
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　八朔～稲作～ぼく与っ作～………スコップゥ～スコッ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　プゥ～………いや～しかし暑い日が続きまんな～与っ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　作は広島県内トップ３に入るくらい汗っかきやねん！

　　　　　　　　　　　　　　　　（『汗かき』の間に小さな『っ』が入ることにより、量・質・美の三拍

　　　　　　　　　　　　　　　　子そろった高いレベルの汗かきと汗業界で決まっている）もしも与っ作

　　　　　　　　　　　　　　　　がお医者さんでオペでも担当するもんなら「メス」って助手に言うまで

　　　　　　　　　　　　　　　　に「汗」「汗」「汗」……って患者に「早く切れや！」ってツッコミい

　　　　　　　　　　　　　　　　れられたりして手術進まんやろな～えっ何何、前置き長い??そろそろ本

　　　　　　　　　　　　　　　　題に戻れ??自分でもどうやって本題に戻っていいのか迷ってました～さ

　　　　　　　て我らがいっとく農園の夏野菜くん達も待望の『収穫』の時期になりました。白ナス・ズッ

　　　　　　　キーニ・トマト・バジル・パセリ・モロヘイヤ・ゴーヤ等々やはり収穫は畑をやってて一番

の幸せを感じるねぇ～採れたての野菜は生で食べても本当に美味いし最高～！夏の暑い日に畑で食べる採れ

たてトマトなんか体の疲れをふっ飛ばしてくれるもんね～！いや～まぢで～ヤバイよヤバイよ！季節によっ

て採れる野菜達、いわゆる『旬』の野菜達には、その季節にできる理由があるの！例えば夏野菜のナスは「

身体を冷やす作用がある」し、ゴーヤやモロヘイヤには「心身のストレスや疲労回復する働きがあり夏バテ

に効く」し、生ビールの相方の枝豆にも「アルコールの分解を促し肝機能

の働きを助けてくれて利尿作用を促す」って調べてみれば夏野菜には夏に

食べるべき理由があるのさ！まあ難しく考えずに『自然に生きる』ってこ

とかな。自然ってすごいね～偉大だね～人間って、その自然の一部なんだ

な～だから自然と仲良く生きていかなきゃいけないってオラそう想う！『

いっとく農園』を通じて本当に大切なことを自然から教えてもらっている

、てか忘れかけていることに気付かせてもらってるんですな～何をって『

感謝の心』でっせぇ！いや～やっぱ村つくるしかにゃあど～おぉ～！『尾

道の古民家、畑・田んぼ付き探してま～す！』って最後は与っ作からのウ

ォンチュ～で今回はオシマイ！

 

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)8月1日第18号発行

ぶちくさらぁめん本店

　　8月限定「一期一会らぁめん」は…
　　　　　暑いときはピリ辛！

 　 『真夏のジャージャー麺』
　　　　お昼も夜も元気に営業中！　　　　　　６５０円

　　笠岡町４－１５　℡０８４－９２１－７２２２

 

馬鹿大将の阿呆な子ラム

 

7月にやまねこカフェで行った「え～かお展」

みんなの笑顔でいっぱいでした！！

☆アイちゃん本当にありがとう☆

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～

 

平田平田 宗一郎（そうくん）宗一郎（そうくん）
１９歳あかぼしの若きヒーロー！１９歳あかぼしの若きヒーロー！
男前なのにチェリーボーイ！男前なのにチェリーボーイ！
誰か愛の手を誰か愛の手を!!!!笑

 

