
（一社）山口県生活衛生同業組合連合会の後援により、山口県飲食業生活衛生同業組合各支部において、イベントを開
催しております。たくさんの方に来ていただけるよう楽しい催しになるよう支部一同頑張っております。詳しくは、山
口県飲食組合ホームページをご確認下さい。随時更新しています。
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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11月 1日



　10月３日（月）汗ばむような晴天の下、徳山国際カントリー倶楽部にて支部対抗親睦ゴルフ大会を開催しました。今回、
県内13支部、69名が参加しました。コロナ禍で会終了後のミーティングは省かせていただきましたが、皆様の真っ黒に
日焼けされた笑顔が印象的でした。
　結果は団体優勝が阿知須支部、個人では岩国支部の末森香奈子さんが理事賞のとらふぐセット並びにニアピン賞2個と
ドラゴン賞を獲得されました。
　お忙しい中、ご参加いただきありがとうございました。

９月の主な行事
９月６日㈫　全飲連東海・北陸ブロック委員会
　　　　　　（鳥羽シーサイドホテル）
９月21日㈬　全飲連関西ブロック委員会
　　　　　　（ホテル日航奈良）

10月の主な行事
10月３日㈪　飲食組合支部対抗親睦ゴルフコンペ
　　　　　　（徳山国際カントリー倶楽部）
10月５日㈬　全青連・全女連合同広島県研修会
　　　　　　（クレイトンベイホテル）
10月12日㈬　全飲連東北ブロック委員会（大船渡温泉）
10月17日㈪　全飲連九州ブロック委員会（グランデはがくれ）
10月24日㈪　飲酒運転根絶総決起集会（渡辺翁記念会館）
10月24日㈪　全飲連中国・四国ブロック委員会
　　　　　　（ヒルトン広島）
10月25日㈫　令和４年第２回正副理事長会議（寿司正）

11月の主な行事
11月９日㈬　全飲連関東・甲信越ブロック委員会
　　　　　　（ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル）
11月14日㈪　令和４年度生衛業功労者表彰式典
　　　　　　（山口県総合保健会館）

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

■ ■ ■青年部　支部対抗親睦ゴルフ大会開催（主幹　周南西支部）

成績結果
団体の部
優　勝　　阿知須支部（田谷武男　山内成人　山下鉄太郎　大谷純司）

準優勝　　下関支部（村山隆志　松村浩二　池田歩　林健二郎
　　　　　　　　　　　　  緒方優一郎　森渕純　松下順一　辻博史　山元章）
３　位　　周南支部（高松昌芳　内山敦司　渡邊由美子　渡邊規夫）

個人の部
優　勝　　中村浩二（柳生支部）

準優勝　　中村裕二（山陽小野田支部）

３　位　　上山英史（防府支部）
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＊新規組合員のご紹介＊
（９月～ 10月）NO. 49

ご加入いただきありがとうございます。

☆ＢＡＲ ＵＬＴＲＡ
(大本　颯）
飲食店（岩国支部）
岩国市麻里布町３丁目１０－１１
コスモビル２－Ａ

☆夜ふかし食道瀧
（瀧本　直行）

飲食店（岩国支部）
岩国市麻里布町３丁目１９－１
色彩館ビル１階

☆ＲＯＵＮＤ２
（島田　政宗）

飲食店（岩国支部）
岩国市麻里布町３ ー １３－２１
☎０8０-87０３-３8３4

☆ＰＹＲＯ　ＣＡＦＥ
（MASHINO ROWENADE
　GUZMAN）
飲食店（岩国支部）
岩国市麻里布町7丁目１－１２
☎０8２7-２３-55０１

☆廣島餃子　岩国店
（小林　功武）

飲食店（岩国支部）
岩国市麻里布町２丁目4－２4－１
☎０９０-１68１-7767

☆Ｂａｓｉｃ
（岡村　邦彦）

飲食店（岩国支部）
岩国市麻里布町３丁目１９－１
色彩館ビル２階２０３号

☆Ｌｏｕｎｇｅ ＰＬＵＭ
（武内　紗稀）

飲食店（岩国支部）
岩国市麻里布町6丁目２－２０

☆とみー珈琲
（小川　智史）

飲食店（小郡支部）
山口市小郡明治２丁目5－３
岡本ビル２階
☎０９０-１１86-5３９6

　今回は、旬を迎えた「岩国れんこん」を紹介します。
　独特のもっちりとした粘りとシャキシャキ感が特徴の「岩国れんこ
ん」。
　江戸時代から栽培されており、切り口の形が当時の岩国藩主・「吉川
家」の家紋に似ていたことから、殿様に大変喜ばれたとされています。
　栽培に適した自然条件と、より美味しくなるよう改良を重ねてきた
地元の方々の努力で、現在では広くその名を知られ、県内市場や広島
市場を中心に流通しています。
　出荷は９月から始まり、年末年始にピークを迎えます。
　選び方のポイントは、皮の色が淡褐色で、太くて重みがあり、まっ
すぐなこと。切り口が見えるときは、表面が白く、穴が小さめで肉厚
なものを選ぶと新鮮です。
　さまざまな
料理にご利用
い た だ け る

