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今年の夏！みんな海、山でしっかり遊んで素敵な夏の思い出できたかな～？いっ
とくは8月、フェスタデラマと居酒屋甲子園に参加してきました！熱かった～！！
今年も関わってまいりました！フェスタデラマ,08！！
せとだサンセットビーチにて二日間にわたる真夏の音
楽イベントやっほい！20組以上の出演者が最高の天気
の中最高のステージを見せてくれました、屋台も数々
あり、われ等いっとくは「尾道ラマ麺、せせり鉄板焼」
の二枚看板でお祭のサポートをがんばってきました！
全国からロック好きやレゲェ好きが集まり去年以上の
盛り上がりと今年一番の真夏日の中、上原店長と大塚
店長中心にいっとく流のおもてなしができたと思いま
す。テントの中が鉄板の熱とラーメンスープの蒸気で
サウナ以上になったり、食材を保管してある保冷車の
バッテリーがあがったり…数々の困難を乗り越えて今
年出店も大成功だったと思います。また絶対来年もフ
ェスタデラマにわれらいっとくといっとくに関わる大
勢の人たちで参加することをせとだサンセットビーチ
の夕日を見ながら心に誓いました！
この祭だけではなくもっと多くの祭
りにいっとくとして
参加して尾道、福山、
広島、をぶち元気に
していきたいと思い
ます、今月は松永の
ゲタリンピックでみ
んなをぶち元気にす
るぞ！！みんなきて
ね。

行ってきましたぁぁ～！８月２０日
第３回居酒屋甲子園！毎年恒例弾丸
バスツアー～横浜パシフィコまで１
０時間の旅～皆さん居酒屋甲子園知
っとりますかぁ～？全国からエント
リーされた居酒屋のうち、独自の選
考基準で選ばれた優秀店舗が年に１
回、数千人が集まる大会にて自店の
取組みや想いを発表し、居酒屋甲子園における日本一の店舗を決定！もち
ろん我らがいっとくグループも参加させてもらっとります！第３回は全国
７７０店舗が参加し、大会には５０００人以上の人が集結！福山からバス
にて１０時間…みんなで楽しく？お尻が痛くなるまでバスを満喫し、横浜
パシフィコに到着しました！到着するなり、居酒屋甲子園理事長でもあり
私福嶋リスペクトのてっぺん代表大嶋啓介師匠を探しだしましたが…さす
がは理事長！常に周りには人が集まり、オーラをビンビンに感じました。
そして隙を見て福嶋もあいさつを済ませ、写真をパチリッ！バッチリ良い
写真が撮れた…かと思いましたが、まさかのブレ！ばくだん酒場店長陶山
キャメラマンともめた事は、今となっては良い思い出です（笑）大会では
全国７７０店舗の中から選ばれた６店舗のプレゼンテーションが行われま
した。６店舗共通して感じた事は『仲間の大切さ（共存共栄）』『本気』
『感謝』『夢』！どの店舗も一生懸命で感動させられました！そして６店
舗の中から会場に集まった５０００人の投票により選ばれた優勝店舗は…
熊本のＨＥＲＯ海さんでした。パチパチパチパチ！ＨＥＲＯ海はまだ創業
半年のお店で、メンバーの５人全員が幼馴染みなのです！あのパワーはす
ごいなぁ～！年はあんまり変わらんのにやる事やっとるなぁ～！負けられ
んなぁ～！と心にスイッチが入りました！来年第４回居酒屋甲子園も参し
、今年より深く関わって行こうと誓う今日この頃です！来年もバスで
（笑）

