
東京からのミュージシャン島崎智子さんとanoaさんの素
敵なピアノの弾き語りで始まり、「やまねこカレー♪」
でおなじみのkeikiさんの登場。そして我らがやまねこシ
スターズ＆永井真介さん！！初のお披露目… 緊張の中
みんな笑顔でめちゃくちゃ楽しんでました！彼女達の演
奏をやさしく見守るお客様やいっとくスタッフ。地元、
尾道で活躍しているアーティストの皆さんや、全国から
訪れてくれるお客様との数多くの出会いがあるから今の
やまねこカフェが存在するってことを改めて感じる事が
出来ました。尾道海岸通りのやさしい夜をありがとう。

やまねこカフェで待ちぼうけ～♪尾道にやまねこカフ
ェが誕生して８年！記念ライブを行いました☆イエィ

尾道にやまねこカフェが誕
生し２００９年８月８日で
８年！今回はお世話になっ
ているれいこう堂の信恵さ
んの企画で８月４日に８週
年記念ライブを行いました
。今までたくさんのお客様
、ライブや展示をしてくれ
ているアーティストの皆さ
ん、いっとくのみんな、本
当に多くの方々に支えられ
て９年目を迎える事ができ
ました。これから日々挑戦
、パワーアップし皆様に楽
しんでもらえるようわっし
ょいやってまいります！こ
れからもどうぞ暖かく見守
っていて下さい。みんなあ
りがと～大好きだよ～

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)9月１日第31号発行



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　塚本善昭（よっちゃん）いっとくカウンター笑顔の魔術師あらわる。

○天下ばし　藤代卓（たく）上原店長もうなる～。勘のするどさはピカイチ！

○天下ばし　高橋彩（あやちゃん）女の子らしさは天下いち！超キュートガール。

○天下ばし　島田霞（かへぇ～)かへぇ～ちゃん。おかえりっっ！！！まってました。

○ベッチャー　坂本竜海（りょうま）和歌山出身。元高校球児バッリバリッす。

尾道空き家再生プロジェクト土嚢の会尾道空き家再生プロジェクト土嚢の会尾道空き家再生プロジェクト土嚢の会

尾道駅裏のいっとくから歩いて２分ほどの千光寺石垣斜面に建つ不思議な古民家…通称
「和製ガウディハウス」と呼ばれている旧泉家別宅。昭和８年に３年がかりで一人の大
工さんが作り上げたというこの建物がＮＰＯ法人尾道空き家再生プロジェクトの再生物
件第一号となりました。尾道の山手は細い路地、坂や階段が多く入り組んでいて、映画
や小説でも取り上げられる名所となっています。しかし山手に住んでいる方にはお年寄
りも多く生活の不敏さでやむをえず離れてしまったり…そして空き家となった物件は取
り壊されず朽ちてしまうことも多い…そうした物件を再生し再び人のぬくもりを加える
事で守っていくという、そんなプロジェクトが尾道空き家再生です。いっとくでは毎回
「土嚢の会」に参加させて頂いています。第１回目はつるハウスさんの土嚢運び…第２
回目はねこの手パン工場さんの土嚢運び…第３回目は北村洋品店裏にできる三軒家アパ
ートメントさんの解体＆土嚢運び…そして今回第４回目は８月５日ピッカ～ンと晴れた
真夏の太陽がジリジリ照りつける中、千光寺のすぐ近くにできる森の家さんの土嚢運び
…いっとくから参加した人数はなんと、１６名？！トラックも入れない細い路地の奥に
ある森の家まで建築資材を運ぶにはやっぱり人の手しかなくバケツリレー方式でガッツ
で運んでいきます。人とすれ違うのがやっとの坂道、階段と暑さが体力を奪い、みんな
かな～りの厳しさのなか汗びっしょりで運んでいました。ひと通り作業をし終え、みん
なで食べたスイカの味は格別！！森の家と呼ばれているこの物件、今後作家さんの発表
場所に活用したりするそうですが、まだまだ再生への道のりは長そうでした。景色がと
ってもよく、きれいに光る尾道水道をバックに記念撮影をしました。あんなにヘトヘト
だったのに最後はみんな最幸の笑顔☆今後もいっとくは土嚢の会などを通じ、尾道空き
家再生プロジェクトのお手伝いをさせて頂きたいと思います。「土嚢の会」参加者＆空
き家再生プロジェクトボランティアスタッフ募集しています！！！どの～うファイ！！

