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いっとく　梅田広子（うめちゃん）　釣りが趣味で料理大好きの天然ガール
やまねこ　安保香奈（かなちゃん）　２人も子供がいる様には見えない若さいっぱいママ

自己紹介リレー
ベッチャーの胃ぶくろ　エリコからは…

ばくだん酒場　高島舞（まいちゃん）

やまねこカフェ　ともちゃんからは…

ベッチャーの胃ぶくろ　藤原和徳（D君）

大地の大好きなマイちゃん。シラフは大人しくてかゎいーのに飲むと人

が変わります((((゜д ;゚))))

やまねこジョイマン♪きむねえの自虐ネタで優勝です（笑） いっとくダサダサ選手権！ゆうじ君ハンパねぇ～強さ カツオおめでと

地獄の山根夫妻

いっとくグループにはいった新しい仲間を紹介します！
湯元百菜　信宗秀美（のぶちゃん）　寅ちゃんと中学時代の同級生コンビで頑張ってます
湯元百菜　西尾彩香（西やん）　３人姉妹の長女、しっかりもので勉強家です

１月１８日（日）いっとく新年会を行いました！！２００９年、飲食馬鹿から飲食馬
呆へ変わり会社としても変化の１年、パワー全開で発信、発進、ハッシ～ンします

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「ミッキー、ラッキー、ウイスキー！」笑顔の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合言葉で始まりました、日曜の昼下がり皆さ

んいかがお過ごしでしょうか？ホーリーのサンデーソングブックの時間です。今回のコーナーは「棚

から一掴み」です。このコーナーはホーリーの部屋の本棚から、ピックした本を紹介しちゃいます！

今回の本は「旅と鉄道」巻頭特集はブルートレイン富士の搭乗ルポ。寝台特急「富士‐はやぶさ」は

東京から西へ千キロ以上離れた九州は大分への旅路に就く。所要時間は17時間14分。三年前は、「富

士」と「はやぶさ」は別の列車で行き先も、鹿児島と大分で違っていた。いまでは、東京駅で見られ

る、唯一のブルートレインになってしまった。その存在も近々廃止されるのではないかとの情報もあ

る。スピード、短縮優先の世の中では、「情緒」も淘汰されるということなのかな。この列車は尾道

福山も通過するので、ホーリーは、あかぼしの帰り道に踏切を通過する「富士」を懐かしく見送った

もんなー。２５年前の高校１年に乗ったブルートレインは「ラジオの深夜番組」とともに思い出で少

し感傷的になったりしちゃうね。他には、山陽新幹線で昨年末に、開業以来の任務を終えた「０系新

幹線」の事など…出会いのきっかけでもある「旅」を「鉄道」を通して、伝える情報誌は、この特集

を書店で見た時即買いでした！たまには、文庫本と缶ビール片手に、まぁ、ブルートレインとまでは

いかなくても、電車乗ってみてはいかがな。というところで、今回の棚から一掴みは、ホーリーの趣

味の本でした！それでは福山市のペンネーム「昔のナンバー１８７８」さんのリクエストに応えて、

ビートたけしで「抱いた腰が、チャッ‐チャッ‐チャッ」で今回はお別れです。バイチャ！

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！！

　　　　　　　　　　　ずっと紹介したかったの

　　　　　　　　　　　ですが、温めていた一冊

　　　　　　　　　　　を今月は紹介しますよぉ

　　　　　　　　　　　～！それは板羽皆さんの

　　　　　　　　　　　『サムライカアサン』で

　　　　　　　　　　　す。今頃こんなお母さん

　　　　　　　　　　　いるんかえ～って思って

　　　　　　　　　　　しまうほど愛でいっぱい

　　　　　　　　　　　のカアサン物語！この本

　　　　　　　　　　　には沢山のメッセージが

　　　　　　　　　　　秘められています！思わ

　　　　　　　　　　　ずカアサンに感謝の思い

　　　　　　　　　　　を伝えたくなる！幸せで

一生懸命で熱い物語にお腹がいっぱいになる！笑

える伝わる気付かされる本！こんなんでました！

どうでしょう？『お母さんいつもありがとう！』

山根広大の呑みごろ釣られごろ　>゚ ))))彡
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤ～マン ストロングやま

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ねですがそれがなにか？

さ～今回は行って来ました鳥取境港( ̂ . ̂ )の隣蟹が。ぎょ～さんおるわ！尾道で

わあんまり見る事がないよ～なデカイかにが、うようよ狭い水槽の中に押し込

められてます。彼らは今何を感じているのか、広い海から連れてこられ。ふと

頭をよぎる。無駄にしたらいけんとまた体が感じる。そして隣の男子女子はび

っくりするぐらいいちゃいちゃしてる。魚は釣れないしかしながら魚にとって

はラッキーかと納得する。すいません遅くなって。

　　　　　　　２００８年ありがとう、２００９

　　　　　　　年もよろしくねみんな～！！！い

　　　　　　　っとく、やまねこ、あかぼし、ば

　　　　　　　くだん、ベッチャー、たまがんぞ

　　　　　　　う、百菜、ぶちくさのスタッフが

　　　　　　　深夜の福山に大集合！そしてポッ

　　　　　　　ポのゆうじ君とひろっさんの男前

　　　　　　　２人による司会で始まったいっと

く新年会！ダサダサ選手権ではゆうじ君が優勝！

各店対抗のお笑いネタバトルでは強敵を抑え見事

やまねこカフェ&藤原兄貴チームが優勝しました

！会場となったハリウッドスターのスタッフの方

々にも朝の７時まで営業して頂き感謝の気持ちで

いっぱいです。みんな楽しい時間ありがぁ～と！

　　　　　　　　　　　　　

