
自己紹介リレー
あかぼし　かつおからは…

湯元百菜　山咲多賀男（さきっぽ）

ばくだん酒場　ホーリーからは…

たまがんぞう　和田直樹（わっさん）

まだですが、僕の中では近いうちに一緒に飲んで語る姿が想像でき

てます。これからもどうぞ宜しくお願いします！

携帯の待ち受け画面が、上戸彩の咲ちゃん！只今、いっとく内で気

になる男No.1です！！ただ、月にかわってお仕置きされないように

ご注意を☆また、ウコンの力持って会いに行きます♪

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)5月１日第27号発行

４月１３日に府中の金光味噌さんへ蔵見学に行ってきました。江戸時代から続く
老舗の味にはみんな驚きと感動の連続で、こだわりを自信を持って作られている
金光さんは海外にも「府中味噌」を知ってもらいたいと幅広く活動されています。

　　　　

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

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　菊岡雅明（きくちゃん）

○いっとく　黒木美貴（みきちゃん）

○やまねこ　石本綾子（あやちゃん）

○べっちゃー　上藤沙羅（さらちゃん）

○本舗　城本恵（めぐりん）

古い町並みが歴史を物語る府中市。

家具やお好み焼きでも有名で、今回

は「府中味噌」の金光さんにいっと

くからニコニコまっつ、智子ママ、

藤原兄貴、ちびっこめぐりん、夢笛

さんから一羽のよし君の総勢５人で

蔵見学に行かせて頂きました。味噌

造りの行程から機械の説明など易し

く丁寧に教えて頂き、味噌の試食で

はそのおどろきの旨さにびっくり！

今までの味噌に対する概念をひっくり返されちゃ

いました。この味噌はいっとくグループでも料理

に使わせて頂くので、お楽しみ様でお待ち下さい

！海外にも多く輸出されていて、特にヨーロッパ

では人気だとか。「世界に誇れる備後の逸品ココ

に在り！」素敵です。そんなお味噌を使わせて頂

けることに感謝です。ありがとうございました！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　今回は「ラジオ」に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ついて！このコラム