自己紹介リレー
満天酒家あかぼし　アヤパンからは…

尾道いっとく　三浦晋哉（ミユ）

尾道いっとく　マミからは…

拾圓ポッポ　小林裕始（ヒロ）

ぽっぽの小林くンゎ間違いなく☆いっとくグループの中のイケメンランキ

ング上位だと思うんだけど(・∀・)ワラ♪♪またぽっぽにhelpにいったら

おぃし～まかなぃお願いしまっ(≧∀・)☆

　　　　　　　　　　　　　　小川景司という小、中学校の同級生がいる。彼はプロのシャンソン歌手になり

　　　　　　　　　　　　　　、ＮＨＫホールでコンサート出演、ＢＳにも放送されたらしい。先月、瀬戸田

　　　　　　　　　　　　　　のベルカントホールで満員御礼のコンサートにも出演！観に行く事にした。尾

　　　　　　　　　　　　　　道から謝って高速バスに乗ったのが運のツキ…。瀬戸田のＩＣで降りたが、見

渡す限り海と畑…ど、どこにベルカントホール！？ 下の海岸線まで歩いて行く途中で軽トラに乗ったおじさん

に出会い、聞いたら『7㌔位歩いたらあるよ、しかも方向逆よ！』とのこと…。いや～もう開演時間過ぎてる…

歩いて行ったら終わりやん…おじさん！なんか言う事なぃん？ここは『乗ってくか？』ちゃうん！？しかぁー

し、思いも虚しく去っていくおじさんを尻目に、やっとの事で歩きまくって海岸線に出たか！？という手前、

なんだか見た事ある風景。よく見ると前、見学に来た『森崎農園』のビニールハウスやん！ソッコー森崎氏に

ＴＥＬするも、『三原におる…』と一刀両断！サァ7㌔…時間がヤバイし！歩くしかねぇ…何年ぶりだろう…

やるしかねぇ！ヒッチハイク！しかしまぁ、運のいい事に、３台目で止まってくれた。ってか瀬戸田の海岸線

、びっくりする位車走ってないからね…！うん、やっぱりツイてる。ありがとう！おかあ

さんとおばあちゃん。しかも乗せてもらって一言目が『あんたナイフとか持ってないじゃ

ろうね…』って、最幸でーす！正直な方でありがたいでーす。んで、やりやすいでーす！

そしてよく話すと、妹さんが知り合いでした～！しかもウチの店もよく知ってて尾道生ま

れの方でした～！んで、会場着いて（感謝！）遅ればせながらも、コンサート聴く事出来

たと同時に、小学4年の時の担任のＴ先生に、『23年ぶり』に逢えた…。Ｔ先生とはたま

ーに、手紙書いたりしてたので、ほんま再会、嬉しくって泣きそうな一日でした…。今月

（8月）景司とワテで、中学3年生相手に、講演を頼まれた。ワテの親父は中2の時亡くな

ったが、同級生の中で景司だけは葬式に母親と出席してくれていた事を今だに鮮明に記憶

している。『再会も必然やなぁ…』と想う。尾道生まれの『ナイフおばさん』！？といい

、Ｔ先生といい、景司といい…『この世はご縁、引きよせてるなぁ～』などと一人でニヤ

ニヤ薄ら笑いをする。今月のキモ根であった…

上原裕司ラーメン屋への道
　　　　　　　１年ぶりだね…其の４

今年も来たぞー！フェスタ・デ・ラマ！！

いっとくイベント部・部長上原が旨いラー

メンつくるけぇ食べに来い！８月２日（土）

３日（日）は瀬戸田に全員集合じゃ～！！
とっても暑いから日射病には気をつけてねとっても暑いから日射病には気をつけてね（＾。＾；）（＾。＾；）

　　　　　　　今年は鉄板もご用意してま～す　　　　　　　今年は鉄板もご用意してま～す ウホッウホッ

新しい仲間を新しい仲間を
紹介します！紹介します！
みんな宜しくみんな宜しく
お願いします。お願いします。

この前お使いでいっとくにいったときに、まだあかぼしにはいったばかり

で緊張してる私に気を使ってくれてすごくやさしかったです！いっとくの

みなさんとも話ができて楽しかったです。また遊びにいきますねー

 

今月は「堀田団長の酒探訪」コーナーをピックアップ！どど～んと７月に行われたいっ
とく主催のイベントをご紹介しちゃいます。鹿児島産まれの焼酎と堀さんに感謝！！

 

