して作った画材を塗

ったりかいたり、拾ってきた貝を紙粘土にはりつけたったりかいたり、拾ってきた貝を紙粘土にはりつけた

りして地球に見立てたり。今あるのは水があるから。りして地球に見立てたり。今あるのは水があるから。

ということを少しでも感じながら作品づくりをしてほということを少しでも感じながら作品づくりをしてほ

しいという思いで企画しました。また定期しいという思いで企画しました。また定期

的に続けていきたいなと思いました。次回的に続けていきたいなと思いました。次回

のたまがんぞうでのイベントは7月14日絵のたまがんぞうでのイベントは7月14日絵

本のよみきかせ会です。忘れかけてるわら本のよみきかせ会です。忘れかけてるわら

べうたを教えてもべうたを教えてもらいます。親子でおうちす。親子でおうち

でもできる簡単なわらべうたもあります。る簡単なわらべうたもあります。

予約はいっとく本舗まで。予約はいっとく本舗まで。

見た目ハデ、服装パリコレでも、話すといいヤツ。学校行くらしいね頑

張ってな♪

あかぼしのアヤパン、元気いっぱぃ高校生GIRL！！！！癒し系オーラ

出てます。パラパラ今度見せてね♪

いっとくグループ『

あかぼし』に入って

２年が経ち、人間味

溢れる阿呆で心ので

っかい人達にいっぱ

い出会ってきました

。そんな皆に揉みく

ちゃにされながら悩

んだり、ハメはずし

たり？、相談にのっ

てもらったり、ぶつ

かったり…色んな経

験させてもらい成長することができました。マ

スターには最後まで熱く語ってもらい、ありが

とうございました。頂いた言葉を次のステージ

で活かせれるよう努力していきます！！何かう

まくいかなかった時は、あかぼしで学んだ事を

思い出して初心を取り戻します。たまに寄りま

す！！本当にありがとうございました！！！

店長まっつより■約２年ありがとう！たくさん

の人達を笑顔にしてくれました！これからもい

ろいろかべにブチあたることもあるだろうけど

、ここでやったことを忘れずに人を笑顔にして

ください！つよしの強さはやさしさなり！あり

がとう！

６月であかぼしを卒業する６月であかぼしを卒業する
古川剛（つよぽん）古川剛（つよぽん）

ほんま名残惜しいです…ほんま名残惜しいです…ユウヤユウヤ

ついに行って参りました。「大阪焼酎でっせ！！」

鹿児島、宮崎の焼酎蔵さんが、大阪に一堂に介し

４００名以上の参加者と共に焼酎への想いを語る

、年に一度のイベントです。そこで強く感じたこ

とは単なる焼酎銘柄ではなく「造り手」である方

々との出会いがある貴重な場所だったという事で

す！なのでいっとくでも酒の元にある「人」の

部分も少しずつ伝えて行く事でもっと楽しい提

供ができるはず！！との想いを強くしました。

そこでそんな気持ちをお客様と共有できる機会

として「焼酎の夕べ」を企画しました。来る７

月１６日（水）19:00より場所は拾円ポッポ２Ｆ

にて鹿児島の国分酒造、専務の笹山さんをゲス

トに迎えてのスペシャルナイトです！団長堀田の鹿児島弁講座などな

ど一緒に楽しみたい方大募集です！！「酒とは人である！？」

地元の漁師二人！？

                                                                                       南国高知への社員研修旅行。株式会社阿呆商会と有限会社いっと

                                                                                       くスタッフ総勢46人のバス旅行。さわやかな高知の男前・正司さ

                                                                                       んの案内で一日目は桂浜、龍馬記念館、高知城 へ… 二日目は岸

                                                                                       本漁港での地引網漁、永源寺での座禅、西島園芸

                                                                                       団地へ行って来ました！坂本龍馬の偉大さと太平

                                                                                       洋の波の荒さにびっくりし、高知の夜は屋台のギ

                                                                                       ョーザのパリパリ感を満喫。地引網で捕れたアジ

                                                                                       ・いわしを浜で炭焼きにして頂いたりと至れり尽

                                                                                       くせりでした。特に座禅は初体験のスタッフも多

                                        く、いっとく新聞編集長は爆睡…見事に後でお坊さんに刑策くらっておりま

                                        した。そうとう痛かったけれど素敵なお土産をいただきました。馬鹿と阿呆

                                        の一泊二日、詳しくはいっとく新聞号外にて詳しくご紹介いたします。この

                                        ような素敵な旅行に行けた事スタッフ一同感謝しております。ありがとうございます！！
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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！？

