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２００９年７月２日（木）福山に 百酒錬磨・天下ばし
オープンしました。やきとんと旬野菜が楽しめるお店
です。みんな天下ばし渡って「いらっしゃい～！」

いっとく創業期からのお付き合い、こまっさん

見よ！この職人魂、豊田君

鬼がわら位貫録あります、瓦屋さん 男前水道屋さん、牧本さん

命名は大将、天下ばし！

キラ～ン☆ひろっさん

優しさ満天、のぞむ君

よりよりよ～♪エヘッ、より君

お茶目なダジャレ王、もりさん

クールな看板屋さん、まっちゃん 小悪魔改め、こあくつさん いっつも笑顔、山本さん 今川さんとえいじさん、ありがとう

さわやか電気屋さん、藤本くん

気あいだけは人一倍、まっつ

僕も負けてない、こうだい

ハラ減った～、ゆうじ君

今回、天下ばしの工事に関わってくれた、大工さん、左官屋さん、水道屋さ
ん、ガス屋さん、瓦屋さん、内装屋さん、看板屋さんなどなど、書ききれな
い程の多くの業者さんが天下ばしを造りあげてくれました。いっとくからも
店長であるゆうじ君、サポートのひろっさん、助っ人のにこにこまっつ、そ
して大将・山根浩揮。分刻みでいろんなものができていく現場。いっとくス
タッフも暇さえあれば各店から行ける限り手伝いにいっていました。行きた
いから、天下ばしを創り上げる力になりたいから、少しでも…という自らの
気持ちで手伝いに行っている事。それは、毎日の事で普通になってきている
かもしれないけれど、ふと振り返った時、とても大切な事だという事に気づ
く。大将が発するエネルギーがみんなに伝わって、動く力に変わる。天下ば
しというお店が今その渦の中心にあるけれど、きっと渦の中心が何であろう
と、変わらないと思う。これからはみんなで造り上げた天下ばしでお客様に
楽しみ、喜んで頂くことが渦の中心。みんなで日々、感謝を忘れず、楽しみ
、しっかり生きること。いっとくは日々一所懸命です。みんなありがとう。

弐千九年六月弐拾五日木曜日
甲冑マラソン開催

堀田健司の
本とラジヲとパソコン

ピッカピカに晴れた朝、
「天下ばしオープン記念」甲冑マラソン開催しました！！大
将は花本ちゃんから手に入れたフクロウの甲冑を着て、皆は揃いのオリジナル甲冑
Ｔシャツに新聞兜。天下ばしから賢忠寺、福山城をぐるっと回ってゴールの天下ば
しへの約４キロの道のり。なんと１位は、いっとくの優太君！２位はベッチャー金
ちゃん！！３位はあかぼし福ちゃんでした。参加者約４０名、本気の走りでみんな
足がパンパンになりました！！！１位の優太君から一言「走れない豚はただの豚…」
この新聞が出る頃にはＴＡＢＩ２００９、天下ばし取り組み初日も出来てるね。ＴＡＢ
Ｉ２００９ｉｎ小豆島では準備から実行まで沢山の方の協力があって初めて出来た事。
この場をお借りして、心よりの感謝の意を表します。ありがとうございます。さてホー
リーと言えば旅、旅と言えばホーリーと言うことで、旅好きのホーリーはいろんなとこ
ろに行った…とは言わないが、高校生の時のなりたい職業は、「旅行添乗員」だった。
ところでうちの親父は、長い事船員をしていて特に外国航路の船に乗務していた。中学
生の時何度か港に停泊している船を見学に行ったけど、さすがに鉄鋼石を積みに、南米
、オーストラリアなどを往復する船デカイ！タンカー程ではないにしても、１０万トン
クラスの船は迫力満点！満天酒家あかぼし！これで大海原を進むんだなあ、と想像する
と、ワクワクドキドキ！船だけじゃなく、飛行機、電車。空港や駅にいるだけで、心躍
ってくるんだよね。あ、忘れちゃいけない、高速道路！こんな、旅、というか、交通機
関というか、そこでのＤＮＡ込みのワクワク感感受能力を備えたホーリーはやっぱり旅
行担当だよね！でもまた来年の社員旅行も、皆で造り上げ、ご縁旅にしましょうね！さ
て今回もお別れはリクエストにお応えしましょ。「尾道市のハイウェイに乗る前の三浦
さん」のリクエストです。「米米クラブの浪漫飛行」です！じゃあまたね。「人生もま
た行き交う旅なり」楽しまなかったら嘘でっせ！そうでっしゃろ！

