
　　　　　　　　　　　　「たまがんぞう川野とあかぼしママの二人旅！」行って来ました。広島大和屋酒舗さん

　　　　　　　　　　　　　主催のイベント「日本酒楽園2008＠アリスガーデン！」32の蔵元さんがそれぞれの自

　　　　　　　　　　　　　信作を持ちより、直接造り手さんの想いやお酒の説明を聞きながら日本酒をいただく

　　　　　　　　　　　　　というイベント!しかも野外で！ライヴ感に酔いました。お酒の種類は約60種、それぞ

　　　　　　　　　　　　　れに個性があり、そのひとつひとつに想いやこだわり持ってつくられていることを感

　　　　　　　　　　　　　じました。入り口でもらったききじょこを片手に右へ左へ…沢山の日本酒を試飲させ

　　　　　　　　　　　　　ていただき、トータル一升強の日本酒と、同量のミネラルウォーターをいただきヘロ

　　　　　　　　　　　　　ヘロになりました。当日は、福山の安田酒店の安田さん、天宝一の村上さんを始め大

勢の方との会話もはずみ、日本酒の楽しみ方の醍醐味も感じました。（もちろん恒例の酔いどれコバ

さんも）……特に印象に残った日本酒はやっぱり地元のお酒「天宝一」福井「黒龍（こくりゅう）」

兵庫「小鼓（こづつみ）」広島三次「美和桜（みわざくら）」などなど、初めて飲ませていただく酒

も多く、新たな発見と確認に満ち溢れた一日になりました。あとは造り手さんの想いや当日感じた事

をお客様に届けるのみ！一緒に参加してくれたママ、色々為になる話、ありがとうございました！二

人の夜の事は忘れません！最高に楽しい一日をありがとうございました。

 

あなたもわたしもバカバカバカバ河馬？飲食馬鹿ばっかりのいっとく大好きになって☆～の号　平成20年(2008年)6月1日第16号発行

今回は「いっとく酒舞会」代表、堀さんと川さんの５月に行われた日本酒イベントへ
参加したダブルコラムです！いっとくで旬の魚介とこだわりの日本酒を楽しんで！！

「堀田団長の酒探訪」コーナー

番頭ケンゴの旨いもんは俺にまかせろ！？

馬鹿大将の阿呆な子ラム

～『参加』から『主催』へ！！～５月酒のイベントが色々と行われました！毎年恒例の広島アリスガ

ーデンの「日本酒楽園」、福山安田酒店さんの「酒の会」。お酒に関わる多くの方の「活動」がとて

も元気でした。６月も「焼酎でっせ」が大阪で開催予定。私がテーマにしているお酒を扱う居酒屋としての「深み

」を加える為の材料になっています！！が、しかし我らがいっとくでも、参加するだけでなく「発信」する側にな

る！ということで「焼酎の会」「日本酒の会」を「主催」していきます！！昨年の研修旅行や、２月の宮崎・鹿児

島の蔵めぐりで出会えた方々のつながりを生かして、尾道、福山でも蔵元さんを囲んでの会をするぞ！と意気込ん

でます。よっさん農園には芋を植えて！いっとく各店で「うまい芋焼酎」を呑めるように…

  

毎月恒例のたまがんぞうの定休日を利用しての『絵本を読む会』。

6月は16日（月) に行います。朝の10時から「いっとく本舗」おすす

めの2冊の絵本を紹介して読んで頂きます。そのあとは、ママ同士の

お茶会の時間♪今回も限定25組の予約制で、会費は400円です。7月は

14日（月）を予定しています。みんなで「わらべ歌」を歌いながら親

子で遊ぶ。良く知っているものから聴いたことのないものまでたくさ

んの「わらべ歌」に触れることのできる一日です。ママが息抜きする

ことで、いい空気で子供たちに接することができる。そうすると子供

　　　　　　もいい空気。いい循環を心がける一つのきっかけになれ

　　　　　　たらいいなと思っています。興味のある方はぜひ参加し

　　　　　　てくださいね！お待ちしています。

　　　　　　お問い合わせ、ご予約は0848-29-5109（いっとく本舗）

　　　　　　←今月のオススメ絵本はご存知「スイミー」です。

 
 