ＮＰＯ法人尾道空き家再生プロジェクト
尾道三軒家町3-23

080-6323-9921
ＨＰ：http://www.onomichisaisei.com/
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Happy Happy BirthdayBirthday

　４日　渡邊　弘貴（たっきー）

　３日　川野　隆久　（軍曹）

あかぼしの刺場、焼場、ホール、笑い、厳しさ全て経験値Ｍ
ＡＸのドラクエボーイ。只今やまねこで初の写真展開催中☆

息子のキョンちゃんがいっとく内で人気急上昇！Ｊｒに負け
てられないホーリーも阪神タイガースと共にＡクラス入り？

右手に夢、左手にソロバン、腰に愛用のウエストポーチ☆義
理と人情とエテリヤを胸にみんなのハートへやる気を伝導！

冷静な頭脳でたまがんぞうを分析…たま～にハイテンション
でしゃべりまくる鬼軍曹も近頃角がとれ、もうすぐパパリン

　８日　堀田　健司（ホーリー）

１１日　山根　浩揮　（大将）

２０日　岡野　賢吾（番頭）

１２日　国定　瞳（ひとちゃん）

元祖いっとくいちメガネが似合う（くもる）男！！地球に優
しく自宅からベッチャーまで愛用の自転車で脱メタ通勤中？

いっとく店長三浦の溺愛を受け、すくすくと素直に育ってます。み
んなの妹的存在で、目があったらニコッと笑顔☆かわいらし～い！

ベッチャーからいっとくへムッツリ移籍！ずれたメガネもご
愛嬌☆くもるメガネも賢さん同様、本気の料理の証なのだ！

湯元百菜の現役女子高生！！お菓子作りが大好きで、将来は
パティシエになるのが夢☆試食は百菜のメンズにおまかせ！

２８日　槙本　汐里

３０日　友宗　裕喜

（しおり）

　（むねくん）

「あんなこといいな！できたらいいな」ヤッホー皆さんお元気で
すかー？今月から始まった「タイムマシーンでいっとく！？」の
コーナーの時間ですよ！さあ！記念すべき第一回目は、いっとく
の創業以来の「味の源泉」の一つでもある「まんぷく工場」の内
藤さんのお話しをさせていただきますね。工場は、「醤油や、各
種タレ類、以前は各店で作っていたポン酒や玉ねぎドレッシング
」までを造って下さっている。社員のみんななら、発注して、取
りに行った事がある、工場は知っているよね。（今はセンターと
も言うが、前はこうばとしか呼んでなかったような）。内藤さん
は、例えるなら工場のいわば店長さん。お昼過ぎまで帰られるの
で、ちょっと早く商品をとりにいくと、会えるのだ。寒い冬時に
は「風邪ひかないように気をつけてね。」と。暑い夏には冷たい
お茶を振る舞ってくださる。「ご苦労さん、体に気をつけてね。
」といつも優しい声をかけてくれる、お母さんみたいな方なんだ
。時には、トマトや芋を店で使ってね。と分けてくださる事も。
まあ、商品を取りに行く少しの時間だけど僕にとっては、楽しみ
なひと時でもあった。尾道に住んでる時は福山に行く前に寄って
いたけれど、今は、佐伯食品さんのご厚意で、取りに行って配達
してもらってるので、お会いする事も少なくなった。そこで内藤
さん、元気でやっていらっしゃるかな。と、発注書をＦＡＸする
たびに、余白に一文書き添えた。すると納品書と一緒に返事を書
いていてくれるんだ。もう何回か、手紙のやり取りをしている。
季節の挨拶が中心の短い文だが、そのちょっとした事が嬉しい。
゛ラブレター゛な話し。そんなやり取りもある内藤さん、勿論ま
んぷくの各店はもとより、いっとくを支え合う、凄い方なのだ！
内藤さん、そして工場の皆様方いつもほんとにありがとうござい
ます！これからも宜しくお願いします！ていうことで、今回は創
業以来お世話になっているまんぷく工場のエピソードでした！来
月は、今いっとくのクラブ活動といえる、「いっと倶楽部」の今
後の未来像て在り方について、まづは「酒舞会」の川野店長とを
語るのだ！というのを企画してます！のでお楽しみに。同時に、
いっとく史上の「俺しか知らない金字塔」もそっと募集中、勿論
匿名での掲載も可だ！それではレッツ セプテンバー！ばいなら！

