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自己紹介リレー
たまがんぞう　しげちゃんからは…

ベッチャーの胃ぶくろ　杉原英里子（エリコ）

満天酒家あかぼし　キョン×２からは…

やまねこカフェ　田川友子（ともちゃん）

帝釈峡地鶏をいつもベッチャーから届けてくれるエリコ、いくら僕でも

地鶏丸ごとは食べれないので今度はおやつの差し入れ待ってます。

社員旅行の時から気になる存在でした♪ともチャンの作るやまねこ

ラテゎ可愛くておいしぃ♪でも夜の12時を過ぎたら裏ともチャンが出

るらしい…また遊びに行きます！！

                                                                                             日曜の昼下がり皆

                                                                                             様いかがお過ごし

でしょうか？さてー（小林完吾）先月からはじまったこのコーナー最初

のお便りを紹介したいと思います。こちらはペンネーム「べっちゃーの

きんちゃん」からですね。きんちゃん先日もばくだん酒場に手伝いきて

くれ、スッゲー元気が良くて気配りのできる奴や～と感激したんだけど

、そんなきんちゃんから「僕もお客様と話す事が大好きでよく会話をす

るのですが、どいしたらホーリーのように魂に染み入り、コアなファン

になってもらう事が出来ますか？」いやー最初から核心をついた相談だ

ね。「山下達郎にどうしたらそんな良い曲を作れるのですかみたいな」

事なんだけど、今回は初回限定こたえちゃうね。それはね、ズバリ言う

と、「自分のルーツを語れ！」っていうことだよ。「あとえてりや」。

ひとつの例でいえばホーリーだったら、鹿児島の出身だから、そっから

入っていくのね。食材、酒、風土、言葉など、きんちゃんは、大阪だっ

たよね。実際地元の名産とかをお店で仕入れてもらってお国自慢的な紹

介から入ってもいいかもね。解るかな？「郷土」はこれから注目のキー

ワードだからね！さて、そのきんちゃんからのリクエストです。やしき

たかじんさんで「東京」じゃあまた来月！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　べぇ～べぇ～べぇ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～！あけまんすっ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～おめんすっ～！

与っ作だモ～ん！２００８あっチュウ間に過ぎ、モ～ウ２００９…早いね～一

年！さ～て今年は変化の一年になるど～！チャレンジの一年じゃ～い！より『

農』を通じて、より『自然』に触れ合い、より『シンプル』な生活の中で、よ

り『感じる心』を育て、より物質的な豊かさより『心の豊かさ』を追及する、

より『馬鹿＆阿呆』な男になるど～！いやいや～与っ作さん～そうは言うもの

の今の時代そんなこと言ってらんないよ～田舎で自給自足…馬鹿じゃない…何

が心の豊かさ…阿呆ちゃいます…そうです私が馬鹿阿呆です！馬鹿阿呆じゃな

いと出来ないんです！『やるっ』て言ったもん勝ちやからね～！っていったい何に勝ったのか自

分にも分からんからね～まあまあ何はともあれ今年一年の変化が与っ作をより馬鹿阿呆にするこ

とは間違いないだろう。そして今年一年この馬鹿んすっ！阿呆んすっ！な与っ作をよろ～んすっ！

山根広大の呑みごろ釣られごろ　>゚ ))))彡
すっきり年をこした人も越しきれてない人も明けまし

ておめでとうございます(*_*)雪もふりわたしはワクワ

クしっぱなし(^O_O^)さておき今年はうし年牛と言えば

想像するのは牧場などにいる白黒の牛か黒いろの牛で

もこちらも牛の仲間☆日本かもしか☆名前は鹿なのに

日本固有種のれっきとした牛の仲間( ^ ^ )そんなカモシ

カ先生の紹介、昔は狩猟のために数が減りつづけたけど今は日本の特別天然記

念物☆でもまれに林業の害獣として駆除される事があるらしい(-_-;)モチロンほ

　　　　　　　　乳類。ほ乳類は親と一緒の形で生まれてきて乳で育てる生き

　　　　　　　　物の事(^. ^ )北の方のゲレンデでは山のなかでたまに遭遇した

　　　　　　　　りします☆出会ったら幸せな気分になります☆☆☆俺は初め

　　　　　　　　て見たときわ興奮しっぱなし☆ゲレンデで山の中に目おこら

　　　　　　　　しているとウサギやリスなどをたまに見つけられたりします。

　　　　　　　　けっこう楽しいよ(^ ^ゞ 釣りとまったく関係なかったです！

　　　　　　　　なにわともあれ今年もよろしくです(^o^)

