
新型コロナウイルスの流行以降、通常総代会は感染防止の観点より、書面議決となっていましたが、令和 ４ 年 ６ 月23
日（木）、感染防止対策を十分に講じたうえで、 ３ 年ぶりに長門市にある大谷山荘で通常総代会・懇親会を開催しました。

15：00から、通常総代会が執り行われ、令和 ３ 年度事業報告承認の件、令和 ３ 年度一般会計収支決算報告及び監査報
告承認の件、剰余金処分案承認の件、令和 ４ 年度事業計画案承認の件、令和 ４ 年度一般会計収支予算案承認の件、組合
費の賦課及び徴収方法承認の件、小野田支部の山陽小野田支部への名称変更の件、周防大島支部の支部設立の件、振興
指針の一部改正があった場合における振興計画の変更認定申請に関する件についての審議があり、無事承認されました。
16：00から行われた表彰式典では、15名が表彰されました。

17：00からの懇親会では、組合員、来賓合わせて約156名が参加し、サザンオールスターズのコピーバンド
“KAWAMURA BAND” によるライブが行われたり、様々な催しを長門支部の皆様が考えてくださり、大いに盛り上

がることができました。
来年度は、周南支部・周南西支部主管で行われます。

第第 5757 回通常総代会・懇親会を開催回通常総代会・懇親会を開催

第59回全飲連全国山口県大会における表彰者

医薬・生活衛生局長表彰 中央会理事長感謝状 全飲連会長表彰（４名 順不同）

安達浩司
（周南西支部）

一柳信雄
（山口支部）

田邉隆博
（山口支部）

河野暢公
（下松支部）

今田誠介
（岩国支部）

平川真歩
（湯田支部）

第57回（令和４年度）表彰式典における表彰者

理 事 長 表 彰

松村浩二
（下関支部）

中村美鈴
（下関支部）

松下順一
（下関支部）

高木哲郎
（長門支部）

三浦　茂
（長門支部）

緒方優一郎
（下関支部）

林　加奈子
（防府支部）

平野美依
（下関支部）

有光恵美
（岩国支部）
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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。）

令和 ４年 ９月 1日



　令和４年度生活衛生営業経営特別相談員の
研修会に飲食組合の特相員28名が参加しました。
　毎年、指導センター主催で行われるもので、
今年は岩国市、山口市、下関市、周南市の４会
場で研修会が開催されました。ご参加いただ
きました特相員の皆様、研修お疲れ様でした。

【研修科目】
・生活衛生貸付（衛経）の概要と有効活用ほか
・生衛業でのTikTok活用術
・�生衛業の業務改善等と活用可能な補助金等

制度
・�生衛業の経営環境改善等と消費税インボイ

ス制度への対応
・最低賃金制度と業務改善助成金
・生産性向上ガイドライン等の活用方法

令和４年度　生活衛生営業経営特別相談員研修会　開催

７月の主な行事
７月４日㈪　特別相談員　研修会　
　　　　　　岩国会場（シンフォニア岩国）
７月11日㈪　特別相談員　研修会　
　　　　　　下関会場（下関商工会議所）
７月25日㈪　特別相談員　研修会　
　　　　　　周南会場（徳山駅前賑わい交流施設）
７月28日㈭　後継者育成協議会
　　　　　　（山口県総合保健会館）

８月の主な行事
８月11日㈭～17日㈬　盆休業
８月24日㈬　第２回常任理事会（寿司正）
８月29日㈪　特別相談員　研修会　
　　　　　　山口会場１（山口県総合保健会館）
８月30日㈫　特別相談員　研修会　
　　　　　　山口会場２（山口県総合保健会館）

10月の主な行事
10月24日㈪　第９回飲酒運転根絶総決起集会
　　　　　　（宇部市　渡辺翁記念会館）

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㈱

山口支社 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㈱

西中国本部 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 26 ㈱日本トリム広島支店 082−222−8420 整水器製造販売
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＊新規組合員のご紹介＊
（７月～８月）NO. 48

