
令和５年山口県飲食業生活衛生同業組合新年会
令和５年１月24日㈫15：30から柳井市「ベルゼ」にて、出席者107名にて、新年会が開催されました。
はじめに引き受け支部の岩本支部長の挨拶の後、当組合の青木理事長の挨拶があり、ご来賓紹介へとつつがなく進行していき

ました。そして来賓ご挨拶では、来賓を代表して３名の方にご挨拶を頂きました。また、特約指定店様のご紹介があった後、山
口県議会議員　国本卓也様に乾杯の発声をして頂き「やまぐち地酒乾杯宣言」にのっとり山口の地酒である酒井酒造様の「五橋」
で乾杯しました。

余興の創作舞踊菅源流の演舞はすばらしく、大いに盛り上がることが出来ました。また、大福引き大会も開催されました。今
回、福引きをするにあたりまして、青木理事長
はじめ、特約指定店様、各支部様より景品のご
提供をいただきました。この場をおかりしてお
礼の言葉を申し上げます。ありがとうございま
した。おかげさまで、例年にないぐらい盛り上
がることができ、より一層楽しい新年会になっ
たと思います。

■ ■ ■山口支部
新年理事会　　　日時　令和 ５ 年 ２ 月 ６ 日㈪13時　　

　　　　　　　　　　　場所　お食事処　一水

山口支部としては ４ 年振りの開催でした。コロナの関係で例年よりは少ない参加者でしたが、美味しいお料理とお酒に皆さん楽し
めたと思います。先輩方のアドバイスや今後の取り組みなど話ができて意味ある新年理事会でした。最後はじゃんけんゲームで盛り
上がり、宴を終了しました。

■ ■ ■萩支部
　1月29日㈰、萩支部において萩市長、青木理事長をはじめ多くのご来賓、組合員にお越し
いただき新年会を開催いたしました。
　組合員でもある鹿島芸能さんに余興をお願いし、見ごたえのある≪祝儀舞≫≪中国変面≫
を披露していただき
会場を盛り上げてい
ただきました。また
理事長賞や宿泊券が
当たる大抽選会でも
多くの皆さんに豪華
景品をゲットしてい
ただくことができま
した。会員同士の親
睦を図ることができ
2023年・いいスター
トが切れたように思
えます。
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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　６0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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第 60回全飲連全国熊本県大会
令和５年６月14日㈬
場所　熊本城ホール４階　メインホール
日程　式典　　14：00 ～

　　懇親会　18：00 ～
会費　30,000円

　　（宿泊・懇親会・
朝食・消費税含む）

当日は、11時から熊本城
ホール　特設会場にて11時
より「熊本県物産展示即売
飲食フェア」も開催されま
す。

沢山のご参加をお待ちし
ております。

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

１月の主な行事
１月23日㈪　第２回連絡協議会及び連絡調整会議
　　　　　　（連合会）
１月24日㈫　常任理事会
　　　　　　新年会　ベルゼ（柳井市）
１月31日㈫　感鯨料理発表会（下関グランドホテル）

３月の主な行事
３月６日㈪　吉永和義氏　叙勲受賞記念祝賀会
　　　　　　（かめ福オンプレイス）
３月16日㈭　令和４年度連合会理事会（連合会）
　　　　　　令和４年度指導センター理事会
　　　　　　（指導センター）
３月23日㈭　令和４年度指導センター評議員会
　　　　　　（指導センター）
３月23日㈭　第２回やまぐち食の安心・安全推進協議会
　　　　　　（県庁）
３月24日㈮　第２回やまぐちの農林水産物需要拡大協