１２１２月であかぼしを卒業月であかぼしを卒業したした
姫野さくらちゃんからの姫野さくらちゃんからの

メッセージです！！メッセージです！！
友達に誘われたとき、

接客は苦手だったの

で少々迷う部分もあ

りましたが、「いい

機会なのかもしれな

い」と思い、働かせ

て頂きました。ここ

での経験は私に大き

な影響を与えました。

大勢の人々に支えら

れ、助けられながら

自分を成長させることができ、自身にとってい

い「変化」を与えることができました。これか

ら先の将来にも、学び得たことを生かして行こ

うと思います。短い間でしたが、大変お世話に

なりました。ありがとうございました。

１２月１２日（金）尾道渡し場たまがんぞうは、おかげさまで一周年を迎えることが
できました。たくさんのお客様と業者の方に支えられいっとく最年少の満一歳、こ
こから両足でしっかり歩いて成長あるのみ！！たまがんぞう、いきますっ！！！！

丸谷豆腐の丸ちゃんです♪道上さん♪野菜ありがとうげんさん、手が…男前！！こまつ屋さん

メガネ×２、佐伯さん てらP☆おめでと～ たか君おくさまとお友達♪ かわいさ満天☆三人衆

僕と…井上さん自宅療養中のしげちゃん だ、誰だ！！

与っ作でしたっ

山根夫妻・宗ちゃん・よっさん 鶏＝金村さん！

いっとくのおかん♪いっつもありがとう

無事一周年を迎えることができたのも、ご来店頂いたお客様、

応援して頂いた業者の方、そしてたまがんぞうを一緒に盛り

上げてくれたスタッフのみんなのおかげです。感謝の気持ち

を胸に、今年も皆様に喜んで頂ける店を目指し顔晴ります！

２００９年もたまがんぞうそしていっとくグループをよろし

くお願いいたします。

ベッチャーにはいった新しい仲間を紹介します！

友宗裕喜（むねくん）　メガネコレクター特に白フレームがお気に入り

１２１２月で月でベッチャーベッチャーを卒業を卒業したした
川崎拓実（たっくん）からの川崎拓実（たっくん）からの

メッセージです！！メッセージです！！
いっとくグループの皆様お

疲れ様です！2008年もも

う終わりを迎えてますね…

早いもので…それはさてお

き、ベッチャーの胃ぶくろ

川崎は今年いっぱいでやめ

ることとなりました。高知

から尾道に飛び込んできて

あっという間に二年が経ち

ましたが、その間にたくさ

んの出会いがありました。

その出会いのおかげでここまで成長することができま

した。いっとくグループ、特にベッチャーの胃ぶくろ

の大塚店長を始めスッタフの方達には本当にお世話に

なりました！！また機会があれば何処かで…今まで本

当にアリガトウございました!!

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～

２００９年１月１２日（月）を

もって閉店させて頂きます。

みんなほんまにありがとう！

今までの皆様とのご縁を胸に、また新しい場、新しい形で来春オープンさせて頂きます。その時も変わらぬ応援のほどよろしくお

願いたします。全てのご縁とご縁（５円＋５円）に感謝します！！ありがとうございました。

「ご縁と五円で拾圓ポッポ」拾圓ポッポに関わり、応援していただいた全ての皆様に感謝しております。　　　大将　山根浩揮



お知らせ■いっとく新聞へのご意見・ご感想はこちらまで　ittokunews@yahoo.co. jp■１月１９日・２０日は全店お休みとなります。

■編集後記■

　　笠岡町４－１５　℡０８４－９２１－７２２２

ぶちくさらぁめん本店

１月限定 「一期一会らぁめん」は…
　　　　

★あけおめことよろ★ぶちくさより大吉を込めて

 　　
凍える夜は

やっぱり

ラーメン！

　　　

　　焼きラーメン ￥６２０

かん吉の「カンナガラタマチハエマセ」日の本の国の人　かん吉の「カンナガラタマチハエマセ」日の本の国の人　最終回最終回

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

ぽっぽ　上原店長 いっとく　三浦店長

１月１２日（月）

拾圓ポッポは

伝説になる。

レジェンドオブ

いっとく、フォー

エバーポッポ！

俺はまた生まれ

変わる、そして

新たなる伝説を

創るのだ！！

　　　　　　あけましておめでとうごまぁぁああす！新年の挨拶は元気よくいっちゃいました…そんなこ

んなで２００９年しちゃったわけですが、みなさん今年の目標はもう考えましたか？編集長は「ま心」に

決定しました。いろんな意味合いがあってこのスペースでは説明できませんがとにかく一年間、継続しま

すよ！まずは去年に引き続きカープ愛を継続！ってことでなんと我らが福山市民球場の今年のオープ

ン戦は３月１１日（水）ジャイアンツ戦です！福山を真っ赤に燃やします！　★ユウヤナカハラ★

明けましておめで
とう様です！１月
１５日であかぼし
はたくさんの方々
に愛されて丸９年
！なんだかんだで
まっつのお腹も…
１５日は楽しみに
しててください！
これまでとこれか
らのご縁に感謝！

あけましておめで

とうございます。

2009年もベッチ

ャーをよろしくお

願いします。お節

料理で食べ過ぎ

た方はベッチャー

のお料理でお口

と体を癒しにキテ

ね(o｀∀´o)

ユウ&ユリエ★結

婚おめでとう!!良

き夫、父親として

がんばれ!!一緒

にやったろうで～

ユウならできる!!

