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２００９年６月２９日・３０日と小豆島へ社員研修へ
行かせて頂きました！子供たちも大人たちもスーパ
ーハイテンション♪泣いたり笑ったり大忙し、出会い
とおもてなしに感動した２日間でした！ありがとう～

今回はいっとく初めての家族参加型社員旅行！丸島醤油蔵見学、二十四の瞳
村、ＢＢＱ、オリーブ園、げんきのたね夢楽へどっこい行ってきました～！

小豆島の醤油造りの歴史は４００年にもなります。今回は杢谷会長のご案内で丸島醤油さんの古代伝統醸造もろみ蔵や実際に醤油を搾る工程を見学させて頂きました！！！！



　　　　　　　　　　小豆島は自然豊かな島で、オ
　　　　　　　　　　リーブや映画「二十四の瞳」
　　　　　　　　　　の舞台としても有名。毎朝、
　　　　　　　　　　寒霞渓にかかる深い霧がおい
　　　　　　　　　　しい湧き水となり醤油造りな
どに利用されていて、海と山がすぐ目の前にある、
風土や気候もよいきれいな島でした。丸島醤油さん
の杢谷会長はマクロビオティックを古くから広めて
おり、こだわりのお醤油は農林水産大臣賞を受賞し
ています。今回の旅行では特別に白い宮殿と呼ばれ
　　　　　　　　ているゲストハウスに泊めていた
　　　　　　　　だき、素敵なおもてなしをしてい
　　　　　　　　ただきました。素晴らしい景色の
　　　　　　　　寒霞渓にダムを造るという計画に
　　　　　　　　反対の署名活動をされているとい
　　　　　　　　　　　　　　　　　う事を聞き、
　　　　　　　　　　　　　　　　　いっとくでも
　　　　　　　　　　　　　　　　　署名を集め協
　　　　　　　　　　　　　　　　　力させていた
　　　　　　　　　　　　　　　　　だく事にしま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　した。本当
　　　　　　　　　　　　　　　　　　に必要なも
　　　　　　　　　　　　　　　　　　のは目の前
　　　　　　　　　　　　　　　　　　にある自然
　　　　　　　　　　　　　　　　　　な空気と水。
水。



　
　　　　　　　　　　　　　『子供に大切なことは、「食卓」で学ばせたい。』ほとん
　　　　　　　　　　　　　どのお母さんはそう思うのでは？という一文。この本の中
　　　　　　　　　　　　　には、幸せになるための食育３２ヵ条。①１０歳までに子
供の性格の９０％は決まります。②食育の好機は、３歳ぐらいと、４歳から６歳、そし
て７歳から１０歳。その時期に何を教えるのか？③食べ物はみな命を持っていた。その
命をいただくから、『いただきます』④生みの母になれても、育ての母になれない母親
が多い。食事をつくってあげられて『育ての母』になる。⑤相手に不快感を与えない。
社会の基本ルールは、食べ方からはじまる。などなど、３２カ条書かれてます。気にな
る題がずらり。子供に大切なことは、わたしたちにも大切なこと。それは、お客様にも
大切だということなのでは？いっとく本舗にて発売中！！

めぐスメめぐスメの
本コラム(゚ -゚本コラム(゚ -゚ )

てんつくマンの「げんきのたね夢楽」。小豆島の独特の地形を利用？して、
急斜面に廃材を使い自分たちの手で作り上げたというパワー全開の夢楽でし
た。竹炭職人のキムさん、三原出身のまなぶ君、笑顔と踊りが最幸のきよち
ゃんなどなど。木の電信柱とふすまで屋根を葺いてある大きな御座敷にはツ
バメが住んでいたり、小さなおじさんが住んでいたり…不思議な事もここで
は日常か！？素晴らしい歌と踊りで歓迎してくれ、超マクロビオティックな
料理にまたびっくり！実践されている方はやはり違う…子供たちは生まれた
ままの姿で海に入りおおはしゃぎ、大人たちも岩場に登ってみたりしながら
素敵な時間を過ごさせて頂きました。ここでも最幸のおもてなしをして頂き
、感動しました。お店では自分たちがおもてなしをする側なので、今回の旅
行で得た感動と学びをお店でどう実践するか…楽しみです。ありがとう！



