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みなさんこんにちは。今年も暑いですね！暑いと言えばサウナ！私は昔、サウナで脱水症状で倒れ
たことが有ります。もちろんタオル1枚でした（恥）みなさんも水分補給気をつけてくださいね。
暑さもあと少しです。夏を楽しんでいきましょう！それではエナジー通信9・10月号スタートです！

Voice エナジー通信読者の皆様からのお声を毎回少しずつですがご紹介します♪
▶防府市大崎／佐鹿様より

読者の皆様からの温かなご声援に、スタッフ一同こころより感謝しております。皆様のお喜びの声が私たちの元気の源です!!

エナジー通信はいろんな話題があって楽しいです。皆さんが創意工夫してらっしゃるのがよく分かります。社長さんのところの長男さん
お誕生おめでとうございます。ふたりのお姉ちゃんも可愛いですね。一度に3人も抱えられるなんて、さすがに逞しいお父さんです！

▶佐鹿様 へ お褒めいただいてとても嬉しいです。子供たちのこともありがとうございます。幸せの好循環を
太く、大きく、広げて、なにより続けていけるように、これからもスタッフ一同頑張ります！

◆ 営業時間 /

◆ 電　　話 / 
◆ 住　　所 /
◆ 定  休  日 /

ラーメン『いち』

11：00 ～ 14：30
18：00～21：00
※スープが無くなり次第閉店
083-250-8896
下関市王司川端 1-7-24
火曜日（不定休）

「ラーメン多過ぎじゃない？」とお叱り
の声をそろそろいただきそうですが(^ ;̂;
ぜひご紹介しておきたいお店、麺工房
ラーメン『いち』さんです☆豚骨スープは
九州で食べる味に近く、細麺で僕好みで
した！もちろん♪わざわざ九州へ行かな
くても美味しいとんこつが味わえます！
替え玉もできますよ～‼

いい旅夢気分!!松原の松原の松原の いい旅夢気分!!いい旅夢気分!! 普段見過ごしてきた素敵スポットをパシャリ♬
激レア！？新幹線特別装車に乗車の巻

7月下旬に、偶然にもですが、エヴァンゲリオン プロジェクトの新幹線に乗りました！！。通過やホームでの待ちでは見たことありましたが、
乗車したのは初めてでした。駅に到着する時のメロディーはエヴァンゲリオンのテーマが流れます、子供達やファンの方が、駅に到着する
と撮影してました。一号車が展示・体験、二号車が特別内装車になってるようですので、興味の有る方は一度乗車されてみては(^○^)‼

写真はＢセット 850 円（ラーメン単品 600 円）写真はＢセット 850 円（ラーメン単品 600 円）

この度、ういろうのたまやさんが移転されましたのでご紹介し
ます。みなさんご存知でしょうが名古屋のういろうよりはる
かに美味しいです！（ヤスベェさんも談）なにより食感が全然違
う！米でなくわらび粉を使っているからなんですね。小分け
しやすいひとくち外郎は種類も豊富なので、いろんな味を楽
しんだり、お土産でみんなで分けたり。新店舗は山口市湯田温
泉駅からまっすぐ200ｍ進んで左側の道路沿いです。お土産用
に15日保存できる真空包装タイプもあります。ぜひどうぞ！

津田の叔父の店を当社にて店舗工事しました！お知らせ

【運転期間】
　平成29年3月までの予定（運転カレンダー有）

【運転時刻】※各駅停車です
 こだま730号  ⇒博多6：36発⇒ 新山口  7:27 ⇒新大阪11：14着
 こだま741号 ⇒新大阪11：32発 ⇒ 新山口 15:08 ⇒  博多16：07着

2016.8月現在の運行予定表

■ 山口市今井町3-6
■ 　 083-928-1679 
■ 年中無休
■　　 9：00～19：00
■ http://www.kaho-tamaya.com/

HPからも
購入可能
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山口県長門市出身/フリータレント ヤスベェ