いっとくグループの
新しい仲間を
ご紹介します！

○たまがんぞう

熊田美咲（みさきちゃん）天真爛漫な天然キャラ、スケスケヒョウ柄パンツ。

○たまがんぞう

中野ありす（ありすちゃん）高校生とは思えないほど大人っぽい。

○あかぼし

安藤寛起（あんちゃん）ラガーマンでハードロック好き。

ＴＡＮＢＯ２００９田植
えの巻も無事終了～しか
しホッとする余裕なんて
ねぇ～楽農家の与っ作で
す～！田植えの巻につい
ては与っ作の弟分のイキ
イキ活っ作がコラムってくれてるであろう
から私は『農薬』について持論を記させて
いただく。今回我らがいっとくが作ってい
るみつぎ健康米は種子消毒は温湯消毒を行い除草
剤は一回以内などの減農薬でコシヒカリを作っている。みつぎ健康
米の歴史を辿ると昭和６３年、農薬に偏った米作りに疑問をもった
農家が減農薬の米作りの取り組みを始め、農薬を減らすだけではな
く自然の生き物と共生する米作りを目指して現在に至り『御調町の
自然を守り、消費者や生産者など人にも優しい米作りに取り組んで
います』を約束として掲げていてＪＡ尾道市環境農業研究会として活動
しています。もちろん減農薬だけでなく、アイガモ農法などにより無農
薬・無化学肥料の米も栽培しています。今回いっとく米は師の金野さん
が作っている減農薬のコシヒカリと同じ米作りをした。さて本題『農薬
』について！食の安心・安全ちゅうフレーズが当たり前のような現在、
それに対して農薬は悪のような存在になってきているように思う。たし
かに農薬は人間への健康にも田んぼや畑にいる生き物に対しても良くな
いし残留農薬による子や孫など次世代への影響などで恐れられている。
たしかにそうだ！その通りだ！…と与っ作も思っていた…しかし師の金
野さんが『幼い頃は田んぼの草とりが嫌でしょうがなかった、腰が痛く
て泣き泣きしていた』とか、群馬県から美味しい大和芋を作り我が社も
取引のある大学の後輩のハシモッコリも『農薬を使うなと言うことは農家
に死ねと言うのと同じだ！』と過激な発言も飛び出した！ありゃりゃ～単
純に無農薬っても色んな背景があるのだと感じた。この疑問を解決してくれたの
が玄米先生…誰じゃいそれ！ちゃんと説明すると『玄米せんせいの弁当箱』ちゅ
うマンガの主人公の結城玄米（ゆうきげんまい）先生。つまり農家の方に農薬を
使わせているのは結局消費者なんだ。虫に食われた野菜はダメ、曲がった野菜は
ダメ、安くないとダメと消費者の求める農産物を食卓に届けるためには農薬が必
要であり、その農薬の一番の被害者は実は農家の人達であると…うむっなるほど
～考え方が広がった～我々飲食店に携わる者として生産者の顔が見える仕入れの
努力をすることが食の安心につながり、愛情込めて手間をかけて料理しお客様に
おいしく食事をしていただき喜んでいただくことが安全につながるのである～先
日やまねこで学んだマクロビオティックも食の安心安全に繋がるのだ！そして私
与っ作も楽農家としての考えもある～農薬を難しく考えるのでなく日頃私達が体
調を崩した時に服用している薬として考えてみよう！与っ作が目指しているのは
薬に頼らず病気にかからない元気で健康的な心と身体である！わかったかな～与
っ作が目指している野菜・米作りは農薬に頼らず病気にならない自然のエネルギ
ーを活かし大自然と共存共栄している農である！人が服用する薬で考えたなら何
だか無農薬とゆう考え方も分かりやすいでしょ！つまりこれから一生病気し
ても何しても薬は服用しないってこと、てか病気にかからない身体をつくる
ってこと。と自分なりに例え話で考えてみてはいるがどれだけ無農薬栽培が
難しいかってことも感じる…今月は『農薬』について書いてみたが皆さんわ
かったかな～与っ作の書いたことが全てではないがいろんな方のいろんな考
え方を受け入れることが大切なことであり、その中で自分自身はどう思いど
う感じるのかを自ら考えていくきっかけになればな～と思います。最後に～最近
素敵な言葉に出会いました『農は生命を育む仕事！食事は生命そのもの！』ナガ
ナガとカタカタなお話でしたが楽農家としてワクワクニコニコしながら農っちゃ
いま～す！そして我らがいっとく楽農会としての目標『いっとくで使う食材５０
％を自社栽培！』を実践するぞ～とでっかいことを掲げている与っ作であった～
ちなみにマンガ『玄米せんせいの弁当箱』はいっとく本舗にて販売中～と読っさ
ん（よっさん）としての活動も…ではまた来月
～そして次
ページ、与っ作の弟子のイキイキ活っ作へＧＯ！