　　　ＴＡＮＢＯ２００９穂がそろそろ出るどぉぉの巻になりました
　　　～～～九州男児でも沖縄出身でもミノモンタでもマツザカシゲ
　　　ルでもありません～ただの真っ黒日焼け濃い顔さらに倍の与っ
　　　作です！アメダスデータによると６月の平均気温は高く、降水
　　　量は少なく、日照時間は長いらしい…ところによっては、田植
　　　え後の水不足により干ばつ被害がみられたり…と自然には逆ら
　　　えないことを米づくりを通じて身をもって感じています…自然
　　　に逆らうのではなく自然とどう仲良くやっていくか？自然の流
　　　れに身を任せるか？ってとこか！まあ我らがいっとく田んぼが
　　　今のところ順調なことを当たり前と思わず感謝しよう～ありがとう自然～あ
　　　りがとう師匠～ありがとうみんな～さてさて最近の与っ作は千葉県の自然循
　　　環農法で養鶏をされている大松農場さんやてんつくマンの小豆島のげんきの
たね夢楽にご縁あって行ったり、我が大将の師の京都ヒューマンフォーラム出路さ
んとこのＨＦ村にも二泊三日の合宿に参加することも決まっている～岡山県のワッ
カファームにもまた行ってみたいし～三原市高坂の有機農業をされている坂本さん
とこにも行ってみたいし……アゲタラキリガナイ…いろんなところに行き、いろん
な方の話を聞いたりしているといろんなやり方・農法・哲学みたいな考えをそれぞ
れに持っていらっしゃる。それらの全て今の与っ作には勉強になる。そして素晴ら
しいなぁ～と思う方の全てに共通点がある！それは『やり続けてきた男』であると
ゆうこと！やはりそうだ！『継続は力こぶ』なのだ！と熱く暑苦しく思ふ今日子の
五郎（今日この頃）であった。まあナンヤカンヤ言ったって若葉マークの農業初心
者は、米づくりからたくさんのこと学ばせていただいている。考えるより感じるこ
　　　とを自然の中で自然に体験できる幸せ、小さなことに目をむけて感動する心
　　　を今さらながら学ばせていただいている。よしっ！いっとく楽農会は農を通
　　　じて感動を体験し感謝の心を育み伝えていくど～！いくぞっ！活っ作、むね
　　　く～ん！いっとく楽農会は年会費無料で女性マネージャー大募集中～条件は
　　　農作業の合間の「先輩タオル！」と「レモンの蜂蜜漬けどうぞ！」を恥ずか
　　　しがらずに出来る方に限りますアシカラズ…ってことで活っ作のコラムにバ
　　　トンタッチ！バイバ～イ！

　　　　　　　　　　　どうも～♪完全に充実さまの活っ作で～す☆先月号の
　　　　　　　　　　　ＴＡＮＢＯイベントに続き今月は、７月６日（月）に
　　　　　　　　　　　行われた、ＨＡＴＡＫＥ２００９～ジャガイモ掘りの
　　　　　　　　　　　巻～のことを皆さんへお届けしま～す。パチパチ×②
　　　　　　　　　　　当日午前１１時、村長与っ作さんから開会の挨拶なら
ぬ、開会の写メ撮影を行いスタートしました。じゃがいも掘りは保育所以来の
約２０年振りのイベントで長年のブランクが心配されておりましたが掘り始め
ると『ザックザクッ』とじゃがいもが出てきて『おぉ～』っと歓声をあげなが
らの収穫でした♪♪数年前よく食べていた『オー〇゛ック』というお菓子の由来はきっとここからきた
のだろうと一人想う滑っ作でした……。大収穫の後は、お楽しみの昼食タ～イム☆ということで、①与
っ作さんが寝ずに焼いたと言い切るバジルとチェダーチーズ入りパン（コバチカ堂）②めぐりんからい
ただいた某有名店の巻き寿司。③やまねこシスターズによる手作り玄米おにぎりの差し入れを畑の上に
座ってみんなで囲って美味しく楽しくいただきました☆自然の中で、作ってくれた人や生産者の顔を見
ながら話をしながら食事ができることが何よりも安心・安全で最幸の食事だと実感しました＊最幸のラ
ンチタイムが終わり、じゃがいもを掘ったあとの畑に肥料をまき→耕して→次に作物を植える為の土づ
くりの準備をして、無事にじゃがいも掘りの会を終えました。今回、収穫したジャガイモは一般的なメ
ークインや男爵芋ではなく『アンデス』という品種で、皮が赤く、中がオレンジがかっているという特
徴をもっているじゃがいもです。活っ作が所属する“あかぼし”では、じゃがバター・天ぷら・グラタ
ンとしてお客様へ提供させていただきました。な・な・なんと！？お客様の中に『いっとくのブログを
みて来たんよ～』『アンデスのじゃがバターを１つ下さいな』と注文して頂いたお客様がいてとても嬉
しく幸せ感じちゃいました＊感謝感謝です♪♪今日もたくさんの感謝エネルギーをいただいて活かされ
ている活っ作は、自分も恩返しとして周りを活き活きすることができるよう顔晴ります！！ヨシっ！！
それじゃあ、今日も元気に行ってきまぁ～す☆☆



