
いっとくグループにはいった新しい仲間を
　　　　　　　　　　　　紹介します！

○いっとく　谷森弘行（タニピー）

○たまがんぞう　小畑剛（おばやん）

○あかぼし　博多祐志（ジュニア）

　　　みなさんよろしくお願いしま～す！！！

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～

あなたもわたしもバホバホバホバホバカ？飲食馬呆ばっかりのいっとく大好きになって☆～の号　平成21年(2009年)4月１日第26号発行

卒業特集第２弾！今月もまたいっとくから仲間が旅立っていきます。桜咲く季節、
新らしくスタートを切る仲間たちに「また来たい」と思ってもらえる会社を目指し…
●いっとく卒業 小南悠真（ゆうま）●いっとく卒業 小南悠真（ゆうま）

●たまがんぞう卒業●たまがんぞう卒業
　　宮本悠（はるか）　　宮本悠（はるか）

　　　　

 　　
　　　

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 ！ ！

今回のおススメの本はすご

いんです！すんごいです尋

常ぢゃないんです！なんと

！本屋さんに売ってない本

！その名も『おきもちとど

きました』この本は１００

％プレゼント本！この本に

は、一つだけルールがあり

ます・・『届ける時、サン

タクロースの様に姿を見せ

ず…自分を名乗らず…心の

中でニンマリ楽しむ！』愛する人や友達等『元

気になってほしい人』にプレゼント！そんなお

しゃれな本！今回ばかりは中身内容は見てから

のお楽しみ！興味がある方はあかぼし福永まで

！問い合わせ先教えます(̂-̂)『この本が届いたと

いう事は…』

山根広大の呑みごろ釣られごろ
どないもそないもやまいも里芋すっかり春が

やってきましたね！春は生命の息吹がひしひ

しと聞こえてくる感じが大好きです。春は何

かと元気。そー動物たちが子孫残すためテン

ション上がっます（人間もか？）人間も動物

。何が言いたいかと言うとわたくし考えまし

た動物が、よく引かれて死んでいるるのを見

る時は一年の内の二回！春の発情期ときと冬に入る前、食

べ物を求める秋これは自分では間違いないと勝手に思って

ます☆猫はテンション上がってとびだしてくる。タヌキは

リスクおかして食べ物もとめ秋に里に降りてくる。運転気

をつけて皆。飲むなら乗るな。乗るなら飲むな！すいませ

ん！さておき春が来たと言うことでたい 釣りに行きません

か？春の桜たい釣りツアーさらっと募集。ありがとう。

　　　　　　　　　　　　　　　　大阪の夢塾に参加の為、

　　　　　　　　　　　　　　　　名古屋より早めに到着し

　　　　　　　　　　　　　　　　たワテ…あまりにはやい

　　　　　　　　　　　　　　　　のでどっかの喫茶店で本

　　　　　　　　　　　　　　　　でも読もうかとたまたま

　　　　　　　　　　　　　　　　見付けた場所。そこは「

　　　　　　　　　　　　　　　　コーヒー」ではなく、「

　　　　　　　　　　　　　　　　珈琲」…という感じのお

　　　　　　　　　　　　　　　　店で、マスターが髭をタ

クワエてらっしゃる渋いお店だ。もちろん珈琲は濃い…。そ

んな素敵な雰囲気をぶち壊す出来事があった…（チャンス！

）隣で座って誰かを待っているであろう男性は、小太りスキ

ンヘッド５０歳位か…４名席に座り、テーブルの上に何かカ

タログらしき物を広げている。しばらくして主婦らしき女性

二人が店に入ってきた。新店の企画を書いていたワテだった

が、どうも隣で始まった会話が気になって仕方がない。マイ

ナスイオンがどうのこうの…揚げ句の果てに「生理用品がど

うのこうの…」「パンティーライナーが…」などと、店内に

