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ふるさと紀行
ふるさと紀行
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常陸國總社宮大祭

世紀頃と言われており、武
家階級の武運長久、五穀豊穣を
祈願し、庶民に広まっていった
と言われています。江戸時代に
は記録が残されており、
五穀豊
穣を祈り、「奉納相撲」が行わ
れていたことが記録されてい
ます。近代に入ると豪華な山車
など、さまざまな催しが加わっ
ていったようです。現在では祭
りの山車 台、獅子 台が町
中を練り歩き、無病息災・交通
安全等を願う祭りとなりまし
た。また、明治 年より、そ
れぞれの町内が 年交替で祭
礼を執り行う制度〝年番制度
〟の下、年ごとに年番町を中心
に開催されてきました。
当時は
石岡町の守木町、大小路町、土
橋町、金丸町、守横町、富田町
、仲之内町、宮下町、青木町、
幸町、國分町、中町、若松町、
泉町、香丸町、木之地町の順に
町内より年番町が決められ
てきました。木之地町は昭和
年に辞退し，現在は 町内
となっています。年番町は、祭
の期間中「御仮殿」が設けられ
、御神輿と御神霊が鎮座します
。そして、お祭り終了時より次
の年番に引き継ぐまでの 年
間，神社への奉仕に努めます。
今年、平成 年の年番は富
田町で、県指定文化財･無形民
俗文化財の〝富田のささら〟
が唯一ある町内です。他にはな
い、老獅子、若獅子、女獅子の
三匹獅子が特徴です。
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平成 26 年の年番町、
年番町、
富田町の“富田のささら”
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社長エッセイ
社長エッセイ
合宿先近くのダボスの丘隣
りに日本で一番標高の高さが
売りのゴルフ場が有り、
ロッジ
に宿泊しながら 人でプレー
致しました。実は次女も今年
月に就職した会社の部署で
ゴルフを勧められていた関係
もあり今回が初体験・ゴルフデ
ビューでした。確かに標高が高
く( 番ホールが日本一)爽や
かで、雲を見下ろす「天空のゴ
ルフ場」と謳われる雰囲気は素
晴らしいものが有りました。只
、山の天気は変わりやすく晴天
だったと思えば突然飛ばされ
そうな強風が吹いたり雨が降
ってきたり刻々と変化します。
特に困ったのは雲の中に入っ
たときは視界 ｍ！しかし今
思えば色々なシチュエーショ
ンを体験出来たのは幸せだっ
たのかもしれません。
翌日は下山し、上田市近郊の
別所温泉に宿を取り、疲れを癒
しました。ホテルの近くには「
千と千尋䢧」
的雰囲気な共同浴
場(写真)。
最終日は再び菅平高原で息
子を迎え、一路気温の高い家路
を目指したのでした。
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天空の風に吹かれて」
かれて」
「天空の
この 月号が発刊される頃
は多少涼しくなっているので
しょうか？今年の夏、東日本は
兎に角暑かったですね。
私も今
年は少し夏休み(お盆休み)が
取れ、 月の ～ 日の間長
野県に行って参りました。
それは高校 年生になる息
子の応援と迎えが目的で、ラグ
ビー合宿の聖地「菅平高原」に
向かったのです。夏でも標高の
高いその場所はまさに合宿に
は最適で気温も ～ ℃。
宿泊施設やグラウンドも多
数存在し、広範囲から集まった
多くの高校・大学の選手やラグ
ビー関係者でごった返す様子
はまるで別世界の感が有りま
した。そのような中、日々延々
と行われている練習試合。我々
(妻と次女)も多くの父兄に混
じって応援したのでした。
しかし折角「菅平高原」迄行
くのにそれだけでは勿体無い
という思いで少々空いた時間
に出来るようゴルフ場を予約
しておりました。
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〝石岡のおまつり〟として
知られている『常陸國總社宮大
祭』は、
『川越氷川祭』
『佐原の
大祭』とともに関東三大祭りの
一つとして古くから全国的に
知られてきました。実施される
日間で約 万人の観光客
が訪れ、大変賑わいます。 日
目の神幸祭（じんこうさい）は
、常陸國總社宮の御神体を神輿
にて年番町の御仮殿へお迎え
する祭を執り行い、 日目の
奉祝祭（ほうしゅくさい）では
、常陸國總社宮の境内では茨城
県高等学校相撲選手権大会（奉
納相撲）が行われ，神楽殿（か
ぐらでん）では浦安の舞と染谷
の十二座神楽が奉納されます。
日目、還幸祭（かんこうさ
い）では、年番町御仮殿より神
輿が出御し，
神幸祭と同じ供奉
行列にて本殿へ還御します。
常陸國總社宮大祭の起源は
3
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〒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