ザ・バクダン娘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明けまし「た」おめでとうございま～す！山形の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　飲食店でふぐ免許を持っていない店主がふぐ料理

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　をお客８人に提供し７人が病院に運ばれた…店の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名前は「鮮魚料理　きぶんや」ですって…気分に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　も程があるわ！さて、ネタも浮かばずどぅしよー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　か悩む新聞締め切り最終日…うつ状態のまま、車

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　で福山に行く途中、携帯にＴＥＬかかってきた！

おっ久々！とか思って相手と話してたら隣に列んで走る妙な車！？ちらっと隣見たら、おもむろ

にパトロン取り出し「ウゥぅ～」ってサイレン鳴り始めた！な、なんと生まれて初めて「車内で

の携帯電話使用」で覆面パトカーに捕まった～。ツイてる～！俺は出来る～！夢は叶う！しかも

電話の相手は…ＳＯ’Ｓのぐっちゃんだ～！正にＫＹ男！タイミングもGOO～！マァ不況不況（

私語）と言われているこの時代、そんなのを吹っ飛ばす最強の「コンビニ女子定員」を福山で発

見！何がすごいって、おそらく西日本で２番目（勝手な予測）に最幸の「笑顔、感謝、おもてな

し！」とにかく彼女、輝き過ぎて眼を見れん…。是非みんな福山鋼管のローソンへどうぞ足運び

を！ こんな最強の女子やＫＹな人、警察官（FUC…）に刺激を受け、本日も早朝から、ワクワク

本気の便所掃除、夢を叶えるランニング5キロから、一日がスタート。勿論、子供達を意識して、

かっこよく鼻歌と軽快なスキップの心がけ！ 大人がスキップし、鼻歌を歌う未来創りのイメージ

をプラス！よっしゃ～子は親の背中を見て育つ！！！「千里の道も一歩からや～！」………って

やってる人がいます……ワテにはまだまだそんなん無…いや、大変困難でーす！夢は夢でも夢心

地～！こんな高潔な人になるべくワテも顔晴りまーす（コウキのケツで〆）

美人にモテモテのＤ君(◎o◎)今の彼女もすごい美人さんらしいです

☆今度紹介して下さい(￣∀￣) 実は中学校高校が一緒でビックリ

です！



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

百菜　広大店長 いっとく　三浦店長

新しくスタッフが

増えました～！ 

かなちゃ～ん☆

こう見えて二人

の子どものママ

なのです☆かわ

いいお裁縫も得

意。ケーキ作りは

只今勉強中

テヘっ ☆

今月は全週末

にイベントをや

っちゃいます！

お楽しみに！

そして、来て下

さる皆さんの

為に！安心と

驚きを！

久しぶりの紹介
リレーは「隼人」
です!!尾道大学
の美術科に通
う超個性派兼
男前!!独特の間
とスケッチブッ
クを常に持参の
隼人共々今月
も宜しくお願い
します!!

みなさまとのご縁
に感謝!!キタール!!
２月２４日と２５日
の２日間！第２回
「あかぼし牡蠣屋」
なんと!!焼き牡蠣1
個１００円！あか
ぼし９周年記念!!
うまー牡蠣を食べ
にきてつきゃー!!食
べたら笑顔満天。

温暖化とはいえ寒
い毎日が続きます
ね・・・。そんな中、
いっとくで遂に『モ
ツ鍋』開始します!!
予約はなくてもオ
ールOK!!そこにホ
ルモンがある限り
焼いて、炊き続け
ます!!味の詳細は
いっとくにて!!乞う
ご期待!!

キャァ－鬼や

ぁぁぁ!？鬼は

そと♪ 福は

内♪２月は、

節分、日本酒

の会、新酒の

絞りと目白押

しのベッチャー

です！=^ェ^=

■編集後記■

　　笠岡町４－１５　℡０８４－９２１－７２２２

ぶちくさらぁめん本店

２月限定 「一期一会らぁめん」は…
　　　　

からぁ～けぇ～うまぁ～

 　　
　　　

ぶちくさラーメン赤 ￥６２０
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２００９年１月１２日（月）たくさんのお客様とスタッフに支

えられた３年間、思い出いっぱいハラいっぱい、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。　大将：山根浩揮　店長：上原裕司　小林裕始　上原健太　田中雄一郎

