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な ん
て色々
な お
店 で
買 っ
て い
ます。
山 南
町 に
ある「炭焼きの美味しい焼
き豚屋」が気になったので
行って来ました。「板野さ
んちのこだわり焼き豚」で
す。場所は山南町の和田に
あります。ナビには出ます
が、ラスト ｍで迷います
よ。道も細いので車で行く
とぐるぐるまわりで行った
り来たりです。広いとこに
車を停めて歩いていきましょ
う。やっと着いたら農家の
倉庫に看板一枚。中に入る
と板野桂子さんがいきなり
一言「あれっ飛び入り？」
そうなんですよ。予約なし
で行くとありつけない場合
があるそうです。大体 時
位に窯から出てくるそうで
す。部位が色々ありそうだっ
たのでもちろん「アブラの
多いとこちょうだい」「だっ
たらバラがいいねっ」って
すすめてくれました。うん
それを一本なんて言ってた

ら、後から奥様が「私はア
ブラの少ないところ一つ」
なんて、あなたも要るのね。
よく考えたら家族なんだか
らアブラと肉を切り分けて
食べれば平和やん。それな
のにちゃんと注文するんや。
一本は大体 ｇで 円かな。
部位によっての価格差はあ
りませんでした。特製のた
れもついている。桂子ちゃ
んは愛想よくてよくお話も
してくださった。皆さんは
予約して焼き上がりを目指
して買いに来るそうです。
「にいさんどっから？」
「姫路からです」「うん姫
路も多いよ」ご主人は養豚
業をしていて、自家製の豚
肉を炭焼きして焼き豚を夫
婦で作っていらっしゃる。
奥にご主人もちらっと見え
ましたが、前に出るのは桂
子さんばっかり。このキャ
ラも成功の秘訣なんですね。
商売を楽しんでおられます。
「やっ
ぱ買い
物は得
したと
思わせ
てなん
ぼです
もんね」
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あれはあかん工場で作られ
たハムみたいです。この間
は町歩きの時に、あずみの
肉屋さんで昔ながらの焼き
豚を ｇだけ買う。「アブ
ラの多いところちょうだい」っ
てワインのつまみにする。
向こうから来る人の目線を
気にしつつ、 枚をほおば
り、またワインをグビ。散
歩飲み最高です。 冬はコー
トのポッケが大きいのでボ
トルでも全然ばれませんよ。
まあ一日はもつ、これさえ
ポッケにあれば「あっれれ、
もうないやん」のむなしさ
は防げる。
あまった
ら家で飲
めばいい
もんね。
さて焼き
豚のお話
でしたね。
焼き豚の
美味しい
ところは
どこかな？
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「焼き豚 はアブラ がぐ
ち ゅっとつい てる」
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ほうが好きなんだな。昔は
お肉屋さんで焼いていてそ
れぞれのお店で味が違う。
いつもお母さんが夕飯用に
買ってきて置いてると、ちょっ
と 枚だけなんて盗み食い
していた。昔は竹の皮にで
包んでいたので横から 枚
また 枚と抜いていたんだ
な。夕飯の頃にはすでに半
分になっていたと思う。そ
んなときも怒られたことが
ない。うちの母さんは商売
で忙しかったので、かまっ
てない分の容赦してくれた
んだと思う。焼き豚にも
種類あってアブラでぐちゅ
ぐちゅの部位と、アブラの
ない部位があります。それ
ぞれ好まれますが、うちの
家はいつも前者でありまし
た。それで息子もぐちゅぐ
ちゅが好きなんですよ。最
近スーパーで売ってるやつ。
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そ んな 桂
子 さん で
し た。 お
うちに帰っ
て さっ
そ く味 わ
う 。ま ず
は バラ の
焼き豚ね。
包 丁で 切
るときにおててがぐちゅぐちゅ
に「さすがにアブラが多いわ」
とほ くそ笑む。お 酒は奄 美黒
糖の ロック、やっ ぱ奄美 と焼
き豚 は合うー。お 口の中 でと
ろと ろと黒糖のカ ラカラ が共
振す る。特製たれ なんて 用が
ない 。焼くときに たっぷ りた
れを かけて焼いて いるの で素
で行 けます。ここ で電子 レン
ジで チンはいけま せんよ 。お
いし さがふっ飛び ます。 生ぬ
るい のをいただく のが一 番で
す。 しかしつまめ るのは 一人
ｇ やね。さあ余っ たから冷
蔵庫 に入れとこう 。そん 時う
しろ から声が「何 すんの ！」
えっそうなん冷蔵庫に入れ
ると 固くなるんだ って。 知ら
なか ったなー。だ ったら あま
りた くさん買わな いほう がい
いで すね。おすそ 分けす るに
も切 っちゃったし な。今 度は
お友 達にお土産と して買 って
帰り ましょう。喜 ばれる と思
います。さ て「板野さ んち の
こだわり焼 き豚」なん でこ こ
まで有名な んでしょう ？そ れ
はねインタ ーネットの 力な ん
ですね。ス マホで「丹 波市
焼き豚」でググると 「板野
さんちのこ だわり焼き 豚」 し
か出てきま せん。大行 列の よ
うに出てき ます。すご いね ー
おばちゃん 。これには 、技 と
コツがあっ てね。例え ば皆 さ
んは「姫路 複合機」とググっ
てみてくだ さい。先頭 には 高
い広告代を 払った東京 の複 合
機業者（広 告）、次に 地図 が
出てベンハ ウスが一番 に出 て
きます。そ の次に大金 使っ た
ＳＥＯ対策 の複合機業 者。 こ
の順番です 。これには 作戦 が
あります。 小さなお金 でグ グ
られる方法 、それを実 践し て
おられると 思います。 山南 町
にもＩＴに 長けた焼き 豚や さ
んがおられ ました。ヒ ント は
地図の下に でる「グー グル ビ
ジネスプロ フィール」 です 。