自己紹介リレー
やまねこカフェ　さっとんからは…

ベッチャーの胃ぶくろ　高橋愛（あいちゃん）

ばくだん酒場　スヤからは…

ベッチャーの胃ぶくろ　金岡拓（きんちゃん）

大人しそうに見えて、だがしかし！！鋭いツッコミが～？  ヘルプ

いつでも来てーな。

あいちゃんの笑顔大好きです癒されてます！またベッチャー行った

時お話しましょ！！

                                                                                                                             以前、「おかやま有機無農薬農産

                                                                                                                             物」について書いたことがあった

と思いますが、この度、おかやま有機の人参ドレッシングできました！んでもって因島八朔ドレッシング

第2弾もできました！イェ～イ！人参は「おかやま有機無農薬農産物」の生産集団「きよね有機の郷」の方

々が作ってくれたものでございます。（http://kiyoneyuukinosat.hp.infoseek.co.jp/）（知ってる人も多いかと思います

が、おかやま有機の人参ができるシーズンには、こちらの人参を全店使わせていただいておりますのであ

しからず・・・）原料の人参は先がちょっと割れたものや傷が入ったいわゆる「ハネもん」を仕入れてみ

ました。「ハネもん」はせっかくできても売れないらしく、そのまま畑に戻されて土と一緒に耕されてし

まうんです。しかも、よーくよーく見たらちょっと傷が入ってたり、先が分かれてるだけ・・・これで売

れない？？？鮮度もいいし、見た目もきれい・・・美味しい・・・甘い・・・しかも無農薬栽培！たった

これだけの傷で市場に流せない・・・おかしい・・・もともといっとくで加工商品を作る理由はこのあた

りにあります。せっかく愛情込めて作った食材が食べられることなく、売られることなく畑に戻っていく

・・・お店で使うにも量的に限界がある、ならば加工商品の材料であればある程度の量を使えば少しはお

役にたてれるじゃん！そんなみた理由で商品部立ち上げました。商品になったら地域資源の発信もできる

し、いろんな人たちに商品の価値や思いを知ってもらえるしね！八朔もちょっと小さいだけで規格外にな

って市場に出せないものを使ってます。まーそんなこんなで、いっぱい作ります。とにかく作ります。日

本中の人に食べてもらいます。「き

よね有機の郷」の生産者方々！見と

いてください・・・いっとくがんば

ります。尾道餃子もそろそろ完成す

るよ～

「数ある業種の中で、製造から販売、そしてお客様の反応を常に見れる業種はそう

ない！！そう考えたらやっぱり飲食はおもしろい！！なおかつ何処に毎月何千人も

の人と出会える職があるだろうか？？」この内容のメールを社員のＡよりもらう・

・・。どうやら酔っ払ってワテが語っていた言葉らしい。（さすがワテ！）などと

思いながら夜中にコラムを書く！最近、福山の「Ｆ」ってスーパーでちょっと買い

物。お惣菜コーナーでいなり寿しを買ったのだが、勢い余ってこぼしてしまった。

「ああっ、どうしよう・・・」「もうええか、コレ食べようか・・・。」なんて考

えてたら、それを見ていた主婦の方が「中に言った方がええよ」とアドバイスを頂

