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霊力で関東随一の霊峰といえ
るのかもしれません。
そして、山中には多くの社や
祠が数多く点在し、737 の神々
が祀られているとされていま
す。また、霊石とされる巨岩や
奇岩も数多く存在し、 合目
あたりから巨石や磐座がおび
ただしく出現し、確認すること
ができます。
その中で信仰の中
心となっているのは、日本武尊
（やまとたけるのみこと）の東
征の際に創建されたといわれ
る『加波山神社』です。三角点
のある標高 709ｍの山頂には
加波山神社本宮の本殿が鎮座
しています。加波山神社は、
社で構成され、山頂付近には本
宮、中宮、親宮の本殿と拝殿が
それぞれ独立して鎮座し、祭礼
も別々に行われています。また
、西麓の桜川市長岡には本宮・
親宮の里宮が、東麓の石岡市大
塚には中宮の里宮があります。
その他、「加波山」が舞台と
なった歴史的な出来事の一つ
に、激動の時代であった明治
年の「加波山事件」があり
ます。 月に栃木・茨城・福
島の自由党員急進派 名が、
加波山を拠点に暗殺を企て蜂
起しましたが、間もなく鎮圧さ
れた事件で、結果、富松正安ら
名が死刑に処されました。
加波山は、筑波山のように広
く知られておりませんが、関東
平野の中央にそびえる希な霊
峰なのです。
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ふるさと紀行
ふるさと紀行

ｍ

社長エッセイ
社長エッセイ

霊峰『加波山（
加波山（かばさん）
かばさん）』
霊峰『

加波山は、桜川市と石岡市の
との境に位置する標高 709
の山です。筑波連山の中では、
877ｍの筑波山に次いで標高が
高く、筑波山や足尾山と並んで
古来より山岳信仰の対象とな
ってきました。古くは、
「樺山」
、「蒲山」
、「加葉山」とも呼ば
れ、定説では、「神場山」、「神
庭山」、
「神母山」とも記されて
います。また、天狗の山として
も知られており、江戸時代後期
の国学者、平田篤胤（ひらたあ
つたね）は江戸時代に仙童寅吉
の助けを借りて、天狗の研究に
情熱を注ぎました。平田篤胤に
よれば、筑波山塊には 天狗
が、この加波山には 天狗が
いたと伝えています。その点、
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ける星になれ」
になれ」
「輝ける星
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７月 ～ 日大洗で来春の
新入社員研修が行われました。
今回参加したのは 月に実施
しました会社説明会( 名参
加)から 次選考( 名)、
次選考( 名)を経て選ばれた
人です。昨年度の 人に続
いて、当社の将来と業務拡大を
見越しての人材投資です。
今回の特徴は初めて女性営
業を 人登用したことです。
これからは女性の活躍する機
会も増え、それがお客様へのサ
ービスの向上に繋がると考え
たからです。
学生たちも企業で行われる
研修は初めての経験で、 人
が初顔合わせとなる 泊
日は緊張したと思います。しか
し若者は順応性も高く、
呉越同
舟と申しますか同期としての
仲間意識がごく自然に芽生え
て、和気あいあいとなるのにさ

ほど時間は懸りませんでした。
研修内容は最初の訪問先「ア
クアワールド大洗」で館内見学
の後、宿泊ホテルに移動しお客
様を引き付ける展示方法や企
画内容をレポート提出と発表
してもらいました。入浴と夕食
後の夜の研修は グループ(
企業)に分かれ、市場のニーズ
に沿った製造・販売等の実体験
を模擬的に行いました。
因みに
講師役は赤田社員とアシスタ
ントの寺山社員が 日間共、
同行致しました。
私は夜に差し入れを持ちな
がら様子を見に行ったのです
が、その作業風景(写真)は結構
ハードな内容にも関わらず、知
恵を絞り、コミュニケーション
も駆使しながら淡々と進めて
いる彼らの姿に頼もしささえ
も覚えました。
その後はリラックスタイム
でお菓子を食べながら全員で
色々な話をし、 日目の夜は
更けて行きました。翌日は
時起床ラジオ体操から始まり、
朝食後は自分と会社の将来像
を策定する研修です。
午後は近隣の明太子
工場やアウトレット
モールを経て帰社し
ました。
前日より
歩社
会人に近づいた逞し
い顔付きを見て、今
から来春が楽しみで
あります。
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ガスも
ガスも 電気も
電気もリフォームも
リフォームも 水道も
水道も!!
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いばせき広報室
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
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途中、強風が吹き荒れた時も
ガスの炎は全く動じず、何の問
題もありません。もしも炭焼き
だったらきっと灰の嵐、霜降り
肉になっていたところだ～。簡
単で便利なガスのグリルステー
ション。是非また使ってみたい
です。
ＢＢＱのしめ と言えば、マシ
ュマロ串～。バーナーの青い炎
の上での直火焼きは、サイコー
に美味しかった、感動です。