「岩国れんこ
ん」を、皆様
のお店でも旬
の食材として
活用されてみ
てはいかがで
しょうか。

　３年ぶりとなるお祭りへの参加、それぞれの支部でも今秋は
行われたと思います。
　私たち光支部役員一同もさる10月２日に光市民ホール周辺に
て行われた光まつりへ出店いたしました。
　地元の河村醤油さんが開発した焼きそば醤油と県内産野菜
をふんだんに用いた『ひかり焼きそば』が光料飲組合の名物と
なっています。

　お祭りの規模が縮小された今年は、目が回るほどの忙しさが
無かったものの丁寧な作りが大変好評でした。
　お客様においても久しぶりのお祭りということもあり、笑顔
の目立った良いお祭りだったとおもっております。

■ ■ ■光支部
光まつりに参加しました

調理師の皆様へ！
～調理師業務従事者届について～

次の施設で調理業務に従事している
調理師は届出が必要です。

（届出は２年ごとに行うことになっています。）
・寄宿舎、学校、病院、事業所、社会福祉施設、介護老人保
健施設、矯正施設、その他多数人に飲食物を調理して供与し
ている施設
・飲食店営業、魚介類販売業、そうざい製造業、複合型そう
ざい製造業

⃝届出方法
　令和４年12月31日現在の状況を届出様式に記載して、令和
５年１月16日までに、従事している施設を管轄する保健所に
届け出てください。

⃝届出様式
　各保健所に備えてあります。
　また、山口県生活衛生課のホームページから
ダウンロードできます。
（https://www.pref.yamaguchi.lg.jpsoshiki/39/168557.html）
詳しくは、最寄りの保健所へお問い合わせください。
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■ ■ ■山口支部
日時：10月９日（日）11時～16時
場所：Nac,まちなか広場
　初めての開催で準備に手こずりましたが、
なんとか問題も起きず、開催できました。
ただ、あいにくの雨となり、商店街の人出
は少なく、当日券の売れ行きが悪かったの
が残念でした。
　まちなかビアガーデンに参加した皆さん、
本当にお疲れ様でした

「第９回飲酒運転根絶総決起集会」を宇部市にて開催
　10月24日（月）宇部市においてコロナウイルス感染対
策を徹底した上で、第９回目の飲酒運転根絶総決起集会
を開催しました。
　組合員や行政関係者らが渡辺翁記念会館に集まって飲
酒運転根絶に向けて決意を新たにしました。藤井副理事
長は「飲酒運転は重大な犯罪。絶対に許されるものでは
ない。皆さん一人一人の思いと意識に懸かっている。お
酒を提供する側からお客様を飲酒運転者にさせない。」と
訴えました。
　飲酒運転根絶総決起集会後、参加者は県警音楽隊と共
に十分に間隔をあけてパレードを実施し、約３００ｍの
区間を横断幕やプラカードを掲げて、「飲んだら乗るな。
乗るなら飲むな。運転するならノンアルコール。飲酒運
転はしない、させない、根絶だ！！」とのアピールコー
ルに、声を出さずに、こぶしを挙げて思いを一つにして
街中を行進しました。このパレードによって、飲食組合
が自ら「飲酒運転根絶運動」を行っていることを社会に
強くアピールし、飲食業のモットーである「お客様の笑
顔をいただく」を念頭に置き、今後も組合の団結、行政
関係者らとの協働を図りたいと思います。

酒の散歩道 Vol 102
　世界５大ウイスキー、以前
にも記述しましたが、アメリ
カンウイスキー、スコッチウ
イスキー、アイリッシュウイ
スキー、カナディアンウイス
キー、ジャパニーズウイスキー
である。この５つのウイスキー
をブレンドしたウイスキー AO
なのだ。
　実に贅沢である。それぞれ個性のあるウイ
スキーをよくぞブレンドしたものだ。想像でき
ないブレンド力。
　どのウイスキーが強いということもなく、上
手くまとめてあるなあと感心するばかりであ
る。興味のある方は是非とも飲んでいただき
たい。
　今宵は AO にスランジーバ！！

山口支部　田邉隆博

「ひらめのカルパッチョ　アンティボワーズソース風」

【作り方】
① ひらめを薄く切り、塩・胡椒・E.V.オリーブオイルをなじませる。
②トマトは種を取り除き５㎜角に切る。
③ディルの葉と玉ねぎはみじん切りにする。
　玉ねぎは水にさらした後、よく水気を絞る。
④お好みのオイル系ドレッシングと②・③を混ぜる。
⑤お好みの生野菜などを使って盛り付ける。

下松支部　　保正　秀幸　（国民宿舎大城）

【材料】
ひらめ 　　1/4枚
お好みのオイル系ドレッシング   40cc
トマト 　　1/2個
玉ねぎ 　　1/4個
ディルの葉 　　少々
E.V.オリーブオイル 　　少々

まちなかビアガーデンを開催しました。
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