の題名でもある、ラジオはテレビがあっても、無くならない、特性と魅力がある。「ながら聴きがで

きる」「災害時などにも比較的安定して情報がえれる」「高齢者にも易しい」など、現在は携帯一つ

でこれらの事を全て凌駕してしまうのかも知れないが、やはり長い間愛され続けてきた良さがあるの

だろう。ちなみに日本で最初のラジオ放送は1925年の現在のＮＨＫからだったんだって。ラジオには

それぞれの特性から「短波」「中波」「短波」がある。更に、広い範囲にとどく「ＡＭ」、狭い範囲

だが高音質な「ＦＭ」。これも電波の方式の違いなんだ！更に…ここからが本題みたいな物、ラジオ

といえば深夜放送！生学時代は、何と言っても「オールナイトニッポン」だね。「とんねるず」や「

タモリ」「中島みゆき」など、聴けない日はテープに録音までしてね。比較的最近ではＮＨＫの「ラ

ジオ深夜便」どちらとも、パーソナリティがいて、そして音楽！共通して言えるのは、淋しいひとり

の夜中にも人の声が聴けて安心みたいな。やっててよかったみたいな。ほっとする感があるよね。後

、もうこれはマニアの領域なんだけど、「海外の日本語放送局に手紙を書いて、お礼のカードを集め

る」ＢＣＬというやつ！手紙といっても今のラジオのいわゆる「ラジオネームなんちゃらさん」のお

便り的なものではなく、「何時何分、どういう電波状況で、どんなラジオで、どんな番組聴いたか」

を報告するのだ。そうすると、モニター謝礼として写真入りカードが送られて来る！（「ＡＭ」の放

送は夜になると特に遠くの放送局の放送が聴けるようになる特性がある）ホーリーが貰ったのは「バ

チカン放送」「北京放送」など、田舎の中学生が海外に思いを馳せる…事ができたんだ。そんなほっ

とできる、ラジ。いろんなメディアが発達しても、これからもいろんな所で活躍、必要性のあるラジ

オだろうと思うなぁ。「ラジオ最高！」それでは最後はやはり、来た！リクエスト！「広島市のサン

キュー亭ヒロ」さんにお応えして、徳永英明さんの「壊れかけのラジオ」で今月はお別れです！最後

まで読んで下さった方ありがとう！貴方も今日からラジオ派！なんつって！バイバイ！

皆さま、質問です。『お寿

司の中で好きなネタは何で

すか？』私も、与っ作も、

大将も、編集長も、『う・

に・の』お寿司が大好きで

す。なんでって？考えてい

ると気持ちが楽になったり、

味方が増えたり、人生が豊

かになるからです。『う・

に・の』とは？恨まない・

憎まない・呪わない。覚えましたかー？これで、

皆さまお寿司の中で好きなネタは、『うにのお寿

司！』ですね。そんな話がたくさん詰まった小林

正観さんの『神さまに好かれる話』は、やわらか

ーい感じの一冊です。本舗にあります。わたしも

います。会いにきてね。近日中に小林正観さんの

最新作入荷予定です。

　　笠岡町４－１５　℡０８４－９２１－７２２２

ぶちくさらぁめん本店

５月限定 「一期一会らぁめん」は…　　　　

お待たせしました！！

 　　
　　　　　ワンタン麺 ￥６８０

　　　　　　　　　　　うっきうき～わっくわく～な笑う村人＆楽農家の与っ作で

　　　　　　　　　　　～す！ついに２００９ＴＡＮＢＯへＧＯが始まります～御

　　　　　　　　　　　調の貝ヶ原とゆう土地で我が師の金野さんの親戚の方から

　　　　　　　　　　　田んぼを１反４畝の広さをお借りすることが出来ました！

　　　　　　　　　　　１反４畝…？メートル法でゆうと１４００㎡！わかったか

　　　　　　　　　　　な～。米の収量は７００㎏くらいかな、うまくいけば…こ

　　　　　　　　　　　こで『みつぎ健康米』を教わりながら米づくりをします！

　　　　　　　　　　　オイラ楽しみでしょうがない！もちろん田植えはみんなで

手植えで稲刈りもみんなで全て手刈りでいくよ～。米づくりは『生きる力』！『生

きる力』を身をもって学びます！勝手に掲げている『目指せ！いっとく全店で使っ

ている食料の５０％を自家栽培！』の第一歩～。何年かけても一歩ずつ一歩ずつ…

てゆうか自分の世代だけで出来ることじゃないとも思ってる。自分が培った技術や

知識や知恵や想いを伝えていくことも考えてる！魅力ある農！楽しい農！素晴らし

い農！『農』にはたくさんの幸せがある！それを実践し伝えることが与っ作の使命

！…………つって～お前は農の入口、第一歩じゃろうが～てか米や野菜もろくに作

れんくせに何ほざいとんじゃ～………わかってます！あとはやるだけ！やった者だ

けに与えられる『語る権利』！後半は妄想にはいってしまいましたが『おもしろお

かしく』やったるど～！急募～楽農家求ム～仲間求ム～要資格（変人・変態・馬鹿

・阿呆）けいさんがあかぼしカウンターでいっとく新聞見ながら『馬鹿かこいつは

！』って言ってることが想像出来る～ありがとうけいさん！ほなまたね～

めぐスメの
本コラム(゚ -゚ )

○あかぼし　田中貴一郎(キー坊)

○あかぼし　中西洋子(はーさん)

○あかぼし　姫野さくら(さくら)

