４月号から︑ベアレンニュースがリ
ニューアルされました！新たなデザイ

グラスに注がれるビール

岩手県盛岡市北山1丁目3-31

今年︑ベアレンビールが世に出て 年︑ 年

の状況なのかと思っています︒

の輪が広がってきているのが︑今のベアレン

じて今までやってきました︒そしてその共感

感じることが必要だと思います︒私はそう信

時にはそんなビールを飲む贅沢や幸せを

あり︑贅沢さだと思います︒

ることができるのがクラフトビールの良さで

な︑ベアレンでしか味わえない雰囲気を感じ

メージだったり様々でしょう︒そういった特別

人の顔が思い浮かぶことだったり︑会社のイ

こすのは︑
ビールの味わいだったり︑
造っている

ものだったら︑と願っています︒それを引き起

〒020-0061

新年度を迎え︑弊社内も新体制と

ンで︑なんだか気分も上がりますね♪

今年度も皆さ

なりました︒
まにハッピーな

食卓を彩るビー

ルをお届けして

まいります︒ど

うぞよろしくお

願いいたします！

編集：嶌田洋一
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２月に開催した全社会議において私はスタッフ全員に対
してこう話しました︒

クラフトビールができること︑を起業からずっと考えてき

私たちはうまいビールを生活に取り入れてもらうこと
によって︑世の中の食卓を幸せなものに変える︒
という理
想を実現させる仲間である︒
ました︒
起業するまではただ︑うまいビール︵本物のプレミア
ムビール︶を造って多くの人に飲んでもらってとしか考えて
こなくて︑そんな日々の中で私たちが大好きでうまいこの
ビールは世の中のどんなことに役立っているのだろうと考

え始めました︒
私は世の中には様々なビールが必要だと考えています︒

大手ビールメーカーが造るビールも発泡酒も新ジャンルも︑

そしてベアレンビールも︒状況や気分︑用途によって﹁選択で

きる﹂ということが大切だと思っています︒そしてベアレン

ベアレン醸造所

可愛いです︒特に手が可愛いです︒

猫はきまぐれな動物とは言います

総務部

燈さん︵坂爪︶よりバト
ンをいただきました︑最

近人生二度目のパーマ

ネントをあてた永野で

す︒

今までビアベースベアレ

ン盛岡駅前店に勤 務 し

て お り ま し た が︑三月

からビアバーベアレン中

ノ橋店に異動になりま

した︒

さっそく猫の話になるのですが︑
燈さんはじめ︑周りの猫好きの方
の勧めもあり最近猫を飼い始めま
欲を言えばしゃべって欲しいです

なんで今まで飼わなかったんだろ
がその通りで︑さっきまで凄い甘え

今月の一枚

を選択した時に得られる空間がほかのものと違った素敵な
全社会議にて

各アカウント、問い合わせ先一覧はこちら→

した︒

うと思うくらい全部可愛いです︒
ていたのに急にそっぽを向いたり︑

初めて大きいサイズの動物を飼う が︑しゃべらないのがまた可愛いの
︵今までの最大はインコ︶
のですが︑ かなぁとか思ったりしています︒

なにが可愛いかといいますと︑全
急にかみつきだしたりと不思議で
すがそこもまたかわいいです︒
この話は１話では終わりそうにな
いので来月号でも続きます︒とい
うのは冗談です︒︵笑︶
来月は製造部のポケモンマスター
和也君にバトンを繋ぎたいと思い
ます︒

専務取締役
嶌田 洋一

クラフトビールができること

お酒は20歳になってから。

いを新たにしています︒

いと考えています︒新年度にあたり︑そんな思

ことによって地域の活性化に役立っていきた

そしてそれを感じに岩手に来る人が増える

深めていき地域に根差した文化に醸成させ︑

ます︒そして岩手︑盛岡でその思いをより一層

でも世の中をよくしていければと考えていき

度思い出し︑
私たちが造るものによって少し

目の扉が開きます︒私たちはこの初心を今一

20

て可愛いです︒頭からつま先まで

提案します。食卓がもっと豊かに、ハッピーなものになるよう、地元岩手よりビール文化を発信していきます。

チョコレートスタウトヴィンテージ木樽熟
成ビールのラベルは一枚ずつスタッフが
手貼りしています。
工場直売所、
本店Web
ショップにて好評販売中！
19

19８

私たちは、ヨーロッパの伝統的なビール文化を尊重し、手づくりの本格ビールを通して、ビールにも選ぶ楽しみを

鎌田 菜々子

ビアバーベアレン中ノ橋

永野 宏和

vol.

BAEREN

編集後記

リレーエッセイ

昨年よりファンブックという名前で︑地元のお客
さまを中心にベアレンビールをご愛顧している皆さ
んに様々な特典を掲載した冊子を販売していまし
た︒冊子ですと作る手間も大変ですし︑変更があっ
ても修正できません︒その改善の意味もあり︑今年
度より冊子をやめてカード型の会員証にして︑特典
はウェブ掲載にすることとしました︒
そして名称も﹁ベアレンファンクラブ﹂と一新しまし
た︒どなたでもご入会いただけますが︑特典は岩手

ていくことで社会をよくしていきたいと考え

そして地域の食文化を作り︑地域を活性化させ

はうまいビールを通して食卓をハッピーにし︑

の記事でも書かせていただいたように︑私たち

に歩んでくれる人たちだと思っています︒冒頭

ベアレンファンとは私たちのチャレンジを共

https://www.baerenbier.co.jp/fanclub/

ている会社です︒賛同いただける方︑
一緒にチャ

感想をもらいました︒﹁行ったことのないお
店に行けてよかった﹂﹁普段別の場所で働い
ているスタッフと交流が図れてよかった﹂

﹁コロナ禍でも楽しくイベントに参加でき
た﹂などと︑
沢山嬉しい声をもらい︑
私たち
も頑張って企画してよかったと心から思っ
まだまだコロナの感染状況上︑
予断を許