Happy Happy BirthdayBirthday

　２日　岡田　侑（ピチパン）

　１日　吉原　由季　（ゆっき～な）

春にいっとくから百菜に電撃移籍！嫁のパンツをピッチピチ
にはきこなすお洒落さん！御調で順調に体重増量中……。

たまがんぞうのみんなの優しいお母さん、シャイだけどみん
仲間の事をみてくれてます、てらＰ曰く松田聖子似らしい…

ご存じ、湯元百菜店長！釣りにスケート、昆虫採取にスノー
ボード、酒…等など多趣味多才でヤングチームのリーダー！

ちっちゃいけれどパワフルなベッチャーのゆっき～な！未来
の保育士を目指し只今勉強に奮闘中ディシュ…ディシュ…。

　４日　村上　香奈江（かんちゃん）

　６日　山根　広大　（やまちゃん）

　９日　上原　勝博 （カツ）

　８日　中野　ありす（ありす）

ばくだん酒場所属。料理界の名門上原家次男でかなりの高校
野球マニア！甲子園の時期は予想屋として引っ張りだこ…

夏といえばまっちゃん！最近いっとくの中でもっとも頼られる男！
現場から事務所まで幅広く活躍、頼まれごとは試されごとの実践者

あかぼしのみんなの姉御的存在！女性スタッフからの相談は
おまかせ。ヤンキー時代の気合いと根性で人気者、夜露死苦

たまがんぞう所属。元気ハツラツいっつも笑顔の現役高校生。
すっっっっごい素直！店長オススメはキュートな〇〇！

１２日　松原　多利

１２日　中川　京子

（まっちゃん）

　（きょん２）

　（ユースケ）２７日　山下　祐輔
ばくだん酒場所属。数々のポジションをこなせるスーパーエ
ース！！DJとしても最近は頻繁にイベントに出演中とか…

いっとくグループの
新しい仲間をご紹介します！

○いっとく　槙本汐里（しおりちゃん）今どきなキュートな女の子。笑顔がス・テ・キ！

○いっとく　向畑拓郎（たくちゃん）メガネをかけたむっつりスケベな福大生！テヘッ
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　　　　　　　　　　出路さん（ワテの師匠）のお誘いのおかげさまで見事、伊勢神宮参拝を今年も果
　　　　　　　　　　たす事が出来たぃ。そこで「志多ら」というスゲー和太鼓集団の演奏を聴かせて
　　　　　　　　　　いただいた。全国規模の大会で金賞を受賞したチーム…集団…とにかく感動の嵐
　　　　　　　　　　、嵐、フォーDream！しまくりだった。彼らは、プロの和太鼓集団として、太鼓一
　　　　　　　　　　本で飯を喰っている。ずっ～と集団生活…寮住まいで休みもないに等しい中、毎
　　　　　　　　　　日の早朝20㌔マラソンは欠かせないし、少ない休みにも関わらず、「ナマル」と
　　　　　　　　　　いう理由でそんな日も自主トレや後輩に指導する日々を送っている。サボったり
　　　　　　　　　　、心に汚れがあると、すぐに「音色」となって演奏に悪影響がでるらしい。皆さ
　　　　　　　　　　ん口々に言っていた。ス、ストイック…そんな彼らとお酒を呑んで馬鹿やったり
　　　　　　　　　　、講演会や神宮参拝を共に体感して感じた事。やはり、「考える」よりも「感じ
　　　　　　　　　　る」時代がマジに大切になってきた。御霊（みたま）とは心を指す。頭から御霊
　　　　　　　　　　への大政奉還の時代だ！と、中山靖司先生は神宮でおっしゃれた。（カッコよく
ないすか？）彼らの和太鼓の演奏を聴いた後、ワテは涙がこぼれた。それは何故だかわからない。何か
を「感じた」からだ。それは仲間意識…？観客の歓喜の拍手にただツラレタのか…？いや、見えない何
かが心を震わせたんだろう。何かを考えたから涙が出たのではない事は確かなようだ。「心が繋がる」
とはこういう事だろう。いっとくの仲間と、こんな心が震える様な関係を創ってゆこう！その後、伊勢
からお友達に車で大阪まで帰って来たのはいいものの、な、なんとワテ所持金＝「730円」＝小5か！？
余裕こいて難波のＡＴＭを巡りまくるも、休日の為…とか提携外…とかで、6、7件の銀行やコンビニに
まで断られる始末！それでも最後はやっと見つけためっちゃ遠い場所のセブンイレブンで出金に成功！
やっとの思いで地下鉄まで辿り着いたかと思いきや、伊勢でいただいた大切な「神宮ポスター三枚」が
ないではないか！？そうだ！間違いなく、セブンイレブンだ！や、やられた（自分に…）さぁどうする
コウキ！？「もぅ無いかもしれん」とか、「違うトコに忘れとったらどうすんの？」「諦めたほうがい
い…」等と、出来ない理由（行くのが辛い…）をもう一人の自分がささやく！しかぁ～し、「志多ら」
の方々の努力に比べたら…おらぁ～…って、気合いで取りに行きました～（挑戦…めっちゃ遠い）ワテ
、丁寧にコピー機の上に…(-.-;)過去、売上4日分を店の外のベンチに忘れて帰った事さえあるワテ…。
「忘れる力」が大切とは聞いた事があるがこりゃ付ける薬はなさそうやね…