馬鹿大将の阿呆な子ラム

お疲れごっつぁんです！皆「えてりや」ってるかい？えてりやで張り切りす
ぎて、病気にはなったらあかんよ！予防が大事、「予防」が！にしても熱は
夏いですなぁ～。最幸です！そう、熱いのは気温だけではない！我らが庄司
さん率いる、高知のよさこい祭りに参加しました。マジやばいで！朝から晩
まで10時間位踊る祭りなのだ。高橋ヒデキングや、大嶋さんや居酒屋メンバーそろっての参加で超盛り上が
った！そして大嶋啓介といえば、「居酒屋甲子園」の開催も先月アリ。桑田真澄の講演も聴けたし、８月は
とにかく忙しく飛び回った、充実した月でした。馬呆9周年も先月アリ！「すべらない話をやってくれ！」
と
スーさんに頼まれ、喜んで引き受けたのだが、完全に滑りまくった者ですが・・・何か？前の日にスーさん
に「しらけるのだけはアカンで！」と釘を刺され、「もぅ、わかっとるわ！」などと偉そうに言い切ったワ
テである。いやぁ＝仕事は「段取り八分」ってね。 ５人を選出する事にして、おもろい入場を考えていた。
そう、K1の女性外国人アナウンスのように、超甲高い声で１人１人紹介して入場する様な段取りにしていた
・・・。「福山を代表するゴリラーマン！切れる速さは福山一、いや日本一！福山のバンダレーーーィシウ
バ、いや、…株式会社夢笛、高橋～英樹～。」とか、「テンションの高さと銭勘定はオープン当時からの変
わらない味！最近飲み過ぎて運ばれた、痛風のダテンシ！ソーズダイナー、グッグッグッグッグッぐっちゃ
～ん！」ってな感じで５人を紹介しました・・・が、超アウェイの中では想い届かず・・・。ウケタのは最
初だけ・・・。その腹いせか、熱が夏いせいか荒れるワテ・・・この度、ある会に入会する事となり、その
会で一泊研修に参加。ホント何年ぶりかにスポーツ測定をやった。5分間走とか・・・。ちなみに腹筋３０秒
間に３２回という記録を樹立！すごくない？夜には予定通りベロ酔いなワテである。その後は大暴れ！先輩
方に噛み付きまくり、言いたい事散々言いまくったあげくに「そんな会なら入会しませんわ！」などと言い
放つわけワカラン奴！ほとほと困ったものである。治らないのか！？この悪い癖は…。んで、奇しくも一泊
した場所は、我らが『ふれあいの里』というオチまでついた。ワガママ病にツケル薬はないものか・・・。
「予防」が大事か？人生日々是修行・・・ってか。

尾道いっとくを卒業する２人からのメッセージです。たくさん元気なパワー
をくれた２人に心からありがとう！これからの新たな仕事もパワー全快で☆
竹内
良幸（たけ）
藤原
真美（まみ）

尾道いっとく ミユからは…

ベッチャーの胃ぶくろ 占部友華梨（うっちゃん）

いつも、うっちゃんのほんわか笑顔にいっとくのみんな癒されてます。
まだまだ入って間もないけど、尾道の看板スタッフ目指してがんれよ
～!!

拾圓ポッポ ヒロからは…

尾道いっとく 安石憲（けん）

ちょっぴりウソつきな、いっとくけんちゃん。社員旅行で持ってきてたセ
カバンどこで買ったの!? 高知で買ってた木刀の使い道は!?まだまだ謎
の多いけんちゃんです。また一緒に野球やろうや!!