少し前のこのコーナーでリポートした2月の南九州酒蔵の旅。そこで出会った酒蔵の方を今度は是
非尾道、福山へという想いから、リカーショップ安田さんと共に、今回この会が実現しました！
6月に上原店長と共に参加させてもらった「大阪焼酎でっせ」でも感じた、規模は違っても「参加」
から「主催」へ…いっとくのある 福山や尾道の方にも焼酎の楽しさを伝えられたら！との想いを
ひとつだけ実現出来た会でした。参加者は20名、藤原さんや、上原店長が腕を振るった地元魚介
を中心にしたコース料理と共に、勿論「国分酒造」の焼酎がズラリと揃う中、同蔵がお勧めしてい
る「前割り」を冷やしたものなどを楽しみました。笹山さんの造りに対する考えや、経緯など話
しをされ、各テーブルで個別にお客様との話しで盛り上がりました。ちなみにその会中僕はずっ
と鹿児島弁、楽しくなって唄も歌っちゃったりしちゃいました！そんな会の中、秋の芋収穫の時
期に「蔓無源氏」という芋を掘りに鹿児島に行こうっ！ということが話しに上がりました！又、
楽しみな事が出来ました！参加者の中には、「初めてのんだ芋焼酎が国分だったんです！」とか
「またやって！」とか嬉しいこどばを掛けてくれる方も！こうしてふけて行く夜、二次会もあり
…、普段あかぼしやばくだん酒場にきていだいてる常連のお客様をはじめ、わざわざ尾道や、三
                                    原からきてくださった、飲食店の方、絶大な尽力を戴いた安田
                                    さん、そして終始笑顔でとっても優しく、ぼくらに焼酎の良さ
                                    くれた笹山さん、ありがとうございました！この会ひ
                                    とつの事で、準備から開催まで沢山の人の協力がありました。
                                    焼酎だけじゃなく、そこには「人」があったということが言え
                                    るなあ！と強く最確信しました！「酒」とは「人」なり！もっと
                                    このご縁から、ここに携わって行こうっ！ありがとうございま
                                    した！又是非企画、開催していきますね！  あっ、だれか一緒
                                    に芋掘りいきませんか。芋と一緒に「ロマン」があるから…                          
                                    

ベッチャーのみんなと笹山さん

笹山さんと安田さんin尾道！

笹山さん＆いっとくスタッフ＆団長と



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 ！ ！

夏の暑さにやられて熱中症さまです！外で遊

ぶのに疲れた時には家でゆっくり本を読もう

！今回のおススメの本は最高です。『人生の

師匠をつくれ』です！著者中村文昭さんの失

敗談、経験談がわかりやすく描かれています

！皆さんには、尊敬できる師匠はおりますで

しょうか？心のスイッチを入れてくれる人は

いますか？本を読んだだけで見つかる訳ない

と思ってる人！『でも』とか『どうせ』とか

言う前にとにかく読んで見て欲しいです！ま

えがき、あとがきだけでも読んで見て欲しい

です！あかぼしカウンターにこの本をおいて

ます！見にくるも良し、買いに行くも良し！

それでは、また来月…
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あかぼし　松原店長
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

ウホッ！オッスオ
レユウヂ。夏と言
えば肉！肉といえ
ばポッポてなわけ
でみんなポッポで
スタミナ補充じゃ
！当たりつきのホ
ームランつくね串
もオススメよん。

ぽっぽ　上原店長

笑いの神様は

実は、ケンちゃ

んでした!!一発

ギャグを量産

中!!もう８月!!

ツルッと吟醸

酒祭りするど

ぉ～!!

毎日毎日僕らは

水槽の中からみん

なに美味しく食べ

てもらえるように

カウンターを眺め

てます。by1匹45

00円のアコウより。

追伸、夏バテには

ベッチャーのお魚

くんが待ってます。

オヒサー!!１ヶ月ぶ

りに１０キロ太って

舞い戻って参りま

した。暑い！暑い

！そんなときにあ

かぼしでキンキン

に冷えた日本酒

いかが？自家製

らっきょもおすす

めです。

『どのくらい？』
と聞かれたなら
ば、完全にツイ
テル状態の当
店で～す！お
盆休みもエビ
バディカモーン
ー！村上さん
ありがとう

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！！

いっとく　三浦店長

夏っ暑っ夏っ
暑っココナッツ
☆ やまねこは
緑でいっぱい
だよ～ バジル
にひまわり ミ
ニトマト～ 大
きくなぁれ 大
きくなぁれ～

 
 