　　　　　　　　　　　真っ黒なゴリラがゲリラ汗をかきながら農作業をしています…そ
　　　　　　　　　　　うそうそうバナナを食べながらウッホッホ～胸を叩きながらウッ
　　　　　　　　　　　ホッホ～ってオイッ！夏が暑いぜ与っ作です。いや～しかし暑い
　　　　　　　　っすね～『そうですねっ！』そう言えば楽農会に新メンバーが加わった
　　　　　　　　らしいよ～『そうですねっ！』あっそうそう与っ作は禁煙一周年をむか
　　　　　　　　えたんだって『そうですねっ！』うちの大将はのりＰファンらしいよ～
　　　　　　　　『そうですねっ！』トトロじゃないよシゲキだよのシゲちゃんは痩せた
　　　　　　　　ら押尾学（ＬＩＶ）に似ているんだって～『そうですねっ！』『んなこ
　　　　　　　　たないっ！いったんコマーシャルで～す！』いやはや～芸能人の覚せい
　　　　　　　　剤発覚とゆうメディアの報道を見ながら『我らがいっとく楽農会は農薬
　　　　　　　　を使用しない努力をするぞ！』と心に誓う与っ作であった。まぁそんな
　　　　　　　　こた～置いといて与っ作が禁煙一周年を迎えました～イエイッ！思い起
　　　　　　　　こせば一年前に大将の師である北川八郎先生の毎月一日に開催されてい
　　　　　　　　る楽心会に参加するために熊本に行ってから『行ったからには何か変え
　　　　　　　　たい、よし身体にやさしい禁煙をしよう！』ってことではじめた禁煙、
　　　　　　　　北川先生ありがとう～！だけどお金は貯まってません…何故だ何故なんだ…まあよい
　　　　　　　　、次へ進む…つづきまして～楽農会に新メンバーが加わりました～お馴染み～話が長
　　　　　　　　くオチがない、恋に恋するエロ河童『活っ作』。お祭り騒ぎ大好き、イベント事は任
　　　　　　　　せとけってんだ『祭っ作』。友達百人出来るかな、野菜の先生『友っ作』。もくもく
耕す男、無口なカメラマン『耕っ作』。そして社外よりＨＯＲＵＳＶＩＬＬＡＧＥの村長いつも元気だ
、みちみち『みっちゃん』うぃ～増えたな～野菜づくりをはじめて三年目、仲間っていいな～ワクワク
するな～数学上１＋１＝２ではあるが人は１＋１＝２にはならない３にも４にも５にもなる。お互いの
個性を活かし素晴らし～く愉快な楽農会にするど～スカウターがぶっ壊れるくらいに！まあ楽しんだも
ん勝ちちゅうことで！田んぼの稲も順調でおそらくＴＡＮＢＯ２００９稲刈りの巻は９月１４日（月）
になりそうだ～詳しくは近日中に～参加したい方は気軽にスタッフまで～＆農作業の風景はいっとくブ
ログにて～っとたくさん宣伝して今月はおしまい。それでは
『BYEぜ！』