最新速報！いっとくで以前共に汗した、世良くんの結婚式

があり、ホーリーも２、３次会に参加させてもらってきま

した。まさにあの時はああだったこうだったと一度いっと

くを卒業した皆と同窓会のように話しが出来た！嬉しいね

。世良君夫妻ほんとににおめでとう！そこで感じた事。た

だ「過去の話し」ではなくそこには又現在、未来へのヒン

トがあるね。刺激や気付きや！「例えていうと今大学生と

すると、小学生の時のことも詳しく思い出す事」も大切ら

しいぜ。これは脳科学的にも解明されているらしく、「こ

れからの新しい企画を発案していく回路と、昔の事を思い

出す回路」は一緒らしく、そのトレーニングにもなるんだ

って。「現在」「過去」「未来」か…戴き！お蔭さま！と

いう事で、ここでお知らせ！今回でこの「本とラジオとパ

ソコン」のコーナーは終了！次回から題して「ホーリーの

タイムマシンでいっとく！」登場！これだね！いっとく未

来を語り、歴史の真実を紐とくぜ！で、対談希望者募集！

あかぼしあかぼし

７月２０日にあかぼ

し浴衣祭り開催！！

炊き出し、風船釣り、

日本酒一杯３００円

等々…女性は浴衣、

男性は甚平姿でいつ

もとは違うあかぼし

は熱～く燃えていま

した！お客様も浴衣

でご来店して頂き、

感謝です！次回の祭

りもお楽しみに～



山根広大の呑みごろ釣られごろ山根広大の呑みごろ釣られごろ山根広大の呑みごろ釣られごろ 自己紹介リレー
ベッチャーの胃ぶくろ　つかさんからは…

スーパー阿呆バイザー　松原多利（まっつ）

いっとく本舗　めぐりんからは…

ばくだん酒場　上原勝博（かつ）

ばくだんのキッチンからいつもいい空気を放っている勝くん。最近メガネ
をかけていないのが気になっています。陶山店長曰く・・・・・・・（笑）

実は、大塚と松ちゃんは幼、小、中、高と一緒の大の仲良し♪何をする
のも一緒♪ 怒られる時も一緒♪ これからも一緒にがんばろ♪

　　　　　　　　　　トマトスライス一丁！！はいよっ！！と、季節になるとお店で声が響く～７月８
　　　　　　　　　　日に鷺島トマトを摘みにいってきました～！みんなこんなときは、早起きできち
　　　　　　　　　　ゃうわけで・・・・総勢19人で鷺島行きフェリーに乗り込みました。さて、19人
　　　　　　　　　　ものメンバーをいっちょ紹介しますかぁ。トマト番長ゆうやくん・まっつ・けん
　　　　　　　　　　さん・三浦くん・ゆうたくん・まーくん・ゆうくん・福ちゃん・かっちゃん・う
　　　　　　　　　　めちゃん・えみこちゃん・一二三くん・大塚君・祥君・えりこちゃん・きみちゃ
　　　　　　　　　　ん・うっちゃん・TAKAくん・めぐりん！到着して御畑さんにごあいさつ。おみや
げはもちろんお酒！天宝一の雄町！！お酒大好き御畑さんのハートをばっちりキャッチ！？したところ
で、ハサミをお借りして、ビニールハウスにＧＯ！あいにくの雨・・・と思いきや、御畑さんが『今日
はええ天気じゃ～』て。晴れてるとハウス内がムンムン蒸し風呂状態になるため、雨だとわりと快適・
・・とのことで。まっ、ゆうたくんはどんなときも、汗・汗・汗ですが？何か？みんなはりきって、ト
マト摘み摘みしました。あれやこれやどんどんどんどん摘んでいく人もいれば、じーっくりと吟味に吟
味をして摘んでいく人もいて。みんなお店のために、お客さんの為にしっかり摘んでいました。それを
お客さんの顔を見ながら、『今日ね、みんなで鷺島までこのトマトを摘みにいってきたんですよ。たの
しかった～』って、いつも以上に気持ちのこもったトマトを食べていただけたのでは？という、充実し
た気もちと、おいしいトマトをいただいた一日でした。

最近は夏ですね。セミの鳴き声聞くとやっと落ち着きま
す、でもね、半端ない声限定です。ミィミィ、シャンシ
ャン。お祭り騒ぎ。皆次の世代を残すため、ありったけ
の音を出して騒ぎまくり、必死、そぅ必死・・・。セミ
の音大好きです。あとやっぱし夏はクワガタ、にカブト
ムシ☆さっそく採りにいきました！昔の記憶をたどって
車を走らせます☆クワガタ見つけた時は、大の男がテン
ション上がりまくり！少年時代ですね。楽しいわ☆でも
、昔あった場所に行って見ると開拓で、さら地になって
たり。マナーが悪いから木を切られたりと、何か寂しい
気持ちになってしまいました。そして取れるクワガタや
カブトムシは昔と比べて、年々サイズが小さくなってし
まってました。何か採りに行って楽しいけど、寂しい気
分です。どんどん変わっていくことを肌で実感、貴重な
なことを体感。有り難う地球。自分もに出来る小さな事
　　　　　　　　　　　　　　をこつこつと・・・そう
　　　　　　　　　　　　　　いや最近嫁さんの働いて
　　　　　　　　　　　　　　るところにハイエナがい
　　　　　　　　　　　　　　たと、飛び込んできた女
　　　　　　　　　　　　　　性がいたらしい。ここは
　　　　　　　　　　　　　　サバンナ？？？ヒグラシ
　　　　　　　　　　　　　　の鳴き声を聞くとセンチ
　　　　　　　　　　　　　　メンタルな気分に気分に
　　　　　　　　　　　　　　なってしまいます。おし
　　　　　　　　　　　　　　まい。