く。流れに添って中（厨房）に言うとすんなり「あっ、いいですよ・・・」と。また新しいいなり寿しを買って帰ったのだが、どうも2日、3日たってもあ

の落ちたいなりが気になって仕方がない。あれは、返品すべきじゃなかったんじゃないか？とか、食べときゃよかった・・・捨てられたんかなぁ・・・。

なんて、考え出したらさぁ止まらない！よっしゃこうなったら！って事で一週間後。すでに忘れられているであろう落としたお寿司分の代金支払いに行

った！店員さんも唖然・・・みたいな。「えっ、いつの話なん・・・」でしょ。もう、アホの世界やね、コレは。ネタづくり的な要素はたっぷりか！？

あっ、いっとく新聞に使える！とか考えての事かもしれない。けど、まっエエヤン！コレ幸いかな。しかしながら、こんな「エエ奴」も5月は「 怒りの

月」だった・・・。社員Ｙを何ヶ月かぶりに大声で叱ったり、家ではカミさんに一年ぶり位に怒鳴ってプチ家出してみたり・・・代行の方にはマイカー

をぶつけられ、「自分なにしょん・・・」などと、年配の方に「自分」などと暴言を吐いたりと。そう、吐くといえば、ワテちっちゃい頃、夜中に「お

腹が痛いよぅ・・・」と、おばあちゃんの部屋までよく泣きながら行っていた・・・。だったらばあちゃん、すぐトイレまでワテを連れてって、ノドチ

ンコに指を突っ込んで 無理やりに吐かせていた。今では、子供医療の本とかに、「ノドに指を突っ込まないように！」なんて書いてある。そんな時は足

持って逆さにしたらいいのか・・・。 けど、上の子がノドに詰まらせた時、とっさにノドに指突っ込んだもんねぇ。ばあちゃん子やね、ワテ。したらカ

ミさんに、「指つっこんじゃあダメ！」なんて叱られる・・・。まぁ、そのカミさんのノドチンコに指突っ込んで吐かせた事あるんじゃけど・・・。ま

さか、カミさんの足持って逆さにする訳にもいかんやろ。

重いし・・・。女性でも「ノドチンコ」ってか。ノドチ

ンコ攻撃、大人ならＯＫなん！？誰かおせ～て。

速報：６月１０日（火）早朝５時より第２回「いっとくvsロケット」ソフトボールの試合決定しました！！

場所など詳しい内容は　上原（GM）ゆうじ　まで…

みなさんご存知？酔いどれコバさん→

日本酒が似合うねぇ～



ベッチャー・ハッシー今宵の一杯！

僕がオススメする

のは、加茂金秀で

す。初めて蔵見学

に行った思い入れ

のあるお酒という

事もあって、よく

飲んでます。これ

からも応援してい

きます。

キ ラ リ と 光 る ！ ？ ふ く す け の
　 　 本 気 の 読 書 お す す め し ま す ！ ！

どぉもぉ～！あっと言う間に２００８年も

６月になってビックリ様です！今回おスス

メする本は『夢をかなえるゾウ』！ガネー

シャと呼ばれる関西弁の神様と、自分を変

えたいと願う一人の人間のやり取りを描い

たちょっと不思議な物語です！かなりうさ

ん臭い関西弁の神様の教えは…『靴を磨く

』とか『コンビニで募金する』とか地味な

ものばかり…こんなんで成功するのか？っ

て思う課題ばかりで始めは半信半疑な主人

公も…人生を変えると言う目的の元次々に

クリアしていく！考えさせられ、笑える本

！後は、『やるか』『やらないか』事実、

本書著者印税の１０パーセントは慈善団体に寄付されるそうです！

読んでみる価値有り！是非読んでみてください！それではまた来月…

発行元　有限会社いっとく　尾道市西土堂町1-10　℡0848-24-1109　www.ittoku-go.com

 

 

 