恵みの雨よウェルカム
～っていってたら降ってくれた～ありがとう～
先月号で与っ作さんから紹介していただいた第
一村人活っ作です！！与っ作さんから命名いただき、自分を含め周りの
人をイキイキ活かすことができる人物目指して日々精進しております☆
とはいえ、まだまだ人間的に未熟者な活っ作は自分と関わる全ての方や
自然・大地からたくさんのパワーをいただいて活かされております。感
謝感謝でございます♪その感謝の気持ちをいっぱい感じることができた５/２５(月)
と６/１４(日)に行われた田植えイベントのことを紹介させていただきま～す。２
５日は『ＴＡＮＢＯ２００９』と題しましていっとく楽農会主催の田植えを行い
ました。平日にもかかわらず、いっとく社員・アルバイト・家族・子供たち４０
人近く参加していただき、みんなで横一列に並び手植えを体験しました。１４日
は『たんぼでがんぼ～』という環境農業研究会の方、ＪＡの方主催のイベントに
与っ作さんと共に参加させていただきました。こちらは小学生や先生方・保護者さ
ん達を合わせて２００人近く集まりました。田植えを経験したこ
とにより生産者の方・ご飯を作ってくれる方・大自然への感謝の
気持ちがより一層高まりました。この感謝の気持ちを持ち続ける
ためにも食事前の『いただきます』と食事後の『ご
ちそうさまでした』を言い、ご飯を残さず食べるこ
とを当たり前にします！！そして、その当たり前を
伝えていきます！！只今の時刻１１時３０分。
少し早めのお昼ご飯を『いた～だきます♪』
ヨシっ！！今日も活き活き顏晴る
ぞー！！

たまがんぞうの
炊き出しと言え
ばこの俺！タン
クトッパーヒロシ
です！俺が作る
『ＴＴＴ』（タンク
トップところて
ん）はまじで
うまいんで
是非食べに
たまがんぞう ひろさん 来て下さい
ねー。

Ｑ．けいさ
ん、あかぼ
しの魅力は
なんでしょ
うか？
Ａ．自分自
身ここにく
る意味が分
からない…
安くないし、
美味しいと
あかぼし 超常連Ｋさん も思えない
し…ただ…
だんだんあつくなって
みんなの笑
きましたねぇ～!！今
顔がみれる
話題のギャグ製造マ
から♪みん
シーンことＴＫＯさん
なに感謝☆
とご一緒に湯元百菜
（特に梅ち
でゆっぽりしませんか
ゃんがいる
ぁ～？
から。大将
ありがとう）

ドチャンスダヨ
全員集合

いっとくのシモです☆すっかり夏にな
りましたね-。そんな暑い夏こそいっ
とくへ♪鉄板チャキチャキやってます。
旨いビールに美味い料理!!今日もカ
ウンターは笑顔満点!!皆様のご来店
お待ちしております。

いっとく シモ

ベッチャー
百菜 ゆう
にきたら
絶対私の
手作りの
甘ぁ～い
ばくだん 上原家次男
ガトーショ
ついに！いっとく福山２号店
コラ食べて
『天下ばし』オープン！ ばくだ
ください！
ん酒場も唐辛子まみれの『激
元気にな
辛モツ鍋』やっちゃいます！週
ること間違
末のイベントも盛り上がるでー！
ベッチャー ふにゃおか いなしです。
やまねこ キムネェ