ています︒

お客さまとスタッフの交流も大切にしています

ウクライナは世界第
位︒

５位の大麦生産国でビ

ール消費量は世界

ランドの醸造所も健在

長い歴史をもつ地域ブ

ラフトビールの伸長が

であり︑また近年ではク

著しい︒首都キエフのほか︑
ハリコ
フ︑ドネツク︑
マリウポリ︑メリト
ポリ︑ザポリージャ︑オデッサなど
の街に を超えるブルワリーが開
業している︒なかでも西部のリヴ
ィウは地理的に中央ヨーロッパの
影響を受けたビール文化の歴史が
あり︑中世にはドイツなどと同様
在していた︒またソ連時代にも東

にビールの職人組合︵ギルド︶も存
欧諸国に多くのビールを輸出する
など高い品質を誇った︒現在も
社のクラフトブルワリーと大手醸
造所に併設されたビール文化体験
センターがあるなど日常にビール
が色濃く根付いた街である︒ 年

２月この街のブルワリーは侵攻す
るロシア軍に対抗するためビール
ビールを愛するすべての街に平和

の代わりに火炎瓶の生産を始めた︒
な日常が戻ることを願う︒
＆ Peace.
Beer

らも中ノ橋店をどうぞ宜し

内容は薄めです
︵笑︶
︒
これか
くお願い致します！

出身は鹿児島なので少し顔

任命されました︑
永野です︒

三月より中ノ橋店の店長に

します︒

前店︶
どうぞよろしくお願い

営店
︵中ノ橋店・菜園МＢ・駅

今年度の新体制メンバーの直

ください！

のでお気軽に遊びにいらして

店はふらりと寄れるお店な

ほとんど毎日おります！駅前

追っかけしてますがお店には

夏は野球︑
秋冬は馬ちゃんを

任命を受けました園尾です︒

町屋の後任で駅前店店長の

︻駅前店 園尾優季店長︼

にあたり︑
この季
でもあり本来な
あわただしくレ

らば歓送迎会で

は働いている頃の

ストランスタッフ

ながら今年もコロ

はずですが︑
残念
ナ禍で自粛ムード︒
それで
も少人数でお祝いしたいと
いうみなさま︑
ベアレン直営
店は感染症対策を行い安心
して過ごせるよう営業して
おりますので是非お越しく
さて異動の時期との話を

ださい︒
しましたが︑
もちろん我々
にも異動があります︒
今回
は新たに中ノ橋店の店長に
なった永野くん︑
駅前店の店
長になった園尾さんより︑
意
気込みの程をお伺いしまし

は濃ゆめですが︑
トークの

︻中ノ橋店 永野宏和店長︼

た！

木村 剛 代表取締役

節は異動の時期

新年度を迎える

レンジしてくれる方︑ぜひベアレンファンクラ
ブへのご入会をお願いします︒

さないところではありますが︑ 年もベア

り︑
今年度の社内イベントがどうだったか︑

レンスタッフが笑顔でビールを飲める機会
を作っていきたいと思います︒

ビヤ草紙
250

に住んでいる人のほうが多い内容となっています︒
ベアレンはファンを多く生み出すことを大事にし
てきました︒どんなヘビーユーザーの方でも︑最初の

一歩は必ずありました︒そんなトライアルを生み出

す場を大切にして︑それをリピートにつなげていき︑

やがてベアレンファンに昇華させていく︒それがベ

www.baerenbier.co.jp/baerenfan/
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←ファンクラブの入会案内ページ

今野 克伸 菜園マクロブルワリー

アレンの大切にしていることとの一つです︒

←ファンクラブ特典内容ページ

年度末にはスタッフにアンケートをと

2021

こんにちは！笑熊会の副会長︑海老名です︒
今回は新年度を迎えるにあたり︑ 年度の一
年間の総括をお届けしたいと思います︒
年度もコロナウイルスの影響を大きく

受けたため︑本来は参加予定だった地域のイ
ベント︵北上川ボート下り︑わんこそば大会︶
が再度キャンセルになり︑お客さまとの交流
の場を作ることができませんでした︒その
代わりと言っては何ですが︑社内のイベント
に例年以上の力を注ぎ︑
こぢんまりとしなが
らもスタッフに喜んでもらえる行事を実施
することができたと感じています︒
実際に開催したイベントで特に印象的だ
家族会﹂です︒前者ではいつもお世話になって

ったのが﹁飲食店応援キャンペーン﹂と﹁春の
いる飲食店さまに少人数で分かれて訪ね︑
ベ
アレンビールと共に食事を頂いた企画で︑後
者は先月号にも載せましたが︑
参加人数は少

2022

永野宏和店長
園尾優季店長

カードになったファンクラブ会員証
ご覧の幹事会メンバーでお送りしました

ないながらも︑
年祝やじゃんけん大会
︵豪華景

飲食店応援キャンペーンは大好評でした
2022年度もお楽しみに！

海老名 勝文

品付き︶
を盛り込んだいい家族会でした︒

春の家族会にて
家族会にて。見よ！豪華景品の山！

レストラン便り

専務取締役
嶌田 洋一

ファンクラブ創設しました
営業部 流通課

笑熊会活動報告
2021

