
与っ作さん、金野さん、バ～バでグ～グ、グ～♪ 祭っ作さん、えぇ～顔してます。 金野省三さん！ありがとう！ 基本の格好どおりの刈っ作さん。 来年もよろしく！与っ作さん！

ほっぺとおしりにエクボができちゃう侑くん。コンバインとサングラスでエグザイル広大さん。 稲刈りについて説明する与っ作さん。 あゆむ君が稲穂の付き方を調べてくれました。

TANBO２００９稲刈りの季節です！９月１４日晴れッ
黄金色の稲をたいせつ～にみんなで刈ってきました。

実りの秋だよ！新米・栗・キノコ・梨・日本酒などなどおいしい季節がやってきましたよ～ん号　平成21年(2009年)10月１日第32号発行

６月１４日に行われた田植えからちょ～ど３ヵ月！与っ作さんの計画通り？

稲刈りの日を迎える事が出来ました。秋晴れで気持ちの良い稲刈り日和の中

、いっとくスタッフ、奥様と子供たち総勢４２名で無事１反４畝のTANBOを

刈り終えました。米作りや畑など、初心者ばかりのいっとく楽農会で頼りに

させて頂いている畑の師匠「金野さん」いっつもおいしいご飯をありがとう

百菜の「バ～バ」楽農会があるのはこのお方がいるから「与っ作さん」雑草

が少なかったのは棒を必死にひっぱったから「祭っ作さん」みんなでBBQが

できたのもええやつ部がいてくれるから「お山の大将・広大さん」「おしり

にエクボ・人べん有りさん」みなさまのお陰様なのです！！！そしてそして

「刈っ作さん」輝きすぎてまぶしかったぜ☆一粒のお米が出来るまで、そし

て自分達の口に届くまで、「ありがた味」をまるごといただきます！合掌。



いっとく楽農会

TANBO２００９

稲刈りスナップ

２００９．９．１４

ＴＡＮＢＯ２００９～稲刈りの巻～大成功の大盛況！！ってことで本当にみなさんありがとうございま

す♪♪初めてカマを持つスタッフに、まずは刈っ作さんと金野先生がお手本を！そして本格的に稲刈り

スタート。ＴＡＮＢＯの周りをぐるっと手で刈り取り、束にしてまとめていきます。そしてコンバイン

が登場！カエル達が逃げ回るなか順番に乗り込み、自分たちで植え、楽農会が育ててくれたお米を大切

に刈っていきました。「え～かお」いっぱいのいっとくスタッフの稲刈りスナップお届けいたします☆

SPECIAL THANKS ：金野さん・与っ作さん・大将・賢さん・純ちゃん・めぐりん・祭っ作さん・知奈美さん・あらた・りく　いっとく：みうさん・友っ作さん・まーくん。たまがんぞう：川ちゃん・耕っ作さん・み
っちゃん・あゆむ・そうた・わっさん・チューヤン　やまねこ：さっちゃん・ゆみちゃん・綾ちゃん・数ちゃん　ばくだん酒場：陶山さん・佳織さん・はるかちゃん・堀さん・勝さん・奏ちゃん・山ちゃん・舞ちゃん
百菜：広大さん・侑くん・バァ～バ・達也　あかぼし：福ちゃん・は～さん・タッキー・えみちゃん・あんちゃん・梅ちゃん・まゆちゃん・ナオト・刈っ作さん



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
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　熊五郎です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　そろそろ冬の冬眠
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　にそなえて順調に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脂肪をたくさん蓄
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　えていますいや、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蓄えたくないのに気
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　持ちとは裏腹に、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　腹に脂が・・・！？
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　仕事から帰ってベラ
　　　　　　　　　　　　　　　　ンダでビールを飲むのが日課
　　　　　　　　　　　　　　　　です。ぼーっとしていると、
いつも今日、あんなこと言ったな～とか、こんな話してくれたな
～とか、あの時こうしたほうがよかったな、とか、良いこと聞い
たな～とか、その時もっとうまく言ってあげれたな～など、いろ
いろな事が頭をよぎってきます。そんな事を考えてると、もっと
もっと出来るはず、頑張るぞ～など思ってると結局最後は、感謝
の気持ちになって、しっとり夜がふけていく二十八の夜。みんな
ありがとうございます☆しかし外におったら蚊にぎょーさん刺さ
れるわ☆今月は久しぶりに釣りいきますけん、狙うはアオリイカ
じゃけん、暇なら誰か付き合ってちょーだい☆ おやすみなさい☆