気分爽快梅雨も明け夏ス
タート！いっとく農園で育
ててる野菜たちもこれから
太陽一杯浴びてスクスク
育つはず♪ヤマネコシス
ターズ熱さにも負けずノリ
ノリでエンジョーイ☆☆☆

私が両親と同じくらい尊敬する人、ターシャ・テ
ューダー。去年の６月にこの世を去られたのです
が、今も変わらず私の心に生き続けています。私と
同じ気持ちでいる方がきっと世界中にたくさんたく
さんいると思います。絵本画家であるターシャは２
３歳から９０歳までにたくさんの絵本を描かれています。ターシ
ャの言葉の中で、『完璧なのは咲いたばかりの花くらい』という
言葉がわたしは大好きです。たまに甘えたっていいのよ。って、
ターシャが背中をポンと叩いてくれる気がする、言葉です。この
言葉を想うと、素直な気持ちになれて、また自分らしく戻れます
。会ったことなくても、ターシャが生きていたこと、存在自体が
私にとってとても支えになっています。不思議な感覚ですよね。
心地いい感覚です。この本は、いっとく本舗をオープンすると
きに、マスターが仕入れてくれたもの。私はその時に、わたし
が今後仕入れたいと思っていたターシャの本を、マスターはそ
んなわたしの気持ちは知らずに、マスターはマスターで、『こ
の人の本いいかなと思って。』て。そう、わたしたちが素敵だ
と思うターシャは、本物の素敵な人なのです。子供が寝る前に
必ず絵本を一冊読んであげることにしています。もう少し大き
くなったらターシャの本、読んであげよっと。『生きていれば
落ち込むこともあります。状況を好転できると思ったら、ぜひ努力すべきです。でも
変えられないのなら、それを受け入れて歩み続けるしかありません。何があっても
「生きていることを楽しもう」という気持ちを忘れないで。』“生きていることを楽
しんで”ターシャ・テューダーいっとく本舗にて、発売中です！！

めぐスメ
めぐスメの
本コラム(゜-゜)
本コラム(゜-゜

Happy Birthday
１日 島谷

香代（かよ）

いっとく所属のシンデレラ。清純派でかわいらしいかよは看
板娘めざして日々ほんわりがんばってます！未来の美容師！

２日 博多

祐志（ジュニア）

６月２１日夏至
１００００人の
キャンドルナイト
やまねこカフェ
ライブ＆ディナー

あかぼしのスーパーサブエース！ベビーフェイスとベビーボ
イスを武器にドリンカーを華麗にこなします！慶次が大好き

２日 中西

洋子（はーさん）

あかぼし所属の酔いどれ天使！とにかく焼酎が大好きでちっ
こい体にパワーと酒がつまってます！(笑)実は面食い…

４日 坂田 愛子

（あいこ）

いっとく所属のダンスっ娘。ベッチャーの聖奈とは大の仲良
し！只今ダンスで出演させてくれるイベント本気で募集中！

５日 伊藤

聖奈 （せいな）

ベッチャー所属のダンスっ娘。いっとくの愛子とは大の仲良
し！只今ダンスで出演させてくれるイベント本気で募集中！

６日 森

将晃

ゲストライブは、アコーデ
ィ オ ン （ 東 京 ） キ ャンドルの
灯りがゆれる店内にひびく素敵
な音楽。ゆっくりと時間が過ぎて
ゆく感覚…独特のこの感じ、来年
もまたやまねこカフェでキャンド
ルナイトライブ＆ディナーを…

