
２ 月17日（木）にコロナウイルス第 ６ 波の影響で、医療がひっ迫している中、日々奮闘されている医療従事者の方々へ
敬意と感謝の気持ちを届けたいと、去年に引き続きお弁当を届けました。

このお弁当は、飲食業の私たちができることは「おいしいを届けて感謝の気持ちを伝えること」であると考え、エール
弁当をしっかり食べて、しっかり頑張っていただきたいと思い作成しました。

色とりどりのおかずとご飯が詰まったお弁当には、組合オリジナルののし紙が巻かれ、皆様の平穏な日々への回復を心
より祈念し、少しでも早いコロナウィルスの終息を願うメッセージがひとつひとつ手書きで書かれています。

医療従事者の方々への感謝の弁当提供「感謝のエール弁当」プロジェクト第医療従事者の方々への感謝の弁当提供「感謝のエール弁当」プロジェクト第２２弾弾
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飲食やまぐちほっと通信
山口県飲食業生活衛生同業組合　山口市泉町 9 番３8号  堀本ビル１0１号
E-mail：yg-insyoku@wine.ocn.ne.jp　　　　　 TEL 08３−9２３−１57４

定価 １ 部　４0円　隔月（奇数月）１ 回 １ 日発行
（当組合の本紙購読料は、納入される組合費に含めております。）
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　令和４年１月17日（月）17：00から下
関市「シーモールパレス」にて下関支部

と県本部の合同新
年会を開催しまし
た。今年は全国大
会を開催するため、
決起集会もかねて
総勢107名での開催
でした。

令和４年山口県飲食業生活衛生同業組合新年会

1月の主な行事
１月６日㈭　仕事始め

１月17日㈪　新年会（シーモールパレス）

１月31日㈪　令和３年度生衛組合活性化塾

　　　　　　（西の雅　常盤）

　

2月の主な行事
２月14日㈪　生衛業出前インターンシップ講師派遣

　　　　　　（下関市立吉見中学校）

２月16日㈬　第２回常任理事会（寿司正）

２月16日㈬　山口県大会企画運営会議（寿司正）

２月17日㈭　エール弁当配布（県内医療機関各所）

山口県飲食業生活衛生同業組合　特約指定店一覧（順不同）
1 ㈱マルニ 083−925−1111 印刷全般、Webデザイン、自費出版、

データベース構築、等 14 豊食㈱ 083−920−2700 冷凍魚介類、食肉、冷凍食品、
一般食料品、他

2 ㈱はつもみぢ 0834−21−0075 純米酒原田、はつもみぢ回転、
ほか全酒類 15 日本たばこ産業㈱

山口支店 083−972−1947 喫煙室の新設や改善、その他分煙対策全般、
無償でコンサルティングを承っております

3 河村醤油㈱ 0833−71−0550 醤油、醤油加工品、味噌、調味料 16 山口交通㈱ 083−932―1213 コスモスグループ

4 ㈱タニモトサービス 0835−21−6126 ゴキブリ・ネズミ・八チ・ノミ・ダニ・
シロアリ駆除 17 ㈱アドワン 0833−48―9781 印刷物全般、看板制作、動画制作、

広告デザイン

5 酒井酒造㈱ 0827−21−2177 清酒製造業　清酒五橋 18 サンデン交通㈱
保険部 083−232−3131 アフラック、東京海上日動あんしん生命、

オリックス生命、メットライフ生命、各保険

6 アサヒビール㈱ 
西中国支社 082−546−1695 ビール、洋酒、焼酎、ワイン等 19 ㈱宮崎陶器 0954−45−2880 有田焼業務用食器、割烹食器、

企画・卸販売

7 ㈲山口エアテック 0835−26−0777 業務用空気清浄装置 20 ㈱ネクシィーズ 082−553−8050 ＬＥＤ照明、業務用冷凍冷蔵庫、
節水機器、パッケージエアコン

8 キリンビール㈱中国支社
広島・山口支店 082−563−7995 総合酒類 21 サッポロビール㈱

中四国本部 082−242−6201 酒類

9 ㈱シマヤ 0834−63−5277 風味調味料（だしの素）、だしパック、
めんつゆ、みそ、レトルト雑炊、醤油 22 ㈱九州パール紙工 083−902−3771 紙容器・ウッド容器・ウッド融着製品各種製

造販売、包装資材販売、クレンリネス事業

10 ㈱ナガミ 0834−31−7162 複写機、通信機、パソコン、プリンター、
スチール製品、事務用品 23 東武トップツアーズ㈱ 083−231−3611 旅行業