タイムマシンデイットク　　ホーリー



いっとく7月度月間ＭＶＰいっとく7月度月間ＭＶＰ

サウンド・オブ・アース・アンド・アート２００９＠向島洋らん野外芝生広場からこんにちは～☆暑
いぜ『大人のかき氷・練乳ビーム』『コバチカ堂のカレーパン＆バジルチーズパン』『まゆたんのト
マトマフィン』『やまねこチャバタサンド＆サングリア』『めぐりんアイスチャイ』『各種のみもん
』なぜか『農Ｔ』…よっさん＆めぐりんコンビでゆったりまったり参加してまいりました。れいこう
堂の信恵さん企画。もちろんリユースカップとマイ箸持参。尾道らしい夏フェスで、７バンドが芝生
いっぱいに音楽を漂わせ、子供から大人まで楽しんでいました。太陽光を利用した調理器具？や太陽
発電で扇風機をまわしたり…まるで科学者のような信恵さんでした（笑）素敵な企画をありがとう！

善 亭 ぶ 生 と 梶 川 純 司 の 落 語 と 篠 笛 を 楽 し む 夕 べ ＠ た ま が ん ぞ う

８月９日に行われた「落語と篠笛を楽しむ夕べ」大盛り上が
りでした！店側としてまだまだ出来たことはあったという振
り返りもありましたが何よりお客様が皆様笑顔と笑いと出会
いに満ち溢れた会になったのではないかと！？落語家の善亭
ぶ生さん、篠笛演奏者の梶川純司さんのお二人はもちろん参
加してくださった小田さん、玄さん、向島の児玉さんご夫妻
、池田さん、国武さん、クニヒロの吉村さん、サッポロビー
ルの久田さん、藤本さん、ヒロさんのご両親とおば様とご親
戚、広大のお母さんとお姉さんと甥っ子くんとお母さんのお
友達の皆様、本田さん、昼に藤本さんのお店にこられたお客
様で当日飛び込みで来店して頂いたご夫妻！大将、よっさん
、広大、ひろさん、タカ！そしてスタッフの皆にありがとう
ございます！朝、畑に行って新鮮な野菜を届けてくれたかっ
ちゃん！むちゃくちゃ喜んで頂いたよ～！ありがとう！

じゃじゃじゃーん★
７月のＭＶＰはあか
ぼし店長、トマト番
長、新聞編集長、カ
ープ応援団長…の、
そうです、中原有哉
さんに決まりました
ー★おめでとうござ
いまーす。公私共に
ご活躍！期待してお
ります～次点は、与
っ作活っ作コンビに決まりましたー！
仲良く同点での受賞でございます…３
人ともフットワークの軽さが共通点？

８月９日福山曙町のデイサービスセンターやすらぎの夏祭り！
ばくだん酒場は今年も出張鉄板焼き行ってきました！おばあち
ゃん、おじいちゃん、喜んで貰えたかな？写真は豚ぺい焼き６
０枚そして焼きそば１７０人前予想を上回る、追加のもう一丁
！世の為、人の為、ギブアンドギブ！ありがとうございます！