ご加入いただきありがとうございます。

☆Ange
（山中　恵）

飲食店（岩国支部）
岩国市麻里布町６-２-２0

☆LOOK
（小田　賢二）

飲食店（岩国支部）
岩国市麻里布町３丁目1３-２
ミリオンビル２05

☆Sunshine
（LUMAPAS CRISTINA LATERA）

飲食店（岩国支部）
岩国市麻里布町３丁目11-２4
ステージアビル２Ｆ

☆カレーしか勝たん山口湯田店
（木原　良太）

飲食店（湯田支部）
山口市吉敷下東1-10-７
☎050-8884-６６1６

☆煮込みと広島風お好み焼き天豊
（関屋　眞一）

飲食店（山口支部）
山口市道場門前２丁目２-２8
☎08３-99６-48２1

☆焼鳥とも
（髙橋　友人）

飲食店（山陽小野田支部）
山陽小野田市西高泊594-1
☎08３６-5２-７３３７

　今回は、旬を迎えた「山口県産きじはた」を紹介します。
　「きじはた」は、ハタ科マハタ属に分類され、本県日本海側では「あかみず」、瀬戸
内海側では「あこう」とも呼ばれ、旨みが強く癖のない上品な白身の魚です。
　全国的に水揚げ量が少ないことから幻の高級魚として知られていますが、本県で
は平成24年から全国トップクラスの量の稚魚を放流し、30cm未満は漁獲禁止にする
など資源管理を徹底し、近年の水揚げ量は安定しています。
　やまぐちブランドに登録される「山口県産きじは
た」は、基準（県内で水揚げ、市場まで活魚出荷さ
れた、全長30cm以上のもの）を満たしたものに限り
ます。
　「冬のふぐ、夏のきじはた」とも言われ、上品な
旨みが口に広がり、ふぐのような歯ごたえが特徴で、
刺身(薄造)、お寿司が最高です。また、火を通すと
濃厚な出汁が出て、ゼラチン質に富むため、煮つけ、
汁物、酒蒸し等でも美味しく召し上がれます。
　県内の沿岸域で釣り、はえ縄、刺網等により漁獲
され、主な産地は萩市、長門市、下関市、周南市です。
生命力が高いため活魚のまま水揚げされることも多
く、県内外の高級料亭、旅館等へ出荷されています。
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　去る７月28日（木）、KAMEFUKU�
ON�PLACE　２Fロイヤルホールに
て、県飲食組合元副理事長であり、
今現在理事長補佐としてご活躍いた
だいている堀本紀代さんの旭日単光
章叙勲記念祝賀会を、県飲食組合青
木理事長が発起人となり開催されま
した。
　令和２年11月３日に旭日単光章を
受けられたのですが、コロナ禍で、天皇との接見もままならず、祝賀会も延びて、２年の時を経て実施となりました。
　堀本さんは、昭和57年に山口県飲食業生活衛生同業組合　湯田支部理事に就任され、平成３年より山口県飲食業生活衛生同業組
合　理事として活躍されました。また、山口食品衛生協会の会長もなされ、生活衛生における功労者として表彰を受けられており
ます。これからも益々のご活躍を祈念いたします。

堀本紀代氏　旭日単光章叙勲記念祝賀会開催

　HACCP（ハサップ）とは、食中毒など健康被害の原因となる危害要因
を科学的根拠に基づいて管理する方法です。より効果的で効率の良い衛
生管理ができるため国際的に推奨されてきました。
　令和２年６月に改正食品衛生法が施行され、令和３年６月からは飲食
店でも「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」を実施することが法律
で義務化されました。
　実施にあたっては、「衛生管理計画の策定」「計画に基づく実施」「確
認・記録」の３つが重要なポイントとなります。HACCPの衛生管理は、
面倒で難しいものではなく、実施することで従業員の作業効率がアップ
したり、リスクを軽減できたりするので、店舗にとってメリットは多い
といえます。
　しかしながら、コロナ対策で大変な日々が続いており、「HACCPって
何?」「どうすればいいかわからない」と思われている方も多いようです。
　そのような方に向けて、県飲食組合では「HACCP講習会」を県内４か
所で行いました。
　HACCPに対応した店舗経営についての説明及び日々の管理をサポー
トするアプリ『FooF（フーフ）』の登録説明会を行いました。このアプリ
は日本食品衛生協会と全国生活衛生同業組合中央会が推奨しています。

HACCP説明会を実施

酒の散歩道 Vol 101
　夏の甲子園、下関国際が凄いこ
とになっている。
　センバツ優勝の大阪桐蔭、準優
勝の近江を倒しての決勝戦進出。
毎試合、テレビで応援しているが、
できることなら、ビール片手に応
援したい。
　このコラムを書いてる時に決勝
戦が行われている。ビールは片手にしてない。
　下関国際が優勝することを祈願して、夏の甲子園にス
ランジーバ！！

山口支部　田邉隆博

鶏モモ肉の塩麹焼き　焼き野菜添え

【材料】
鶏モモ肉 1枚
塩麹 150g
みりん 30cc
ブラックペッパー 少々
仕上げでレモン果汁 少々

【作り方】
① 鶏モモ肉の全体を味が染み込みやすいようにフォークで刺す。
②ジップロック等の袋に鶏モモ肉と調味料を入れて空気を抜いて揉む。
③冷蔵庫で2 時間。
④魚焼きグリルで焼く。
⑤中火で約20~30 分焼く。
⑥グリルの空いたスペースでお好みの野菜を焼く。

防府支部　　土橋　亮二　（酒肴人　肴や左近）
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