■所属　尾道・ベッチャーの胃ぶくろ

■担当　厨房・おばんざい・小鉢

■名前　友宗裕喜（トモムネヒロキ）

■愛称　むねくん

■特技　つまみ食い

■自己PR　今期より社員としてお世話

になる事になりました、ムッツリむね

です！新たな気持ちで、元気にやらせ

ていただきます！皆様よろしくお願い

します。

新入社員いらっしゃ～い！

笠岡町４－１５　℡０８４－９２１－７２２２

ぶちくさらぁめん本店８月限定「一期一会らぁめん」は…

冷メン
650円

特製ごまダレ

あかぼし　大ちゃん

天下　ひろっさん

やまねこ　あやさんいっとく　かよ

ばくだん　きんちゃん

ドチャンスダヨ
全員集合

僕のひざまくらでねむる君

エテリヤってこういう事だったんだね

なんだか僕にも

エテリヤがわかってきたんだ…

君にもわかるさ　　　必ずね

サマーが来まし
たね激辛ラー
メン旨いっす！
ちなみにこの方
は９．５倍を完
食！チャレンジャ
ー待ってますー！

あちー！あちーの嫌い
！！カリスマカスタマー
の大ちゃんです。あかぼ
しは僕の家です。ママに
ご飯作ってもらってます
！ママありがとう。でも
本当はママが食べたい
…アタりそうだけど…。
だっちゃん愛してるぜ！

やまねこカフェも
8月8日で8周年
！OH!YEAH!!!8
月はイベント盛り
だくさん。やまね
こシスターズもオ
リジナル曲を引っ
さげてライブに
挑戦します(^-^)v
詳しくはいっとく
スケジュールを要
チェキラッ！！！

尾道公会堂で行われた第一回尾道万博に参加しました！たま
がんぞうで隠れメニュー的に食べられる、わっさんのエキセ
ントリックカレーとベッチャーの胃ぶくろで只今売り出し中
の自称アイドルＤ君の作る夜泣きラーメンをいっとくスタッ
フもお手伝いして販売しました～！！お客様にも大好評！！
公会堂内ではライブが行われたり、盲導犬の公開訓練など、
万博のテーマは「尾道のまちで、人が繋がり、心が繋がる。
人の心が繋がることで、尾道の進歩と調和が育まれる。」い
とっくもお店やイベントに来て下さったお客様との繋がりが
あり今があります。今後も尾道・福山・備後・しまなみ等々
のイベントなど積極的に参加して行きますので皆さん応援よ
ろしくお願いします。次回は８月８日・９日の瀬戸田サンセ
ットビーチで行われるフェスタデラマに参加しま～す！！！

８月のたまがんぞうはイベント目白押
し！！１日土曜日住吉花火大会では
私し、和田直樹本気のカレーライスと
炎のせせり鉄板焼が出店で登場！！
もちろん生ビールと一緒に！！続い
て９日日曜日は落語と篠笛を楽しむ
夕べ！！更に１５日土曜日は八十五
祭り…！？ワクワク続きの１ヶ月マラ
ソンやっちゃいます！！最後に直樹
の小言…「出会い」

やっと免許皆伝
の大地です(^○^) 
この調子でこの
夏も一丁やった
ります！ 最高
の笑顔をお出し
します

ベッチャー　大地

たまがんぞう　直樹 百菜　たつや

チョリーッス!!元甲山中学校昼休憩ソフト
ボール部３年Ａ組キャプテン達也です!!
ワラ　オレとまだ絡んだ事がない人!
(｀・ω・´）いっぱい居ますよね?(´・ω・｀）
是非 百菜に来て絡んであげて下さい
(≧ω≦）女の人なら跳んで喜びます
(//∀//）待ってまぁす

いっとくのかよです☆
毎日暑いですねー!!
汗っかきのあたしに
は苦痛です…もおす
ぐ楽しい楽しーい夏
休みですよ☆いっと
くに来てわいわいし
ちゃいましょう(^ω^)♪
ついでにＳ谷食品の
あげいかも買っちゃえ
(*^▽^*)/♪笑

６月２７日尾道万博 わっさんエキセントリックカレー
　　　　　　　　　 Ｄ君夜鳴きラーメン完売！！（気持は）

この７月に無事、新店オープンすること
が出来ました！皆さん、あざぁ～す！
やっとお店も落ち着き、スタッフの賄い
もいろいろと作ってあげれるようになり
ました！自分の原点は賄いにあり！
って言うくらい、力入れてます！スタッ
フの元気を管理するのが俺の仕事！
これからもいっとくで一番美味い賄
いを作り続けるよん！！



番頭ケンゴの
番頭ケンゴの

ちょっちょっちょっとちょっちょっちょっと
うれしくな～い？うれしくな～い？

このこの話

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
東京から岡崎智子さん、ａｎｏａ
さん、尾道からＫＥＩＫＩさん、
そしてやまねこシスターズ♪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。８月２３日（日）は「
スカンジナビア半島の夜」三原か
らオカダノリコさん、尾道からJI
MONOLIVEさんでライブを行います。
ぜひ遊びに来て下さいね☆

