専修大学は昨年９月に創立１３０年を迎えました。
３大学の更なる発展・充実を図るため、２００５年４月に「創立１３０
年記念事業資金募金」を発足させ、広く募集を行っております。
【募集期限２０１０年３月まで】
寄付金のお申し込み、お問い合わせは「専修大学募金局」☎ （３２６
５）３１５７へお願いいたします。
日本たばこ産業㈱様

㈱エステート小林様

㈲エーアンドケー様
㈲米田印刷所様

㈱ヤマシタ様

㈱富士ベーカリー様
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宇野

及川 利明様 王

優様 紫村 幸男様
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誠様 鈴木喜美子様 鈴木 信昭様

明様 鈴木 鐘晃様
庸様 南出

大様 髙橋 由修様 髙橋 義仁様 水野谷 淳様 水村 裕也様 鈴木

太田 雅博様 大友

大場 昭広様 大森 治樹様 髙群 紘一様 田口 光廣様 南

聡様 田尻 睦子様 宮城 和暢様 都澤

勉様 空

英幸様 高田 重信様
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岡部 義邦様 岡村 誠男様 竹中

淳様 寺島

武様 茂呂田久一様 辻

左から店 主 の 武 井 秋 雄 さ

ん、高橋さん、太田さん、

「い ら っ し ゃ い 」。 女 将 の 武

▶

井公弥子さんが笑顔で迎えてく

女将の公弥子さん

猛様 戸井 俊司様

和男様 角田 浩之様

實様 茂木 伸一様 森口 恭子様 田村 一昌様 塚田 国彦様
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奥岡 武志様 尾崎 由明様 田中

小田島健雄様 小野 達也様 田中 利尚様 田中

小野 博良様 鏡味 政春様 谷橋 隆道様 玉手 秀明様 森山

垣内 大祐様 影山 聡之様 塚原 淳二様 土屋冨士雄様 安西 範真様 矢原

わび すけ

ると満席になる。

のテーブル席が、昼 時を過ぎ

佗 助 」。 ７ 卓

篤様 内藤 重保様 中野 康衛様

れる「 そ ば 茶 屋

隆様 中原 安弘様 中村 昭彦様

學様 山縣美恵子様 戸田 秀司様 富井 修次様

昇様 金谷 貴史様 勅使河原良之様 手塚 謙勇様 山上 重吉様 山崎

尚様 門倉

渉様 野谷 弘昭様 橋口宗一郎様

悟様 野崎浩一郎様

次様 金子奈緒子様 上別府悦郎様 寺門 千勝様 東郷 博美様 山﨑 俊治様 山崎

麻生 裕久様 安宅見輝子様 菊地 勝雄様 菊池 史英様 常盤 宜信様 徳増 真也様 山崎 聡子様 山﨑

恵様 遠瀬 純平様 鴇田 裕二様 山崎 高伸様 山崎 高裕様 西村

畔蒜

「お客さまに毎日来ていただ

いても飽きのこない、満足のそ

ばを」と店主の秋雄さん。

そばの名店、老舗がひしめく

健様 油谷 隼勝様 北村有美江様 木ノ内 晃様 戸田 春美様 冨沢 芳成様 山田 皓造様 山田 德雄様 林 圭一郎様 葉山 神一様

専修大学校友会市川支部様

進様 富山 尚德様 山手 織子様 山野辺朋子様 飛知和雄治様 平沼 義友様

神田かいわいにあって、同店

洋様 富山

は、オリジナルメニューが豊富

剛様 木下 勝雄様 木下

誠様 平野 直人様 平山 力三様

一之様 阿部

毅様 湯浅 敏明様 行友

だ。「 キ ム チ 味 ・ 生 キ ャ ベ ツ そ
廣様 長島 啓介様 林

保様 永井

昇様 福田 逸人様
晃様 久保 重雄様 中澤

進様 木村 順子様 伴野

安部

浩様 藤村 良一様

勤様 新崎 和治様 木原

専修大学校友会八戸支部様

仲春様 若井可奈子様 福田

勧様 井 隆礼様 吉澤 政信様 広瀬

飯田 隆夫様 飯塚 恵子様 工藤

清様 松井 忠雄様

ない斬新さと庶民性が 目玉 。

来のそばのイメージにとらわれ

ば」や「麻婆豆腐そば」など従

勤様 松下 国弘様

洋様 若生 直樹様 鷲山

章様 渡辺 郁美様 松尾

和雄様 桑澤 喜仁様 中野 郁雄様 永野 哲也様 和田 史郎様 和田 正久様 星野

飯塚 元三様 飯塚 康子様 久保 重人様 栗林 寛幸様 長島 修二様 中園
五十嵐信日子様 黒田

信雄様

有住 公伸様 安藤 英義様 草壁 博之様 鯨井 由雅様 中川 俊治様 中沢

福島県いわき支部様

専修大学法学部
健子様

五十嵐靖昌様 池澤 慎悟様 国分 賢一様 小尻 一成様 中目 幸晴様 中村 義親様 渡辺

加加藤藤勝勝郎郎ゼゼミミナナーールルＯＯＢＢ会会様様 飯沼

㈱専大センチュリー様

怜様 望月 辰巳様 矢島 洋子様

どんもご飯も載っている。もち

に取り入れる。メニューにはう

冬は牡蠣など季節ものも柔軟

昌子様 池田 真美様 小竹 由則様 後藤 節子様 中屋 敦子様 中矢優一郎様 渡辺 国子様 渡邉

山口 惠司様 山須田 健様

純様 石垣 光義様 小林 閑五様 小林 直樹様 中山 大明様 南里 雅也様 渡辺 俊英様 渡邉 宣之様 保岡 幸博様 山岸 正昭様

ろん、たぬき、きつねなど定番

博様 石川 正一様 五味 澄子様 齊藤

敬様 湯本 文雄様

し

▶ 創業 年になる「そば茶屋 佗助」

気 は 「 カ レ ー 南 蛮 」。 出汁 に 独

だ

１００種にのぼる。なかでも人

結城

聡様

裕様 大木 茂雄様 五十嵐道雄様 菊地 清秋様

北海道短期大学

梓様 廣瀬 裕作様 磯辺 浩隆様 猪谷 富雄様 鈴木 信男様
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裕様 小山 武志様 栗原