11 ㈱永山本家酒造場 0836−62−0088 男山「大吟醸」、純米吟醸「貴」 24 大村印刷㈱ 0835−22−2555 印刷全般

12 月桂冠㈱
中国四国営業部 086−227−1181 清酒製造販売、輸入ビール販売

ワイン販売、食品製造販売、調味料販売 25 ㈱さんまいん 08396−2−0015 菌床しいたけ、ジャンボニンニク、
乾しいたけ、椎茸加工品

１３ 富士フイルムビジネス
イノベーションジャパン㈱ 083−972−1147 コピー機、パソコン周辺機器

　２月16日（水）13時から寿司正にて第
２回常任理事会を開催致しました。コ
ロナウイルス第６波の影響でまん延防
止等重点措置が２月１日から20日まで
山口県全体に出されたことで、今後飲
食店にお客様がスムーズに戻ってこら
れるかを心配していること、借り入れ
についての心配があること、コロナが
なくなる前に飲食店がなくなることを
危惧する意見が出ました。コロナの中
でありながらチームとして組織として、
行政へ業界の意見を伝えながら、生き

残っていくた
めに努力が必
要であること
を実感した会
議となりまし
た。

令和４年第２回常任理事会　開催 県飲食組合のホームページ　開設
　県飲食組合では、昨年12月にホー
ムページを開設しました。お知らせ
等、随時更新をしてまいります。ご
参考にしていただければ幸せです。

https://yamaguchiken-inshoku.com/
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生衛組合活性化塾
２月18日に東京で、

２月21日に北九州で生
衛組合の組織強化、活
性化を図るため、「生衛
組合活性化塾」が開催さ
れました。その講師の
１人として、山口県飲
食組合の青木理事長が出席しました。コロナ禍における
生衛組合の営業者支援等と組合活動を考える事例とし
て、山口飲食組合の活性化に向けた取り組みを紹介しま
した。「自分たちの組合は楽しい組合にしよう！店の繁
盛は個人が頑張れ！街の繫盛はみんなで頑張れ！」こう
した思いによる組合運営の改善の取組について講演しま
した。オンライン（ＺＯＯＭ）でも視聴することができ、
遠隔地でも参加できたことが良かったと思います。

　

3月の主な行事
３月８日㈫　令和３年度中・四国ブロック委員会
　　　　　　（シーモールパレス）

３月15日㈫　生衛業出前インターンシップ講師派遣
　　　　　　（防府市立国府中学校）

３月15日㈫　山口ゆめ回廊博覧会実行委員会第９回
総会（ホテルニュータナカ）

３月18日㈮　令和３年度生衛業後継者育成支援事業に
係る協議会（山口グランドホテル）

３月22日㈫　令和３年度第２回やまぐち食の安心・安
全連絡協議会（山口県庁）

３月24日㈭　令和３年度第３回やまぐち農林水産物需
要拡大協議会（防長苑）

３月28日㈪　令和３年度指導センター評議委員会
　　　　　　（山口県総合保健会館）

せとみ・ゆめほっぺ
　山口県が、長年の歳月をかけて育成してできた山口県オリジナル柑橘

「せとみ」。
　その、「せとみ」の中でも糖度13.5度以上、酸度1.35以下、外観２級以
上という厳しい基準を満たしたものだけが、「ゆめほっぺ」というブラン
ド名で販売されます。
　「ゆめほっぺ」という名前は、「せとみ」にみかんの新しい夢をたくすとと
もに、甘くて頬が落ちそうなほどおいしいと言う意味が込められています。
　「ゆめほっぺ」は、１個180ｇから200ｇと温州ミカンより大きく、皮が
薄く柔らかいので、手で皮をむいて中袋ごと食べることができます。果
肉の粒一つ一つがしっかりしていて、プチプチとはじけるような食感が
楽しめます。
　ほっぺが落っこちるほどの濃厚な甘みが自慢の「ゆめほっぺ」は、そ
のまま食べてもジュースにしてもおいしくいただけますので、皆様のお
店でも、デザートメニューなどに御活用ください！
　例年３月中旬ごろから出荷が始まり、県内では、スーパーマーケット
や青果店などで販売されています。