ぶちくさらぁめん本店

　　７月限定「一期一会らぁめん」は…
　　　　　なつかしの味！

 　　　 『醤油らぁめん』
　　　　お昼も夜も元気に営業中！　　　　　　６００円

　　笠岡町４－１５　℡０８４－９２１－７２２２

お知らせ ■７月２７日（日）で尾道・やまねこカフェは

７周年を迎えます！７周年を記念して「猿楽ーさるがくー」

のちょっと大人なジャズライブを行います。みなさまぜ

ひ遊びに来てください。詳しくはやまねこカフェまで■

みなさまのご意見・ご感想お待ちしています。下記アド

レスまでお気軽にメールをお送りください！！いっとく

ホームページにてバックナンバーをアップしております。

各店舗にもございます。そちらもぜひチェックしてみて

下さいね★ittokunews@yahoo.co. jp

　１日　島谷　香代（かよちゃん）

Happy Happy BirthdayBirthday
いっとく所属のネイリストを目指す癒やし系べっぴんさん！！店長自

ら他店への露出を防いでるうわさも…超美肌の純情ッ子なのです！

　１日　上原　健太（ウーポン）

上原家の血をひく三男坊。営業終了後のポッポに揃う三兄弟で野球と

スロットの話に花が咲く。料理のセンスはピカイチ☆若干長男似…

　４日　坂田　愛子（あいこ）

いっとく所属の笑顔エース！やさしい心と心配りがお客様に支持され

ファン急増中！たまにおバカもできるまさに駅裏いっとくの申し子！

　５日　伊藤　聖奈（せいな）

べっちゃー所属のヒップホップダンサー、元気に明るいちょっとアホ

な彼女はベッチャーで大人気！たまにおっさんキャラなところが最高！

１８日　碕木　茂樹（トトロ）

川野店長のパチスロ仲間兼、たまがんぞうのマスコット的存在、と

にかくデカくて、とにかくやさしい海岸通りの甘味王子！自称ドＳ

１９日　山本　一輝（かず）

よっさんを笑いの師匠と仰ぐ、たまがんぞう所属の福大生、元野球

少年で自称名遊撃手らしいが真相はいかに！レタスで明らかになる！

２６日　柳川　浩之（やな）

たまがんぞう４Ｆ沈黙のエース！川野店長の秘蔵っ子でただいま彼女

募集中らしいが恋のほうも沈黙らしい…　by　Loveティーチャー川野

わてや～

あつうなってきたけぇ～風呂はいろっ！

ふれあいの里で風呂はいろっ！！

そんで冷たいビ～ルやぁ～

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～

おいっすぅ～！普段は『よっさん』、読書をする

時『読っさん』１２時過ぎると『小林さん』…与

っ作です。なんと四重人格を使い分けてますが、

最近は与っ作の時が一番多いっす～！いっとく農

園は、植えた種や苗は今のところ順調です！やはり種まきして芽が出ると

、感動やね～どんどん成育してるし～見てて楽しいね～！しか～し、そろ

そろ人間でゆう思春期にはいる頃、むずかしい年頃に野菜達もなってくるんですね

～～！わき芽をとったり、葉につく虫をペイッしたり、追肥あげたり…本当にたく

さんの愛情注いであげないと美味し～い美味すぅぃ～い実は育たないからね！う～

ん、楽しっ！あっそうそう、それと去年いっとくの田んぼでお世話になった百笑の

道上さんとこの田植えのお手伝いしました～！いや～あの裸足で田んぼにはいる感

触一年ぶりだね、気持ちいいのよ、これが！田植えにはあかぼしの松ちゃん家族も

来て、子ども達にはいい経験になったねぇ。その他は全て海外から尾道に英語を教

えに来たギルバートと愉快な仲間達、かなりインターナショナルな田植えでした。

いや～日本人ならみんな１家族に１つずつは田んぼや畑を持ってて、自分たちで食

べる米や野菜を自分たちで作る、そんな日本にしたいですね～！まあ、まずは与っ

作がそんな村つくるけ～困ったらおいで～。難しゅうにゃあで、昔はみんなそうじゃった。これ以上話し

てたら止まらんけ～今回はこれまで！つづきは夢ある会で…ねっ福ちゃん…

毎度、賢吾です。とうとう「うなぎ」の偽装が発覚しましたね。われらがいっ

とく顧問、鮮魚の達人山根さんとまさに発覚１週間前にうなぎについて（偽装