絵本のよみきかせ会もだいぶ定着してきて、いい感絵本のよみきかせ会もだいぶ定着してきて、いい感

じです。前回のわらべうたも、みんなで自己紹介兼じです。前回のわらべうたも、みんなで自己紹介兼

ねた歌とか、聞いたことない歌とか、簡単に覚えらねた歌とか、聞いたことない歌とか、簡単に覚えら

れる歌とか、たのしめました。ちょうどその日はおれる歌とか、たのしめました。ちょうどその日はお

客さんもこられてました。ひげろくさんという、紙客さんもこられてました。ひげろくさんという、紙

芝居を２６年間もやられている方。近いうちにたま芝居を２６年間もやられている方。近いうちにたま

がんぞうで、紙芝居の会もやりたいね。という話をがんぞうで、紙芝居の会もやりたいね。という話を

してます。リズミカルでとっても面白いおじさまでしてます。リズミカルでとっても面白いおじさまで

す。次回の絵本の読み聞かせ会は、８月１８日月曜す。次回の絵本の読み聞かせ会は、８月１８日月曜

日。内容は、絵本のよみきかせと、虫除けスプレー日。内容は、絵本のよみきかせと、虫除けスプレー

つくろうの会です。まだまだ蚊が多いんで重宝しまつくろうの会です。まだまだ蚊が多いんで重宝しま

ーす。今月のおすすめ絵本はーす。今月のおすすめ絵本は[木はいいなぁ木はいいなぁ]です。です。

自然はいいね。自然はいいね。

  

　２日　岡田　侑（ゆう）

Happy Happy BirthdayBirthday
いっとく所属の癒し系イケメン店員、ふわぁ～とした雰囲気と得意の

洋食でお客様の心をがっちりキャッチ！顔に似合わず実はのんべえ…

　４日　村上　香奈江（かんちゃん）

ベッチャー所属のしげちゃんの飼育員？いつもしげちゃんに甘味を与

えて飼育してる様子、たまがんぞうを元気に明るくしてくれてます！

　６日　山根　広大（ヤマちゃん）

ベッチャー所属の野生児料理人！釣りにボードに単車など多趣味な尾

道チームの兄貴分？最近は子分をつれてのクワガタ採取がお気に入り

１２日　松原　多利（タヌキ）

みなさんご存知あかぼしのアイドル店長！最近㌍ONで体重増量中…

持ち前の行動力でスタッフを満天笑顔に！口癖は「エイドリアァン！」

１２日　中川　今日子（キョン２）

あかぼしのアイドル的存在のキョン２！打てば響く彼女は、仕事も

笑いも相当の実力…カシス好きの姉御肌！でもドMとの噂が…

１６日　安原　瑠夏（ルカ）

只今高校２年生！ポッポに入って一年、ずいぶん女らしくなったと噂

のルカちゃんは、恋愛そっちのけで受験勉強に集中しとります、ハイ

１９日　川崎　拓実（タク）

年に２回も誕生日って２才歳をとるってこと？この間は間違いで今回

がホントです！ゴメンねたっくん～２倍お祝いしてあげるよ～ｂｙ大塚

２７日　山下　裕輔（ゆうすけ）

ばくだん酒場所属の頼れるエース！今年はDJデビューも果たしました！

仕事も遊びも常に上を目指す頑張りやさん、実は外国人女性好き…

毎日暑い日が続くなぁ～

体調管理に気をつけて夏バテせんように

しっかり栄養とるんやでぇ

わても健康第一や！！感謝！！

 