　　　　　　　　　　　　　天下ばしオープンって事で僕、毎日
　　　　　　　　　　　　　天下ばしに入りびたり・・・天下ば
し　　　　　　　　　　　　のおススメ料理といえば、やきとん
　　　　　　　　　　　　　と蒸し料理。店長ゆうじも日々煙に
　　　　　　　　　　　　　燻されながら、名物料理が「ゆうじ
　　　　　　　　　　　　　の燻し焼き」になりつつある今、正
直なかなか「これだ～」ってなやきとんが出せず悪戦苦闘してお
ります…（豚肉さんあなた食肉の帝王かも知れません）内臓はや
っぱり鮮度が命、それでもって牛に比べて味の濃厚さがない分結
構難しい～そしてどチャンス！明日は島根の石見地域から超新鮮
な内臓君たちが…そして来週には鹿児島の黒豚君たちが再上陸～
天下ばしスタッフ一同、一丸となって「これや～」ってな感じの
やきとんににしますんで乞うご期待！！辛い料理の赤い色を見た
ときにメラメラと心が燃えてくるように、最近、まっピンクな豚
肉君を見るとこれまた心がメラメラと燃えてくる…三十半ばのメ
タボリックな内臓をなめるな！心のリミッターはあるはずなのに
、私欲？いや試食という名目のもとやっぱりしっかり豚肉君食べ
てます。しかしながら体重は減量モードに！！野菜もしっかり食
べてるからか？それとも豚肉ってカロリー低いんじゃろか？？煙
に燻されるのってダイエット効果あるんでしょうか？？まー何は
ともあれ、やまねこシスターズとのダイエットバトルも無事に一
位通過で目標達成！！という結果が出てるもんでいいものできる
までゆうじと一緒に食べまくります～そうそう、野菜の告知もし
っかりと…ついに念願の尾道のジャンボニンニクが登場で～す。
やっとやっとの登場です。加工商品としてはジャンボニンニクコ
ロッケ出来上がりましたし、まんま商品も入荷可能になりました
。こぶし大のにんにくは圧巻…味はしっかり匂いも残りにくいの
でいろんな料理にいけちゃいます。他にも夏野菜もたくさん出て
きたし、やっぱりスタミナつけてバランスとって恵みや命を大切
にいただきましょう。よっしゃ～今日も燻されるぞ～

いっとくと言えば鉄板！鉄板と言えばとん平焼！ということで「第一回とん平焼選手権＠ばくだん酒場
」が行われました。いままでいっとくの鉄板に立った人は必ず一番初めに焼く「とん平焼」。人によっ
て材料が同じでも味が違うと言われているのです。そんなとん平を一番おいしく焼けるのは誰だ！？参
加メンバーはいっとく鉄板５代目大塚ぁ～、６代目川野ぉ～、７代目三浦ぁ～、９代目吉和ぁ～、次期
１０代目予定下渡ぃ～、ばくだん鉄板３代目堀田ぁ～、６代目陶山ぁ～、８代目中原ぁ～、そしてオー
プン参加のニコニコまっつこと松原ぁ～と足は速いぜ瀬尾ぉ～の１０名！！緊張感と笑いのあふれる鉄
板でそれぞれが個性的なとん平を焼き、審査は投票制！特別審査員はいっとくの味といえばこの男「岡
野賢吾ぉ～」！！！！！そしてみんなでとん平をお腹いっぱい食べて結果発表！第一位はいっとく店長
三浦ぁ～！第二位はいっとくイケメン下渡ぃ～！副賞として新品の
コテといっとくお食事券３０００円分が手渡されました。次回は「
第二回鉄板創作料理選手権」開催予定！社外参加者も募集中。鉄板
とコテと腕を磨いてその日を待てぇ～！！！！！

第一回とん平焼選手権開催！！第一回とん平焼選手権開催！！第一回とん平焼選手権開催！！



■編集後記■第３０号きたぁぁぁああ！どうもおかげ様です、旅芸人Lv９の編集長です！みなさんやってますか？

ドラクエやってますか？うちの会社の中では意外とドラクエ率高いようです…ドラクエやってるそこのあなた！編

集長と一緒にクエストしませんか？本気で待ってます…っと、ドラクエは置いといて…

八月、九月とイベントにかかわれるチャンスを頂いております、八月には瀬戸田で行わ

れるフェスタデラマ、九月には松永ゲタリンピックと両イベントで本気の鉄板焼きをや

ったります！高い目標と志をもって自己満足にならないようにいっとく代表として義務

を果たしますよ！（義務ってのはお役立ちや人を喜ばす事ね）どこの祭りにいっても「

いっとくがおるなぁ」とか「祭りといえばいっとくぢゃろ！」ってな具合になれるよう

に顔晴っていきます！調子に乗って口ばっかになってリアルダーマ神殿に行くはめにな

らないように、みなさんの応援や協力を大募集です（テヘッ）★ユウヤナカハラ★

６月２４日から新人、若手社員研修に参加させてもらって
ます。今まで三回行われ、講師の方を招いて社会人として
のマナー、会社とは、尾道の歴史をテーマに学んできまし
た。講師の方の生き方や考え方、社会人の先輩として教わ
ることがとても大きくすごく勉強になってます。また、同
じセミナーに参加されてる新入社員の方と交流がもてたり
、意見が聞けたり、初めて会う方と話をするのが苦手な自
分にとってはすごく勉強になってます。セミナー後の懇親
会では参加者とより深い話や本音トーク、大将の考えも聞
けたりこれからの自分にすごくプラスになってます。社会
人としてまだまだ勉強することばかりですが「法灯明」「
自灯明」の心でがんばります。この場を与えて下さった大
将、いっとくのみなさんに感謝します。ありがとうござい
ます。居積孝幸 第二回目講師は㈱ユニリースの初山氏

