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「白山神社」
（多摩市）

「熊野神社」
（多摩市）

﹁ 鞍 馬 寺 ﹂金 堂
寅の狛 犬

丹後国一宮
﹁元 伊 勢 籠 神 社﹂

多摩市豊ヶ丘 ４-１
０-２ 貝取・豊ヶ丘商店街
TEL０４２-３７６-１１４１
営業時間 １１：００〜２０：００／定休日 木 曜日
駐車場 ４台
テーブル席２４席 お座敷１
６席 ご宴会承ります。

アサウェブタマに特集記事あり

「八坂神社」

「八坂神社」

インフォメーション
スタッフ紹介 １３６
おおにし

貝取大通り→

【出前配達地域】

まさゆき

大西 正幸

集会所

豊ヶ丘商店街

昭和４９年１月２４日生（３８歳）

『満留賀』

あ か び らし

北海道赤平市出身
センター店 お客様サービス係
担当エリア：１１区
落合６丁目・南野２丁目

セブン
イレブン

みずほ銀行

貝取
商店街
交番

P
P

落合（１丁目の１部を除く）
豊ヶ丘（１丁目の１部を除く）
貝取（１丁目の１部を除く）
鶴牧（１丁目・２丁目を除く）
永山 ５丁目・６丁目

そば処「満留賀」
天丼・天そば・天ざる
いずれか店内のお食事で

※￥１
５００以上から承ります。
詳細はお問合わせください。

￥１００割引します。

クーポン

有効期限
２０１３年２月１０日まで
キリトリ線

チャットボード
BOOKの
ご紹介

週刊朝日百科

全３０冊（予定）

「改訂版」

いまこそ、仏教再発見。

教えの一つ一つが、
こころの宝石になる。
ビジュアル版仏教入門の決定版！

創刊号 空海 人はみな仏になれる

私たちは︑
どう生きるべきか
人間の幸せとは何なのか

あけまして
おめでとうございます︒

今年注目の話題としては︑
多摩ニュータウン 年の
歴史を経て︑永山駅周辺の
再開発エリアがいよいよ
始動を始めます︒
一時的に引越しされていた
お客 様 ︑住み 慣れた﹃ 諏
訪﹄の景色が戻ってくるの
が楽しみですね︒
新しい世代の方たちとの
コミュニケーションにも
明るい話題がたくさん
あることでしょう︒
あと数回で３００号を迎
える﹃さわやかメール﹄や
﹃おしゃべりドットコム﹄
では︑今年も地域に密着
した街の話題を取り上げ
ていきます︒
本年もよろしく
お願い致します︒
所長
４０

【お得なクーポンをご利用ください】

この混沌の現代を︑
確かなこころで
生き抜きたい︒

旭川から電車で１時間、空知川沿いに広がる赤平市は石炭産業で栄えた
町、
１２月〜３月は深い雪に覆われる。９歳違いの姉と８歳違いの兄、末っ
子として育つが高校生の時に母親を亡くしたショックは大きかった。
高校では柔道部に入り、遅いデビューにもかかわらず個人では北海道２位
の戦績を残す
（凄）。
大学からのスカウトもあったが実業団への入学を希望。
室蘭の『新日鉄』
では全国制覇を目指す毎日が始まった。 ある日のこと、
たまたま入った『樺太ラーメン』のお店で運命を感じた。 ラーメン屋にな
りたい！ お母さんの墓前に手を合わせられるよう七回忌が済むまでは
北海道にいようと思っていた。 無事にその日が来たこと、兄の知合いが
人手を探していた偶然が重なり北海道を離れる決心をした。 川崎駅に程
近いラーメン店で修業すること２年、自分の舌を信じるより他人の舌を５人
満足させたい！ 材料の仕込みや味の研究を任せられるようになったそん
な時、
オーナーが急死。 話は振出しに戻ってしまった。 夢の続きは資金を
貯めたそのあとで…。１
０年先の開業を目指し今は頑張るのみ…。
身長１８０㎝１
００㎏超級の大型新人にエール！
所長より一言： 人生すべてが修行だと思って生活するストイックな性格が
イイね！ 元旦配達後の「豚汁づくり」ご苦労様でした。
センター店の料理番長に任命します
（笑）。

