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おまたせしました！！いっとく大将コーキ・ヤマネの「北川先生と出路アニキと行く
アメリカ１１日間師匠旅！」完結編です☆★☆満月の謎もとけて大自然のように
おっきく成長した我らが大将！！「オッパイだけを見つめし者よ」ってね～（苦笑）
〓８日目〓朝５時過ぎからグランドキャニオンの朝日「ご来光
」を見に行く。新鮮な空気を実感。偉大なる太陽。 すべてはお
日様のお蔭様。そいえば日本国旗もお日様やね！それから「ア
ンテロープ」と呼ばれるリアル「ラピュタ」かリアル「ナウシ
カ」と言っても過言ではない鍾乳洞のような洞窟見学！帰る途
中、たまたまインディアンの居住区の 「ゲル」と呼ばれる三角
テントを途中発見し行ってみる。「ナバホ族」のインディアン
の方々がそこにはいて、わぁ～っと子供達が物珍しそうに寄っ
てきた。その瞳と人なつっこさは純粋さを物語る。普通は会っ
てはくれないらしい部族の長にたまたま取っておいた「どんべ
い」や「オカキ」や「味噌汁」などをお土産として渡した後、
グランドキャニオンのSunsetを皆で眺めに歩いて向かう。途中
でクーガー（山猫）の子供が目の前を横切るのを目撃！直後に
二羽のイーグルが何処ともなく現れ、上空を何度も何度も旋回
し始めた。あっこれは歓迎してくれてるな！と全員が感じ、み
んなで「ありがとう～ありがとう～！」と、何度も御礼を言っ
た。ありえない光景・・・「どんべいの恩返しか！？」などと
ナバホ族を思い出してみたり…それにしても珍しい事、不思議
な出来事の連続。なんて素晴らしい！その後の夕食で、「明日
は断食にしようか…」との先生の提案に、我々反乱軍の「出路
隊長」と「ワテ三等兵」は最後まで抵抗するも…「やむなし断
食に至る・・・」 〓９日目〓「セドナ」にて。朝から車の鍵が
開かず車内に入れず立ち往生…車の鍵の電池を換えたりしてみ
るがどんなにやっても動かない。業者に連絡すことにしたが、「こりゃ～一時間以
上もロスするなぁ…」なんて思ってた。ら、先生が「ちょっと貸してみて」と言っ
たかと思うと、鍵を握って念を込め始めた…ら、少しして先生が鍵のボタンを押す
と開いた。どうなっとんじゃ！？「先生！物にも気が入るんですか？」ってびっく
りして聞いたら 「それは当たり前よ…」と一言…摩訶不思議！アメリカ当日は満月
の夜だった！阿呆なワテは満月が二週間位続くと思っていた。先生から「日本では
今日は中秋の名月だよ。山根ちゃん！勉強しよう…」と優しく教えていただく（笑）
中秋の名月は9月15日を指すらしいのだが、「満月が一年で最も美しく見える日」に
この地にいる…すごい！やっぱり一生この体験はしないだろうな。夜は歩いて１番
のポイント「レッドロック」という岩山の絶景を見に行く。後ろをよく見ると背中には中秋の満月…前には夕日・・・。ありがたや～ありがたや～
（笑）
そしてまだ断食は続く。ゆっくりした一日…ホテルに帰って皆で語る会。今回の旅で感じた事、旅の宿題はなんだったのか…部屋の明かりをランプ一つ
だけにし、時には月あかりだけで一人一人語る。心の落ち着いた時間。「ゲル」の中央に焚火があるイメージで語る。ゲルの中では「嘘」はツイてはな
らない…先生は「この七人だった事に意味があるのでは…」そして「いろんな出来事に意味があるが、その意味は後になってわかるものだ…」とおっし
ゃられていた。そうだなぁ…と感慨深い。そうそう、インディアンは名前を付けるにあたり、狼と踊る男＝「ダンスウィズウルブス」のように名前を付
ける…のだが、先生がワテにつけて頂いたインディアン！？名は…「オッパイだけを見つめし者よ」だった…いくらラスべガスでオッパイ見てたからっ
て・・・「だけ！？」って・・・（笑）皆さんどぉ思いますか？