新人、若手社員研修センミナーに参加して。第一回「社会人としてのマナー（テ
ーマ働くとは？）」恥ずかしながらこの歳まできちんとしたマナーを習ったこと
などない私、今回挨拶の仕方、名刺の渡し方、受け取り方などなど全てに意味が
あると改めてわかりました。お辞儀は頭を下げる時は素早く、上げるときはゆっ
くりが良いそうです。相手と良い関係を築くには「気配り」と「心配り」が必要、
「聞く」から「聴く」へ！大切な事をたくさん教えていただきました。第二回「
会社とは？」まずはトイレ掃除からはじまりました！会社とは「お客様づくり」
「商品、サービス」「人材、組織」「財務、会計」の核からなっており、各セク
ションのプロになる、プロになると頼りにされる、頼りにされるとやりがいにな
る。会社で働く意味、会社という存在は人のお役に立つことである。印象に残っ
ているのは「失敗は会社が用意してくれた成長への階段である」それに甘んじる
ことなく日々精進します。（テヘッ）等などとても為になり共感できるお話でし
た。グループディスカッションでは他業種の方と話していてどんどん話がふくら
み、楽しくて時間が足りない感じでした。最後に今回このような機会を与えてい
ただきありがとうございます。残りのセミナーも楽しみます。中西洋子

新入社員研修
行ってます！

善 亭 ぶ 生 と

　 梶 川 純 司 の

落 語 と 篠 笛 を

　 楽 し む 夕 べ
8 月 9 日 ( 日 )8 月 9 日 ( 日 )　限定２０名様限定２０名様

〇開場６時開場６時　お１人お１人様 \４,5００\４,5００( 税込 )　お食事、お飲み物込。( 税込 )　お食事、お飲み物込。

〇開演６時半開演６時半　演目：　演目：篠笛演奏・・・・・・・梶川純司篠笛演奏・・・・・・・梶川純司

　　　　　　　　　落語（火焔太鼓）、　　　　　　　　　落語（火焔太鼓）、

　　　　　　　　　　　南京玉すだれ・・・善亭ぶ生　　　　　　　　　　　南京玉すだれ・・・善亭ぶ生
〇終演７時半～　お二人を囲んでのお食事会を行います。〇終演７時半～　お二人を囲んでのお食事会を行います。

尾道渡し場たまがんぞう　尾道渡し場たまがんぞう　尾道市土堂町１丁目１１－１６尾道市土堂町１丁目１１－１６

電話　０８４８－２９－４１０９電話　０８４８－２９－４１０９

日本酒と肴をつまみながら落語と篠笛をたのしむ日本酒と肴をつまみながら落語と篠笛をたのしむ

ちょいと粋な夕べの宴をたまがんぞうでどうぞ。ちょいと粋な夕べの宴をたまがんぞうでどうぞ。

　　　　　　　　　ジャ～ンッ！！！見事
　　　　　　　　　ＭＶＰに輝いたのは、
　　　　　　　　　元祖、頭も見事に輝く
　　　　　　　　　！堀田さんで～す。お
　　　　　　　　　めでとうございます。
　　　　　　　　　ＴＡＢＩ２００９では
　　　　　　　　　ツアコン堀さんのお陰
　　　　　　　　　様で楽しい旅行を本当
　　　　　　　　　にありがとうございま
　　　　　　　　　す。次点は、小林ひろ
　　　　　　　　　っさんとゆうじ君とま
　　　　　　　　　っつです。天下ばし工
事３人衆。こまっさんや豊田君にも認めら
れたいっとく職人誕生です！！！ばくばく
君やにゃんにゃ～など、数多くの職人用語
を習得。埃まみれで毎日ガンバッテくれた
３人にはみんなが感謝！そして本舗から、
特別ＭＶＰにめぐりんを！！！ＴＡＢＩ２
００９では陰ながらず～っと準備を手伝っ
てくれてとっても助かりました！！！皆様
、投票ありがとうございました～！！！！
さぁ、７月度のＭＶＰは誰の手に！？

いっとくいっとく６月度６月度月間月間ＭＶＰＭＶＰ
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●ばくだん酒場
　　梅酒の日