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
シルバーウィーク、たくさんの観光

の方が尾道に来てくださいましたね

～ゴールデンウイークよりは落ち着

いていた？様な気もしますがそれで

もやっぱり色々なところで混雑、ラ

ーメン屋さんの行列しかり、しまな

み海道の渋滞も半端なかったようで

す…四国からの旅行の方から１時間

弱で通過予定のしまなみ海道が自然

渋滞で３時間以上かかった！！なん

て声も頂き、どんなもんかと連休最

終日にしまなみ海道にアタック！！

我がふるさと因島から大三島へ半日

程度の軽いドライブですが渋滞なし

、混み合った感なし調度いい加減の

まったりしまなみ海道って感じでし

た。いや～しかし行ってみるもんで

すね～源義経や頼朝の鎧等をはじめ

とする国宝や国の重要文化財を見る

ことができる大三島の「大山祗神社

」はまさにパワースポット！！しま

なみ風景の中にぽつんとある「とこ

ろミュージアム」はなぜかノエ・カ

ッツやピカソなどの立体アート作品

としまなみの風景が見れる癒しスポ

ット！！歴史もアートも詳しくない

けど心にぐっと響くとこばかりでし

た～いや、ほんまに。。。島を一周

すればただただ何もない風景に癒さ

れ、「ここに住みたい～、いや、こ

こで酒飲んでウトウトしたい～」な

んて素直に思っちゃいつつ、（現実

逃避しない！！なんて嫁さんの冷静

なツッコミを頂戴しつつ）沿岸を走

るとやっぱりオレは水軍の血をひい

てんのか？？って思えるほど心が燃

えてくる不思議な感覚を感じつつ（

釣りがしたいだけでしょ！！ツッコ

ミを頂きつつ）大満足のちょこっと

ドライブでした～～しまなみに橋が

できてたくさんの箱物もできて、実

際いい面とそうでない面や無駄とか

無駄じゃないとか色々意見はあるの

でしょうがあるものはしっかり活用

！！守るべきものはしっかり守る。

そして新しい事に挑戦！！そのスタ

ンスで間違いはない！！って感じで

す。実家に帰れば、近所に和食屋さ

んやカフェができてました～～聞く

ところによると同世代の人達がやっ

てるみたい！！ここでも新しい挑戦

や生活が始まってる！！うれしい～

よっしゃ～俺も島人がんばろ～～

松永ゲタリンピック参加しました！！松永ゲタリンピック参加しました！！松永ゲタリンピック参加しました！！

ココに注目！！

松永ゲタリンピック！大将、けんさん、松原さん、めぐりん、す

ぅさん、みうさん、むね吉、し～も、何故かばくだん常連ユッキ

ーも…手伝っていただいた方々、ホントにホントにおかげさまで

す！５年振りに天気に恵まれ、沢山の人（世界中のゲタ好き？）

が来られてました！振りかえれば、色んなコトがあったなぁ～！

けんさんのバースデーから始まり～、は～さんに借りたイスから

お客さんカップルが崩れ落ちたり、次男坊チームと急遽『ゲタさ

ばり』参加させてもらったり、つくね、牛串出張販売～！せせり

がモノマネ付きで５００円だったり～売切れ続出のためすぅさん

がとん平焼いたり～！常連のお客様に囲まれたり～ゲタリン実行

委員の方々が打ち上げで使っていただけたり～何だか幸せな一日

でした。ゲタリンＭＶＰは長い間鉄板の前に立ち…汗だくになり

ながら売上とお客様の笑顔に貢献してくれた『すぅさん』と『ユ

ッキー』やなぁ～ばくだん常連ユッキーとのコンビプレーは最高

でした☆また見たい！ホントに楽しかった！ありがとうございま

す！ＤＱすれちがい通信も奮闘してました！ねっ、店長！（福永）



あかぼしの仲間入りをしてまだ少しし

か経ってなぃのにバイトを辞めるのは

すごく寂しいけど私はバイトを辞めて

もあかぼしの一員でいたいと思ってい

ます！ここで学んだこと、楽しかった

ことを忘れずに頑張って学業に励みま

す！辛い時は飲みに行かせてくださぃ。

これからも頑張ってくださぃ！！

どーも！！引き笑いで有名なあかぼし

のりさです。あかぼしには元々、常連

として来ておりまして、気が付けばス

タッフに…(笑)自分が客の時から、あ

かぼしは活気のあるお店だなと思って

いて、声量が大きいゥチとしては、最

初からすごく楽しく働けましたッッ。

このバィトでは、ぉ客さんゃ、スタッ

フと関わって行く中でいろんなコトを

学び、教えてもらいました。ゥチは、

これから将来の夢に向かって頑張って

いきます。その時に、上手く活かして

いけるといいなと思っています。こん

なゥチを採用してくれた大将、賢さん、当時店長の松原さんを始め、

仲良くして下さったあかぼしスタッフのみなさん、いっとくグループ

の方々、常連のお客さん、本当にありがとぉございましたッッ☆感謝

しています。こんなゥチがいっとくグループ『あかぼし』にいたコト

を忘れないで下さい（笑）

西雅美（ましゃ）

あかぼし卒業する２人からのメッセージです。あかぼし卒業する２人からのメッセージです。
笑顔と元気をいつもいっぱいありがとう！笑顔と元気をいつもいっぱいありがとう！