自己紹介リレー

村長・与っ作の農業通信コーナーいえい！みたいな～
『秋』といったら『読書』、
『読書』といったら『福ち
ゃん』、『福ちゃん』とい
ったら『夢』、『夢』とい
ったら『ありがとう』、『
ありがとう』といったら『
サンキュー』、『サンキュ
ー』
といったら
『３９』→『４０』→『４１』→『４２』→『４
３』→『よんじゅうさん』→『よん、さん』…遅くなりました
『ヨン様』です…いや『よっさん』です…も・と・い『与っ作
』で～す！！秋のいっとく農園は、はじめての落花生の収穫もあり、たくさんの種類の大根植
えたりと、そこそこ忙しくやっとります～落花生の塩ゆでは、つまみにゃ最適とまらんで～大
根は黒い大根「くろ丸君」と「くろ長君」、鹿児島名産「桜島大根」、ワサビの香りでソフト
な辛味「カザフ辛味」、かわいいかわいいはつか大根三種類「キスミー」「白姫」「さくらん
ぼ」、あかぼしのおでんに使う予定その名も「おでん大根」等々まだまだたくさんの大根を植
えてます～この秋は精米機の隣にある無料でもらえる米ぬかを肥料として土にまいたり、湯元
百菜の世羅のウグイス嬢こと金ちゃんから敷き藁をいただいてマルチ代わりに使ったりとかな
り環境にもお財布にもエコ！本当にエ～コとじゃ～！あと～いっとく農園に与っ作のことをい
つも見守ってくれる黄色い花の風車、名付けて「堀北真希ちゃん」と～与っ作の話し相手ニワ
トリ風車の「平治郎さん」を設置しました～温度計なんかも付けちゃったりしてかなりハイテ
ク～ ハタテク～ハタイク～ハタケイク～畑行く～ってみんな畑に遊びに来～て来～てちょ～だ
～い～よ～&さ～よ～お～な～ら～&ま～た～来～月～

たまがんぞう おっちーからは…

尾道いっとく 下渡裕也（しも）

先輩と思ったことがないが先輩！笑 酒が強くて一緒に飲むとめんど
くさい！笑いつか絶対に倒す！！とりあえずまた飲み行こ☆

満天酒家あかぼし たっきーからは…

たまがんぞう 山本一輝（かず）

ぶちくさらぁめん本店
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。
やまねこ

磯村

久瑠美（くるみちゃん）
明るく元気なくるみママ。やまねこに新

１1月限定

「一期一会らぁめん」は…

もやしたっぷり醤油豚骨

￥６９０

お昼も夜も元気に営業中！

しい彩りを添えてくれそう！！
いっとく

黒木

イケメンでバイク乗りと僕と共通点が２つもあるかずき！！少なっ！！
また一緒に働きたいのであかぼしに来てくだぱい。ツーリングも逝きま
せう！！

美貴（ミキティ）
いつも素敵な「エテリヤ」 君の傍にもきっとある。 「エテリヤな生活」 「君がエテリヤを感じ
たいと言ったから、エテリヤ記念日」 ただ、少しだけの笑顔が欲しいだけ…エテリヤ…

長身でスタイル抜群！！ダンスが大好き
な元気娘。

笠岡町４－１５ ℡０８４－９２１－７２２２

店長だよ!
全員集合!
つばさとむっくん
です。今いっとく
で働いて約２年
半・・・。ナイスな
笑顔でいつも支
えてくれてます!!
後、3ヶ月一緒
に頑張ろう!!み
んな会いに来
てね!!

いっとく 三浦店長

『ハイボールセミ
ナー』に参加して
きました。鉄板a
nd鍋料理に相性
抜群でっせ！尚、
巷では結婚式ラ
ッシュの模様で
す！幸せをあり
がとう！

ばくだん 陶山店長

おかげさまをもち
まして、11月3日
で3周年を迎える
ことが出来ました
これも一重に皆
々様のおかげで
ございます11月
3日はベッチャー
祭にみんなおい
ベッチャー 大塚店長
で

山根広 大の 呑 みご ろ 釣 ら れ ご ろ

>゜))))彡

ど～もこんにちは最近服着替えるのも面倒になってきたこ～だい
です。さてさて今回のタ～ゲットはアオリイカ☆今の時期とって
も美味しいイカじゃけ―サクッと釣って酒のつまみに(☆o☆)など
と考えさっそく釣りにGO(^^)秋晴れの海はめちゃめちゃ気持ちいい
さ～！！！向島ひしおの防波堤にと
うちゃく開始30分ほどで簡単に釣れ
ちゃった！！！こりゃやっぱり刺身
その場でさばいてビールと一緒に流
し込むと・・・いきたかったけどそ
甘くない!なんにも釣れません！ごめ
んなさい妄想です <m(__)m> 今回なに
も釣れませんでした(>_<)こんな私に
もう一度チャンスを!!!