2009年もユウ

共々『いっとく』

を宜しくお願いし

ます!!

行里亮哉（ユキサトリョウヤ）
2008年１２月５日/3１１５g

たまがんぞうたまがんぞうスタッフスタッフひろさんひろさんの長男です！男です！

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』

発行元　有限会社いっとく　〒722-0035　尾道市西土堂町1-10　℡0848-24-1109　 www.ittoku-go.com

イェーイ！！20

09年も 前へ前

へ！ あなたも

わたしも キラ

キラ～ぎゅうっ

とハッピィ☆今

年も一年 やま

ねこをよろしく

お願いします！

Happy Happy BirthdayBirthday

１１日　宮本　ユキエ（ばぁ～ば）

　２日　小林　義治（よっさん）

土日限定お昼のエース！！そして…山ちゃんと与っ作さんにこそっと

話す下ネタで昼ドラさながら百菜を盛り上げる！手造りおはぎは絶品

お笑い伝道師で畑ッ子、村づくりの夢にむかって笑いと農を通してみ

んなに背中で語ってくれてます！弟子の福永とのやりとりは必見！！

１４日　長谷川　奏子　（カナちゃん）

ばくだん酒場のばくだん娘！素直な心とナイスなバディーはカナコ印。

楽しい事が大好きで持ち前のノリと明るさでみんなを元気にするのだ！

１７日　竹岡　駿（しゅん）

高校生なのに大人なオーラのイケメンバイカー。オールラウンドプレ

イヤーでたまがんぞうの暴れん坊将軍。でもまだ俺には勝てん（川野）

１８日　中濱　真理子（まりちゃん）

まりちゃんの笑い声は百菜、いいやふれあい全館に響き渡る～ぅ！！

２０代の娘さんがいるとは思えないくらいの若さとパワフルさは必見

１９日　小川　勝也　　　（かつお）

あかぼし所属のスポンジ男、素直なかっちゃんはなんでもすぐに吸収

甘い声と素朴な笑顔でみんなのハートをキャッチ！実は下ネタ好き…

２２日　船岡　希未　（きみちゃん）

ベッチャーオープニングスタッフ！！３年たってますますキレイに…

最近はデザート作りにはまってるとか！花嫁修業か！？愛こそ全てだ

２３日　泰山　大地　　（だいち）

愛媛産のさわやかな柑橘イケメン！バスケットの腕前は相当とのウワ

サ…カシオレ卒業？きたかちょい悪！目指せバーボンと背中で語る男

２５日　神頃　克是　　（じんじん）

百菜所属のじんじんは少年のような笑顔と雰囲気をもった３４歳（笑）

愛する家族のため毎日顔晴って笑顔いっぱいで働いてます！癒される～

３０日　杉原　静夫（しずちゃん）

ふれあって百菜のラブ＆ピース野郎。黒ちゃんとコラボ展をしたり、

写真や作詩が大好きなバイク乗り。ピアスは何個あけてるのですか？

２０日　宗近　有希子 （むねりん）

いっとくグループ影の社長（笑）！セレブなむねちゃんはホノルルマ

ラソン参加したりラフティングしたりとアクティブなイイ女なのだ！

あけましておめ

でとうございま

す。今年も、最

高のスタッフ

達と、働けるこ

とに『ツキ』を

感じます！ 

７８点の法則

でぶっ飛ばし

ていきます！

２００９年明けおめ様です！

皆さん２００９年どんな年に

しますかぁ？２００８年１２

ヵ月に渡って１２冊の本を紹

介してきたワケですが、２０

０９年は色んな人のおススメ

な本を読んで月にいっぱいの

本を紹介して行こうと思っている次第です！

ということで、２００９年第一冊目は…山崎

拓巳の『道は開ける』です！人として生きる

上で大切なコト、著者流の繁栄の法則がわか

りやすく書かれているんです！若者をターゲ

ットにしているため、読みやすいんです！そ

の他『ポケット成功術』『気くばりのツボ』

などどれもおススメなんです！どう？

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！！

食国（ヲスクニ）といわれる日本では、毎朝神前に食物を供える儀礼が続けられていますが、

その行為が祭りの原型であり、供えられる食物の事を「御饌：ミケ」といいます。「食：ケ」

という言霊は「氣」の意に通じ、とくに日本の主食である「米」を中心に考えられ、元氣の

「氣」には「米」の文字が充てられるほど古代より「米」は日本の精神的象徴、「生命力（

その働き）」として意識の中に存在してきました。それ故か、元氣が無くなることを「氣枯