岩崎理紗（りさ）

　　　　　　　　　　　成功する人間は朝がはやい！あーワテ未だに朝が弱い…。隣に座る親父さんは

　　　　　　　　　　　酒臭い…ってんで東京に向かう新幹線の中だイェーイ！親父さんいつまで飲ん

　　　　　　　　　　　でたんだ～！今朝６時過ぎだぜベイベィ～。さて、去年はアメリカで誕生日を

　　　　　　　　　　　迎え、今年の誕生日は北海道で迎えた～！35歳ワテ、最も心に残った誕生日！

　　　　　　　　　　　みんなからの「サプライズビデオ」最幸でした。１０分位ず～～と泣いてたん

　　　　　　　　　　　だから…マジに！同友会の仲間からも「山根が泣いとる・・」とからかわれた

　　　　　　　　　　　りしましたが、さすがに歳とると泣くのもアリ。みんなに感謝しやす！ありが

　　　　　　　　　　　とう！北海道では、居酒屋甲子園の仲間４店舗の社長の方それぞれから、呑ん

　　　　　　　　　　　だり食べたりしたぶんまですべて代金を払って頂いたうえに、ケーキや、スパ

　　　　　　　　　　　ークリングワインも次次と・・・。尾道から一緒に行ってる同友会の仲間にま

　　　　　　　　　　　で「代金は要らねぇ」ときた…。こりゃ～おもてなしレベル高いわ！おもてな

　　　　　　　　　　　しと言えば最近サッポロビールの久田さんの送別会！が、たまがんぞぅにて行

　　　　　　　　　　　われた。得意の筆ペンで手紙を書いて渡したら、普段泣かない（自分で言って

　　　　　　　　　　　た）久田さんが号泣してた！河合部長も号泣しながら…「いっとくさんの担当

　　　　　　　　　　　は本当にプレッシャーなんすよ！」と酔った勢いのぶっちゃけトークに申し訳

　　　　　　　　　　　なさを感じたりして(-_-;)ワテが久田さんに宛てた手紙はこう…「感謝」のらり

くらりと…人生はまわり道。右に行ったり左に行ったり…そのすべてがあったから今がある。辛かった

事、嬉しかった事…そのすべてにありがとう。沢山沢山味わって来た。あなたはきっと気付いていない

だけだろうけど、あなたがいたから何かが変わった。あなたはあなたにしか出来ない事

をたった一度の人生、さぁ何をこの世に残してゆこうか？あなたが此処に居る事…。あ

なたと出会い、共に歩んできた。本当にあなたがいてくれてよかった！忘れない！共に

過ごしたすべての出来事を！しばらくは逢えなくても空を見上げ、仲間を…同士を想い

馳せよう。同じ空の下でみな汗を流し人を喜ばせているだろう…。大きな大きな使命を

心に刻み、あなたはあなたにしか出来ない事を…時に落ち込む事があっても、空は繋が

っている、心は繋がっている。人生は苦しむ為にあるのではなく、楽しむ為にあるのだ

からさぁ今日も感謝を纏い生きてゆこう…共に。だって！結構良い事書いたやろ～！自

分大好き～！みんな見て見て～って…子供っぽさ残して今回は終わり。ちなみに写真は

久田さんの後任のいっとく担当「原口さん」44歳でゴザイマス。大分ヤバイぜ！天然系

…。チャンチャン
　　　　　　　　　新人社員研修に参加させていただ

　　　　　　　　　いてます。ただ今４回行われ、社

　　　　　　　　　会のマナー、名刺交換、挨拶など