■編集後記■

　１日　橋塚　昌幸（はっしー）

Happy Birthday
ベッチャーの厨房でひときわ白い制服が似合うさわやかイケメ～ン♪

真っ黒ベンツでレゲエを聴きながら今夜も本屋へかっ飛ばす！！

　１日　福田　寛和（ヒロ）

入ったばかりのヒロは今後の期待大☆ベッチャー伝統の尾大精神しっ

かり受け継いでます！！「目指せ祥君２号だ～」ｂｙ大塚店長

　５日　高野　憲治（けんぼう）

けんぼうの太鼓でみんながあがる♪あかぼしのリズムマスタ～！！

只今ちょっぴりお休み中。復帰を待ってるぜ！！

　８日　陶山　竜（スヤ）

ばくだん酒場のリーダー！鉄板マスターを目指し日々奮闘中！！

福山の鉄板業界はこいつにまかせておけば大丈夫なのだ！

１２日　福井　春奈（はるちゃん）

ポッポに入ったばかりの春ちゃんは手作りケーキを持ってきてくれる

笑顔のかわいい短大生！夢は料理教室の先生です。また作ってね☆

１３日　三浦　晋哉（みゆ）

すばやい動きで何でもこなすスピードスター☆運動神経もバツグン！

いっとくの若きスタッフをまとめる兄貴！只今彼女募集中（笑）

１６日　川崎　拓実（たっくん）

今夜も出ます必殺だしまき返し！！人気のだしまきを気合と愛情で作

るたっくんは実はベッチャーの縁の下の力持ち。

１６日　藤井　美絵（みえちゃん）

ベッチャーに入ってちょうど一年。ここ最近の成長が著しくて今やす

っかりみんなに頼られるお姉ちゃんになりました！

１８日　中原　有哉（ゆうや）

いっとく新聞編集長。編集後記はもっぱら大好きな野球のネタ。でも

野球より好きなもの…やっぱりお酒！？今夜も一杯いっとく？

１９日　吉田　祥（しょう）

ベッチャー三代目男衆頭襲名！！やっぱり祥君でしょ☆今夜もスマイ

ルが店内にキラッと光る。まぶしすぎてクラクラするぜ！

２０日　平上　翼（つばさ）

いっとく所属のさわやかドリブラー、翼が騒げばいっとくも騒ぐ！！

いっとくいちのムードメーカー、いつか決めるぜイナズマシュート！

２６日　中垣　友也（ともや）

あかぼしの太一。頼れる男目指し日々奮闘中！ひそかに女の子のお客

さんにファン多し！！今年こそ…

今月は多いなぁ～おめでと～

6月１５日は父の日！！

ありがとうを伝えようなぁ～

ぶちくさらぁめん本店

　　６月限定「一期一会らぁめん」は…
たまにはこんなのも！

 　 『ぶちのせまぜそば』
　　　　お昼も夜も元気に営業中！　　　　　　５５０円

　　笠岡町４－１５　℡０８４－９２１－７２２２

カサブタクン
そう
俺のことさブヒッ

 

 

 
 

お知らせ ■６月２３日（月）２４日（火）２５日

（水）は社員研修の為いっとく全店お休みとさせて

頂きます。よろしくお願いします。研修の様子は次

回いっとく新聞にて！こうご期待！！■みなさまの

ご意見・ご感想お待ちしています。下記アドレスま

でお気軽にメールをお送りください！！いっとくホ

ームページにてバックナンバーをアップしておりま

す。そちらもぜひチェックしてみて下さいね★

　　　　 ittokunews@yahoo.co. jp

最近めっきり日も長く暑く

なってきましたね！ペッコ

リ４５度編集長です。最近

松永のあかぼしで働かせて

もらっております、松原店

長や福ちゃんと同じ店で働いてみて改めて二人のす

ごさを再確認…やっぱり同じ店にいなきゃ分からな

いことがありますね！超常連のKさんにも名前を覚え

て頂いてやっとあかぼしの一員になれたかなぁと(笑）

みなさん是非一度お越しください！★ユウヤナカハラ★

５月１１日の母の日に向けいっとく全店で「お母さんに日ごろの感謝を込めて手紙を

書いてみませんか？」とお客様にハガキとペンをお渡しして書いて頂きそれをいっと

くが責任を持って投函するという企画を行いました。照れくさそうに書いてくれるお

客様…母の日が終わり福山にあるお店「いっとく」さんの女将さんが大切なハガキが

間違って届いていたとわざわざポッポまで届けてくれました。そしてそのハガキは尾

道のいっとくへ…その日のいっとくメールを紹介したいと思います。

村長・与っ作の農業通信コーナーいえい！みたいな～

 