いっとくに入ってからの二年間

お疲れ様です!!２年と4ヵ月お世話になりました☆なん

本当にあっとゆうまでした。毎

かあっとゆうまだったけど濃い２年間でした☆いっぱ

日が本当に楽しかったです。い
つも周りにはいい仲間がいてく

い心配かけて、いっぱい迷惑かけて、いろんな人とぶ 秋と言えば実りの季
つかりいっぱい怒って、いっぱい泣いて、いっぱい笑 節！！おいしいもの

れてプライベートでもみんなと

ったわぁ～(・∀・)いろんな店舗にhelpに行けて他の

遊んだりできてよかったです。
いっとくで学んだことを生かし

店舗のスタッフとも仲良くなれたし、いい経験さして んな旨い食材には旨
もらいました☆やっと就職すると思います、、笑 頑 い酒！！うちは日本

て次の職場でも頑張っていきま

張るけど寂しくなったらいっぱいいっとくに食べに行 酒が大好きじゃけー。

す。いっとくでの二年間は本当

ってデブになります、、、(。・_・。)ノ笑☆いっとく すっかり太った秋刀

に宝物でした。今までありがと

わ優しいお兄ちゃんお姉ちゃんがいて居心地がよかっ 魚の塩焼きに亀齢の

あかぼし智子ママの今夜の晩酌
盛りだくさん…。そ

辛口純米のこく旨で
キマリ！みんな笑顔
になることまちがい
団 長 の 酒 探 訪 」 コ ー ナ ー 「暑かったけど、短かったよね、夏…」と
は桑田佳祐監督映画「稲村ジェーン」の
なし！
なかで、主演の清水美砂が呟いたセリフ。強烈な暑さも、過ぎてみれば、想い出に変わるみ
たいな。又秋が来ます。そしてお酒も美味しい季節です。焼酎、日本酒もそろそろ造りに入
！！！緊急告知！！！
ったり、準備に取り掛かる頃です。そんな中、「福山リカーショップ安田」さんでは、９月
今年もやってきました！まつながゲタリ
３日には「天宝一」、１０日には「賀茂金秀」のそれぞれ「秋の目利き会」が行われます。 ンピック！我らがあかぼしも松原店長を
一夏超えた秋上がりのお酒を、感じれるということで楽しみです。又、広島県内の酒蔵を中 中心に積極的に参加します！鉄板焼を中
心にドルチェのジェラートやドリンクを
心に酒蔵見学の企画も近々、お知らせしますね。そしてなにより、「いっとく各店で呑む酒 用意して皆様のお越しをお待ちしており
は、旨い」とお客様に感じてもらえるように、スタッフも楽しめる、そんな優しさ溢れるイ ます。出店だけではなく今年は競技にも
メージで酒舞会でも、提案します！「酒はひとなり」今回はなんか所信表明みたいになりま 参加していくんでみなさん応援お願いし
ます！！9月21日(日)は松永へ集合！！
したが又お会いしましょう！ 団長
うございました。

「堀田

自己紹介リレー

たです☆

１・２・３・与っ作だぁ～！いや

村長・与っ作の農業通信コーナーいえい！みたいな～ ～朝晩がすっかり過ごしやすい季
節になりましたね～夏も好きだが
秋のセンチメンタルな感じも好きですね～夏は蹴散らしてた掛け布団も妙に股間に挟
んで抱いて寝たくなるもんね～俺だけじゃあないじゃろ、この感覚！えぇ～！あぁ～
！しーん……よし！久しぶりに与っ作の夢のお裾分けしま～す。もともと与っ作が田
舎暮らしをしたいと思ったのは自然の中で自然に感謝しながら自分や家族の生きる為
に必要な食べ物は自分でつくるというシンプルな生き方がしたかったからでした。し
かし最近たくさんの人の出会いで考え方がちょいっと変わってきました。基本的な目
指す生き方は変わらないが自分が農家として自立するだけでなく、きっと自分以外の
人にも農家になりたいがどうすればなれるのだろう?とか単純に野菜や米作りってどうやるの?とか田舎で農家したいのだがどうしたら家や土地を借りれ
るのだろう?とか…とにかく『農』への入り口を大きくしたいという考え方になってきた。自分が『農』への道をつくり窓口になる。
ぜ～ったいに来るか
ら農家の時代が！オイラに任しとけってんだ！あとはいっとく村でやりたいことは教育・共育・農育の３つ！教育はしつけや礼儀やマナーやルールなど
を、共育は仲間の大切さを、農育は自然の中で感謝の心を育てるという３つを村を通じてやる！いやはや～止まらんでオイラの右脳ちゃん～！まだまだ
書ききれない夢がたくさんあるけど今回も長すぎすんまっへ～ん！また来月！