　　　　　　　　　、今まで知らなかった事、出来て

　　　　　　　　　なかった事を学べ毎回の研修で「

　　　　　　　　　進化」出来てます！！ 講義には毎

　　　　　　　　　回テーマがあり１、明るく元気に

　　　　　　　　　あいさつ 。２、積極性。３、素直

　　　　　　　　　な心。などなど！！テーマを実行

　　　　　　　　　すれば社会人としてまた一つ大き

　　　　　　　　　くなれる気がします。いや！なれ

　　　　　　　　　る！！前回の大嶋さんの講演会は

　　　　　　　　　熱くなりました！自分達1人1人が

　　　　　　　　　輝かないといけないんだ☆ 残り２

　　　　　　　　　回の研修、しっかり学びます！こ

　　　　　　　　　のような機会を与えていただき本

　　　　　　　　　当にありがとうございます。 瀬尾

優太　９月８日大将の講演を最後に新人・若手社員研

修会の全てのプログラムが終了しました。今回参加さ

せて頂き日頃の営業におわれている自分にとって良い

意味、息抜きにもなったし、すごく考えさせられる研

修となりました。他の会社の方と意見交換することで

いろんな情報や知識を得ることもできたし、講師の方

々の人生、社会人の先輩としての意見を聴くことがで

き、これからの営業、生活に役立てていきたいと思い

ました。会社は気づきと環境を与えてくれるだけ、自

分に自信をもって自分らしく自立の精神、自分が源で

顔張りたいと思います。大将に教えてもらったこと、

自分の成長が周りの成長。配慮はするが遠慮はしない

。言うべきことは言う。実践者であろう。感じろ！と

にかく人生は一度きり、輝いて情熱をもって頑張りま

す。居積孝幸

新入社員研修
行ってます！



自己紹介リレー
遊食楽酒いっとく　みきちゃんからは…

ベッチャーの胃ぶくろ　森将晃（まさ）

百酒錬磨天下ばし　たくからは…

満天酒家あかぼし　安藤寛起（あんちゃん）

あんちゃん…医者でもない奴がそんなこと言うなよ…よろしくお願いし
ますヽ(´▽`)/

自称へたれちんかす(!?)ベッチャーの胃袋の厨房で毎日火傷の跡作
って喜んでます♪火傷は男の勲章だ★

笠岡町４－１５　℡０８４－９２１－７２２２

ぶちくさらぁめん本店１０月限定「一期一会らぁめん」は…

サンラー
　タンメン

700円

すっぱくて辛い

あかぼし　やっちゃん 天下ばし　ゆうた

やまねこ　さちえ いっとく　加地ちゃん

ばくだん　佐藤さん＆ユッキー

ベッチャー　ゆきお

たまがんぞう　くみ

タイムマシンデ
　イットク　　
　ホーリー

ドチャンスだョ

オッス！最近モテ
期になったユウタ
です！！毎日前
足器用に使ってウ
マイウマイヤキト
ン&トンソク焼いて
ます(^O^)みんなぁ
～食べに来てねぇ
～☆

久美です☆
読書の秋、食
欲の秋、恋す
る季節。日本
酒、冷おろし
入荷しました。
呑みにきてね！

ハイボール祭り
はおかげさまで
大盛況でした！
今後も二人で
福山を盛り上げ
続けます！
ヨロシク

ハロウィン☆ハロ
ウィーン31日サタ
デーナイトにパー
ティーしちゃうよ！ 
仮装Partyだよ！
ゲストＤＪに、ゲー
