2014 年

社長エッセイ
社長エッセイ

北国紀行」その
「北国紀行」
2

季節は 月と夏本番突入を
控え、少しでも涼しい雰囲気を
ということで、先月に続き北海
道ネタをお送りします。二日目
の札幌の夜は以前、当社を担当
していて現在札幌支社長をして
いるＳ氏と再会し、彼の案内で
名物のニューハーフのショーを見
ながら酒を酌み交わし夜は更
けていきました。翌日はいよい
よ最終日の小樽に向かいます。
途中車窓からは北海道お菓子
土産の定番「白い恋人」の石屋
製菓、Ｊリーグ「コンサドーレ札
幌」の練習グラウンドを横目に
一路小樽を目指します。
「小樽」といえば日本海に面
した港を有し古くは北海道経
済を支える位の繁栄を誇りま
した。その象徴の一つに「にしん」
が挙げられます。当時は海面が
見えない程、にしんが押し寄せ
たそうです。その「にしん」で財
を成した家が高台に幾つか残っ
ており「にしん御殿」として一般

に見学解放されております。市
街地に下りて来れば小樽は歴
史ある建物の宝庫。旧日銀を
始めとするそれらは情緒に溢
れ見学者を古き良き時代へと
誘ってくれます。また観光の要
所「小樽運河と倉庫群」は何度
行っても雰囲気が魅力的で、運
河の縁に佇む鳥さえ哀愁を感
じさせます。また夕暮れから夜
にかけては運河沿いの「ガス灯」
が更に魅力を引き立てます。
運河からメルヘン交差点まで
の地域がいわゆる散策とショッ
ピングエリアです。ガラス工芸
品館やオルゴール館を始め数多
くの土産物屋さんが軒を並べて
多くの観光客を引き付けていま
す。それと小樽はスイーツの街
とも呼ばれていて、北海道の名
だたるお菓子屋さんがメルヘン
交差点附近に軒を連ねており
ます。今、人気急上昇なのが小
樽に本店を置く「ルタオ」。さす
が従業員教育もしっかり行き届
いており、買い物と 階喫茶店
で一服。その後新千歳空港へ。
再び満席のＬＣＣ航空に乗り夕
暮れの茨城空港に無事帰着し
ました。
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板敷山大覚寺

浄土真宗本願寺派板敷山大覚寺の本堂
浄土真宗本願寺派板敷山大覚寺の本堂

石岡市内の旧八郷内大増地
区、恋瀬川の源流が流れ出す
自然豊かな場所にたたずむ浄
土真宗本願寺派板敷山大覚寺。
この大覚寺の起こりは、「大覚
寺縁起略記」によると、後鳥羽
院の皇子、正懐親王が比叡山で
出家し、周観大覚と称して東国
を行脚していた折、板敷山の南
麓の当地に草庵を結び、阿弥陀
如来を安置して「大覚 阿弥陀
堂」としたことに始まるとされ
ています。
その後、浄土真宗の開祖・親
鸞聖人の弟子である周観大覚
が開山したとされ、親鸞成人に
ゆかりのある寺院で、「親鸞聖
人法難の遺跡」として知られて
います。一二〇七年に親鸞聖人

が京都より越後に流罪となり、
越後で七年を過ごし一二一四
年から常陸の地で布教活動を
行った。大覚寺はその際の親鸞
聖人の足跡を残す記念すべき
寺院である。
また、この大覚寺本堂の左側
の奥には特徴のある庭園があ
ります。庭園の中央には、清水
を満たした池があり、池の周囲
には松や紅葉やその他、珍しい
草木が繁茂し、自然石との調和
が整っている見事な庭園となっ
ています。季節に応じて、梅、あ
やめ、睡蓮などが季節に応じて
見事な風景を描き出します。
そして、この庭園は京都にある「
桂離宮」を模して造園した回遊
式庭園で、「裏見なしの庭」と呼
ばれています。そう呼ばれる理
由は、東西南北のいずれの場所
から眺めても裏がないように見
える庭園となっている為です。

大覚寺内、
「裏見なしの庭」

〒315
315-0013
茨城県石岡市府中 2-3-19
TEL 0299-24-2680
0299
FAX 0299-23-8056
0299
ホームページ http://www.ibaseki.com
E
E-mail ibaseki@arion.ocn.ne.jp
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茨石商事株式会社