響き渡るデカイ声で説明している。…売上ポイントがツイて

くる…シルバー、ゴールド、プラチナ…タイトルアップ…～

やったら収入にならん…などと聞こえてくる事からおそらく

ネットワークビジネスの話である事がわかった。このビジネ

スを否定する気はないが、美味い珈琲が台なしだ…ワテ、こ

の店に入って三回携帯鳴ったけど、三回外で話したんだぃ！

お隣りさん、携帯鳴って大声で話しまくってる…そういうお

店じゃないだろ！なんて考えてたら、頭がモヤモヤしてきて

、企画書どころじゃないっ！今だに隣で、尿もれが…カユミ

が…ナプキンが…って…。ハゲたオヤジさんもＫＹだが、主

婦の二人もどうなんやろ…。大阪だから！？ここは珈琲を味

わう場所じゃなかったっけ！？いい大人が何やってんだろぅ

…ってチャンスをいただきまくりでした。何故って、自身そ

ういうＫＹな事、気付いてない時、多々あるのかな！？って

考える機会をいただけたから。それにしてもさみしい感じが

しました。いや、「さもしい」か…。さて、その後、新幹線

で帰る車内で、乗務員に案内されて斜め前に座った方は、目

の不自由な方でした。黒と赤の革のスタジャンを着て、ジー

パンはいて、髪も少し長めで、30代後半くらいか！？なんだ

かバンドマンの様に見えた…。新幹線でトイレとかいろいろ

大変だろうに、一人で堂々と乗務員にハキハキ話す様はワテ

にはカッコよく見えた。なんか何不自由なく毎日生活させて

頂いてる自分。もっと人の役に立てる事をやっていこう！っ

て決意っちゅうか、よっしゃ～って気持ちにさせて貰った！

カッコイイ大人になるど～

僕がいっとくに入り約７ヶ月くらいお世話になりました

！！！僕がここで学んだ事はたくさんあります！！スタ

ッフみんなが優しくしてくれて、時には厳しく教えてい

ただきました。だから今の自分があると思います。７ヶ

月とゆう短い期間でしたが、僕は人を大切にする。そし

てどんな時でも明るくする。人とのコミュニケーション

をここでならいました！！！たくさん学びましたが主に

あげさしてもらいました。この経験をこれから生かして

行こうと思います！！！本当にこのいっとくグループで

働けたことを感謝してます！！！みなさん本当にありが

とうございました！！！

お疲れ様でした！！約七ヶ月という短い間でしたが、ユウマはイチバン年下の高校

生とは思えない存在感、いっとくの一員でした！！厨房から誰よりも大きい声を出

して、自分の仕事をやりきれなかったら、悔しがるユウマの姿が印象的で、責任感

の強さも人一倍だったね！！そんなユウマはみんなに弟の様に可愛いがられたナン

バー１ルーキー！！巨人の大田に負けてないで！！神戸へいってもみんなのムード

メーカーになってがんばれ！！いっとくスタッフみんな応援してます！！共に働け

た事、過ごせた事に感謝！！本当にありがとう！！（三浦店長）

●たまがんぞう卒業●たまがんぞう卒業
　　新開鴻起（こうき）　　新開鴻起（こうき）

●百菜卒業　内海美咲（あやちゃん）●百菜卒業　内海美咲（あやちゃん）

とりあえずいつも笑顔のはるかは、

皆に笑顔を与えてました。自信を

持ってこれからも素敵な笑顔で周

りを笑顔に！！はるからしく大人

の女性を目指してがんばれよ！あ

りがとう、妹よ！（川野店長）

色々と叱ることが多かったなか、よく

最後までやりきった！！しかしこれか

らが本当の意味でのスタート！！「あ

の時店長が言っていたこと」と思いだ

してくれれば嬉しいです。大阪でしっ

かり勉強して立派な美容師になれよ！

ありがとう！弟よ！！（川野店長）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＭＹ耕運機の購入を真剣に考