ムに、かぼちゃの
プディング～！！ 

ここ１５年ずっと色々なとこで
呑んでますが家から５０歩以
内という事もあり大変お世話
になってます('∀'●)あったか
いあかぼしのみんなや熱い店
長に元気をもらいカウンター
ではとなりのお客さんの恋愛
相談にのせてもらったりと２００
日ほど楽しんでます、あかぼし
えーなー。

さあ無事２回目の「タイムマ

シーンでいっとく！」を迎え

ます！今回は未来のいっとく

の一面を少しだけ覗いて見よう！常識が常識でなくなり、当た

り前が当たり前でなくなると言われるこの激動の世の中で、き

っといっとくも今この新聞を皆さんが読む時点では「えー」っ

て思うことでも、いやいやいや、何が起こるか解らんよ、なん

せ「常識は通用しない」んだから！そんな出来事をホーリーが

タイムマシーンで見てきた事をほんの少しだけ教えちゃるけん

！まず、２０１２年いっとくのオーバーエイジ３０の５人でユ

ニットを組みメジャーデビューをしてた！その名もマイストロ

ングビンゴ（ＭＳＢ）だ！活動内容や曲調は未来に影響が出る

といかんのと、長くなるので割愛するが、一つ言えるのは松山

ケンイチ主演の映画のタイアップ曲だと言うことだ。メンバー

に、ホーリーが入っていたのは自分でもほっとした。次に翌２

０１３年には、ゆうじが全国の高校の講演に引っ張りだこにな

っていた。著書もあり「仲間」と言う題だった。いっとくダッ

シュ村も完成していた！ただし大方の予想を覆し、場所は向島

、海の家も併設し、長期滞在もできる、でも最新鋭ではなく、

昭和の海水浴場、懐かしの映画のワンシーンみたいな！感じで

した！そしてなにより、各店が「いっとくイズム」でよなよな

宴会で、「お客様の数と笑顔の数が一致」してるみたいな！っ

てな具合に、あたかも みてきたように書きましたが、ようは

タイムマシーンで見てきた事は楽しい事ばかり！人を楽しませ

る事ばかりを、ずっと続けてる「いっとく」だという事！そう

なると信じて続けていけばそうなるんだ！だし、いちいちいち

いち、やってみようである！そんな感じで、今回は久しぶりのリクエストでバイビ～松永のあんちゃん

からのリクエストで「ホームメイドカゾクでサンキュー！」でごきげんにらっぴー来月は又昔に戻って

みるからね～。ありがとう！

何度も酒蔵見学にお邪魔させて頂いた、

東広島の「賀茂金秀」金光さんの冷おろ

しです。爽快な香りとす～っと入ってく

る飲み口。料理との相性がバツグン！！

いっとくの加地ちゃんです!!入
った時は高校生だった私も気
が付けばもう1月にゎ成人式
です(・・;)若さが武器だった
のに・・・(汗)これからはだっ
ちゃんみたぃなあねご肌キャラ
目指して頑張ります!!そんな
私を見に是非いっとくへ
(*^-')b(笑)

荒木です。 
名前は愉記朗と書
いてゆきおです！
営業中に汗でタオル
滑ります！！頑張り
ます！稼ぎます！
気軽に会いに来
てください(^0^)

いっとく酒舞会から今月の一本

賀茂金秀　秋の便り
かもきんしゅう　　　　　　　あきのたより



めぐスメめぐスメの
本コラム(゚ -゚本コラム(゚ -゚ )