（まさ）

ベッチャー所属の泣き虫格闘王！大塚店長の良きスパーリン
グパートナーで日々、体を鍛えている。かかってこいやぁ～

７日 中光

浜彦 （みつ）

笑顔がかわいい百菜の助っ人プレイヤー。みごとな包丁づかいにさ
きっぽがライバル心をいだく！！次は料理で勝負だ！！

１１日 安藤

寛起 （あんちゃん）

あかぼし期待の新戦力！もとラガーマンでスポーツ観戦が大
好！はにかみ笑顔とええ声でがんばるニューアイドル誕生！

１９日 山本

一輝 （かず）

たまがんぞう所属のよっさん主義の継承者！尾道一ドルチェ
に通う男の子。次世代リーダー！師匠曰く落ちが甘いとか…

２７日 西

雅美

（ましゃ）

あかぼし所属の福大生、頭の回転もはやくて吸収力も抜群！
計算された天然キャラで人気急上昇！いつも口があいてます

ばくだん酒場
上原勝博と
行く。真夏の
心霊スポット
を…じゃなく
カブトムシを
つかまえに
行くツアー
参加者募集
中。もちろん
集合は早朝
です。

ぶちくさらぁめん本店
７月限定

「一期一会らぁめん」は…
夏野菜たっぷりの

味噌らぁめん ￥700

笠岡町４－１５ ℡０８４－９２１－７２２２

先月の中学校の講演会に引き続き、な、なんと今月、母校の中学二年生相手に「夢」を
語らせて頂く場をいただきました～。結構マンモス校で一学年でも２００名位は居るん
ですょ！ビビル…。人前で話す事はワテ的には「勇気」のいる事…。まぁなんとかなり
ます。母校のスローガンが「一生懸命がすばらしい」なんですね。「一所懸命」「笑顔
」「挨拶」「自分が源」「プラス言葉」「変化＝挑戦」「楽しむ！」多分こんなん話し
ますが、言葉や内容以上に「情熱」や「エネルギー」を中学生に「感じて」もらいまし
ょうか！エネルギーのある処に人は集まるんですよね！最近、人にエネルギーが不足が
ちかなぁ…なんて感じているのはワテだけですかねぇ？そんなワテも例外ではない。暑
は夏いからか！？携帯から発せられる電波の影響か！？まぁ、何にせよ皆、エネルギー
を欲している。（勝手な発想）エネルギーとは熱…ズバリ「情熱」であり心の有様その
ものである。違うか～！？だって、「頭で情熱を燃やすぜ～」なんてちょいとお門違い
と思うからだ。すべての言葉やモノにさえ「エネルギー」があると感じてるのでゴワス
。来年度のいっとくスローガン「そこにエネルギーあんのかい？」なんて如何でしょう
？！そぅ、自分に問い掛ける問題なんやけどね。いい言葉を使う事や前向きな気持ちが
「良い」事もよくわかった。講演会に行っても、本を読んでもよく出くわす。正直飽き
ちゃいました～（笑）ワテも大概話すしって、とっても大切な事なんですよ！しかぁ～
し、そのすべてに繋がり、同じように大切な事。それが「エネルギー」なんですね！料
理一品、サービス一つするにしても、すべてに共通…いや、遊んだり、怒るにしてもそ
こには「エネルギー」が存在する。そこに「情熱」などというエネルギーを注入する事
がとっても大切だと最近感じている訳なんです。どんなに不器用な人間でも本人にエネ
ルギーがあると人は集まる。天下ばしの工事でみんな集まったように！どんなに熱く語
っている様でも、どこか伝わらない！なんて場面に出くわす…ワテなんかもよくあります(T_T)なんか自
分で言いながら「違和感あるなぁ…」みたいな。まぁ、そこに「気付く」事やそれ自身も「受け入れ」
たりと、伝えたい事はありますが…まぁシンプルに「自分らしく一所懸命やってみる」っていつもの挑
戦話。飽きんといてくれ～！
この町の夜は、

浴衣で湯呑で
日本酒祭り

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。

所：たまがんぞう
時：６月２３日

５月３１日に行われたやまね
こライブ。集まってくれたお
客様、なんと７８名！！毎回
尾道のＪＩＭＯＮＯパワーに
は圧倒されます。新メンバーも加入
してさらにかっこよくなったＪＩＭ
ＯＮＯの皆さんと、パーティーチケ
ットでおなじみの瀬尾さんのバンド
も登場！エロティック瀬尾バンドと
してライブしていただきました！！
そして８月４日（火）祝やまねこカフェ８周年ライブ
を行います。出演はＫＥＩＫＩさん、やまねこシスタ
ーズなどなど。前売り１５００円、当日２０００円。
詳しくはやまねこカフェまでお尋ね下さい。