議会（防長苑）
３月28日㈫　令和４年度第３回理事会
　　　　　　（全飲連　ホテルグランビュー高崎）

第３回常任理事会
令和５年１月24日㈫柳井市「ベルゼ」にて、令和４年度第３回

常任理事会が開催されました。18名が出席し、今後の組合運営
等について話し合いました。

決定したことについてご報告いたします。
・第58回通常総代会　　周南・周南西支部合同で主管

　　　　　　　　　　令和５年５月30日㈫周南市
　　　　　　　　　　「遠石会館」で開催

・融資懇談会　　　　　　美祢支部主管で開催（５月予定）
・飲酒運転根絶決起集会　美祢支部主管で開催（10月予定）
・親睦ゴルフ大会　　　　萩支部主管で開催（９、10月頃）
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＊新規組合員のご紹介＊
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ご加入いただきありがとうございます。

☆十四屋
（木村　年徳）
飲食店（岩国支部）
岩国市麻里布町３丁目１０－１０－１
☎０9０-87１7-4957

☆Ｃｅｌｉｃａ
（近藤　芹香）
飲食店（岩国支部）
岩国市麻里布町３丁目１9－３8
☎０827-22-8０３０

☆里音
（中西　重子）
飲食店（周防大島支部）
大島郡周防大島町大字西方
字髙田１958
☎０9０-2866-89０１

☆のんた茶屋
（宮川　和也）
飲食店（湯田支部）
山口市湯田温泉4丁目6－4
西の雅　常盤内
☎０8３-922-００9１

☆スナックポレポレ
（福武商店）
飲食店（湯田支部）
山口市湯田温泉１丁目7－１9
丸福ビル１階
☎０8３-94１-59３5

☆ウェルビン佐世保バーガー
（金川　侑花）
飲食店（湯田支部）
山口市平井6１2－１
杉山ビル１階
☎０8０-３884-2656

☆ｒｏｃｃａ
（藤原　翔平）
飲食店（湯田支部）
山口市湯田温泉３丁目7－5

☆汁なし担担麺専門店　階杉山口店
（金子　裕次郎）
飲食店（山口支部）
山口市米屋町１－３
米屋町ビル１階
☎０8３-92０-6３55

☆ブランジェリー　ソレイユ
（スリーウエスト商会㈱）
飲食店（美祢支部）
美祢市大嶺町西分42０－１
☎０8３7-54-１446

☆ＢＡＲ　ＲＥＹ
（名越　徹）
飲食店（宇部支部）
宇部市上町１－7－22
ａｚａｃビル１階
☎０8３6-３4-2１１１

☆一膳
（田中　福美）
飲食店（下関支部）
下関市竹崎町１5－３０
銀鈴ビル１階
☎０8３-2３2-4０82

☆スナック松島
（小泉　裕子）
飲食店（下関支部）
下関市細江町１－4－１7
☎０8３-2３１-4594

☆やま
（山本　春萬）
飲食店（下関支部）
下関市豊前田町2丁目7－１
国際プラザビル5階

☆Ｖｅｎｕｓ
（村上　幸恵）
飲食店（下関支部）
下関市赤間町2－１
赤間プラザ１階　１０１

☆味美　神在
（神在　久人）
飲食店（下関支部）
下関市宮田町2丁目３－１9
☎０8３-25０-782３

☆焼肉処　石亭
（石田　洋一）
飲食店（下関支部）
下関市田中町6－2１
☎０8３-2３３-０289

☆肉酒場　いさお
（日髙　功）
飲食店（下関支部）
下関市豊前田町2－１－１３

☆居酒屋厨房ふじい
（藤井　健二）
飲食店（下関支部）
下関市中之町３－１6
石亀ビル１階
☎０8３-2３１-8484

☆やきとり羽圭
（野村　貴之）
飲食店（下関支部）
下関市岬之町8－１6
コーエービル１階
☎０8３-2３5-6262

☆火の国
（木原　勝義）
飲食店（下関支部）
下関市竹崎町2丁目１３－2
☎０8３-22３-6499

☆鉄板　月輪
（阪口　正宏）
飲食店（下関支部）
下関市豊前田町2－１－１8　１階
☎０8３-25０-99１３

今回は、今が旬の「アスパラガス」を紹介します。

【アスパラガス】
山口県のアスパラガスは、雨や風に当たらないように、主にビニールハウスで大切に育てられて
います。