問題について）話した直後だったこともありついに！って感じでした。カニや

うなぎなど利権がらみの商材は根が深い問題が多々あるし、今回のことはまだ

まだ氷山の一角ですが、これを機会に業界内がもっともっと浄化されれば！と

願うと同時に、自分たちも食材を扱うものとしての責任と知識をもって日々精

進しようと改めて思いました。高知旅行で食べ損ねた四万十川天然うなぎはさ

すがに仕入れは困難ですが、「岩船産神原さん」うなぎを語らすと３時間はし

ゃべり続ける「ク二ヒロひろっさん」を中心にいろいろな方々の協力もあり、

いっとくでは正真正銘国産うなぎを取り扱いますんで皆さんご安心を！自信も

ってお客様にお勧めしてください！（釣りに行くのもええかもね！）さてさて、偽装なんかクソ食らえ

！てな感じでいっとく加工商品がんがんつくります！皆さんご存知「鷺島トマト」、いっとく顧問青果

清瀬兄貴が地道にブランド化してくれた自慢のトマトでございますが、そろそろ終売の季節になってき

ました。７月から２月まで一時お休みの季節になりますが、今年は収穫最後のトマトを使ってドレッシ

ング作っちゃいまーす。量的にどれくらい作れるかわかりませんが小瓶に小分けして販売できるよう形

作りしますんで皆さんよろしくお願いします！

　尾道いっとく、侑の駅裏一杯！　尾道いっとく、侑の駅裏一杯！
いっとくのゆうです

！僕がオススメする

一本は一夜酒（純米

大吟醸）です。この

お酒との出会いは昔

日本酒が飲めない頃

酒屋さんの紹介で飲

んだのがきっかけで

す。味は飲み口は非

常にすっきりしてお

りそのうえ深みも兼

ね備えているお酒だ

と思います。ぜひおためしあれ！

あかぼし　福永店長 ばくだん　陶山店長

店長だよ!
全員集合!

やまねこ　馬渕店長ベッチャー　大塚店長
たまがんぞう　川野店長

みんな大好

き夏本番ベ

ッチャー熱々

ナベタベオイ

デ以上 ベッ

チャー大塚で

した!

爆弾酒場の１
階の床がリニ
ューアル！  キレ
イになった店
で皆さんを待
ってますよ～！

はじめまして～こ
んばんみ～！イケ
メン店長からバト
ンタッチ！今月か
らあかぼし店長
やっちゃいます！
みんな来てね！

ウホッ！オッスオ
レユウヂ！夏じゃ
海じゃ冷麺じゃ！
ってなわけで伝説
の延広冷麺復活
です、女の子には
半玉も作るでぃ！
ぶちうみぁけん！

再び笑いの神様で
す!!夏もそろそろ
本番!!鉄板も熱い
!!いっとくで熱～
い夜を過ごして下
さい!!みなさんよ
ろしいですか!!
(笑いの神より)

今月は やまねこ7

周年ライブするき

に！シブメのジャズ

やきに！ 27日の夜

やきに！ 刀は捨て

て ワキあいあい ほ

～っ ワキあいあい♪

たまがんぞうの
刺場の大典で
す!!高知からた
っくんとやって
きました!!男に
なるため日夜
カウンター修行
中です!!どんど
んつついて下さい!!七月のたまがんぞう
共々宜しくお願いします!!

ぽっぽ　上原店長 いっとく　三浦店長

　　　　　　座禅で爆睡編集長ですよっ！

２０分間の座禅の間に三回も目が覚めちゃ

った…テヘッ！それはさておきカープです

よカープ！去年最下位だった交流戦も１３

勝１１敗で見事勝ち越して絶好調！かな？

今年から加入のルイスも最多勝まっしぐら

　　　　　　　　　編集長あかぼしで沢蟹

　　　　　　　　　飼ってるんですけどそ

　　　　　　　　　の名前「ルイスにしちゃ

　　　　　　　　　った…テヘッわれらい

　　　　　　　　　っとくもｶ ﾌー゚やルイス

　　　　　　　　　の頑張りに負けないよ

　　　　　　　　　うにこの夏もつっぱし

　　　　　　　　　るで！ちなみに左は旅

　　　　　　　　　高知での思い出の一枚　

　　　　　　　　　胃腸科なのに「オエ」て

　　　　　　　　　　　★ユウヤナカハラ★

オガタアイ×いっとく

２００８年７月１日～７月３１日

ａｔ　Yamaneko　cafe

えーかお展

１１：３０～２２：００　月曜日休
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