たまがんぞうにて浴衣
祭りを行いました！い
つもよりさらに華やか
な女性陣たち…完全に
男性陣のテンションも
上がりまくりでツイテルツイテル！店頭では瀬戸内タンクトッパーひろし手造
りのピリ辛ダレと食感がたまらない「ところてん」＆与っ作どんの育てたアン
デスジャガ芋をつかったやめられないとまらない「アンデスポテチ」を渡し場
前を行き交う大勢の人に振舞わせていただきました。７月も浴衣チャンス盛りだ
くさんなのでお楽しみに！みなさんも浴衣でたまがんぞうへ是非！！
今年も夏が来るね…

あの日二人で行った

そっときみにささやいた…
そう…

夜の海岸通り

エ・テ・リ・ヤ…

エテリヤがあの日の僕にはすべてだったんだ

やまねこメンバー＆まっちゃんとダイエットバトル
中にも関わらず、止まらぬ食欲…先日、大阪でふと
立ち寄った焼き鳥屋さん「○澤」焼き鳥食べて久々
の感動～「串焼き、モツに味わうもの…」思わずそ
んな言葉が浮かんできた。もちろんモツ以外のねぎ
まやつくねもかなりおいしかったけど、鶏の心臓を
きれいに掃除して硬い部分を串に刺した「鶏タン」
（一緒に同席した焼き鳥屋店長のＹ君ですらどこの
部位か分かんなかったみたい…）一羽で少量しか取
れない「背ギモ」＝腎臓などなど、一言いえば、シ
ンプルなんですよ！炭火の煙でいぶされた肉が絶妙で料理としての完成度が
高い。産地をうたうわけでもなく、朝挽きをうたうわけでもない。ただただ
旨く、焼き方も上手い。例えるなら「旨いを追及したらこんなスタイルにな
りました～」みたいな、食べ巧者にはオススメお店。本日、どチャンスな依
頼を受け、日比崎中学校の３年生の前で「プレゼンテーションとは？」って
いうお題でプチ講演させて頂きました。（しかも２回も…）緊張しちゃって
、生唾ごっくり、豚汁たっぷりかきながら一所懸命話をさせて頂きましたが
、２度目の出番をまってる時、なぜかここの焼き鳥屋さんのこと思い出して
いました。話を聞いてくれている中学生にシンプルに仕事の楽しさや楽しか
ったら笑顔になるって事を伝えたかった事と、焼き鳥屋さんの旨いをシンプ
ルに伝えたいって気持ちがかぶったんでしょうね…「旨いとみんな笑顔にな
る」シンプルがええですね！旨っかたら幸せじゃん！おっ！「旨いで日本を
ぶち幸せにしよう～」こんな理念もどうでしょう～？

の
番頭ケンゴ

ちょっちょっちょっと

うれしくな～い？

この話
この

自己紹介リレー
たまがんぞう だいすけからは…

山根広大の
呑みごろ釣られごろ

ベッチャーの胃ぶくろ 大塚信一（つかさん）

ハイエースの濃厚なバニラの香りが忘れられません。ベッチャーで働い
ていた時からお世話になってます、これからもよろしくお願いします！

やまねこカフェ あやちゃんからは…

いっとく本舗 城本恵（めぐりん）
AM 4時30 三浦晋也からの電話の嵐、
（起きてくださいよ～)目が覚めると、前日飲んだ
酒が体の中を全力疾走中！でも何とか起きれた!や
っぱし自分の好きな事になると気合いが違うのか
☆そう、いよいよ船に乗って本気の釣りに行って
くるけん！メグりんのじいちゃんの船に乗して頂
いて。大将、藤原さん、晋也さん、吉田さん家の
翔くんと、おばあちゃんの七人で出港です 朝メグ
りんに見送られ、普段船に乗ることなんてないん
で皆ワクワクドキドキ!テンション上がります！陸 やまねこに素敵なお花を届けてくれる、いっとく本舗勤務のめぐりん。
いつも、ありがとう♪お花にも勝る笑顔に、いつも癒されてます
からの景色と、船の上から見る景色は全く違って、
とてもきれいに見えて感動30分ほど揺られて因島大橋付近に到着。釣りスタート直ぐにじいちゃんが
でっかい、キスをゲットさすが本職、そのあと直ぐに大将がおっきなフグ釣り上げてさらに皆のテンシ
ョンあがりMax藤原さんもでっかいキスゲット！そしてついに俺にも来ました！ドキドキしながら上げ
ると、何とオコゼ！高級魚釣り上げてしまいました！二日酔いもどこえやら行ってしまうわ。しかしま
だ翔くん、晋也さんは釣れてない!大将の仕掛けがお祭り騒ぎ！そーこーしてるうちに晋也さん、グチ、
ゲット！そうしてるとやっと翔くんにも魚がきた、なんとカサゴとグチのダブルゲット！少年のように
喜んでました。じいちゃんと、ばあちゃんは僕たちが連れると自分が釣れれたかのように笑顔で喜んで
くれました☆全部で20匹ぐらい釣れました。魚はたまがんぞうと、いっとくに、わけわけしました☆と
ても楽しい一日でした☆船乗していただきありがとうございました！おしまい。