店長だよ!
全員集合!
ペナントレース
ももう終盤。星
野ジャパンは惜
しくも敗退…で
もポッポの夏は
おわらない！み
んな肉くえ～ウ
ホ♪

ぽっぽ 上原店長

先月はラッキー
な出会いが沢
山ありました！
西田先生、亀
田先生、ありが
とう！そして、
今月は『国産ワ
イン』が熱いッ
ス～ 感謝

やーまん!!まだま
だ暑い今日この
頃!!いかがお過
ごしですか？９
月は１日一品!!
チャレンジ中!食
欲の秋…。旨い
もん満天!!僕の
お腹も満天!!と
もやありがとう！あかぼし

女心と秋の空
…ちょっと寂し
い気持の時は
ベッチャーのカ
ウンターでココ
ロのスキマをお
うめします秋の
味覚があなた
のそんなココロ ベッチャー 大塚店長
に…

毎日涼しいし～
秋は美味しい
ものたくさん☆
いちじくやさつ
まいものデザー
ト作るよ！ みん
な やまねこに
食べに来～て
やまねこ
ね！ね～

ばくだん 陶山店長

残暑だ！読書
キラリと光る！？ふくすけの
本 気 の 読 書 お す す め し ま す ！ ！ だ！こんばん
み～！ど～もぉぉ！１ヵ月ぶりの新鮮様のプラス思考様で読
書様です！今月のおススメは…大嶋啓介師匠の『てっぺん本
気の朝礼』！…にしたいトコロですが、今月は大嶋師匠の師
匠西田文郎先生の『ＮＯ．１理論』です！イェイ！拍手っ！
『プラス思考になろう』と言う本は今まで数多くありました
が、ＮＯ．１理論では『どうしたらプラス思考になれるか』
を解き明かしています！実は最近ＮＯ１理論著者西田文郎先
生の講演会にいっとくグループの選抜メンバーが大阪まで行
ってきたのですが、なんと！一回の講演料○万円！西田先生
いわく安い講演会は受けないとの事でして…！一流スポーツ
選手のメンタルトレーナーは言う事が違うなぁ～！と思う今日この頃…ところが、そんな西
田先生の本が１２００円！やすぅぅぅ～！！ＮＯ１理論を読んで一回○万円の講演会を受け
た気になろぉ～！写真→あかぼしの暴れん坊将軍コト宗一郎です！宗一郎おススメの一冊は
『板尾日記』こちらもぜひ！
尾 道 ふ れ あ い の 里 「 湯 元 百 菜 ーゆもとひゃくさいー」 と い っ と く グ ル ー プ に は い っ た
新しい仲間を紹介します！みんな宜しくお願いします。
湯元百菜
寅丸清美（トラさん）優しい笑顔にお客様のファンも多い寅さん。頼りにしてます！
横山達也（タツヤ）世羅の堂本光一（笑）何でもできる男前！！

馬渕店長

いっとく 三浦店長

たまがんぞうのＫＡ
Ｎちゃんです!!因島
から日々車で爆走
!!昼間は仕出し、
夜はたまがんぞう
と忙しい毎日を送
ってます!!皆の頼れ
るたまがんぞうの
ママです!!９月のた
まがんぞう共々宜 たまがんぞう 川野店長
しくお願いします!!

Happy Birthday
３日 川野 隆久（てんてん）
たまがんぞうを抜群のカリスマで引っ張る渡し場の『ゲバラ』こと
川野店長！豊富なお酒の知識と的確なおもてなしで居酒屋革命じゃ！

４日 渡邊 弘貴（ピロちゃん）
ばくだん所属のスマイルエンジェル！陶山店長の右腕！いや左腕！！
元気な掛け声とこぶしのきいた相槌が最大の武器！実はシャイボーイ

８日 堀田 健司（団長）
ばくだん酒場所属のタイガースと鹿児島をこよなく愛するみんなの応
援団長、いやしオーラと懐メロの知識はいっとくグループ随一！！

１１日 山根 浩揮（大将）
最近若い頃の噛み付き癖を取り戻しつつある我らが飲食馬鹿大将！
誰よりも笑い誰よりも怒りながら全国を飛び回ってくれています。

宮本ユキエ（バーバ）スーパー元気なみんなのバーバ。いつもありがとう！！
金田マリコ（カネさん）声のかわいいカネさん♪クルクル動いて元気いっぱい。
中濱真理子（マリちゃん）マリちゃんの笑い声でみんな明るくなる！笑顔が最高☆