太陽のＵＶを地肌に受けて～あかげで今年も真っ黒

けっ～シミそばかすは男の勲章～与っ作です。畑に

一日いると太陽と土のエネルギーを肌でビシビシッ

…いやギュンギューンッに感じる季節になりましたね！ホームセンター

や種屋さんに夏野菜の苗や種がズラズラ並んできて今年は何を植えたろ

か～とワクワクしてます！さて今回のお題は『太陽』でいきまひょか～

！最近読んだ本に日本は「日が本」つまり「わたくしたちのいのちは太

陽が元だよ」ということで「日本」という国名になったということを知りました。自分たちの祖先は命の元

は太陽だ、つまり生命の原因は太陽であるということを、すごく大事にしてたんです。だから私たち日本人

は太陽のめぐみに感謝をして、太陽のように丸く、明るく、元気に、豊かに生きることに誇りを持って生き

ていこうと…！今では元日にだけ初日の出を見てお祈りをする習慣がありますが昔は毎日朝日を拝んでたん

だって！なるほど～ってことで与っ作はそれから毎日太陽に「今日も一日お願いします」って心でお祈りし

てるのさっ！お祈りしたからって何か変わるかって…………気持ちの問題！気持ちの問題！みんな同じ太陽

の命を生きてるんだからお互いの個性や才能を認め合い、お互いの主義や主張をよく理解しあって、この共

通の太陽の命を喜びあって仲良く生きていこう…これが自分たち日本人の生き方の原形であり『和』こそが

日本のこころなんじゃ～！ということでみんなで畑を耕して野菜作りして太陽の恵みを体で感じて感謝しま

ひょ～ってチョイッと勧誘しちゃったりなんかしちゃったり…裸足で大地を踏みしめ太陽からはエネルギー

を受けて、上から下からパワーもらいながらみんなで畑っちゃおっ！『晴耕雨読、曇りは笑いで吹き飛ばせ』

ってか～それではバイバイまた来月！

 

店長だよ!
全員集合!

いっとく　三浦店長

 
やまねこ　馬渕店長

ぽっぽ　上原店長
あかぼし　松原店長

ベッチャー　大塚店長

ばくだん　陶山店長

たまがんぞう　川野店長

なんとなんと
雨の六月…
梅雨入りまぢ
かマジか…雨
の日ポッポで
何かが起こる
！赤いクーポン
持ってポッポへ
急げぇ～

 

ヤッホー梅雨で

すね紫陽花も綺

麗な時期ですよ

～今月も綺麗ど

ころ取り揃えて

ます。酒が…(笑)

いい酒入ってま

す。

最近暑いですね
～！まだまだ暑
くなるで！暑さを
吹き飛ばすため
にあかぼしの元
気料理食べにき
てください！待っ
てます！ スタミ
ナいっぱい、元
気いっぱい、笑
顔満天

いっとくに笑
いの神様が舞
い降りました
!!まるで千手
観音の様です。
いっとくに来
れば笑顔間違
いなし!!

たまがんぞうの
よっちです!!１０
月からはオースト
ラリアです!!たま
がんぞうもオープ
ンして半年がた
とうとしておりま
すが初心を忘れ
ずいい店づくりに
務めます!!今月も
よっち共々宜しく
お願いします!!

振り返れば、先
月もタクサンの
お客様の笑顔
に囲まれていま
した。ありがとう。
今月は『楽しさ
、旨さ』をテーマ
に表現していき
ます。ヨロシク！

新しいやま
ねこスタッ
フです。ちま
たで噂のイ
ケメン店員
ですけどっ
なにかっ？  

  

新しい仲間入りました！

中川京子（きょん２）２５歳
いい感じのゆるい空気もってます！

（所属/松永・あかぼし）

笹井あやか（あやぱん）１８歳の高校生
元気いっぱいの挨拶が武器です！

（所属/松永・あかぼし）

大本まさのり（まさのり）２４歳
昼間も働く元気なヤロー！
（所属/松永・あかぼし）

リーガンコウ（リーくん！）２１歳
中国から福山大学に留学してきた

英語ペラペラ男。みんなに教えて！
（所属/松永・あかぼし）

福井春奈（はるちゃん）１９歳
料理が大好きな笑顔のかわいい

女の子。ちょっと天然♪
（所属/福山・ぽっぽ）

神原正明（かんちゃん）１８歳
しっかり者の男前！
こりゃモテるわ～い

（所属/福山・ぽっぽ）

福田寛和（ひろ）１８歳
小さな体に秘めたパワーが！？
（所属/尾道・ベッチャー）

よろしくお願いします！！

★各店随時スタッフ募集中です！！

先月のいっとくメールから…

今日はかなり落ち着いてました。ですが、とっても嬉しい事がありました!!なんと、

いっとくのお客様で母の日にハガキをもらったお母さんからお店にお手紙が届きま

した。『今日は、嬉しい事がありました。息子が友達と(いっとく)と云うお店に行

き母の日の企画でハガキが来ました。何をどのように思っているのかと毎日イライ

ラしてましたが、少し大人になったと感じ嬉しく思います。ありがとう。ぜひ一度

伺いたいものです。父の日もお願いします。』と。ハガキはこのお母さんが描いた

油絵がプリントしてあって気持ちの込もってあるものでした。お母さんに逆にハガ

キをもらうことで、僕たち自身も感動させてもらいました。この仕事やってて良か

った。純粋にそう思いました。お互いにいいことだらけですね!!

 