大谷泰彦

ある奥ゆかしさ、つまり商売商売してないって
こと。もう1つは体質が保守的で今の時代に即
してないんじゃないのかなと。獺祭ブームが牽
引して今山口県の地酒が全国的に人気ですが、
これも元々県内の地酒に底力があった証拠。僕
は県地酒大使としての活動を通じて、やっぱり
山口県が全国ナンバーワン！そういうものをメ
ディアに携わる１人としてどんどん伝えていき
たいと思ってます。
津田：凄く共感します！実は、うちの叔父が阿
東町で外郎の製造販売をしているんですが、外
郎と言えば名古屋のイメージが強いように長年
感じてきてました。もっとインパクトのある宣
伝や、新しい外郎の開発もしてみないといけな
いですね。山口にはふく以外にも瓦そば、みか
ん鍋などまだまだ知られていないソウルフード
はたくさんありますよね。ヤスベェさんのおっ
しゃる通り全国的に知られてないのは本当に
もったいないですね。さて、ヤスベェさんのこ
れまでの歩みを聞かせてください。
ヤスベェさん：実は元々プロのミュージシャン
になりたかったんです。チューリップというバ
ンドに憧れて高校生の頃から文化祭でギターを
抱え、大学でもバンド活動して、卒業後1年間
だけ関西でセミプロとして活動していました。
ビアガーデンで生演奏したり大学祭のゲストと

津田：本日は、わざわざ当社までおいでいただ
きありがとうございます。この対談を引き受け
てくださり、とても感謝しています。さっそく
ですがヤスベェさんはテレビやラジオだけでは
なく広くご活躍されていますが、活動のコンセ
プトについて教えて下さい。
ヤスベェさん：はい。大きくくくれば自身の番
組等を通じて「山口県がより明るく元気になれ
ばいいな」と。僕は長門市湯本温泉生まれなの
ですが、父親の転勤で小学2年から中学3年まで
北九州で暮らしていました。そして大学は大
阪、ということで何度か山口を離れています
が、県外に出るたびに故郷の良さを肌で感じて
いました。温かな人情、人懐っこい山口弁、魚
がぶち美味しい、良質の温泉が数多くある…と
か山口県って魅力的なものがたくさんあってい
い所なのに、なんかもう一つパッとしない(笑)
それって原因の一つに宣伝下手があるんじゃな
いかと。例えば山口の銘菓外郎。名古屋の外郎
よりはるかに美味しいのに、全国的には全く知
られていません。蒲鉾もそう、僕は県内の焼き
抜き蒲鉾が宇宙一美味しい(笑)蒲鉾と思ってる
んですが、全国の人がほとんど知らないって
こんなもったいないことはありませんよね。
これってどうしてかと言うと、1つは県民性で

ういろう



レノファ山口FC、J2 元年。
さらなる上を目指し走り始める！

ヤスベェさんとのアツ～い対談は
まだまだ続きます！お楽しみに！！

熱い応援にビールはかかせません♪

レノファカラーのオレンジがスタンドを一色に！

7月31日のVS北海道コンサドーレ札幌戦に行ってきまし
た。アフターメンテナンス担当の掛川です。今回が初
めてだったのですが、まず驚いたのが観客席です。オ
レンジ一色！サポーターの応援は迫力があり気が付け
ば大声出して応援している自分がいました。勝利とい
う共通の目標に向かって、応援の雰囲気も一致団結！
結果は2対1と負けてしまいましたが気持ちは負けた気分
ではなかったです。普段お酒は飲まないのに、気持ちも
盛り上がり2杯も飲んでいました。感情が入るとお酒も
進みますね。これからもレノファ山口を応援します!!

次回ホームゲームは9/25（日）18：00～FC岐阜（現在20位）と維新百年記念公園でナイター!
10/16（日）も同会場で17：00～徳島ヴォルティス（現在13位）と対戦！レノファは現在7位です!

