うまれてきてくれて
ありがとう。

文いただけます。）

唎酒師 ベッチャーの胃ぶくろ店長
たま〜に「おねえキャラ」
「大塚信一」の一本

やまねこ・よっさん次女

瑞和 （たまお）ちゃん

ばくだん・舞ちゃん長女

心春 （こはる）ちゃん

新しく増えた家族のご紹介！！ ３月２９日生まれ

たまがん・はっしん長女

栞乃 （しおの）ちゃん

平成２４年
１２月１６日生まれ

■所属：天下ばし
■名前：田中裕也 yuya tanaka
■ニックネーム：ゆうや
■誕生日：昭和 62 年 9 月 23 日
■メッセージ：金子のぶあきに似てるって
言われます！夢の実現の為にがんばります。

平成２５年
２月１２日生まれ

大将三女

凪乃 （なの）ちゃん

平成２５年
２月９日生まれ

■所属：あかぼし
■名前：グエン ティ テュイ ガー
■ニックネーム：ガーちゃん
■誕生日：平成 7 年 7 月 26 日
■メッセージ：ベトナムから来ました。あ
かぼしで働いて楽しいです。一生懸命がん
ばります。宜しくお願いします。

平成２４年
９月５日生まれ

happy birthday
１５日 小南裕生 （ひろき）

■所属：いっとく
■名前：佐藤皓喜 koki sato
■ニックネーム：カツオ
■誕生日：平成 9 年 11 月 24 日
■メッセージ：はいったばっかりでなにも
わからないけど、いっとくのみなさんがさ
さえてくれるのでがんばっていきます。

いっとく

駅裏いっとくの中で一番爽やかなオーラを持つひろき。 ママチャリを
かっ飛ばし急いで帰る、 午後１０時までのシンデレラシャイボーイ。

２５日 山尾恵理 （エリチン） いっとく
可愛らしいエリチンの得意技はイラスト！！サプライズ似顔絵もプロ顔
負けの出来栄え！！もらった人は必ず笑顔になっちゃいます！！

２５日 黒木太一

長野県の小布施酒造のソガペー
ルエフィスヌメロシス純米吟醸
原酒生です。このお酒はワイン
蔵が造る珍しい日本酒で６号酵
母を使ってあえて酸味を前面に
押し出す玄人好みの一本です！
ワイングラスでお洒落にいかが
ですか？ （ベッチャーの胃ぶくろでご注

平成２５年

ベッチャー・克ちゃん長女

発行

幸芽 （こうめ）ちゃん

平成 25 年（2013 年）4 月 25 日

らも であいがあれば…わかれもある。
これか
THANK YOU (´ｖ｀)/
ク！
シ
ヨロ

（さっちゃん） ぶちくさらぁめん

しっかりもので頼りになります。 笑顔に癒されるとお客様にも大人気！
らーめんもオススメですがさっちゃんの笑顔はも～っとオススメです。
出店

参加 マークはいっとくも参加します (ﾟ∀ﾟ)/

５月＆６月の
イベントのお知らせ

梅
吹き 雨を
飛ば
せ！

５月１日（水） ～３１日（金） 写真展 『あしあと』＠やまねこカフェ

５月１日（水） ～２６日（日） 福山鞆の浦 鯛網
鞆の浦の初夏の風物詩、 観光鯛網。 鯛網は鞆の浦に約３８０年のありし日の姿を伝える
伝統漁法で、 その勇壮さ華麗さで見る人を圧倒します。

５月３日（金） ～５日（日） ひろしまフラワーフェスティバル
３日間で１６０万人以上が訪れる県内最大級のイベント。 今年のフラワー歌手は？？

出店

毎月第 1 日曜日に朝１０時～昼３時まで尾道商業会議所記念館横広場にて開催されます！
やまねこカフェ＆おやつとやまねこカフェ代表よっさんが参加します！！

５月１８日（土） ～１９日（日） 福山ばら祭

出店

約７０万本のばらが咲く５月の福山最大のイベント。 今年はローズパレードに 『東京ディズ
ニーリゾート ・ スペシャルパレード』 がやって来る！！みどりまち公園の屋台に出店します。

５月２４日（金） ～２６（日） お寺でフェスタ！お寺 × アート × 尾道

出店

様々なアートとの関わりを通して、 お寺の可能性を追求します。 本堂において法話 ・ 聲明
雅楽に音楽ライブを繋ぐ、 声と音によるメッセージの共演 「音聲空間」。 境内建物を現代
アートにより芸術空間に創造していく 「お寺 ART PROJECT」。 さらに前庭での露店などなど。
縁 ( えん ) を具現化した３日間を共有しましょう。
。