　　　　　　　　　　　　　ついについに居酒屋甲子園が開催され、中四国馬呆リーダーとしては、ま
　　　　　　　　　　　　　ぁ何とかやり遂げた「感」でいっぱいです。当日ワテは、場内で居酒甲ガ
　　　　　　　　　　　　　イドブックの販売を去年に引き続きさせていただき、結果的にすべて「完
　　　　　　　　　　　　　売」させていただんですけど…何か？（自慢）そんな中で、素敵な出会い
　　　　　　　　　　　　　があり、是非みんなに伝えたくて今回は感動メール。販売仲間から呼び出
　　　　　　　　　　　　　しがあり、どうやら居酒甲日本一の投票コインがなくて困っている方がい
　　　　　　　　　　　　　るという…。しかもその場所は四階で、一階にある受付まで向かわなけれ
　　　　　　　　　　　　　ばコインは受け取れない…。四階に向かうと、みんなてんてこ舞いで、把
　　　　　　　　　　　　　握も出来てないし、そんな事まで構っていられない！そんな様子でした…
　　　　　　　　　　　　　。 手が空いてたワテが対応させてもらったところ、「一階まで一緒にコイ
　　　　　　　　　　　　　ンを取りに行きます」と女性の二人組のお客さんは優しく答えてください
　　　　　　　　　　　　　ました。一階の受付まで向かう間に「どちらから来られたんですか？」な
　　　　　　　　　　　　　んて話してたら、どうやらＯＨＡＮＡを応援しに来た…との事。（それに
　　　　　　　　　　　　　してもコイン一票を大切にする人だなぁ…）なんて思ってた。結局、投票
　　　　　　　　　　　　　終了ギリギリで間に合って投票出来て二人ともとっても喜んでくれてた…
　　　　　　　　　　　　　。多分ワテなら（初めからなかったしまぁいいじゃろう…一階遠いし…）
　　　　　　　　　　　　　なんて言い訳付けて投票しなかったんじゃないかなぁ…と今更ながら正直
　　　　　　　　　　　　　思う。しかしながら、翌日その方から頂いたメールを読んで意味がわかっ
た。山根浩揮様。居酒屋甲子園、本当にお疲れ様でした。投票の直前にコインがなく、受付まで誘導し
ていただきました、愛知よりOHANAの応援にきておりました（Ｉさん）といいます。松田真輔とともに
、元祖OHANAという噂の幻のお店『渚のジャンガジャンカ』でアルバイトをしていた縁で、10年経った
今でも松田ファミリーとは仲良くさせていただいています。一緒にいたＥちゃんと私、当時２人きりの
アルバイトと松田真輔の３人で、海沿いの小さなあったかい居酒屋で楽しく働
いていました。今回のOHANA日本一は、いろいろな思いが満ち溢れていて、私
にとっても本当に本当に、心から感動し、とても嬉しいことです。コインを手
にでき、大切な一票を投票することができたのも山根さんや多くのスタッフの
方々のおかげです。本当にありがとうございました。いっとくのHPを拝見させ
ていただきました。とても心がほんわかしました。いつか絶対に行きたいです
。実は広島には一度も行ったことがなく、ずっと行きたいと思っています。現
在、お腹に愛しい２人目のベビーがいますので、元気いっぱいにこの世に誕生
してくれたらきっといつか、一緒に連れて行きたいです。家族みんなで行きま
す。では、またお会いできる日を楽しみにしています！！との内容でした。読
んで心からジーンとした。ホント人とのご縁ってモンは目の前にあるもの…っ
て事を改めて実感させていただきました。そして「ご縁」を未だに大切にして
いる本人達と出会えた事…。ＯＨＡＮＡさんが優勝した理由はそこにありだな
…って感じでした。すべては「感謝」なんですね。さて最後に、写真の男子＝
横浜のホテルで同じフロアーでイビキをかいて寝てる男子を発見！間違いなく
彼とも「ご縁」だ！彼は人を楽しませ過ぎや！めっちゃ笑ったもん。何故そこ
で寝てるのか意味不明…彼女に追い出されたのか！？想像させるところが凄い
っ！さぁワテも負けじとこれから誰を喜ばせようかな～？

自己紹介リレー
スーパー阿呆バイザー　まっつからは…

遊食楽酒いっとく　黒木美貴（みきちゃん）

ばくだん酒場　かつ君からは…

百酒錬磨天下ばし　藤代卓（たく）

大将所属のサッカーチーム、天下ばし１階のホール、どっちも若島津君
バリにゴールを守っちゃって下さい！僕はホームベースを守ります！！

素直で顔晴り屋さんp(^-^)qモデル業もこなすほどのプロポーションで
お客様もスタッフもミキワールドに引き寄せる！今日も笑顔満天！

めぐスメめぐスメの
本コラム(゚ -゚本コラム(゚ -゚ )