１２日 内海 美咲（あやちゃん）

山下八重子（ヤエちゃん）与っ作さんのアイドル！夜の百菜の頼れる存在。
神頃克是（ジンさん）力持ちの癒し系。じんさんがいれば安心安心！！
黒田育代（クロちゃん）眼鏡の奥にキラリと光るお目めがかわいい愛されキャラ！！
杉原静夫（シズオ）責任感の強い優しい男。笑顔にみんな癒されてます。

湯元百菜の笑顔満天女子高生。美咲なのにあやちゃんと呼ばれている
のはスラムダンクから…？青春真っ只中のさわやかガールです♪

２０日 岡野 賢吾（番頭）

土井垣美香（ミカちゃん）動きが良くてのみ込みが早い！！できる！！（尊敬）
内海美咲（アヤちゃん）今月誕生日のあやちゃん。気配りやさんで素直な女の子。
ベッチャー

松原店長

只今、スタッフ
募集中!!毎日
楽しく一緒に
過ごしましょ!!
誰でも楽しくな
れるそれが『い
っとく』です!!や
ったりましょ!!

森将晃（まさ）しょう君と小・中・高・大が一緒！長崎の先輩・後輩コンビは永遠だ！！

我らが飲食馬鹿番頭！最近は故郷のために粉骨砕身モリモリ頑張って
くれてます！お酒を飲んでる姿が激レアに…見かけた人にはいい事が？

占部友華梨（うーちゃん）元気いっぱい純情娘。おじ様たちのアイドル誕生の予感…
藤原和徳（Ｄくん）只今ニックネーム募集中！脱・メタボリック目指し奮闘中！！
ばくだん

わてや、今月で３４歳になるで～
加齢臭にもまけん山根臭をプンプン
におわしていくでぇ～シクヨロ！！

高島舞（まいちゃん）フレッシュな新鮮少女。ばくだんに新たな風が舞い上がる。
瀬尾優太（ゆうた）寡黙な中に男気あり。さわやかな好青年登場！

あかぼし

武田学（たけちゃん）優しさNo.１！たけちゃんの作るカレーはビルが建つほど旨い！
小川勝也（かっちゃん）素直で謙虚No.１！後、声がいい！スポンジ男!!あかぼしに現る！

ぶちくさらぁめん本店
9月限定「一期一会らぁめん」は…
ちょいピリ辛！

『汁なし坦々麺』
お昼も夜も元気に営業中！

６００円

笠岡町４－１５ ℡０８４－９２１－７２２２

■編集後記■ 今月もいっとく新聞を手
にとって頂いてありがとうございます
最近かなり涼しくなってすごしやすく
なってきたんでこれまたビールがすす
んでしまいますね…みなさん季節の変
わり目は体調管理気をつけましょう！
ってなわけでいよいよ広島市民球場の
最終戦が近づいてきちゃいました…編
集長は広島県人、野球ファンとして半
世紀の間みんなを楽しませてきてくれ
た市民球場の最後の勇士を見に行って
まいります、今のところ最終戦が28日
(日)なので興味のある方は編集長まで
気軽に連絡くださいね★ユウヤナカハラ★

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 i t t o k u n e w s @ y a h o o . c o . j p ■９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
いっとくスタッフ一同。
今月の絵本の会は、29日(月)
にいっとく本舗にて紙芝居屋
のひげろくさんを招いての紙
芝居をやっちゃいまーす、最
近各方面から少しずつ注目さ 湯元百菜に職場体験学習にきて
れてきてるの一度きてみてね くれた御調中学のユウジ君とサ
レム君！よっさんとやえちゃん
と一緒に記念撮影じゃ～
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