豊ヶ丘４丁目
バス停

︼
︻ 厳 選グランドメニュー

暖かいそばやうどんが恋しい季節ですね。 貝取・豊ヶ丘商店街にある『満留賀』
さんは店主のお父様がここ豊ヶ丘で３６年前に創業、多摩ニュータウンと共に歴
史を重ねてきました。本店は浅草橋にあり、創業１
００年を越える老舗です。
本店は現在、店主のお兄様が４代目として営んでいます。
国内産の蕎麦粉（福井産）にこだわり自家製麺の蕎麦を提供、蕎麦粉は一番粉・
二番粉と呼ばれる蕎麦の芯の部分を使用して、粘り気のないさっぱりとした食感
に仕上げています。 鰹節にもこだわり、化学調味料や添加物は一切使用してい
ません。サイズを厳選したメキシコ産の海老（甘みのある柔らかい肉質）
を使った
メニューが一押し… 「天丼」
（￥１
０５０）
「 天ざる」
（￥１
０００）
「 鍋焼きうどん」
（￥１
０００）
の美味しさをご堪能ください。
「たっぷりきのこの鳥せいろ」
（￥７５０）
「 鶏肉と茄子
のカレーせいろ」
（￥７５０）
「 小海老のかき揚げ」
（ 天丼・天そば・天ざる」
（ 各￥７５０）
は通い慣れたお客様が知る隠れメニュー、暖かいつけ汁でいただく蕎麦の味も
格別です。 地酒通も思わず唸る静岡県の銘酒『臥龍梅』
（ 純米酒）、蕎麦屋で味
わう一品メニューと一緒にお楽しみください。

たぬき⁝ ⁝￥６００
きつね⁝ ⁝￥６００
月 見 ⁝ ⁝￥７００
ざ る⁝ ⁝￥６００
も り⁝ ⁝￥５００
カツ丼 ⁝ ⁝￥８５０
００
５５
￥７
親 子 丼 ⁝ ⁝７
０
天ぷらご飯 ⁝￥１５０
ほか

「松尾大社」

そば処『 満留賀 』

︻ 一 品メニュー︼

「宇治神社」

ナビぐるめ 106

枝 豆 ⁝ ⁝￥４５０
そら豆 ⁝ ⁝￥４５０
もつ煮 ⁝ ⁝￥４００
厚 焼き玉 子 ⁝￥４５０
小 海 老の唐 揚げ
︵にんにく味 ︑塩 味 ︶
⁝￥５００
納 豆おろし⁝￥３００
０
しらすおろし⁝￥４０
ほか

「智恩寺」
（天橋立）

「春日神社」
（多摩市）

回 新春
﹃ 狛 犬コレクション﹄

武蔵国一宮「小野神社」
（多摩市）

今月の締切は１月１５日（火）
です。

お散歩の途中で …

第

今 年も多くの方が初 詣に
行かれたと思いますが︑
神 社︵ 寺 院 ︶
の魔 除けとし
て︑
にらみを利かし守って
いる狛 犬にお気 づきでしょ
うか？ この狛 犬 み
…んな
同じようにみえますが︑
どうしてどうしてとても
個 性 豊かなんです ︒

多 摩 市 内の神 社の狛 犬と
京 都の狛 犬を︑ほんの一 部
ですがご紹 介します ︒
次 回 神 社にお参りのさい
には狛 犬たちにもご注 目
下さい︒

狛犬とは︑獅子や犬に似た想像上
の動物で神社や寺院の入り口の両
脇に一対の像として置かれています︒

94

２０１３年最初のプレゼントは
バレンタインデーを先取り！
『薩摩芋焼酎ボンボン』
をはじめ、
幸せを呼ぶ『エンジェルピッグの貯金箱』や
『羊さんのぽけっとゆたんぽ』など見た目も
可愛い ハートフルな雑貨 が登場！
毎年好評の
『目黒雅叙園〜百段雛祭り』や
話題の『エル・グレコ展』
も再入荷。
新年最初の運だめし、たくさんの
ご応募お待ちしています。

２月５日（火）創刊 毎週火曜日発売

２号 最澄 人のために生きよ
２号以降 定価５８０円（税込） ３号 道元 ひたすら座れ

『仏教を歩く』創刊号を１５名様にプレゼント致します。 ご希望の方は応募フォームからお申し込みください。
※ 抽選にはずれた場合でも購入を希望される場合はメッセージ欄でお知らせ下さい。

所長より特別プレゼント！

応募 ★NO.1

【クリスマス特別企画・チャットくんクイズ】当選のご感想
今年の年の瀬は、慌ただしく出かけることが多くあり、街のクリスマスソングを聴きながら、
主人と
「忙しくて今年は孫達にプレゼントもできないね。」
と話しながら帰って来ました。
そこにチャットくんクイズ当選の連絡をいただき、品物が届きました。 クリスマスソングの
オルゴールです。 こんな幸運もあるんですね！ 孫たちの喜ぶ顔が目に浮かびます。
永山 Oさんより