　　　　　　　　　　　　エルフィーの事をはなします。エル
　　　　　　　　　　　　フィーは、世界で一番すばらしい犬
　　　　　　　　　　　　です。僕達は一緒におおきくなりま
　　　　　　　　　　　　した。でもエルフィーの方がずっと
はやく大きくなったよ。僕はエルフィーのあったかいおなかを
いつもまくらにするのが、すきだった。そしてぼくらは、いっ
しょに夢をみた。時々エルフィーが悪さをすると、うちの家族
はすごく怒った。でもエルフィーをしかっていながら、みんな
はエルフィーのこと大好きだった。好きなら好きと言ってやれ
ばよかったのに、だれもいってやらなかった。いわなくっても
わかると思っていたんだね。エルフィーはある日からだんだん
太っていって、階段も登れなくなった。おんぶして僕の部屋ま
で運んで一緒に寝た。僕は、エルフィーに『エルフィー、ずっ
とだいすきだよ』って、いってやった。エルフィーはきっとわ
かってくれたよね。次の朝、エルフィーがしんでいた。僕は悲
しかった。だけどエルフィーに教えてもらったことがあった。
いつかまた犬を飼うときがくるかもしれない、子猫や金魚を飼
うときがくるかもしれない。何を飼っても、毎晩きっと言って
やるんだ。『ずーっとずーっと大好きだよ』ってね。言わなく
ても分かるだろうなんて思わないって事を教
えてもらった。素直に『大好きだよ！』って
言うからね。私もこの絵本を読んで改めて感
じました。好きな人には好きと伝えよう、思
ったときに想った事を伝えようってね。ハン
ス・ウィルヘルム著。小学校教科書にも採用
されている作品です。いっとく本舗にて発売中！
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ぶちくさらぁめん本店９月限定「一期一会らぁめん」は…

キノコの森
　ラーメン

700円

塩バター味

あかぼし　そねさん

天下　ゆうじ

やまねこ　あやこ

いっとく　むね

ばくだん　前田くん

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

たまがんぞう祝日
限定穴子のひつま
ぶし定食大人気！
９月の連休もお昼
営業するのでぜひ
食べに来て下さい
ね、あとカウンター
に出没する「やっち
ゃん」に会えたら…

ベッチャー　しょう

たまがんぞう　ちえ

百菜　さきっぽ

俺（小栗旬似）
も大好きばく
だん酒場！
激辛ラーメ
ン選手権が
夜な夜な開
催中か？食
べに来てね☆ 

一年前に京都から単身赴任し
て来て松永で初めて一人で入
ったお店が「あかぼし」それ以来
浮気もせずに通ってます、人も
酒も肴も京都でもなかなか味
わえないくらいホンマええ店で
す。家にいるより落ち着く最高
のアジト。人恋しくなったら是非
一人でも来てみて下さい。

オッスオレユウジ。今
回天下ばしで使って
る豚は石見豚って言
う島根の豚です！肉
好きユウジが食べて
感動した肉ですわぁ！
だから8月31日に島
根まで言って社長に
会ってきます！んで来
月号で特集するんで
宜しく！完全にツイトルわぁ～！

捕ったどぉ～！！
スイカ！！！
あやこが植えて…
ヨッサンとかっち
ゃんの愛情により
ココまで大きくな
りました。 お味は
…o(^-^)o 秋は
何植えようかな～♪

　　　　　　　　　　　　　８月ってやっぱりテンションあがる月でしたね～お盆に、尾道住吉花火
　　　　　　　　　　　　　にフェスタデラマ、やまねこ８周年のイベントに居酒屋甲子園、いろん
　　　　　　　　　　　　　な人と出会え、久々にあう人もたくさん…うーん、最高です～今年も個
　　　　　　　　　　　　　人的には刺激的＆原点に戻れる月でした～学生時代に語り合ってた友が
　　　　　　　　　　　　　変わらず？いや少々成長？いや少々年いながらもある意味変わってない
　　　　　　　　　　　　　姿を見て、なんとも言えないいい感じになっちゃったりして…お店にい
たら今まで出会って来た人達とたくさんお話できて、そしてこれからの出会いもたくさんあって…最
高です～やっぱり居酒屋最高！！日本の居酒屋といえば、酒場を語るにあたり、どうしてもはずせな
い逸品がございます。その名も「吉田類の居酒屋放浪記」（BSの番組ね！）皆さん知ってます？酒場
ライターなる肩書きを持つ吉田類（よしだるい）氏がディープな酒場を渡り歩くっていう番組なんで
すが、これは居酒屋に携わるものとしては一度は見るべき逸品です。まず、番組の始まりは、ベタベ
タなエロチックミュージックが流れ…「酒場という聖地へ…酒を求め、肴を求めさまよう…吉田類の
酒場放浪記」のナレーションから始まり吉田氏登場、しらふなのか、酔ってんのかわかんない感じで
「今日はね～○○地域に来てるんですけどね～○○地域といえば酒場としては結構ディープなところ
があるんですよ～今日はね～（ウフッ…）中々期待していただいていいと思いますよ～（ニヤリ～）
」のエロ親父っぽいコメントから酒場めぐりスタート…老舗の酒場を飲みながら取材し常連さんや店
主となじみながら吉田類的な酒場スタイルを紹介して行く設定。「まずは好物の下町ハイボール…辛
い煮込み…これはハイボールで流し込むしかないですね～」みたいな、下町酒場スタイル炸裂しつつ
もねらい通りに常連さんや店主と盛り上がったら類さん上機嫌に飲みまくり、たまに狙いが外れると
ちょっと寂しそうに陰になりながらも何とか取材続行する類さん…酒場スタイルの醍醐味や伝説の老
舗を見ることができる番組ですが、個人的には酔っ払っいながら微妙に変化する類さんの表情を楽し
んでます。これは中々文章で表現するのは難しいので、皆様、是非調べてみてください～（http://sak
aba.box.co.jp/）ちなみにベッチャー大塚店長がDVD全巻持ってます！！塚ちゃん流石～！！