○たまがんぞう　藤原真美（まみ）

　　　みなさんよろしくお願いしま～す！！！

五月病の君にエテリヤ…やる気の出ない君にもエテリヤ…

　　そう、そっとささやいてごらん　　エテリヤが世界をすくってくれるさ



あたしの尾道生活にお

いて、ベッチャーでの

アルバイトは絶対に欠

かせないことでした。

良いも悪いもひっくる

めて、あたしを支え続

けてくれた、キミさん

、大塚店長、藤原さん

をはじめ、みんなの優

しさは忘れられないし

、感謝の気持ちでいっ

ぱいです。みんなこれ

から思い詰めることもあるかもしれないけれど

、程よくいい加減に(笑)、たくさん、たくさん

周りを見て、楽しんでください！そして東京に

来たら、連絡ください！ではでは、本当にあり

がとうございました！！

べっちゃーべっちゃーを卒業を卒業したした
大原諒子（りょうちゃん）大原諒子（りょうちゃん）
からのメッセージです！！からのメッセージです！！

発行元　有限会社いっとく/いっとく本舗　〒722-0035　尾道市土堂町1-11-16　TEL0848-29‐5109　FAX0848-29-5209
　

www.ittoku-go.com

山根広大の呑みごろ釣られごろ
皆様お元気でしょうか。おつかれ様です。わ

たくしやまねこうだいわ、最近楽しいです。

なんでかゆーたら２７歳にして、スケボー始

め汗あせながしとるんよ！！！約１０年まえ

に大阪で初めてスケボーに出会ったときわ何

か吹っ切れんかんじで何かたのしゅーなくっ

て辞めてしまった!じゃけど今また初めて何か

スゲー楽しいんです 今回わ仲間がいるからや

っぱし違う。何か忘れかけていた感覚を最近

また思い出してしまった！皆で何をするのは

楽しいね☆本気の釣りに参加者募集中です☆

今年で３年目を

迎える事になっ

た、いっとく全

店でお客様、ス

タッフみんなに

書いてもらう、

お母さんへの感

謝の手紙。いっ

とくの中にも、

初めてお母さんに手紙を書くというスタッフも多く

「照れくさい」とか「恥ずかしい」とか…でも、も

らったお母さんには宝物になる、その気持ちを自分

が親になったスタッフはよくわかるのでは？？？？

思ってるだけではなく、伝える事が大切ですね。そ

んな感じで、今年もまたまた全店にハガキ置いてま

す！みなさま、この機会にあなたのオカン、ママ、

かあさん、お母さん、かぁちゃん、マミーに手紙を

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』

瀬尾優月（セオユヅキ）ちゃん
２００９年４月１４日生まれ　体重３４０２ｇ

ばくだん酒場＆いっとくスタッフばくだん酒場＆いっとくスタッフ

ゆうた君ゆうた君の長女長女です！です！

■編集後記■今月もみんなの協

力でできあがりました！いっと

く新聞！そして行ってきました

広島新球場初戦、結果は残念で

したが…。たしかに夢の器にふ

さわしい楽しいスタジアムでし

た。ってなわけで今年編集長が

もっとも注目しているカープの

選手、前田健太投手についてみ

なさんに少しでも興味を持って

もらえるように情報を、去年か

ら偉大なエース佐々岡真司投手

から１８番を受け継ぎ、広島市

民球場最後の試合に登板して自

らホームランを放ち勝ち投手に

、そして今年の新球場でカープ

初勝利の試合でも先発し自身の

２１歳の誕生日に無四球完封勝

利というなにかやってくれる！

と思わずにいられない選手です

！みなさん要チェックやで！！

ちなみに前田投手プロ入り初勝

利が去年の６月１８日、日本ハ

ムファイターズ戦なんですが、

なんと６月１８日は編集長の誕

生日なんですよ！！運命感じち

ゃいませんか？あと下の写真は

あかぼしの超常連のカープファ

ンとタイガースファンの仲良し

二人組です。いつもスタッフを

交えながら野球の話で盛り上が

っております

。このふたり

とは運命感じ

ませんが(笑)

…テヘッ★ユ

ウヤナカハラ

★

Happy Happy BirthdayBirthday

１９日　岩崎　理紗（りさ）

　３日　松谷　真希（まきねぇ）

あかぼし所属のちいさなエロテロリスト！！いつも元気いっぱいで

みんなのムードメーカー。キューティーハニーの振付が完璧…必見！

笑顔がキュートなたまがんぞうのナチュラル娘。コロンビア好きで

カラフルアウトドアーな服のセンスはなかなか☆只今お休み中（喜）

いっとく本舗に電撃復帰！手しごと市やマクロビオティックに積極

的に参加する行動派！読書も大好きでスーパーモデル体型！！？？

かんちゃんと休みが合えば、温泉に行き、入って５時間は出てこな

い（笑）たまがんぞうの頼れる存在。店長曰くバランサーとは！？

２６日　中岡　沙織（さおり）

２８日　城本　恵　（めぐりん）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　草なぎ剛君が逮捕された。ちなみに同年代！ワテは彼の事は嫌いじゃない。ってかまぁ世の中に嫌いな人はお

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　らんけどね…（暫定記録）マスコミが 、「草なぎ容疑者！逮捕」なんてテレビでバンバン流してうなだれる本

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人を見た。なんだか悲しい。「容疑者」だって！いやいや…もぅチ●ポだしちゃったし。容疑じゃないやろ…

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　みたいな。あれはただ裸で修行してただけちゃうか！違うか～！？それにしても時代が殺伐としてるねぇ。本

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人は「裸の何が悪い！」なんて言って暴れたって言う。あのSMAPの草なぎ剛がやで！めっちゃオチャメやし。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　その場にワテおったら間違いなく大笑いするわね。んで「わかったわかった。剛くんどしたん？何かあったん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　？」ってまた居酒屋あたりで呑んだりして…。もちろん友達になっちゃう！色紙にサイン書いてもらいましょ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　う。…にしても警察の人もそれぐらいの寛容さっていうんかね、父親心、「人情」で見てあげたらいいのにな

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…なんて思ってしまう。剛君が少々暴れたからって鍛え上げた警察官2、3人には手も足も出んやろ…！？ワテ