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　えている市民農園生３年Ｂ組

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～金八先生～似の与っ作だコ

　　　　　　　　　　　　　ラ～！いや～季節の変わり目の野菜収穫後の疲れはてた畑を

　　　　　　　　　　　　　見る度に耕運機で耕してぇ～という衝動にかられてます。し

　　　　　　　　　　　　　か～もその時期になるとバッチぐぅ～なタイミンぐぅ～でホ

　　　　　　　　　　　　　ームセンターのチラシに出てるわ耕運機～はたして今買うべ

　　　　　　　　　　　　　きか神様教えて好運気～クボタヤンマーホンダにリョービ～

　　　　　　　　　　　　　探して見ればキリがない～考えてみればカネもない～誰かに

　　　　　　　　　　　　　貰えるコネもない～誰か止めてよオイラのラップ～誰か止め

　　　　　　　　　　　　　てよ楽和のゲップ～～………助かった…娘に助けられた……

　　　　　　　　　　　　　ありがとう楽和～いやモンモ～！最近『衣食住』の『衣』が

　　　　　　　　　　　　　なぜ一番最初にくるのだろうという疑問が投げかけられた。

その前に『衣食住』とは人が生活していくうえで必要な衣（服装・ファッション）食（食

事・食文化）住（住居・居住）のすべてを含むもの…と。それはわかったがまずは食事や

ろ～『食住衣』『食衣住』でもええんちゃうん？って思ったが調べてみた～。こう記され

ていた、衣が最初にくる理由は『食』『住』は獣もなすが『衣』を享受することは人間の

みに与えられた尊厳だからこそ『衣』が『食』『住』の先となる…と。な～るな～るなる

ほどねっ！しかしながら最近ではペットのわんこちゃんも服を着る時代だ！わんこちゃん

も『衣食住』なのか…？まあいい、忘れよう…衣食住のすべての源は自然の恵みであるこ

とに間違いない！すべて自分たち人間の力と勘違いしてはいけない、そして自然の恵みへ

の感謝を忘れず、子や孫に伝えていく義務が自分たち大人にはあるってこと！つって～俺

ぜんぜ～ん出来てないわ～！難し～いことをオモロ～く伝えるのがオイラの仕事だわさ～

！いや仕事ぢゃあない、オイラにとっては『遊び』感覚なのだ～そっちのほうが１００倍

オモロイも～ん！オイラはラジオでもパソコンでもない、『本』なのだ！詳しくは堀ホー

リーまで～今回も長々ありがたや～バ～イ

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』

上原侑晟（ウエハラユウセイ）
２００９年３月１０日生

体重３６４０ｇ

居積颯太（スエズミソウタ）
２００９年３月１４日生

体重４１５０ｇ

７ヶ月間、お世話になりました!長かったのか短かったのか

微妙なんですが、濃かったです★そしてめちゃめちゃ楽し

かったです＼(^o^)／♪たくさんのお客様やスタッフの方々

との出会いに感謝な日々でした(^∀^)oヘルプで来てくれる

スタッフがいつもイケメンでうきうきでした(*´ω｀*)カ

ッターや包丁の使い方すら危うい私に、いつも優しく教え

てくださってありがとうございました！！最初から最後ま

で、アイスは作れないし、なにかと迷惑ばかりかけてしま

ってごめんなさいm(_ _)m広島で魅力的なJKからJDになっ

て帰ってくるんで楽しみにしててください(b'ω`)！！その

時には山ちゃんの腰痛が治ってますように★本当にありが

とうございました！！ごちそうさまでした♪

拝啓 みさきさん面接のときコチラのミスで大分待たせたねでもあなたはナイススマイ

ルで一言（全然大丈夫ですよ)その一言であなたに殺られてしまいました。ありがとう

！辛いとき貴女の笑顔になんど癒されたことか。７ヶ月あっという間だだったけどい

っぱい 元気もらいました！広島いっても最高の笑顔ブリブリに全開で夜露死暮ありが

とう！（山根広大店長）

「無人島にとり残された

時にどう生きていくか？

」生き抜く力と助け合え

る力を持った集団がいっ

とくの皆であって欲しい

…と大将が以前言ってい

た。「将来何かあった時

にいつでも訪れる事ので

きる会社いっとく」を目

指し、笑顔いっぱいでみ

んなの旅立ちを応援して

います！顔晴って一笑懸

命生きて一笑楽〆！！！

ラーメン大好きラーメン大好き
ゆうじ君ゆうじ君の三男三男です！です！

たまがんぞうたまがんぞう
たか君たか君の二男二男です！です！
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Happy Happy BirthdayBirthday