ご興 味ある方は弊 社のＷ ＥＢ 「 価 格 は 普 通
資格 者の福永・田 中にお 声が や な ー 」 と 、
けく ださい。親身 になっ てお 油 断 し て た ら
手伝いさせていただきますよ。 すごいんです。
先 日 新 長 田 へ 行 っ た と き 、 エビはぷりぷ
り、玉ねぎ付
「最高かつ究極の串カツ 豚 、 究 極 は 貝
柱？？なん とホタテで はあ り
は新長田の米八さん」
ません。タイラギが半身で入っ
ている。涙 ぽろぽろで す。 串
カツの写真 見てくださ い。 油
断してたか ら６本入っ てた と
ころの写真 がない。大 失敗 し
でかすほど 予想以上っ てこ と
ですよ。６本 円でタイラギ。
これはおか しいのです よ。 絶
対ない話。 赤だしもサ ービ ス
で出てきち ゃうし。び っく り
のタネ明か しはね、高 級食 材
がネタケー スに入って いる で
しょ。それ が今日売れ なか っ
たらどうす る。明日は 串カ ツ
へ、でしょ ー。いいと こ見 つ
けましたよ 。神戸で串 カツ な
ら絶対米八 さんしかあ りま せ
ん。皆様も また行って くだ さ
いね。新長 田駅の南の 大通 り
沿いで
す。

「今 日のお昼はど こがい いか
なあー？ 」「お昼くらいど
こで もええやん」 なんて 声を
無視 しつつ「今日 のお昼 は人
生で 一回しかない んやで 」と
人生 を楽しむ。偵 察に偵 察を
重ね て、但馬牛の お店に 入る
も「 第一関門突破 できず 」で
撤退。次に見つけたところ
「ビ ールあります か？」 ＯＫ
です 第一関門突破 。ここ は昭
和 年創 業の老舗で鍋 物・寿
司・串カツと書いてあります。
歴史 は裏切らない はず。 ここ
で目 に付いた串カ ツこれ なら
初め てのお店でも 目は飛 び出
さないもんね。 「生中１２
杯」 間髪入れず突 出しと ビー
ル到 着。いい店は 早い。 ビー
ル注 ぎに兄ちゃん 一人置 いと
いて もいいかも。 品書き を眺
めて にぎり盛り合 わせ・ 串カ
ツ盛 り合わせ・鯛 の子の 煮つ
けを 注文。ほどな く串カ ツが
やってきた。 本入って 円。
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