いばせき
インフォメーション

うぞお気軽にご参加下さいま
すようスタッフ一同お待ちして
おります。

先月号のわくわく通信で、
『ルタオ』のフロマージュを
抽選で 名様にプレゼント
とお知らせしました。
たくさんの方々からご応
募をいただき誠にありがと
うございます。
当選された方には、当社の
地区担当者がお届けに参り
ますので楽しみにしていて
下さいね。

お 知 ら せ

どうぞご期待下さい！

また、その他社屋内ショール
ームも只今順次改装中でござ
います。皆様に愛され、そして
ドキドキする様なショールーム
を目指して社長以下社員全員
で頑張って取り組んでおります
。

最新型のガスオーブン
のガスオーブン

パン工房が
まります！
パン工房
工房が始まります！

茨石商事ショールームの一画
にキッチンスタジオが新たに完
成いたしました！！
（以前ガス機器調理実演やそ
の後レストラン「ロッシュ」厨房に
使っていた場所です。）

今度このスタジオでは、主に
「ご自宅で手作りパンを焼い
てみたい！」
「初めてだけど体験してみた
い！」
そんなあなたにガスオーブン
を使ったパン教室やお気軽家庭
料理教室など、少人数でフレン
ドリーな雰囲気で皆さまに楽
しんで頂ける様な空間にしたい
と考えています。
～コンセプトは『おいしい！た
のしい！』～
今後ワクワク通信にてお知ら
せ致しますので、その際にはど

生
生まれ変わったキッチンスタジオ
わったキッチンスタジオ

ガールズＢＢＱ 体験記
ガールズＢＢＱ

鉄板の横の小さなテーブルに
はお皿や調味料が置けて、焼い
ている人も焼きながらも自分の
分も食べやすいなᵁと思いまし
た。焼き網の穴は、具材の落ち
にくい大きさで１つも具材が下
に落ちることはなかったです。
更にガスの高火力で、お野菜が
あっという間に焼け、玉ねぎ、
ピーマンが次から次へとお皿
へ！お口へ！ぽんっぽんっぽん
っ！
隣の鉄板ではお肉がどんどん
焼けて、がんがん食べてᵁ忙し
いくらいでした。(笑)
具材に合った鉄板を使い分け
て、しかも同時に調理ができる
ことがメリットですね。
すっかり日が沈み、電気の明
るさが欲しくて、くるりと１８
０度回転。 歳の乙女の細腕？
で、軽々やってのけました。何
度も言わせて頂きますが、やは
り男手いらずだゎ～♪

← 鉄板を
鉄板を外して直接フライパン
外して直接フライパン
やお鍋
やお鍋で料理もできます！
料理もできます！
『カセットガスバーベキュー
グリルステーション』を購
入前に試してみたい…
そんな方はお気軽にどうぞ
レンタル実施中！
お試しレンタル実施中
実施中！
詳しくは茨石商事へお問い
合わせください。
０１２０(
０１２０(４１)
４１)２６８０
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Iwatani
カセットガスバーベキュー
グリルステーション

このグリルステーションはスー
ツケースみたいに、取っ手とタイ
ヤがついているので移動がスムー
ズ。また炭をおこす必要がないの
で、男の人の手を借りなくとも準
備が楽々。何度でも使いたくなり
ます。

カセットガスを
２本設置卮卮
なんといっても、身長１７２㎝
の大柄な私でも、使いやすいし食
べやすい高さでした。火力調整も
できて、強すぎず弱すぎず、焦げ
つく心配が少なかったです。
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ガスのＢＢＱ初めて！
女子だけでも楽しい
女子だけ
楽しいっ！