「堀田団長の酒探訪」コーナー

外もめっきり寒く
なり本格的に冬
がきます!!たまが
んぞうで旨いお
燗酒と好みに合
ったお湯割りそし
てなによりあった
かい料理でお待
ちしております!!
リップ共々宜し
くお願いします!! たまがんぞう 川野店長

Happy Birthday
１日 金岡 拓

ぽっぽ 上原店長

（キンちゃん）

べっちゃー所属、コテコテの関西弁と抜群の心配りでお客様に大人気
のキンちゃん。現在ライダースを探索中！情報求むッ！

５日 横山 達也 （タツヤ）
湯元百菜の現役高校生。クールな見た目とは裏腹にかなりの純情ボー
イ…。バイクとお風呂をこよなく愛する世羅っ子。

７日 北村 好哲（よっち）
しっかり者でたまがんぞうのフロアリーダー的存在、なのにイジられ
キャラ…。今月からオーストラリアへ、英語が得意で日本語が苦手…

７日 篠田 恵美子（えみちゃん）
あかぼし所属のオススメ天使、元気な掛け声は隠れ家からあかぼしま
で響き渡ります！漫画家志望の関ジャニ∞大好きっ娘。

８日 占部 友華梨（うっちゃん）
ベッチャーの一階にデビューしたてのうっちゃん。最近、ギャルをめ
ざしてバッチリメイクに挑戦中！そのままでもカワイイ…とは店長談。

１４日 木村 裕美子（ユーミン）
やまねこカフェのたよれる存在。料理の腕前はピカイチ☆次なるステ
ップへと女にも磨きをかけてます！！目指せイイ女

１６日 村上 有未 （ゆみ）
いつも明るい笑顔でたまがんぞうをあっためています、平成大学、看
護学部所属のがんばり屋さんでまかない大好きッ娘！

２７日 小林 裕始 （ひろ）
ポッポ所属のスポーツ万能の筋肉野郎！若い頃から鍛えた肉体で作り
出す辛ぁーい中華と甘ぁーいマスクで女性客を虜に…

かん吉の﹁カンナガラタマチハエマセ﹂日の本の国の人その①

『金持ち人生』より『人持ち人生』の方がき
っと『人生大繁盛』！今月のおススメの本は
中村文昭さんの『お金でなく、人のご縁でで
っかく生きろ』です！どぉ～もぉ～！今月も
あかぼしからワクワクさまです！毎日お客さ
まとのご縁に感謝しまくり、福嶋啓介です！
僕が『いっとく』で働けるのは大将がいたか
ら、大将が大将であり続けるのは『スタッフ
』『お世話になってる業者さん』なにより『
お客さま』がいたからに違いない！この本を
読めば…自販機で煙草やジュースを買うのが
もったいないと思う様になる！新幹線で隣り
に座った人と仲良くしたくなる！人とのご縁に感謝したくなる！最
後まで読んでくださって、さらにはこの本に感心をもっていただけ
れば…こんなに嬉しいことはわりません！ありがとうございます！
あかぼしのおつかい番長コトきーやんのおススメ関根勤『バカポジ
ティブ』こちらも是非！

ともこです。 やまね
こに入って半年が
たちました！ スタ
ッフの中で一番ナ
イスバディ 特に胸
には自信あります
☆あと趣味は編み
物と動物と話すこ
とかな。ケーキを作
るのも毎日楽しい
☆皆さん食べにき やまねこ 馬渕店長
てくださいね～

オッス！オレユウ
ヂノムスコノコウ
ダイダ。サイキン
ハナノアナニイロ
ンナモノヲイレル
ノガオキニイリナ
ノダ。オトナノミン
ナモヤッテミテ！
タノシイヨ～！！

麻は、古代日本から祭祀をはじめ生活の いたる場面に欠かせない作物として栽培され、実は食用に、繊維として衣服になり紙になり、壁など建材にもなっ てい
ました。まさに「衣・食・住」を適えた植物であり、現在では環境を汚さない循環型の 燃料やプラスチック材に加工されるなど、その ECO 的多様性に関心が
集まっ ています。そして、日本人の 精神性である「大和魂」にも大きく影響しているもの として、第二次世界大戦後には戦勝国によっ て栽培は禁止されようと
しましたが、昭和天皇の 懇願により免許制の 栽培までは許されました。皆さんも神社お参りされたおり、お祓いの 時にフサフサしたクリーム色の ハタキみたい
なもの で左右に埃りを払うようにされた覚えがありますか？あの 、フサフサしたもの こそが麻の 茎を乾燥させて剥いだ皮を束にしたもの です。麻には、邪気や
穢（ケガレ）を祓い神様を迎える植物とされ、神社の お祭には欠かせませんし、昔は魔除けの 願いを込め、産着として赤ちゃんに着せお宮参りをしていました。
褌同じく大事な急所を守る肌着として日本だけではなく、古代マヤやインカ、エジプト人も着用していた歴史があります。ゴムの 様に締め付けず健康的で通気
性に優れ、且つ、免疫力を向上させる下着としてデパートの 女性下着売り場でも売り上げを伸ばし、ファッションの 世界では「うさと」ブランドが有名です。
とかく、誤解されがちな植物ですが、産業用の 麻は法律で禁止される成分をほとんど含みません。徳島、高知、岐阜、滋賀、熊本など、地方によっ てはECO
資源として産業開発が奨励されています。ちなみに、小生は夫婦で褌を愛用しております。 合掌