スケボー、海、ゴルフと
最近かなりアクティブな
吉田です！この元気で
ベッチャーを盛り上げれ
るよう頑張ります！  き
みもネバーランドに入ら
ないかい(｀▽´)

ベッチャーからいっと
くへ電撃移籍しまし
たむねです!!優しいお
味のおばんざいとハ
ニカミスマイルを量産
中!!実は、真夜中に
なるとキャラが・・・。
みなさん遅い時間に
会いに来てください!!

渡邊弘貴「僕の夏休み」写真展＠やまねこカフェ

２００９年

９月１日～３０日

尾道やまねこカフェ・松永あかぼし・福山天下ばしにていっとくスタッフ募集中です！１１月
オープン予定の新店舗（尾道）で働きたい方も大募集！！詳しくはいっとく各店、またはいっ
とく本舗（０８４８－２９－５１０９）までご連絡下さい。一緒に楽しく働きましょう！！！

湯本百菜
秋のかき氷
始めました
温泉につか
ったあとに
でも、ほてっ
た体をクー
ルダウン

ドチャンスだョ

wellcome new staff



今年もいっとく出店したよ
「フェスタ・デ・ラマ♪」
８月８・９日の２日間、瀬
戸田サンセットビーチで行
われた野外夏フェス。今年で３度目の出店となりました。慣れた手つきで準備をする大塚っちが今年
は大将！鉄板で焼く鶏せせりと肉巻きおむすび、鶏皮ポン酢で勝負してきました！！１日目は水着ギ
ャルと暑い日差し、とろける夏を大満喫！２日目はあいにくの雨模様、出店している仲間達とのんび
り楽しめた１日でした。音楽が体に沁み込む野外ライブ、夏フェスは最幸！！来年もみんなヨロシク

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
ホームセンターに行ったついでに、実家の犬（ガッチ
ヨ）にお土産でバレーボールを買って帰った投げて見
ると余り遊ばない、どちらかと言うと、びびっている
。そりゃそーですよ、自分の顔より大きいし、当たり
前、でもね、ボールあげてみたかったの。話しは変わ
りますが、モモンガ知ってますか？？日本固有種のリ
スの仲間。彼たちは餌を求めて木から木に滑空するん
じゃけど、普通で２０メートル
から３０メートル。スゴイ
ヤツは１００メートル以上
滑空する、らしぃ～よ☆
凄すぎ！オモシロイで
すね～ちなみに、ニワ
トリは、もともとキジ
らしい。そして散歩し
てるとナメクジラを
久々に発見☆以前見
つけた時は、
すでに、遅く
足の下に…。
しかもベラン
ダだったから、
素足で10センチ以上
あるナメクジラを潰して
しまい、言葉に表せない感
覚。だから今回は元気なす
がたを見れて、少し幸せ。話
しが脱線しまくってしまいま
した。ごめんなさい☆こちら
で、おしまい。でおます。