５月２５日（土） 福山鞆の浦 花火大会

１９時～２０時半まで約２０００発もの花火が打ち上げられます。 夏の始まりの合図。

５月３０日（木） ゴミゼロデー

ベッチャーの胃ぶくろ
岡本晋太郎 （たろちゃん）
一年という短い間でしたがベチャー
をはじめいっとくグループのみんな
と出会えて幸せでした！またヘルプ
でベッチャーに行くことがあると思
うのでその時はよろしくです！今ま
でありがとうございました！

記

佐藤哲也、 佐藤知香さんの２００９年から２０１１年までの約２年の間、 ふたりで探して歩き
ふたりが歩いて残した…そんなあしあとの様な写真をぜひ見に来て下さい。

５月５日（日） 家族の台所

～

４月８日（月）に尾道・浦崎で野菜を作っている卯元（うもと）さんの所に見学に行ってきました。卯元さんは、毎週各店に
旬の野菜を納品してくれたり、尾道プリンの季節のソースを作って頂いています。おやつとやまねこで販売している果実ジャ
ムはいつも色んな果実を使っているのでお客様にとっても喜ばれています。今回は、宗くん・大志くん・キムネエ・かんちゃん・
てらぴー・ちえちゃん・めぐりん・こうちゃん・けんとくんと僕、かつおの１０名でお邪魔しました。卯元さんは浦崎の自然
豊かな土地で旬の野菜を何種類も作っていて、先ず、芽キャベツ・玉ねぎ・菜の花・プチヴェールの畑を見学させてもらいました。
摘みたての菜の花をその場でいただき、甘さにビックリ！！その後、アイスプラント・サニーレタス、色々な苗を育ててるビニー
ルハウスを見学。アイスプラントのみずみずしさにこれまたビックリ！！そして、お庭でめぐりんアイデアの野菜フォンデュ
パーティー♪♪( 菜の花・ブロッコリー・アイスプラント・カブ・玉ねぎ・キャベツ ) どの野菜も『甘ぁ～けぇ～、うまぁ～！！
※感動レベル！！』チーズとも相性バッチリ☆今回は残念ながら参加できなかったわっさん特製のグリーンドレッシングも大
好評！！わっさんありがとうございます！！パーティー終了後、また別のハウスへ見学。新店用イタリアンパセリの苗を見さ
せていただきました！！愛情がたっぷり注がれて順調に育っております！！そして ×２、山へ登り、わらび＆つくし採り～
♪♪山頂からの景色は絶景☆☆そんなこんなで、本当に充実した時間を過ごさせてもらいました！！卯元さんご家族はもちろ
んのこと、今日参加してくれたメンバーや、大自然の恵みに感謝です！！ごちそうさまでした。ありがとうございます！！卯
元さんの野菜はいっ
とく、あかぼし、やまねこ、ベッチャー、たまがんぞうで使用してます。（活っ作）

ょう
いくび ！
ト
スター

活っ作
ジョジョ立ち

（めぐりん） おやつとやまねこ

おやつで毎日プリンをプリプリ焼く姿、 ちっちゃいから外から見えるか
な？今回いっとく新聞制作メンバーに新加入。 愛ある無茶ぶりにみん
な要注意～。

２９日 渡邉五月

G ー号にのって～
で
会
農
楽
ッピ
イエローハ

そつぎょうスタッフ

（たいち） あかぼし

頼れるルーキーであり、 尾大バスケ部主将。 前シーズンなんと公式
戦０勝…めざせ１勝！只今右足骨折の為戦線離脱中…早く治せよ～

２８日 新川恵

！
O
G
O
O～G

参加

編集雑

たまがんぞう
中尾朋果 （ともか）
短い期間でしたが、 たまがんぞう
で働いてたくさんのことをまなびま
した (*^_^*) これからの自分にプラ
スになることばかりでした。 ありが
とうございました！

ＴＡＮＢＯ
２０１３
～いっとく米収穫への道～

第１回
２０１３年４月１５日
晴れ
『育苗』 の巻

育苗（いくびょう）は『苗半作（なえはんさく）』といって、米づくりの出来の半分は決まるとい
われるくらい大切な作業です。きれいにていねいに床土ひいて、種もみまいて、覆土いれて、育
苗を行う田んぼも平らに、ブルーシートをかけるポールのアーチもていねいに…とにかくとにか
くすべての種もみが同じ条件で発芽でき、すべての苗が同じ状態で発育すること。今年はとても
丁寧に出来たのではないでしょうか。日頃の営業でおつかれのみんなほんとにありがとう～。一
人でもやるっ！という信念はありますがみんなでやったほうが 1000000 倍笑いもあり楽しいです！
今年はこれから増やしていく農地を見越して『土台づくり』をしっかり『基本』をしっかりやっ
ていきます！活っ作さん、土井ちゃん、まきちゃん、めぐりん、塚ちゃん、克也くん、宗くん、
三浦さん、大志くん、堀先輩、大将、のりちゃん、てっちゃん、あやちゃん、朝早くからありがとう！！
次回は土づくり！よっさん！（与っ作）