　１日　金田　まりこ（かねちゃん）

　１日　寅丸　清美（とらちゃん）

ちっちゃい体でパワー全快！近頃ノリノリで百菜の厨房をまわす金

ちゃん…春だし恋でもしてるのですか？最近若返ってきたような…

春なのに恋のしかたを忘れてしまったたまがんぞうのカレー番長！

そろそろカレーの王子さまみたいに甘～い恋を！！彼女募集中☆

ばくだんからいっとくへレンタル移籍中！もうすぐパパになる朝青

龍ことゆうたはん。たま～に作るデザートは女の子に大人気！！！

誰もが認めるみんなの兄貴！いっとくグループの総料理長兼昼間は

イケメンカフェ店員…最近人生初の恋をした様子！確変の予感！！

頼られると断れない男気溢れるあかぼし所属のみんなのママ！もっ

たいない精神の伝道者。今日もあかぼしの男達の尻を蹴とばす！！

たまがんぞうで働いている姿より、カウンターで夫婦一緒にお酒を

楽しんでいる姿をよくみかけるとの声が…酒豪山根夫妻は今日も…

ばくだん酒場所属の爆弾娘２号！！かなこねぇさんに日々仕事と恋

のテクニックを伝授されている様子…将来有望！？気をつけて！！

あかぼし所属の雑学王、ファッションの知識とサッカーの知識が尋

常やない！やわらかな接客が女性から大人気！実は相撲の知識も…

たまがんぞうの天然ボーイ、カンパチとハマチの違いは？もうしっ

かり答えられるようになった？よねぇ。チャンス君は日々成長する

百菜のスーパーレディ☆計算しつくされた動きはまさにスキがない

でも、笑いがつぼに入ると止まらなくなっちゃうんだよね～ホホッ

　２日　和田　直樹（わっさん）

　４日　瀬尾　優太　（ゆうた）

　６日　藤原　康洋（兄貴）

１７日　山根　美華（みかちゃん）

１１日　宮澤　智子（ママ）

１８日　高島　舞（まいちゃん）

２５日　丸山　博之　（マル）

２５日　山根　大典（だいすけ）

■編集後記■今月もいっとく新聞を読んでいただいてあ

りがとうございます！ここ最近はおめでたい事ばかりで

、友人の結婚式やいっとくスタッフベビーラッシュなど

、それになんといってもＷＢＣ優勝！本当にめでたい！

そしてついに完成広島新球場！！１１２億円をかけた夢

の器がついに完成です…私の二万円の樽募金が少しは役

にたったかな…そんなわけで４月１０日の地元開幕戦は

お時間を頂いて新球場へ熱くなりにいってきます。テヘ

ッ　★ユウヤナカハラ★

■お知らせ■４月１４日（火）１１時～福山城にて大花見大会を行います。福山の居酒屋と合同花見！盛り上がること

間違いなし！ふるってご参加お待ちしています。■４月２３日（木）リーガロイヤルホテル広島にて「宇宙ロケットに

夢をのせて」植松努さんの講演会が行われます。北海道の小さな会社が宇宙ロケットのエンジンを作っている…１６時

半～です。■４月２５日（土）２６日（日）は尾道みなと祭り。２日目の２６日にはやまねこカフェで猿楽＆EYES’

のアコースティックデュオライブが行われます。春の夜、やまねこカフェでちょっと大人のジャズを聴いてみません

か？詳しくは「やまねこカフェ」０８４８-２1-５３５５まで。■尾道たまがんぞう一階「いっとく本舗」新入荷！！！

北川八郎著「光る足」「心にある力」「繁栄の法則」の読みやすい文庫本サイズ！一冊５００円です。■いっとく新

聞へのご意見・ご感想はこちらまで　ittokunews@yahoo.co. jp　■いっとくＨＰにていっとく新聞バック

ナンバー公開中！こちらはナント総天然色のフルカラー！！そしてブログも更新中！！！チェックしてみてくださいね。　

堀田健司の本とラジヲとパソコン堀田健司の本とラジヲとパソコン

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

ポカポカ陽気に春を
感じる今日この頃♪
街は、夢と希望で満
ち溢れ♪ワクワクド
キドキしちゃってます。
こんな季節は★ジャ
パン酒飲みもうーて
★桜鯛つまみもうー
て★春一番マネもう
ーて「元気ですか!!」
で笑顔満天☆

このたび、新
しいコースが
お目見えです
(^○^)今度は
蒸しちゃいま
す！おばんざ
いも日替りで
登場です。優
しさいっぱい！
元気いっぱい！

90'sＰＵＮＫバン
ドが続々復活！
するさなか、大親
友も結婚！！ う
れし～！桜の季
節はゆったり酔っ
たりー オーイェイ！

いやあ～、楽しそうに
酔ってますね!! こんな
風に酔いたい方は鉄
板楽園いっとくへ!!只
今、とれたて尾道の野
菜と特製モツ鍋が大
人気!!今月は女性限
定モツ鍋やりま～す!!
〆はリゾットになっちゃ
います!!詳細は、『いっ
とく』にて!!

桜の咲く季節に
しげきは横浜へ
旅立ちました！
そして新しいた
まがんぞうがスタ
ートします！新体
制での営業を楽
しみます！４月
も宜しくお願いし
ます！

ユミコとサクラ☆
春はもう！ ぽか
ぽか陽気にさそ
われて～赤いテ
ントのカフェに入
りけり～そこはユ
ミコとサクラ癒し
の笑顔があふれ
てる～ヒヒっ ヒヒ
っ☆

春がきましたね。
御調も桜がきれ
いになってます
こんなときは桜
みながら温泉
入ってビールで
乾杯って 高じ
ゃないですか!
皆待ってま～す!