■編集後記■

ばくだん娘★カナコのオススメばくだん娘★カナコのオススメ
ばくだん酒場のカナ

コよ！やっぱり暑い

夏はビールにかぎる

ね、ばくだん酒場で

カナコに会えたらと

びきりのビールつい

じゃいます！カナコ

の笑顔とキンキンに

冷えたビールで夏バ

テなんてぶっ飛ばし

て！ビール大好きッ

毎度！番頭賢吾です。ふれあいの里の定食屋（一膳

飯屋って言ったほうがかっこいいか！？）やっと屋

号決まりました！湯で元気になる！ってことで「湯

元」御調にはたくさんの山の幸があるってことで「

百菜」簡単に言えばそんな感じで「湯元・百菜ーゆもと

ひゃくさいー」に決定！えっ？いっとくらしくない？普通

？いやいや長生きの百歳にもかけてます！「尾道で

一番なが～い蕎麦」のど詰まるやん！「しつこいく

らい健康的な定食」治療食？？などなど、まぁ～色

々できますわね！今はメニューも内装も普通すぎて

照れちゃう感じですが、まーみんなで色々楽しいこ

とやっちゃいましょう！妄想です…もしふれあいの

里の立派な建物の前のおっきなグランドが畑だった

　　　　　　　　　　　　　　ら…おのみち自然ふれあいの里…レンタル農

　　　　　　　　　　　　　　園…いろんな家族が畑いじりして汗かいて、

　　　　　　　　　　　　　　畑の真ん中には掘っ立て小屋の休憩所があっ

　　　　　　　　　　　　　　て…川もあったりして…そこで畑のプロのお

　　　　　　　　　　　　　　じちゃんの話や昔話が聞けて…畑いじりした

　　　　　　　　　　　　　　後、温泉つかってご飯食べて寝て…朝起きて

　　　　　　　　　　　　　　カブトムシ捕りに行って…畑には牛舎や鶏小

　　　　　　　　　　　　　　屋があって、朝ごはんは絞りたての牛乳、と

　　　　　　　　　　　　　　れたての味のある野菜、産みたてのあったか

　　　　　　　　　　　　　　い玉子を炊きたてご飯にぶっかけて…体育館

　　　　　　　　　　　　　　が実は温室で…隣のゲートボールに来たおじ

　　　　　　　　　　　　　　ちゃん、おばちゃんが畑教えてくれて…店の

　　　　　　　　　　　　　　生ゴミはたい肥にして…料理教室なんかあっ

　　　　　　　　　　　　　　たりして…旨いもんってコレなんや！みたい

　　　　　　　　　　　　　　な…あーツイテルツイテル、与ッ作妄想癖が

　　　　　　　　　　　　　　伝染してきております…（ふれあいの皆様ス

　　　　　　　　　　　　　　イマセン…あくまでも妄想です。アシカラズ

　　　　　　　　　　　　　　…）ふれあいの里にいるとほんとパワーもら

　　　　　　　　　　　　　　います。夢が膨らみます。何はともあれ「温

　　　　　　　　　　　　　　泉旅館を尾道に作る」っていういっとくの夢

　　　　　　　　　　　　　　に向かってゴーオンジャーです。そうそう今

　　　　　　　　　　　　　　年中にいっとくダッシュ村もつくって、原田

　　　　　　　　　　　　　　かどっかで温泉掘りましょう！！今回で最終

　　　　　　　　　　　　　　回…でも夢はまだまだ続くのだ！！

お知らせ ■いっとくホームページ更新しました！お待

たせしてゴメンなさい。ぜひチェックしてみて下さい。

ご意見・ご感想はこちらまでittokunews@yaho

o.co. jp■７月は尾道・住吉花火でたくさんのお客様

に来ていただき感謝しています。尾道の町が今年も多く

の人でにぎわっていました。来年もまた楽しんで頂ける

　　　　　　　　　　　　　　　　　ようにいっとくも

　　　　　　　　　　　　　　　　　尾道を盛り上げて

　　　　　　　　　　　　　　　　　いくお手伝いをさ

　　　　　　　　　　　　　　　　　せていただきます

　　　　　　　　　　　　　　　　　ので今後ともよろ

　　　　　　　　　　　　　　　　　しくお願いします

　　　　　　　　　　　　　　　　　いっとくスタッフ

　　　　　　　　　　　　　　　　　一同。

　　　　　　最近本当にビールが美味すぎる

編集長です！先日お休みを頂いて初めてＳＥ

ＴＳＴＯＣＫに行かせて頂きました、本当に

楽しかったです、気絶しそうなくらい暑くて

人が多かったけど水分補給のつもりでビール

をガバガバ飲んでたのですが、途中で大きな

看板に気づき読んでみると「アルコールでは

水分補給できません」とドデカく書いてあり

ました…そんなこんなで人の多さや屋台の数

に感動し野外ライブを堪能して思ったことが

来年もきたいなぁってのと屋台だして参加し

たいなぁって想いが暑さとアルコールでやら

れた脳にじんわり芽生えました…これからも

っとたくさんの祭や音楽イベントに関わろう

と誓いながら今月も新聞が完成しちゃいまし

た！テヘッ　　　　　　　　　★ユウヤナカハラ★

１９歳なりたてホヤ

ホヤのＫＡＺＵです!!

遊びも仕事も絶好

調!!大学は・・・たま

がんぞうと共にがん

ばります!!８月のたま

がんぞうは初めての

夏本番!!色黒のＫＡ

ＺＵと共にお待ちし

ております!!