笑う村人笑う村人よっよっさんさんの長女長女です！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』

小林楽和（コバヤシモトワ）
2008年１２月３０日生

体重２９０８ｇ身長４８ｃｍ

Happy Happy BirthdayBirthday

１１日　越智　陽平（ようへい）

１０日　細谷　一誠（いっせい）

たまがんぞう所属のバンドマン、ツアーで全国各地を渡り歩いていま

す。若いスタッフの兄貴的存在なのにぶちカム…とにかくカミカミ…

たまがんぞう所属のいっとくグループ最年少ボーイ！今風の格好とは

うらはらに中学校の卒業式では長ランでバチっと決めた硬派な男！

１２日　杉原　永里子　（エリコ）

ベッチャー所属、ナースを目指すばあちゃんっ娘、ミッキーマウスが

大好きで車の中がミッキーだらけの様子。ミッキー大好きヤンキー娘

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テーマ『変身・変心・変

　　　　　　　　　　　　　　　　人』～変態ですけど何かっ…与っ

　　　　　　　　　　　　　　　　作です！さてチョイッと深エエ話

を１つ！『一物全体（いちぶつぜんたい）』例えば野菜は根・葉・皮

・実…など、それぞれが様々な栄養バランスを保って１つの野菜とし

て生きているのであり、野菜を根も葉も皮も実も全て丸ごと食べるの

が健康に良いとする考え方！簡単にゆ～と野菜の生命を丸ごと食えっ

ちゅうこと！捨てるとこは１つもにゃ～って話！深エエな～！最近出

会った感動の一冊『奇跡のリンゴ』青森県の農家の木村さんが３０年

近くの歳月を農薬も肥料も使わないリンゴの無農薬栽培にかけてきた

話。しかもそのリンゴがめちゃくちゃ美味いって！たくさんの失敗を

繰り返しながら自殺まで考えた木村さんが行き着いた答え『リンゴの

木はリンゴの木だけで生きているわけではない。周りの自然の中で生

かされている生き物なわけだ。人間もそうなんだよ。人間はそのこと

を忘れてしまって自分独りで生きていると思っている』『自然の手伝

いをして、その恵みを分けてもらう。それが農業の本当の姿なんだ』

…とたくさんの深エエ話を一冊の本からいただきました！これからの

世の中、どんなに科学が進んでも、人間は自然から離れて生きていく

ことは出来ない、だって人間そのものが自然

の産物だからね～だから野菜１つから学ぶこ

ともたくさんあるし川の流れから学ぶことも

あるし、その自然を感じる『感受性』は日本

人にはＤＮＡに深く刻まれとるんですね！…

と、このような学びが変化することであり、

変化することが学びでもある～だから『学び

続ける変身・変心・変人な与っ作２００９～

変態の巻』楽しみに～変なおじさん！だっふ

んだ！

まいどおおきに 
ありがとう☆は
じめまして湯元
百菜 こうだい
です温泉入って
ビール流し込ん
で ほっこりして
明日へのエナジ
ー補給 どうでし
ょうみんな待っ
てます☆

                       年明け早々インフルエン

ザにかかってしまった編集長です…今

月もみんなの協力で新聞ができあがり

ましたよっと。今まさに新聞製作中に

大将からのアドバイスがあり、４月に

なんといっとく新聞がリニューアルし

ますッ！！イエイッ！パチパチパチッ

……（陶山店長風）てなわけでみなさ

んからのあれやってみたいこれやって

みたいを大募集します！スタッフ、お

客様、地域の方々などみんなが参加で

きるようなおもしろ読み物にしたいと

思ってるのでぜひ協力お願いします。

ってなわけでわたくし事で年明けに健

康診断へいってきて最近結果がでたの

ですが結果がなんと！というかやはり

！というか肝機能が要検査という残念

な結果でした…みなんさん暴飲暴食に

は気を付けてください！

★ユウヤナカハラ★

■お知らせ■２月７日(土)

～２０日(金)迄シネマ尾道

にて大林宣彦監督の映画「

その日のまえに」の上映を

行います。１１日(水)には

監督の舞台挨拶があります。

上映期間中にチラシを持っ

てきてくれたお客様にはいっとく全店からドリンク一杯サービスさせていただきます。■２

月１３日(金)てんつくマンJaponTour＠尾道、日本そば夢想庵での植林＆書きおろし、尾道

ふれあいの里でのトークバトル！丸一日てんつくマンDAYです。■２月１４日(土)ベッチャ

ーの胃ぶくろにて福岡の酒蔵「杜の蔵」さんを招いて「日本酒の会」を行います。瀬戸内魚

介とおいしい日本酒を思う存分楽しんで下さい。■２月２２日(日)東尾道クニヒロ駐車場に

て「クニヒロ牡蠣祭り」あります。いっとくも参加するのでぜひ足をお運びください。■２

月２４日(火)、２５日(水)の２日間松永あかぼしにて９周年ありがとう「あかぼし牡蠣屋」を開催します。なんと焼き牡蠣が１個１０

０円！みなさん食べに来て下さいね！！！！！■いっとく新聞へのご意見・ご感想はこちらまで　ittokunews@yahoo.co. jp
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