行ってまいりました島根の石

見豚のディブロさん！ナビ通

りに進むと、とんでもない山奥に(((゚ д ;゚)))やっとこさ着いて息子の次男さんとお話しさしてもらいま

した！なぜ関東が豚が主流なのか！みなさん知ってますか？昔、関東大震災が起こった時、牛や鶏がい

なくなって残った豚を食べるようになり今でもその風習があるんだって！後、ディブロさんの豚乳は一

回か二回しかお産をしてない母豚の乳しか使わないんです。そうすると余計なエグミがなく大変美味し

いんです！まぁ、かなりこだわった育てられてるって事ですわぁ！みなさんぜひ天下ばしとベッチャー

の胃ぶくろの「やきとん」を食べて下さい！余談ですが、ディブロさんの地域は矢上って言うんですが

、ちょっと前に矢上高校から巨人に入団した投手がいます。その時に一緒にプレーしてた子がポッポの

超常連客で、ディブロさんの息子さんと同級生という…なんとも、ご縁ですなぁ～（笑）豚。

いわみファーム：２つの農場で年間肉豚１万頭出荷しています。品種は世界ではポピュラー、でも日本では希少のケンボロー種。油の少ないヘルシーな豚

肉です。水・肥料にこだわりを持って育てています。ケンボロー種：現在、最も健康度の高い豚として世界中で認められている品種です。※日本ではわず

か6％しかいません。ケンボロー豚は、豚臭さなどといったクセがない味で、脂身はほんの甘く、肉質はやわらかいのです。誰が食べても美味しく、飽き

がきません。コレステロールも低く、クセもないから胸焼けもしないし、いくらでも食べられる。しかも、食べてもヘルシー豚肉だから健康のことが気に

ならない！誰もが安心して美味しく食べられる豚肉、ケンボロー。もっと環境をよくするための工夫をしています。豚舎は暖房壁のあるウィンドレス豚舎。

豚は成長過程で適した環境が異なるので、分娩舎、離乳舎、 肥育舎にわけ、成長にあわせて温度、換気、湿度を最適に調整するようにしています。豚舎は

安心、安全のために豚が病気にならないよう衛生管理を徹底されており豚舎に入ることが出来るのは、関係者の中でも飼育に従事するものか、許可を得た

ものしか入ることができません。お店で：生でも食べる事の出来る石見豚は鮮度が命です。売り切れの場合もございますのでご了承下さい。

肉好きユウジの

ディブロ通信

　・協賛　手羽先道場ぐんけい　楽音   もつ鍋居酒屋めだか　・協賛　手羽先道場ぐんけい　楽音   もつ鍋居酒屋めだか
　　　　　　　　　　　　　ばくだん酒場　サントリービア＆スピリッツ㈱　　　　　　　　　　　　　ばくだん酒場　サントリービア＆スピリッツ㈱