行ってきました！！瑠璃の屋形パン工場☆☆
お忙しい中案内・説明をしていただいたスタ
ッフのみなさんありがとうございます。早朝
５時～７時は、前日から発酵させておいた生
地をカットし形成、二次発酵させ、チーズや
チョコチップ、あんこやクリームなどの具材
を包む作業を見学させていただきました。や
まねこのさっちゃん＆きむねぇは実際にカッ
トや形成を体験し小麦粉で真っ白になりなが
ら奮闘していました☆☆僕は雇用・新規事業
のお話を伺い、パン作り以外にも勉強させて
いただきました。社会福祉法人尾道のぞみ会
「瑠璃の屋形」は尾道の久保にある施設で障
害をもっている方の社会参加、活動を積極的
に行っています。パン
を作ったりお弁当を作
って働き、将来社会に
出て就職することを目
的の一つにしていると
のことでした。僕らも
尾道の店舗で瑠璃さん
の野菜、天然酵母のパ
ンを使っています。尾
道中央商店街にある「
るり」さんで野菜や天
然酵母パン、手作りク
ッキーなど買う事がで
きます。今回はパン作
りの見学でしたが次回
は農園の見学へぜひ行
ってみたいです。

-瑠璃の屋形パン工場見学-
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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〉

●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〉

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

1 2 3 4 5

9 September

●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
　　第三水曜は
　　なんとラーメン
　　一杯３００円
　　おはやめに～

●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〉

チョロQの日クリーナーの日

国民栄誉賞の日くつの日 ホームラン記念日 くしの日 墨の日

マッチの日 かいわれ大根の日

秋分の日敬老の日 国民の休日

●やまねこカフェ
９/１～９/３０
渡邊弘貴「僕の夏休み」
写真展。あかぼし所属
タッキー初の個展。

●青年経営者
　全国大会
　北海道・帯広

●青年経営者
　全国大会
　北海道・帯広

●たまがんぞう
　１１時半～１４時
　穴子のひつまぶし
　お昼営業

　　

●たまがんぞう
　１１時半～１４時
　穴子のひつまぶし
　お昼営業

　　

●たまがんぞう
　１１時半～１４時
　穴子のひつまぶし
　お昼営業

　　

●たまがんぞう
　１１時半～１４時
　穴子のひつまぶし
　お昼営業

　　

●たまがんぞう
　１１時半～１４時
　穴子のひつまぶし
　お昼営業

　　

●たまがんぞう
　１１時半～１４時
　穴子のひつまぶし
　お昼営業

　　

いっとくブログはこちらから

松永・ゲタリンピック

定休日
あかぼし・やまねこ
たまがんぞう・ばくだん

定休日
やまねこ・たまがんぞう
ばくだん・天下ばし

定休日
ベッチャー・天下ばし

定休日
ベッチャー・天下ばし

定休日はお店の都合に
より変更になる場合も
あります。

定休日
ベッチャー・天下ばし

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

定休日
あかぼし・やまねこ
たまがんぞう・ばくだん

●あかぼし
　ゲタリンピック参加

●あかぼし
　けいさんデイ

●インチョキ堂
　三軒家アパートメント
　オープン

■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 ■
いっとく全店にて「台風９号で被災された方への募金」を集めています。岡山と兵
庫の被害にあわれた方へ責任をもってお届けします。みなさま宜しくお願いいたし
ます。■尾道ふれあいの里内、湯元百菜が９月いっぱいで閉店することとなりまし
た。たくさんのお客様にご来店していただき心から感謝しております。本当にあり
がとうございます。１１月に移転し新規オープン予定となっております。これから
もどうぞよろしくお願い致します。

■編集後記■あっちゅう間九月！まぢではやい…どうも今年約三年
ぶりに海で泳いだ編集長です。みなさん夏バテしてませんか？編集
長は最近お気に入りのハイボールで乗り切りましたよッ！この夏は
色々な機会をいただき沢山のイベントに参加させてもらっていっぱ
い学びをもらいました！夏が終わっても俺達の挑戦はおわらねぇぜ
！ちなみにDQは現在レンジャーLv１８です…すれ違い通信してくれ
る仲間募集中です。★ユウヤナカハラ★
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