が警官なら、「逮捕」とか大袈裟な事にセンと思うな。そこは、「ちょっと休んでいくか！？」でしょ。モノは言いよう！ってか？仕事がら酔っ払いの

相手をしてきてるからかなぁ…。「逮捕」なんだって。あっ、ワテはどっちか言うと草なぎ君タイプの「脱ぎ役」なんで。いっとくの「マサトシ」なん

かは刑務所から30年くらいは出てこれんのちゃう？なんてね。一昔前の芸人なんかはバンバン脱いでたっていぅね。鶴瓶さんなんかもやし…。なら、み

んな容疑者にならなアカンね。結局、「SMAPだから！」ってみんな食い尽いてるだけじゃないかなぁ。「人の不幸は大好きさ～♪」ってＢＯＯＷＹ（古

い）そんなん…ねぇ。影響力がある人は駄目！…ってさ。ワテは、たかが…って思ったけど…。みんなどうかなぁ。また女性を敵にまわすんかなぁ。

あかぼし　福永代理

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

すっかりポカポ

カ陽気、 温泉

入って体もポカ

ポカ風呂上が

りにビールが美

味いぶらっとよ

って下さいね☆

初めましてこん

ばんみ～！今月

１９日『第一回あ

かぼしつくね祭』

やっちゃいまっす。

何本食べてもつ

くね串が１００円

！いちいち嬉し

くない？

ヤッホー(^o^)みな

さん靴揃えてます

か～？最近はよう

やく家でも必ず揃

えるようになったま

だまだヒヨッコです

！しかし気が入り

ます。今日もよく滑

ってくれる愛しの雪

駄ちゃんです！

今月はたまがん
ぞうの遅れてき
たルーキーこと
「おばやん」です
！かなりオモロ
イです！是非、
会いに来て下
さい！５月のた
まがんぞうもオ
バヤン共々宜し
くお願いします！

チュ～ン!!まー坊ち
ゃんです★ 尾道観
光にはもってこい
の季節がやってま
いりました!!海岸通
りも良し!!古寺巡り
も良し!!ですが・・・、
尾道駅裏はもっと
良し!!寂しがり屋の
まー坊ちゃんと供に
皆様のご来店をお
待ちしております!!

恩師や常連さん

に応援して頂い

て、  五月を迎

えることができ

る事に「感謝」！

Ｇ，Ｗはイベント

盛り沢山で営業

します！

新しいスタッフ

が入りました～

その名もガッ

ツ３号あやちゃ

ん♪♪１号２

号に負けぬパ

ワフルさでや

まねこ盛り上

がってます(^O^)

この町の夜は、

他の町より早く訪れる。

眠りにつく前に、僕はあの娘と

海岸通りのcafeで待ち合わせをした。

五月のやまねこライブ

５月３１日 日曜日  

-ＪＩＭＯＮＯＬＩＶＥ-

Open 19：00　　Start 19：30 

Ticket 1500yen +１Drink  

どこかなつかしさを感じる心地よい

サウンド！多数の楽器を使ったパフ

ォーマンスも必見です。Bｙさちえ

■お知らせ■福山・ばくだん酒場好例の「金土ドッキリ！ドリンク一杯３００円」今月も週替わりで焼酎、梅酒、ハイボール、日本酒の日がやって

来ます。福山の週末は、ばくだんに決まり！！■松永・あかぼしで５月１９日（火）、なっなんと「あかぼしつくね祭り」を行います。うぃ～

どれだけ食べてもつくねが１本１００円なのです。しかも一日限定企画！！史上 強のつくねの山があかぼしの歴史に刻まれる★■おのみち

手しごと市が５月１６日（土）、１７日（日）午前１０時から尾道・宝土寺で行われます。■ふくやま手しごと市が翌週５月２３日（土）

２４日（日）午前１０時から福山・トライアングル広場で行われます。■５月２０日（木）に尾道・ベッチャーの胃ぶくろ「月１ベッチ

ャーお楽しみ会」やっちゃいます！なんと日本酒が一杯１００円、干物１００円、えびせん１０円！！！５００円玉にぎりしめてみんな

集まれ！おやじの駄菓子屋開店です。■５月３１日（日）やまねこカフェにて「JIMONOLIVE」のライブがあります。尾道在住、音楽を愛

するメンバー達の素敵なライブ。ぜひ、聴きに来て下さい。■いっとく新聞リニューアルするするとお伝えしながら「なかなかかわんね

ぇ～なぁ～」とお思いの方も多いはず！お待たせしました！！来月号からジャジャ～ンと一気にリニューアルします☆今度こそ本当です！

お楽しみ様でお待ち下さいね（*^_^*）■いっとくHPにていっとく新聞バックナンバー公開中！こちらは総天然色のカラー版です。そしていっ

とくブログも更新中！番頭ブログや、新店ができるまで、与っ作さんTANBO2009、各店のイベント紹介などなどご紹介しています。■いっとく

新聞へのご意見・ご感想はコチラまでお気軽にメール下さい。i t t o k u n e w s @ y a h o o . c o . c o m

５月１０日は母の日です。
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