自己紹介リレー
たまがんぞう　タカちゃんからは…

満天酒家あかぼし　小川勝也（かっちゃん）

いっとく　ユウタからは…

ばくだん酒場　堀田健司　（ホーリー）

いっとくで焼酎の事を語ると一番！！聞くと熱く丁寧に教えてくれる。

そんな堀田さん☆なんだかお父さんみたいな存在です♪

いっとくいちの笑顔の持ち主かっちゃん！いつも笑顔と笑いを振りまい

てます！サッカーがうまいかっちゃん、また子供に教えてください。たま

がんぞうで一緒に働ける日を楽しみにしてます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さてさて今月号から、装いも新たに登場し

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ました！ほーりーの「本とラジオとパソコ

ン」のコーナーがはじまりました！このコーナーは、ほーりーの好きなこと、趣味、関心事を独自な

、又は勝手な視点で語ってみようというものでーす！第一回目はこれから春の行楽地に行くのに役立

つ「全国高速道路のサービスエリア」の事について少し！最近あの、E T Cを購入するのに補助金がで

たり、１０００円で四国へ渡れたり、関西や九州へ行けたりとにかくちょっと前まで考えられない常

識破りの料金だよね。広島に講演会があれば「高速道路」鹿児島に、高知に社内旅行があれば「高速

道路」というかんじでいっとくの皆も高速道に慣れて来たんじゃないかな。いまや、ただの移動や流

通の手段ではないもんね。 サービスエリアも、トイレ休憩が出来れば良かった時とは全然違う！「デ

パート」か「遊園地」か？だし。高速道路を使わなくてもサービスエリアだけにも直接行けちゃうし

！地物の野菜や特産品のあるスーパー、温泉やホテル、建設中の高速道路を見学するマニアなツアー

ってな企画も凄い！勿論フリーペーパーやサイトも充実！要チェックー、まさに「衣食住」が揃うの

だ。高速道路に住めるぞ！キャンピングカーで日本一周するっていうほーりーの小学校卒業文集で書

いちゃった夢もまさにありがとうで超快適に叶うのだ！残念ながら、この近所のサービスエリアには

そんな大規模なものはないけど、福山のサービスエリアにも瀬戸町の国道２号線からちょっと山手に

入ったところから、高速のらずに入れちゃうので、手始めにいちどどうでしょう？あー、ワクワクし

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　てきた！暖かくなってきたし、家族で、恋

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人と、友達と休日は高速道路でドライブっ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　てのもいいかもね。行く先は東西南北、自

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　在だし！サザンなんか聴きながらレッツら

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご～！勿論ほーりーが「粋な」お勧めのル

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ト、ＢＧＭは用意してるよっ！「本でも、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラジオでも、パソコンでも」ほーりーはリ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クエスト、お便りお待ちしてます！

３月８日名古屋で行われた
「Ｓ1グランプリ」 に行ってき
ました！観戦した感想だ！

『感謝』大将をはじめいっとく全スタッフの皆さんに感謝。人（出会い）物（機械）お金（費用）等全てにおいてありが

とうございます。学び（知識）が自分のなかのポイント。知識を持ったうえでの知恵が、よりお客様を満足→感動に繋が

る一つの方法だと学びました。『気付き』飲食業ほどお客様に笑顔、笑い声、ありがとうが聞ける仕事はないと気付きま

した。いっとくでの仕事に誇りを持ち、日々を楽しく過ごします。宜しくお願いします。（小川勝也/あかぼし）

まず今回貴重な機会を与えて頂き、ありがとうございました。初めてS‐１グランプリを見てとても刺激を受けました。

与えられたシチュエーションに対し「どんな対応をするか…」ファイナリストの皆さんの対応を見て自分ならどんな対応

ができるだろう…と考えさせられました。お客様の立場になって行動する！！そして「また逢いたくなる」スタッフ目指

し、明日からの明日からの営業につなげていきます！！顔晴ります！！（中川京子/あかぼし）

名古屋S1グランプリを見に行ってきました。言葉遣いや接客態度など色々なやりかたがありました。一杯のビールでも

『幸せの黄色いﾋ゙ｰﾙ』と言い方を少し変えて出すだけで、ほんのささいの事だけど、美しく飲めたり楽しんで貰えるんだ

なぁって思いました。自分にはまだ足りない所が沢山あるなっと実感し、この２日間で得たものや感じた事を行動に移し

ていけるように頑張っていきたいです！（梅田広子/いっとく）

09’ April
 Eyes’ & sarugaku Acoustic Duo Tour

 open19:00   start19:30
ticket 2000yen (+1drink)

at yamaneko cafe        
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