　〈全銘柄一杯三百円〉

●ばくだん酒場
　　梅酒の日

　〈全銘柄一杯三百円〉

●掃除に学ぶ会
　朝７時半～
　福山・東朋中学校

●フェスタデラマ
　瀬戸田サンセット
　ビーチ１日目

●レゲエバッシュ
　広島中央森林公園

●サウンドオブ
　アース＆アート
　向島洋らんセンター

●フェスタデラマ
　瀬戸田サンセット
　ビーチ２日目

●大嶋啓介講演会
　１８時半～福山・ま
　なびの館ローズコム
　大ホール３０００円

●掃除に学ぶ会
　朝７時半～
　尾道・栗原北小学校

●わっしょい
　ハイボール祭り
　１５時～
　福山・三角公園
　９００円

福山・あしだ川
　　　花火大会

広島・宮島水中
　　　花火大会

瀬戸田・夏祭り

三原・やっさ
　　花火フェスタ

●居酒屋甲子園
　＠パシフィコ横浜

●居酒屋甲子園
　＠パシフィコ横浜

●居酒屋甲子園
　＠パシフィコ横浜

●ばくだん酒場
　　梅酒の日

　〈全銘柄一杯三百円〉

●ばくだん酒場
　　日本酒の日

　〈全銘柄一杯三百円〉

●ばくだん酒場
　　日本酒の日

　〈全銘柄一杯三百円〉

■９月のお知らせ/２０日第１６回ゲタリンピック２００９＠松永（あかぼし参加します！）■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。ぜひチェックしてみて下さい！■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

★ベッチャー
　天下ばし
　定休日

いっとくスケジュール

6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

1 2

3 4 5

8 August

●いっとく
　　梅酒デー

　〈全銘柄一杯三百円〉

●いっとく
　　焼酎＆泡盛デー

　〈全銘柄一杯三百円〉

●いっとく

●遊食楽酒いっとく　〒722-0032　尾道市西土堂町1-10　TEL&FAX 0848-24-1109

●やまねこカフェ　〒722-0033　尾道市土堂町2-9-33　TEL&FAX 0848-21-5355

●満天酒家あかぼし/かくれ家　〒729-0104　福山市松永町4-11-14　TEL&FAX 084-930-4200

●豪快鉄板ばくだん酒場　〒720-0045　福山市宝町2-19　TEL&FAX 084-925-8989

●廻船酒蔵ベッチャーの胃ぶくろ　〒722-0034　尾道市十四日元町5-9　TEL&FAX 0848-37-3730

●尾道渡し場たまがんぞう　〒722-0035　尾道市土堂町1-11-16　TEL&FAX 0848-29-4109

●湯元百菜　〒722-0353　尾道市御調町高尾1369尾道ふれあいの里２階　TEL 0848-77-0345

●百酒錬磨天下ばし　〒720-0045　福山市宝町3-25　TEL&FAX 084-926-3890

　　マッコリ＆

　　　ハイボールデー

　　〈一杯三百円〉

●ばくだん酒場
　　ハイボールの日

　　〈一杯三百円〉

●ベッチャー
　　第三水曜
　　ラーメン
　　一杯３００円

●百菜
　　ふれあいの里
　　夏祭り・屋台

●ばくだん酒場
　　ハイボールの日

　　〈一杯三百円〉

●ばくだん酒場
　　焼酎の日

　〈全銘柄一杯三百円〉

●ばくだん酒場
　　焼酎の日

　〈全銘柄一杯三百円〉

トイレの日

橋の日

八朔の日・パインの日 パンツの日

ハムの日 バナナの日 野球の日

女子大生の日

バイクの日

ラーメン記念日

野菜の日

焼肉の日 味噌の日

●やまねこカフェ
８/１～８/３０　広島で活躍しているアーティスト２名による絵画と写真展開催。

●天下ばし
日曜・祝日は営業時間が１６時～２４時となっております。

●やまねこカフェ
　　８周年記念ライブ
　　１８時半～
　　１５００円
　　

●KOKAIDO 09
　１２時～尾道公会堂
　８００円
　　

●たまがんぞう
　落語と篠笛を楽しむ
　　　　　　　　夕べ
　１８時～限定２０名
　お食事込４５００円
　　

●たまがんぞう
日曜・祝日限定「穴子のひつまぶし」ランチ始めました。１１時半～１４時までお昼営業しております。
夜は１７時～２２時までの営業となります。

　　

いっとくブログはこちらから

尾道・住吉花火

★あかぼし
　やまねこ
　たまがんぞう
　ばくだん酒場
　定休日

★ベッチャー
　天下ばし
　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

★ベッチャー
　天下ばし
　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

★ベッチャー
　天下ばし
　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

★あかぼし
　やまねこ
　たまがんぞう
　ばくだん酒場
　定休日

●やまねこカフェ
　JIMONOLIVE＆
       オカダノリコライブ
　１９時～１０００円
　　
●あかぼし
　第２回つくね祭り



ベッチャーの胃ぶくろが

　　ラーメン始めました。

●金・土曜日は夜十時から、平日・日曜日は終日販売とさせていただきます。

●スープがなくなり次第終了させていただきますのでご了承ください。

ベッチャーの胃ぶくろ
尾道市十四日元町５－９

電話 ０８４８(３７)３７３０

一杯５８０円

税込６０９円

鶏ガラスープに醤油ダレ

自慢の手造りチャーシュー

たらふく呑んだら

やっぱり〆はラーメン食べたい♪

「夜更けに食べたくなる」

そんなラーメンつくりました。
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