８月３０日「夏だ！わっしょいハイボール祭り」福山のトライ

アングル広場にハイボール好きが大集合！手羽先道場ぐんけい

のよっちゃん、楽音のまなぶ君、モツ鍋鉄板めだかのつよし君

、サントリーの佐藤さんとコラボレーションで大盛況でした！

夢笛の高橋さんもご登場！たくさんのお客様に来場していただ

き感謝しております。次回のお祭りは１１月に開催予定「梅酒

＆日本酒祭り」です。お楽しみさまでお待ち下さいね！！！！

Happy Happy 
Birthday

１５日　梅田　広子（うめちゃん）

　６日　馬淵　幸恵　（さっちゃん）

あかぼし所属の元気印！人懐っこいキャラクターでお客様か
らかわいがられてます。ウメダが笑えば皆が笑う！グフフフ

広大軍団の若頭！めちゃめちゃ頼れるすごいヤツ。ソフトボ
ールが得意だがシモのボールがもっと得意！即脱ぎ即出し！

ベッチャー所属、和歌山出身でもと高校球児！カラオケでマ
キシマムザホルモンを熱唱する熱いヤツ！ぶっ生き返す！！

やまねこ８周年ではバンドのボーカルに初挑戦！！先月から
いっとく社員になりました☆イエ～ィ。ど根性さちえだい！

１５日　吉和　雅俊（まーくん）

１８日　坂本　竜海　（りょうま）

３１日　行里　浩（ひろさん）

みなさんご存知！瀬戸内タンクトッパー！やなぎ包丁とちょ
っと長めのタンクトップをご愛用。誰が長いねん！オイッ！

８００円

　　いっとく各店にて

　絶賛発売中！！！

読めば心のスイッチが

入る…広島を元気にカ

エル岡崎さんからのメ

ッセージがいっぱい！

大将：山根浩揮もミッ

キーのシャツで登場し

てます。

　　　　あるところに、ふわふわのけがわにふさふさのしっぽをも

　　　　った、三匹のかわいいオオカミがおかあさんといっしょに

　　　　くらしていました。いちばんうえのにいさんはまっくろ、

にばんめははいいろ、すえのおとうとはまっしろでした。ある日、

おかあさんが三匹を呼んでいいました。『さあおまえたち、そろそ

ろひろいせかいにでておいき。かあさんのうちをでて、じぶんたち

のうちをつくりなさいな。でも、わるい大ぶたには、きをつけるの

よ。』あれ？三匹のオオカミ？わるいおおぶた？なんかちがう…そ

う、おおかみとぶたが逆になってるー。と、引き込まれたこの絵本

は、本のソムリエ『読書のすすめ、清水氏』のおすすめの一冊。エ

チカの鏡に出演した清水氏のお店、読書のすすめは、瞬く間にます

ます有名な本屋さんに。そして、このシルバーウィークで訪れた京

都のにこちゃん商店でもお勧め本の一冊に選ばれていました～子供

心も大人心もくすぐられる、固定概念を覆される一冊なのです。い

っとく本舗にて発売中～！

こころスイッチ発売中！
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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〉

●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
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5

10 October

●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

●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〉

トラックの日 マグロの日時刻表記念日

豆腐の日 イワシの日

鉄道記念日体育の日 ボスの日 フラフープ記念日

あかりの日 パラシュート記念日リサイクルの日

原子力の日 ハロウィン

●やまねこカフェ
１０/１～１０/３１
路上手紙人「くま」熊谷哲也作品展開催。

●お知らせ
１０/１１（日）はやまねこカフェ以外、
全店お休みさせていただきます。

●やまねこカフェ
　ハロウィンパーティー
　やまねこDJナイト
　仮装してきてね☆

●掃除に学ぶ会
　8時半～
　＠尾道久保中学校

●やまねこカフェ
　以外は全店お休
　みいたします

●尾道食彩祭り
●サイクルモード
　　尾道上屋倉庫
　　受付会場にて出店

●いっとく塾
　＠福山図書館11時～

●サイクルモード

●西条酒祭り ●西条酒祭り

●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

　　

定休日
あかぼし・やまねこ
たまがんぞう・ばくだん

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
やまねこカフェ

定休日
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

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・いっとく
たまがんぞう・ばくだん
ベッチャー・天下ばし

■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

■編集後記■１０月きたぁぁあ！ども編集長です。ジャイアンツリーグ優勝おめでとうございます…

だがしかし！我らがカープはクライマックスシリーズをあきらめたわけではありません！絶対いくぞ

！〈新聞作ってるのが９月２３日なので発行するころには決まってるかも…）編集長的に今年のカー

プのＭＶＰ石井琢朗選手かなぁーて思ってます、みなさんのＭＶＰ教えてね！ちなみに石井選手はヒ

ット１本につき１万円をシーズン終了後に福祉関連先へ寄付されてるそうです。すげぇ

ーっすよね！編集長はシーズン終了後にカープファンの飲み会を企画しております、興

味のある方はあかぼしまで！連絡まってまーす。ちなみにドラクエやっとクリアーしま

した！地図交換してくれる人もまってまーす！テヘッ★ユウヤナカハラ★
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