旬は春と夏の２回あり、３月中旬から４月中旬は春芽の旬に当たります。
春芽は、前の年に根に蓄えられた栄養を使って、じっくり伸びます。甘く、根元まで軟らかい食
感が特徴です。
茹でてシンプルな味付けで食べるほか、炒め物、肉巻き、パスタ等、幅広い料理に使用できます
ので、皆様のお店におかれましても、春芽の時期に合わせて、積極的な活用をよろしくお願いします。
　
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/）
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■ ■ ■湯田支部
2022年12月３日㈯、山口市湯田温泉井上公園にて「日本の

クリスマスは山口から　湯田温泉クリスマス大抽選会」が開
催され、多くの来場者で賑わいました！！

３年にわたるコロナ禍において、湯田温泉の飲食店は大変
厳しい状況が続きました。そんな中大変多くの皆様にご支援、
励ましをいただきました。本イベントを通して少しでも恩返
しができればと思い、組合員一丸となって設営いたしました。

おかげ様で大変ご好評をいただき、多くの皆様に喜んでい
ただけるイベントとなりました。有難うございました。

2023年も湯田温泉から地域社会が明るく、盛り上がってい
けるようなイベントを発信してまいります！！本イベントの
関係各位、そしてご来場いただきました多くの皆様に心より
の感謝を申し上げます。

蓮根饅頭 酒の散歩道Vol 104
世の中値上げラッシュ。飲食業界もかな

りのダメージである。値段を据え置きして
苦しんでおられるお店も少なくはないので
はないでしょうか。当然、BARもウイス
キーの値上げに頭を抱える。１本数百円レ
ベルなら店側の負担でと考えるが、1,000
円から2,000円も値上げとなると店として
は値上げせざるを得ない。

値上げと共にウイスキーの入手困難とい
うのがお客様に申し訳ないのである。銘柄
によってはお１人様１杯と制限を設けるし
かない。いつまで続くのであろうか・・・

今宵は値下げを祈願してスランジーバ!!
山口支部　田邉隆博

■ ■ ■下関支部（下関東部料飲組合）
「ウェブ連動型マップ作成」（小規模事業者補助金の活用）

下関市東部エリアにおいて、組合員店舗のチラシと、Google　MAPを活用したウェブマップを作成しました。
チラシは各店舗にて掲示し、お客様がQR

コードを読み取ることで、ウェブマップを
見ることができます。

このウェブマップから各店舗がGoogleに
登録している店舗の写真や情報を閲覧でき
る仕組みになっています。

このマップ作成によって、組合員店舗の
回遊と新規店舗の発見の機会となりました。

下関市東部エリアの組合加盟登録の割合
は現在約９割ですが、この取り組みによっ
て加盟率をさらに増やし、組合員同士の連
携を深めていきます。

【材料】（５個分）
①蓮根 60 ｇ
②きくらげ 少々
③銀杏 5 個
④海老 5 個
⑤くず粉 40 ｇ
⑥水 280 ｇ
あん・・・だし汁：薄口しょうゆ：みりん（12：1：1）

【作り方】
1．①②をみじん切りにする。
2．③④を四つ切にする。
3．⑤⑥に 1，2 を入れ火にかけ 15 分練る。
4．お好みの形にして冷やしかためる。
5．油で揚げ、あんをかける。

美祢支部　相川登　（おかふく）

【材料】（５個分）

【作り方】

■ ■ ■山口支部
新年理事会　　　日時　令和 ５ 年 ２ 月 ６ 日㈪13時　　

　　　　　　　　　　場所　お食事処　一水

山口支部としては ４ 年振りの開催でした。コロナの関係で
例年よりは少ない参加者でしたが、美味しいお料理とお酒に
皆さん楽しめたと思います。先輩方のアドバイスや今後の取り
組みなど話ができて意味あ
る新年理事会でした。最後
はじゃんけんゲームで盛り
上がり、宴を終了しました。
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