キラリと光る！？ふくすけの
本気の読書おすすめします！！

心も体も温もり
様です。鍋が恋
しい季節になり
ました！本気の
スキヤキ！チョ
ー元気になるア
ホアホ鍋「チゲ
鍋」やってます！
みんなで食べれ
ば笑顔満天！ あかぼし 松原店長

先月、鹿児島
（じゅんちゃん）
県鹿屋市の「
いっとくいちビールが似合うみんなのおねぃさん！兼、いっとく新聞
大海酒造」に行かせていただきました。印象深かったのは、「蒼々
副編集長。相棒のジムニーと共に今日も皆のために爆走中！
」という銘柄の、少し紫がかった綺麗な赤色で発酵する芋「紅オト
メ」のもろみでした。そして昼夜お世話になった山下専務さん！あ
（かへぇ～ちゃん）
りがとうございました！これからもお会いできそうな良い予感が…
ポッポ唯一の女の子スタッフ。最近車の免許を１０回目にして見事に
大海酒造の事については是非、同蔵のホームページを見て欲しい！
取ったかへぇ～ちゃん！！ぜひ車の運転は安全運転でお願いします。
僕らが行った時の様子も写真入りでアップされてますよ。鹿児島の
事になるとほ～んとに更に長く長く、語ってしまうので、この辺で
（だてちゃん）
、バイバイ！そしてこのコーナーもこの辺で。団長の酒探訪はまた
そのストイックな仕事っぷりは誰もが一目置く存在！！でもプライベ
形を変えて、いっとく新聞に登場するはず！いやさせていだく！
ートはとってもやさし～いたまがんぞうみんなの姉貴！
■編集後記■去年、今年
と結婚式が多すぎて金欠
（くるみちゃん）
気味の編集長です…今月
はじめましてのはじめの
やまねこカフェに入ったばっかりのくるみちゃん。実は一児のママな
はわれらがいっとくスタ
一歩の 「いっとく新聞」
のです。マシンガントークでお店を盛り上げる！！
ッフの誕生日が盛りだく
初登場の瀬尾と申しま
さん！！みなさん思い出
す。 僕が紹介したいの
に残る誕生日プレゼントってありますか？編集長は お知らせ ■いっとく新聞へのご意見・ご感想はこちらまで i t t o k
は、藤原Ｄ君 … じゃな
今から十数年前の出来事なんでですが編集長のパン u n e w s @ y a h o o . c o . j p ■いっとくホームページから大将・
くて、 サントリー角瓶で
クロックの師匠、ユウジ君からのプレゼントで17歳 番頭・いっとくブログへリンクを貼りました。チェックしてみて
す！！お酒全般大好き
で、飲み比べなら、新参
最後の夜に、「セクト」ってバンドの「フォーエバ 下さいね。■１日（土）・２日（日）ふくやま手しごと市＠トラ
者ながら、いっとくの諸
ーセブンティーン」ってめちゃめちゃかっこいい曲 イアングル広場■３日（月）尾道ベッチャー祭り、ベッチャーの
先輩方には誰にも負け
をカセットテープにレコードからダビングしてくれ 胃ぶくろ３周年！お昼限定営業しちゃいます。
る気はしません！ ハイ
てビール一杯と一緒にプレゼントしてくれました、 ■８日（土）・９日（日）おのみち手しごと市
ボールで勝負！ハイ、オッパッぴー！
そして編集長は18歳になった夜から
＠宝土寺■２５日（火）「いっとく勉強会」の
「永遠の17歳」になったわけなんで
為、全店お休みさせていただきます。■１１月
★いっとく本舗通信★今月、新入荷「１
～尾道ふれあいの里「湯元・百菜」で福山の「
０人の法則」西田文明、「はきものを す！あれから十数年たちますが贈ら
そろえる」清水克衛です！！岐阜の麻 れるほうから贈るほうになれてるか
ちょこはぴ倶楽部」の展示を行います。■１１
処「さあさ」さんの麻のふんどし、
なぁっと、これからもめでたいお祝
月～尾道やまねこカフェで尾大生「ハヤシリサ
手ぬぐい、くつした等も入荷しまし
」さんの絵画展を行います。■詳しくはいっと
た。麻については「かん吉コラム」で い事はとことん付き合っていっちゃ
もご紹介してますのでそちらもドウゾ！ います。テヘッ★ユウヤナカハラ★
く本舗までどうぞ TEL：0848-29-5109

２７日 松村 純子
２８日 島田 霞

２９日 伊達 千枝

カミカゼ大好き！優太です

２９日 磯村 久瑠美

発行元 有限会社いっとく 尾道市土堂町1-11-16 TEL 0848-29-5109 FAX 0848-29-5209

www.ittoku-go.com