量販店
量販店の
の価格で
価格で、専門店のサービス
専門店のサービス

2

品質管理・安全・安心を心が
けて作業されているのを目の当
たりにして、だからこそ私たち
は毎日当り前のようにガス製品
を使えるのだなと感じました。
弊社では、ガス器具メーカー
すべて取り扱っていますが、リン
ナイ製品がおよそ 割を占め
ています。最後に、このジメジメ
とした梅雨の時期お勧めの商
品の紹介です。

98,000 円でご提供致します

乾太くん」
「乾太くん
くん」

新型ガス衣類乾燥機
新型ガス
ガス衣類乾燥機
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当日消印有効」
※「当日消印有効」

また、またお客様のご意見、

ご要望等もお待ち致しており
ます。

わせ先>
<お問い合わせ先
315-0013
〒315石岡市府中 - 茨石商事株式会社
「ルタオ」
ルタオ」プレゼント係
プレゼント係

編集後記○
○編集後記○
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先月号のわくわく通信で
「大石家」をご紹介いたしまし
たが、営業時間の記入に誤り
がありました。
正しくは、
開店 17:00 ～
ラストオーダー 23:00
になります。
訂正してお詫び申し上げま
す。

びと訂正○
○お詫びと訂正
訂正○

知りたいことや載せてほしい
ことがあったら、何でもお答え
いたします。
また、感想やご意見なども
頂けると嬉しいです。お待ち
しております。
何かありましたら是非宜し
くお願いいたします！

2

読者プレゼント
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小樽色内通り
小樽色内通 [フロマージュ
フロマージュ]

社長エッセイでご紹介してお
りました人気お菓子店のルタ
オ。小樽色内通り『フロマージュ』
を抽選で 名の方にプレゼント
致します。
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かつて小樽経済の中心地だっ
た色内通り。古い洋館が今も残
るノスタルジックな佇まいをイ
メージしたデザインです。マス
カルポーネとクリームチーズを
練りこんだラングドシャにチー
ズチョコプレートをサンドしまし
た。豊かなバターの風味はその
ままに、オリジナリティーあふ
れるラングドシャに仕上げまし
た。
お申し込みはおハガキで住
所・氏名・電話番号を明記のう
え 月 日までにご応募くだ
さい。
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リンナイ 大口工場見学

部門と、それらの部品や他工場
から届いた部品を組み付けて完
成させる第二製造部門に分か
れています。
部品のプレスから始まり、溶
接・塗装・ホーロー加工・組み立
て・検査まで、すべてオートミッ
ション化が進み、誰が作っても
間違えない仕組み、さらに各部
所で無駄の在庫がないように
（ＴＯＹＯＴＡ方式）を採用してい
るそうです。
工場の中は「整理・整頓・清
掃・清潔・しつけ」の「 Ｓ」が推
進されていて、どこもピカピカ、
スムーズに間違いなくものづく
りをするための整理整頓の重
要性を目の当りにしました。社
員のスキルアップの制度や、常
に行われる品質チェック体制に
は、会社の基本理念「品質こそ
我らが命」を実感すると共に工
程の合理化した生産体制の内
製化など、グローバルに発展し
続ける企業の力を見た思いがし
ます。
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乾太くんで、アイロンかけの
負担を軽減できることはご存
じですか？その理由は、大風量
かつ短時間で一気に大きなドラ
ムで乾かすため、仕上がりはふ
んわり、シワになりにくいから
です。さらに、乾燥時間は電気
式全自動洗濯乾燥機と比べる
と 分の で、天日干し同様
除菌効果もあり安心です。
是非この時期ご検討下さい。

（消費税・標準工事費別途
消費税・標準工事費別途
消費税・標準工事費別途)
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定価:138,000
定価 138,000 円、この時期だけ
この時期だけ

営業部ＳＭ 中根体験記
中根体験記
営業部ＳＭ

月にリンナイ株式会社を
見学してきました。リンナイ㈱
は 1920 年の創業で、「熱と暮ら
し」にかかわる総合熱エネルギ
ー機器のグローバルメーカーで
す。今回は日本で つある工
場の一つ、名古屋の大口工場の
見学の紹介です。
大口工場は 1964 年に設立、
66,320 平方メートルの敷地の中
に 30,305 平方メートルの工場が
建てられています。
残念ながら工場内の撮影はさ
せていただけませんでした。現
在は 900 余人が働いており、ガ
スコンロ・オーブンレンジ・食洗
器・衣類乾燥機を製造していま
す。
工場は部品を作る第一製造
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