7 July いっとくスケジュール
1

2

3

4

5

●やまねこカフェ

●天下ばし

●ばくだん酒場

●ばくだん酒場

●掃除に学ぶ会

7/4～31 広島・尾道で活躍しているアー
ティストによるグループ展開催
〈レトロをテーマにした作品の展示と雑貨の販売〉

オープン！！！！

たわしの日

6

7

8

●たまがんぞう

★あかぼし
やまねこ
たまがんぞう
ばくだん酒場
定休日

9

浴衣で七夕祭り
カップルで来店した
ら何かいいことが
あるかも…

★ベッチャー
定休日

13

ナンパの日

１３時～
今治市公会堂
＠愛媛

●ばくだん酒場

●ばくだん酒場

ジェットコースターの日

日本酒の日
〈全銘柄一杯三百円〉

納豆の日

17

18

●ベッチャー

●ばくだん酒場

●ばくだん酒場

ハイボールの日
〈一杯三百円〉

ハイボールの日
〈一杯三百円〉

22

夜カフェ
コーヒー＆スイーツ

19

●久保花図八
講演会
１９時～
尾道市公会堂別館
４階大会議場

23

土用丑の日

24

●ばくだん酒場

★ベッチャー
あかぼし
やまねこ
たまがんぞう
ばくだん酒場
定休日

焼酎の日
〈全銘柄一杯三百円〉

25

●ばくだん酒場
焼酎の日
〈全銘柄一杯三百円〉

●いっとく
マッコリ＆
ハイボールデー
〈一杯三百円〉
ナッツの日

28

29

30

スイカの日

26
●祭・酎心蔵
１８時～２０時
リーガロイヤルホテル
４階ロイヤルルーム
＠広島

かき氷の日

31

★ベッチャー
定休日

★あかぼし
やまねこ
たまがんぞう
ばくだん酒場
定休日

ビキニスタイルの日

12

16

海の日

27

11

●いっとく
焼酎＆泡盛デー
〈全銘柄一杯三百円〉

21

●「てんつくマン
×中村文昭×大嶋
啓介」講演会

10

15

１１時～１６時
ホテルセンチュリー21
＠広島

浴衣で日本酒祭り

梨の日

朝７時半～
福山・鳳中学校

●いっとく

●宇野隆史
講演会

●あかぼし

ソフトクリームの日

日本酒の日
〈全銘柄一杯三百円〉

七夕

★ベッチャー
定休日

20

梅酒の日
〈全銘柄一杯三百円〉

梅酒デー
〈全銘柄一杯三百円〉

14

★あかぼし
やまねこ
たまがんぞう
ばくだん酒場
定休日

梅酒の日
〈全銘柄一杯三百円〉

プロレス記念日

■８月のお知らせ
１日 住吉花火＠尾道
４日 やまねこカフェ８周年ライブ
８・９日 フェスタデラマ＠瀬戸田
２３日 ＫＯＫＡＩＤＯ０９＠尾道
■いっとくHPにていっとく新聞バックナ
ンバー公開中！こちらも総天然色のカラ
ー版です。

■編集後記■さよならドーマン、ようこそフィリップス！どうも編集長です。交流戦を終
えて勝率五分、７月はクライマックスシリーズにむけて大切に時期になること間違いなし
！我らいっとくもカープに負けず熱い夏にします。★ユウヤナカハラ★■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 . j p
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