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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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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ＢＢＱ 体験記
テーションを使って豚汁やお
鍋、お好み焼きなども一緒に作
ってみようと思っています。

第

お 知 ら せ

回 紙上展示会

イベント情報
イベント情報

月
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 場所

日(土）
時～

時

イワタニＥＸＰＯ
つくば
テーマ 『未来の
未来の体験』
体験』
 日時

10

つくば国際会議場
多目的ホール
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in
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様

1

石岡市在住の
石岡市在住の

毎年恒例の紙上展示会の季
節になりました。
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未来を感じさせるガス器具
を数多く展示します。もちろん
当日限りの大特価商品も用意
します。
さらに親子で楽しめるセグ
ウェイ試乗会や水素ミニカ
ー・ミニ ロケットの実験教
室などのイベントを開催予定。
当社も企画運営に携わって
おります。

企画内容
 企画内容

1F

※ご興味のある方はご連絡下
さい。
御招待状をお持ちします。

H₂
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今年は関東ブロック合同のプ
レミアムセールです。昨年まで
は、セール期間が 月末迄でし
たが、今年度は ヶ月延長して
来年の 月末まで行います。
さらに期間中 10,800 円（税込）
以上お買い上げのお客様に当
たる豪華プレゼントも 570 個に
増やし、当る確率も高くなるよ
う設定しました。
大特価商品として、ビルトイ
ンコンロ・テーブルコンロ・給湯器
・浴室暖房乾燥機など、他にも
数多く揃えました。また、リフ
ォーム関係のシステムキッチン・
システムバスもお買い得商品を
数多く揃えてあります。
見積りは無料！このチャンス
をお見逃しなく！
ご連絡をお待ちしておりま
す！

イメージキャラクター
水素くん

楽しいＢＢＱの後に必ずあ
るのがお片付けᵁ炭のコンロ
は灰の処分もコンロを洗うの
も一苦労でしたが、今年は、プ
レートを洗うのも五徳を洗う
のも、予想以上に楽ちんでした
♪
これからは、
今までよりもっ
と気軽にＢＢＱを楽しめそう
です。

様、楽しい体験談をご提供
いただき、
誠にありがとうございます！

／ BBQ 最高～！ ＼

毎年恒例になりつつある仲
良しファミリーのＢＢＱで、グ
リルステーションを使ってみ
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ました！
焼きあがります。それに、火力
用意するのは、カセットガス
調節が簡単に出来るので、鶏肉
と食材だけ！
のホイルの包み焼も、ジューシ
火おこしをしないので、プレ
ーに美味しく仕上がりました。
ートが温まったらＢＢＱ開始
一通り焼き終わり、
グリルの火
です！
を消していても、小腹が
空いたころに「カチッ」
とするだけで焼けるので、
『ガスは本当に便利だな
お腹空いた～
早く焼けて～
ぁ』と、実感しました。
また、 、 時間使用
していたのですが、使っ
たカセットガスは 本
程度、思っていたより少
なくて経済的でした。そ
れにガスが無くなるとア
いっぱい焼くぞ！
ラームで知らせてくれる
のも◎。さらに嬉しい所
は、炭のコンロ様に、コ
ンロ側面が熱くならない
お腹を空かした子供たちが
ので、小さい子がいても安心で
たくさんいても、すぐに焼くこ
した。
（目は離せませんがᵁ）
とが出来るので大丈夫。
火力が
付属のスクエアマルチパン
強いので、お肉や野菜も次々と
は、
深さがあるので、
焼そばを
焼いてもこぼれにくく、
とても
作りやすかったです。風があっ
ても火は消えないし、お肉に炭
がついたり煙の臭いがついた
りしないので快適にＢＢＱが
出来ました。今度は、少し肌寒
くなってきたころに、グリルス
N
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