2016年も株式会社エボリューシュンはレノファ山口FCスポンサー企業として全力で応援します！！

好調キープも、勝負はまだまだこれから！

して呼ばれたりとか。それでなんで喋り手になっ
たかと言うと、実は自身のバンドMCをしていた
時にアンコールをもらったんです、お喋りの(笑)
「曲はもういいから、なんか喋れー！」って。
びっくりしました～しゃべくりの本場大阪で喋り
のアンコールがきたんだから！そこでバンド仲間
が「今更だけど、音楽よりもお前は喋りのほうが
向いてるんじゃないか？」って(笑)そこでちょっ
と考えてみようと。で、大学時代から友人の渡辺
三千彦（山口放送：アナウンサー）に電話して「俺
が、フリーアナウンサーやパーソナリティとか目
指したらなれると思うか？」って聞いたんです。
そうしたら彼が「お前が地元に帰ったら山口どこ
ろか中国地方も制覇できるで！」って。“ホントか
よ～（笑）”って思ったけど。でもそのやりとりが
きっかけで、山口放送のアルバイトからス

タートして喋りだけを生業とした山口県で初め
てのフリーアナウンサーになりました。なにせ
自分が最初だったから手本がいなくて、とにか
く大変だったなぁ。それから師匠である柏村武
昭事務所（広島市）にタレント所属させてもらい
ました。その後FM山口では深夜番組（きおつけ！ヤ
スベェ/’90.1～’99.3）をやらせてもらったり。

プロフィール

ヤスベェ大 谷 泰 彦

山口県長門市出身。近畿大学卒業。
26歳でラジオリポーターとしてデビュー。
元参議院議員でタレントの柏村武昭氏を
師と仰ぎ、明るく元気なキャラクター。
現在はテレビ・ラジオ出演以外にも、イベン
トＭＣ講演など幅広く活動。県地酒大使
や商店街応援サポーターとしても活動中。

Y A S U H I K O  O T A N I



￥500Off

￥500Off
Specialクーポン

お買物4,000円ごとに
有効期限な し

毎号貯めて、使える
!!

タテ3
答え
7.8月エ ナ ク ロ

1. ひまわり 2. ようじん 3.まか 4.さうな 
5. しえん 6.ひょうさつ 7.うもう8.うし9.うるし
10.なえ11.りんかーん12.びーる13.るびー
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私たちは のスポンサーです！サッカーレノファ山口私たちは のスポンサーです！サッカーレノファ山口

1

矢野四コマシアター 「箱入りプリン」 写・作／矢 野矢野四コマシアター

タテ5

子供の夏休み課題をご紹介します。
家庭科の宿題なのですが、山口県産の食材で料理を作る事。
意識して食材選びすると結構あるんですね。卵、玉ねぎ、トマト、
法蓮草、アスパラ…etc 本当に沢山の食材！山口の恵みですね。
子供と相談してキッシュを作りました。まさに地産地消。
心も満たされました(*̂ -̂ *)

三宝の レシピひみつひみつ ●我が子と考えた地産地消料理！

グリム童話「赤ずきん」でおばあさんに変装していた動物は？
電車やバスで立っている人の為にぶら下がっている持ち手の事を？（4 文字）
童謡「○○は広いなぁ大きいなぁ♬月が昇るし日は沈む～♬」
安倍内閣○○○大臣
病気や怪我をした時に行くのは？

2 3 4

2016 年9 月5 日は何曜日？
千羽鶴を作る時に使う四角い紙は？（4 文字）
夏休み課題の定番「読書○○○○文」
川棚温泉の名物料理「○○○そば」
オリンピック。1 位がもらえるメダルの色は？

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

2016 年9 月5 日は何曜日？
千羽鶴を作る時に使う四角い紙は？（4 文字）
夏休み課題の定番「読書○○○○文」
川棚温泉の名物料理「○○○そば」
オリンピック。1 位がもらえるメダルの色は？

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
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グリム童話「赤ずきん」でおばあさんに変装していた動物は？
電車やバスで立っている人の為にぶら下がっている持ち手の事を？（4 文字）
童謡「○○は広いなぁ大きいなぁ♬月が昇るし日は沈む～♬」
安倍内閣○○○大臣
病気や怪我をした時に行くのは？

電話一本、笑顔で参上！！損保のことならお任せ下さい!!
タカシの
大久保

保険担当

エボリュ–シュン

大久保 崇
TAKASHI   OHKUBO

［有限会社オフィス・ツーワン］

最近私は餃子を作るのに熱中しております。なぜ
なら、餃子は美味しいですし包むのが上手くいく
と楽しいのです。今のところキャベツとネギと豚
ミンチのシンプルな餃子が私は好きです。今の季
節はシソとかも美味しいですよ。今度はエビとか
パクチーを入れた水餃子にチャレンジしたいです！