れ：ケガレ」といいます。そして、祭りや祝事宴会に欠かせない米から醸造される「酒：サ

ケ」の「サ」は、一般的には「小さい」を表しますが、本質的には「純粋性」を表します。

日本の代表的な食物「ケ」である米の純粋「サ」な“エッセンス”を醸したのが「酒：サケ」

です。ゆえに、「日本酒」といわれるのでしょう。年末年始で盛んな宴会は、儀礼（祭り）

の後に神と人が同じ空間にて飲食を共にする「神人共食」が原型です。その最高たる祭りが、

大嘗祭や新嘗祭。伊勢神宮では、神嘗祭です。本来この神人共食の意味は、神を饗応するこ

とでエネルギーを頂き豊作や豊漁の祈願をはじめ悪疫を祓う力を得ることですが、言うなれ

ば「祭：マツリ」とは神と人とが生命力を更新（復活：再生）する儀式と成るのです。その

最もたる行為が「食う」ことであり、水を始め様々な恩恵を頂く山から田んぼの神を歓迎す

る「花見」等はその名残りです。それほど「食う」ことには意味があり、「食う」ことによ

って「命」は「生」かされ「力（氣）」を得て「生命力」と生っていることが解ってきます。

ここでいう「神」は、イコール「自然界の働き」です。「身土不二：シンドフジ」という言

葉の響きには身体と大地は同質であり同じ働きが在る意味を有しますが、その土から生まれ

た物を食することは我が身体：生命となることをも表現しています。日の本の国に生まれた

我々は、これらを理解する「ケ」を宿しているのです。この号まで、三回も記事を書かせて

頂くいた縁に感謝しています。其の参で筆を置かせて頂きますが、これからも皆さまのご多

幸とご活躍をお祈り申し上げております。

カンナガラタマチハエマセ　カンナガラタマチハエマセ．．．

アマテラスオホミカミ　アマテラスオホミカミ。。。　　　　　拍手　感謝合掌　かん吉 拝

あけましておめでと
うございます!!たまが
んぞうも早いもので
オープンして一年が
経ちました!!支えて
下さるお客様、お取
引先、スタッフ、皆
様に感謝、感謝で
す!!ありがとうござい
ます!!そしてこれから
も宜しくお願いしま
す!!

エテリヤ

エテリヤ

　　　　　　島根に行ってきま

　　　　　　した！居酒屋甲子

　　　　　　園参加のお誘いで

　　　　　　す。福山から４時

　　　　　　間の移動距離を英

樹ングと二人で… そして1件ず

つのローラー作戦！！！キング

の説明の間、歩兵であるワテは

横でただ黙っていた。しかし夜のお店では『説

明の時このくらいしゃべれよ！』って言うくら

いうるさかったとの事…。（英樹談）揚げ句の

果てには、店内で『もぅ帰る！』などと、３４

にもなって駄々をこねたんだ！それが…何か？

一日空け、キングも朝一番で帰還し、一人で松

江を堪能する事にした。まず松江城、小泉八雲

記念館などを朝から一人探索。昼ご飯は有名な

ウナギ屋さんを捜し出し、郊外にある『大はか

屋』さんに行く事にした。タクシーで１８００

円かけて到着！喰らった生ウナギ『特盛』は絶

品だった。さぁ帰ろうか…と、タクシーをつか

まえようと道路沿いにて待機するが、待てど暮

らせどタクシーが通らない！見ると携帯の充電

は切れてるし。あぁ心細い…。おっ、近くにバ

ス停を発見！よく見ると、『～間は運行休止し

ました』の文字…。ココは何処？私は誰？アウ

ェーのワテにはよーワカラン！アホじゃきに…。

来るか来んかワカランバスを待ちながらなんやかんやでおそらく30分以上立ち尽くしていた…（携帯も見れ

ないから時間も皆無）…もぅ尾崎豊の世界。ヒッチハイクする勇気も出ず、うろうろしてると、買い物帰り

の綺麗なお姉さんを発見！『お金払うから松江駅まで送ってもらえますか？あっ、お金って…なんて卑しい

んだ俺は！でもそんなん言わんと襲われるとか思われたら嫌やし…いゃ、逆に乗ったは良いがウフーンとか

って迫って来られたらどうしよう…』なんて想像一人芝居…をしてる間に姉様普通に去ってゆく…。結局、

携帯やお金がないと自信のなぃちっぽけな自分にガックリンコ。松江で朝から数え『３回』のウンコをした

のだが、（松江というトコはなんて客人にウンコをさせるのが上手な町なんだ！）などと便器に座りながら

おしり洗浄はビデでやるぞ！と『ケツ意』し、感慨深くメールを終える小生であった。
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