　お店の情報については以下のＨＰを参考にしてください。
　ぶちうま！やまぐち.net　☞　https://www.buchiuma-y.net/

＊新規組合員のご紹介＊
（１月～２月）NO. 46

ご加入いただきありがとうございます。

☆ＢＡＲ　ＶＩＺＩＯ
（松本　ヒロシ）
飲食店（宇部支部）
宇部市松島町17－4
☎0836-34-4081

☆Ｒｅｎ
（長田　桂子）

飲食店（宇部支部）
宇部市中央町1丁目10－7　
中央ビル2階
☎080-6303-3886

☆スタンダール
（齋藤　惠美）

飲食店（宇部支部）
宇部市中央町1丁目10－7　
中央ビル3階
☎0836-21-5582

☆スナック　ＮＵＴＳ
（原田　久留美）

飲食店（湯田支部）
山口市湯田温泉1丁目10－18
スリーＳツインビル4階
☎083-928-8199

☆くるらん　らぁめん
（山田　渚）

飲食店（山口支部）
山口市下小鯖2106
☎083-927-2988

☆麺家ニーハオ
（後藤　政幸）

飲食店（美祢支部）
美祢市大嶺町東分342－6
☎0837-52-1022

☆洋風和食堂　１Ｚ３
（泉　卓也）

飲食店（宇部支部）
宇部市中央町2丁目11－24
☎0836-39-6222

☆うどん処　幸
（脇村　佳恵子）

飲食店（宇部支部）
宇部市岬町1丁目2－28
☎090-4696-0977

☆Ｊａｍ　Ｒｏｃｋ
（TSUE EVALYN SEQUINA）

飲食店（岩国支部）
岩国市麻里布町3丁目11－25
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酒の散歩道Vol 99
　かつてアイルランドでは、ボンダーと呼ばれる瓶詰業
者がウイスキーの流通を一手に担っていた。彼らは蒸留
所から買い付けた原酒を独自に熟成・ブレンド・瓶詰めし、
オリジナルブランドとして販売。その後、アイリッシュウ
イスキーの衰退とともにその文化も潰えたが、市場の復
活を受け、近年新たなボンダーたちが誕生している。

　その一つが「ハイド」。何を申
し上げたいかと言いますと、私
の大好きなミュージシャンのボー
カルがハイド・hyde なのである。
hyde の曲を聴きながら、このウ
イスキーを飲んだら、どんだけ美
味しいのだろうと思う今日この頃
なのであります。
　今宵はハイドにスランジーバ‼ 

山口支部　田邉隆博

海幸ふわふわオムライス

【材料】
シーフードミックス 50ｇ
オニオンみじん切り 20ｇ
ごはん 170ｇ

【作り方】
①割り下を合わせる。
②トマトソースは20 分くらい煮詰める。
③フライパンにサラダオイルでシーフードミックスをソテーし半分取り出す。
④オニオンを加えて加熱、ごはん、割り下、塩、胡椒、仕上げにバターを入れて型に詰めて皿

に盛付ける。
⑤卵３個に水15㏄、塩胡椒を加えて溶きほぐしテフロンパンでレアにオムレツを巻き、④の

上に盛る。
⑥温めておいたトマトソースを掛け、取り出しておいたシーフードをソースに添える。

小郡支部　　松原浩二　（ダイニング& 鉄板焼　さくら）

■ ■ ■下関支部

（割り下） 
醤油 5㏄
日本酒 5㏄
水 2.5㏄
ケチャップ 15㏄

　飲食組合では、事前に組合員へ「まん延防止等重点措置」の適用を希望するか
否かをアンケートし、大半の組合員が希望している現状をふまえ、「まん延防止

等重点措置」の山口県全体
への拡大と、「やまぐち安心
飲食店」認証店については
午後９時までの営業と、午
後８時までの酒類提供の許
可を選択肢として追加して
頂きたいとの旨の要望書を
県や市に対して提出致しま
した。

県や市に要望書を提出

イルミネーションと三つの日本一
ふく・くじら・あんこう祭り開催

　11月20日～１月23日の２カ月
間、豊前田細江地区の店舗に
ご協力いただき街や店舗をイ
ルミネーションで明るく彩り
ました。
　また、ふく・くじら・あんこ
うを提供する市内140店舗の紹
介を行いました。
　無料ふるまいでは地元の皆さ
んで行列となり、大変喜ばれま
した。
　お客様が戻ってこられるのは
もう少しかかりそうですが、温
もりが感じられる優しい灯りでした。
　下関の食の歴史を未来につなぐ活動に今後も取り組んで
いきます。

生衛業出前インターンシップ講師派遣
　２月14日、下関市立
吉見中学校において１
年生を対象とした職業
講話の講師を下関支部
の副支部長である緒方
優一郎が努めました。
　これまでの店舗運営
や今後のお客様の嗜好
に合う事業展開について話しました。

　生徒の皆さんにいろん
なことにチャレンジして
未来を切り開いてほしい
とメッセージを送りまし
た。

無塩バター 10ｇ
サラダオイル 15㏄
塩　胡椒 適量

（トマトソース） 
ケチャップ 180㏄
水 90㏄
赤ワイン 45㏄
チキンコンソメ 10ｇ
ローリエ 
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