孝様 石川 孝一様

石巻専修大学

洋様 赤樫 彦様 渡辺 秀雄様

専 修 大

学様 西井 桜子様 長谷川恵子様
◇在学生父母
博様
司様 蜂谷 彰敏様 花岡 賢一様

茂様 花輪 貴子様 馬場 伸自様 青木

学

石井

剛様 坂口

宏和様 飯浜 幸夫様

實様 笹川 謙一様 濵 かをる様 浜野 修二様 秋山 桂子様 安部 隆俊様
秀明様 原田 憲一様 網

も充実、定食を含めメニューは

石川

磯崎 孝文様 市川 辰雄様 坂口

貴久様 坂井 寿憲様 坂神 博昭様 長谷川卓司様 幡野

伊藤 順子様 伊藤

紀夫様 泉

㈱ナガエ様

どどううししたた会会
（（昭昭和和 年年卒卒のの会会））
様様 石田

日制警備保障㈱様

伊藤 智則様 伊藤 尚樹様 笹

敬様 坂本 武憲様 櫻井

日本商品先物振興協会様

猛様 佐藤 浩章様 平野

剛様 福原 康司様 藤崎 智也様 内橋

修様 塩澤 夫様 福田 智宏様 福永 礼治様 今井 健一様 宇田川政幸様
品川 優子様 清水

佐野

佐藤 昌弘様 佐藤 吉亨様 福澤 英明様 福島 利夫様 一色 睦照様 井上 孝司様

佐藤

佐藤 隆英様 佐藤 武雄様 檜原 和子様 平木 信次様 石黒 良泉様 石橋 正敏様 佐藤

佐藤 和夫様 佐藤久仁子様 日高 吉勝様 日髙 義博様 石川 久資様 石川

佐竹 弘靖様 佐藤 晃雅様 原田 博夫様 日髙富佐子様 池 浩一郎様 池田 秀志様 青木

佐々木真純様 定兼 和慶様 林

横須賀 博様 吉瀬 輝昭様

ＴＡＣ㈱様

髙髙島島屋屋ススペペーーススククリリエエイイツツ㈱㈱様様 池田

智様 古内 善昭様 星

専修大学校友会

グリーンカップ参加者一同様 阿部

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

志村 裕道様 正込健一朗様 藤田由紀子様 二島 直輝様 岡﨑 直城様 小笠原寿男様 平尾 満泰様
誠様 岡部 正憲様 尾嶋 直哉様

自に調合したカレー粉とスパイ

スを溶いて仕上げた逸品だ。

そばは味と香りを生かす、や

や粗挽きのそば、つゆはしょう

ゆの カド が取れてまろやか

れの公弥子さんと結婚、同時に

身の秋雄さんが東京・九段生ま

１９８５年、福島県白河市出

ー」を生かしている。

た「飽きのこない多彩なメニュ

わりが、冒険して研さんを重ね

になる 「 本 返 し 」。 そ ん な こ だ

"

ヒダユニバーサル㈱様
㈱美唄未来開発センター様
美唄ロータリークラブ様

㈱オンダ製作所様

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
東京ケータリング㈱様

"

!

"

相川 興太様 相川 亮太様 粕谷 直人様 加藤 健三様 土屋 正宏様 津曲 治雄様 矢邊

◇校友・一般篤志家・教職員ほか

㈲ラベンダーファーム様

川崎信用金庫様
㈱クリマテック様
㈱研恒社様
㈱ジアース教育新社様
専修大学川田秀雄ゼミ
秀門会様
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専修大学校友会

専修大学校友会愛知県支部様 浅田 岳史様 小豆畑 孝様 河合 昌之様 河野

!

そば茶屋 佗助

０３

花王㈱様

㈶石巻地域髙等教育事業団様 ㈱富士通研究所様

石巻信用金庫様

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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店を構えた。屋号は、日舞の名

取で、茶道をたしなむ公弥子さ

んが付 け た 。「 お 店 を 持 つ な ら

大好きなわびすけの花の名にし

バブ ル 全 盛 の 創 業 時 。「 無 我

たいと決めていました」
。

夢中で走り回りました」と夫妻

は口を そ ろ え る 。「 近 隣 の 会 社

員を中心にお客さまがたくさん

来てくださって」（秋雄さん）
。

周辺は区画整理が進み、高層

ビルが建ち並び、街の様子は大

きく変わったが、いつも新しい

常連が生まれる。
「先日も
『懐か

しくて寄ってみたよ』と 年ぶ

りのお客さまがいらっしゃって。

うれしいですね」（公弥子さん）
。

夫妻のほかに高橋正行さんと

太田宏祥さんが、ほぼ創業時か

らのスタッフ。一人暮らしのお

年寄りや身体の不自由な人のた

めに出前は１人前から受ける。

専大通りに面し、専修大学神

田６・７号館とは道路をは

さんで真向かい、８号館の

数軒先にある。専大の教職

員や二部学生にもファンが

多い。

＊そば茶屋 佗助∥東京都
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多彩、
飽きがこない…

専修大学校友会様
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庄司 貴泰様 白岩 秀彦様 古川 雅司様 古郡
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