土井健史の

ヤックルに乗って…
ゴールデンウィーク～、連休～、休
暇～、休み～、お休み～、心も体も
リフレッシュ！しっかりお休み、お
やすみ、おやすもう、おや？相撲？
とゆうことでみなさんは横綱・日馬
富士（はるまふじ）をご存じですか？
先日、ぼくの故郷 ( 江田島市能美町 ) を
訪れました。力士が来るのも珍しいうえに、
更には横綱が来るなんて…島民はものすごく喜
び、「大
きいなあ，ほんものじゃあ！！！」「ああああ幸せじゃあああ！！！」ゆーて
から、皆さん口ぐちに興奮気味の声をあげていらっしゃったそうです。あぁ自
分も見たかった…なんせ広島には滅多に来ないもんだからね！ちゃんこダイニ
ング若ならあるけどねっ！まぁ次、来るときは気軽にＬＩＮＥでもしてくれよ
な！日馬富士っ ( ^ ^ )ノ てか尾道来てっ！！ドスコイ！！横綱って超簡単に
いうと大関 ( 相撲の位 ) で一番強くて品格のあるお相撲さんがなれるんだ！神
社とかにしめ縄あるでしょ？横綱もしめ縄っぽいまわしをつけてるんだ！『綱
= しめ縄』つまり神聖な場所 ( ところ ) にしめ縄はある。神様みたいなものな
んだね、横綱って。だからお相撲さんに触られると元気になるとか言うんだね！
ごっつぁんですっ (￣^￣)

苗
２５日でワン
る
来
が出

全国で同日同時刻に一斉にゴミ拾い！！ゴミを拾って町も心もキレイにしませんか？いっとく
各店にて参加者大募集中！！！みんなで楽しくゴミ拾いしましょ～～～。

６月２日（日） 家族の台所

出店

毎月第 1 日曜日に朝１０時～昼３時まで尾道商業会議所記念館横広場にて開催されます！
やまねこカフェ＆おやつとやまねこカフェ代表よっさんが参加します！！

６月２４日（月） ～２５日（火） 社員研修旅行の為全店お休み
土産話、 たくさん持って帰ります～。 人生いつでもネタ作り…。

遊食楽酒いっとく

満天酒家あかぼし

720-0032

729-0104

尾道市西土堂町1-10
０８４８-２４-１１０９

福山市松永町4-11-14
０８４-９３０-４２００

やまねこカフェ

豪快鉄板ばくだん酒場

720-0033

720-0045

尾道市土堂町2-9-33
０８４８-２１-５３５５

福山市宝町2-19
０８４-９２５-８９８９

廻船酒蔵ベッチャーの胃ぶくろ

尾道渡し場たまがんぞう

720-0034

722-0035

尾道市十四日元町5-9
０８４８-３７-３７３０

尾道市土堂1-11-16
０８４８-２９-４１０９

百酒練磨天下ばし

おやつとやまねこ

720-0045

722-0036

福山市宝町3-25
０８４-９２６-３８９０

尾道市東御所町3-1
０８４８-２３-５０８２

ぶちくさらぁめん
720-0044

福山市笠岡町4-15
０８４-９２１-７２２２

いっとく新店舖
５月下旬オープン予定

COMING SOON

新店「LOCK’Y（ロッキー）」

尾道海岸通り つたふじ斜め前に５月下旬オープン！

WANTED
STAFF
call me

新店 『LOCK’ Y（ロッキー）』 は今までのいっとくグループの店とはひと味違います。 気軽に立ち寄り、 ワインやブランデー、 パ
スタや骨付きチキン、 ソーセージなどを楽しんでいただけるスタイリッシュな洋食居酒屋です。 食べることが好きで人を喜ばせ
ることが好きな方、 オープニングスタッフとして一緒に働きませんか？レギュラースタッフ ・ アルバイト、 ホール ・ 調理共に募集
中です。 いっとく各店でもスタッフ同時募集中。

tel.0848-29-5109

おやつＨＰから 「尾道プリン」 のおとりよせができます。
定番！尾道プリン３００円ははオープン当初からの看板商品でいーっぱい試
作して出来上がった愛情たっぷりのプリンです。 瀬戸内産のレモンを使
用して作った特製レモンソースを濃厚なプリンにかけるとさっぱり！美味し
くなります。 全粒粉スコーン１８０円も国産小麦をつかっているので、 香り
が良く 「ふすま」 のプチプチした食感がたまりません！軽くあたためて卯
元さんの手づくりジャムをつけてぜひ食べて見て下さい。

