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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

言う願望が有、先月訪問が叶い
ました。
クラウドセンター(日本の世
界的企業が運営)はセキュリテ
ィーの問題上その所在地さえ
も明らかにされないのが普通
です。それは東京都内武蔵野の
面影残る場所に有りました。(
ヒント：ジブリスタジオが有る
市です。)厳重な物々しい身体
検査の上(勿論カメラ、携帯電
話も持込禁止)その巨大で堅牢
な建物に入館。ハード面でも巨
大地震や大規模停電にも十分
耐えられる構造物(耐震性能：
％＝日本一、自家発能力：
万ℓ備蓄＝5000 件分)で更
に環境にも配慮( 熱冷却 PEU
＝ 以下)された巨大設備。ソ
フト面においても 日 時
間有人警備(これは当社も同じ
)、 カード、生体認証、サー
クルゲートによる共連れ防止
等々セキュリティーは金融・公
共・医療と同等の最高レベルで
、これならお客様の大事なデー
タも安全と確信いたしました。
更にクラウドシステムを使い
色々なサー
ビスも提供
できるよう
になります。
武蔵野の地
から明るい
未来が見え
た様な気が
致しました。
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ふるさと紀行
ふるさと紀行

氏の居城である。一度廃城とな
ったが、江戸時代に秋田より移
封してきた本堂氏の陣屋が置
かれ、幕末まで志筑藩の中心と
なった。下川辺氏は下総国葛飾
郡下河辺荘の発祥で藤原北家
・藤原行政の子の行義が下川辺
氏を名乗ったことに始まる。政
義は行義の子で、兄行平ととも
に源頼朝に仕え、養和元年
(1181 年)志田義広が源頼朝に
叛いて挙兵した時、これを討っ
て戦功をあげ、この地の地頭職
を得て築城し、子孫は益戸氏を
称した。
南北朝時代の城主は益戸国
行で、小田氏とともに南朝方に
属して、北朝方の大掾氏等とし
ばしば戦ったが、暦応 年・
興国 年(1341 年)小田城の小
田治久が開城すると、国行は城
を捨てて小山氏を頼って落ち
延びたという。その後、慶長
年(1602 年)、出羽国本堂より
本堂茂親が八千五百石で入封
し交代寄合の旗本となり、正保
年(1645 年)陣屋を構え、明
治時代まで続いていく。
志筑城の城下町として栄え
てきた志筑地区には、その他、
志筑城の陣屋跡や慶長
年
(1602 年)創建の長興寺、天平
勝宝 年(752 年)の創建とさ
れる雲集寺、元禄 年(1702
年)に建てられた千手観音堂、
茅葺き屋根の家、大きな門を構
える家屋などが残っており、歴
史の香りを色濃く残している。
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恋瀬川付近より望む
恋瀬川付近より望む
志筑地区と志筑城跡
志筑地区と志筑城跡

かすみがうら市
かすみがうら市
県指定史跡『志筑城跡』
志筑城跡』
県指定史跡『
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かすみがうら市、中志筑地区
内（旧千代田町）にかつて存在
していた志筑城。現在では土塁
等が残っているだけで、
目立っ
た遺構を確認することは出来
ないが、恋瀬川付近より志筑地
区の付近を望むと、台地の上に
かつての志筑城の姿を想像す
ることができる。尚、この志筑
城跡は県指定史跡となってお
り、本丸付近は旧志筑小学校（
平成 年 月校舎移転）の敷
地内である。
学校の西側に空堀
が南北に残り、旧校庭の奥側に
土塁がわずかばかり残されて
いる。
志筑城の築城年代は定かで
はないが、創建は古く、治承年
間(1177 年～1181 年)に下川辺
政義によって築かれたと云わ
れている。南北朝時代小田氏と
共に南朝方として戦った益子
23

社長エッセイ
社長エッセイ
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風景」
「雲の上の風景」

最近皆様もよく耳にする言
葉「クラウド」。これはデータ
を手元ではなく特定の管理場
所(クラウドセンター＝雲の上
)に集約し運営、通信を通じデ
ータの出し入れをするシステ
ムです。特に大きな災害やトラ
ブルが起きたときデータを守
る役割もします。東日本大震災
の時も津波・火災・その他でデ
ータの流出や滅失が相次ぎま
した。その様な安全性の問題や
今後の新たなお客様サービス
展開利用も含め、当社の大切な
お客様情報やデータをお預か
りしている責任において「クラ
ウド化」を進めておりましたが
、本年 月に完成し現在稼働
しております。社内ではセキュ
リティーポリシーを徹底管理
し、有効利用と更なるお客様サ
ービスを提供すべくプログラ
ム化を進めております。
ただ手
元にデータが無い事の不安や
通信その他、
センターの安全性
は一応確認済みでは有ります
が実際この目で確かめたいと
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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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初回体験
セッション
分
時間

本当の自分を知り、充実した人生を歩む

本当の自分を
自分を取り戻す
～本当の
もより健康に
心も体もより健康
健康に～
ヒーリングは、考えすぎや否

ガス器具情報
最新 ガス器具情報

つづいては、八宝菜。
カット野菜４００ｇ～５０
０ｇと、シーフードミックス１
００ｇをココットダッチオー
ブンに入れ、
市販の八宝菜のた
れを全体にかけて、蓋をしてグ
リルに入れる。オーブンモード
で 分に設定して点火。アラ
ームが鳴ったらダッチオーブ
ンの蓋を開けて、水で溶いた
とろみの素を入れ、全体を混
ぜ合わせる。再び蓋をして、
グリルの中で 分置いて出
来上がり。ノンオイル調理だ
からとってもヘルシー♪
グリルとコンロの同時調理
が出来るので、時間の短縮に
もつながり、もう一品作ろう
かな、なんてね！
他にも煮物やケーキ、
パンな
どが手間なくおいしく出来る
ので、お料理のレパートリーが
広がります。また、汚れや臭い
を気にせず、
気軽にグリル料理
を楽しめるなんて最高♪
今までのグリルのお手入れ
と、調理のイメージを大きく変
える調理器具、まさに「グリル
イノベーション」でした！

お 知 ら せ

イワタニＥＸＰＯ 開催
イワタニＥＸＰＯ

「未来」を体験しませんか？

平成

 日時

年 月 日(土)
時～ 時

 場所

つくば国際会議場
多目的ホール
※雨天決行

16 25

グリルで
手間なしクッキング
手間なしクッキング
新商品「ココット」を使って
の調理実習に参加してきまし
た。
「ココット」
って何？？と、
興味深々・・
・フランス語
で、蓋付きの
厚手なべとの
こと。これだ
けで、グリル
調理が簡単に
できるスグレモノなんですっ
て。
さて早速、調理開始。
まずは、ローストチキン。
塩・コショウ
で味付けした
若鶏もも肉を
ココットに入
れ、パプリカ
やかぼちゃを
添えてグリル
で約８分。
う～ん、なんとも香ばしい香
り。こんがりジューシーな仕上
がりに。グリル内には、油の飛
び散りもなく、なんて快適なん
でしょう。 野菜の旨みを逃さ
ず、味ももちろん◎
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定的な感情などで曇ってしま
った心をきれいにし、本来の
自分に戻す方法です。少し立
ち止まり自分を見つめてみま
せんか。プライベートな空間
でお話をしながら行うセッシ
ョンです。柔らかな癒しのエ
ネルギーをぜひ体感してみて
ください。
本当の自分って、とっても
純粋です。そしてシンプルな
答えを持っています。
ただそれは、私たちの心の
中にあって目に見えるもので
はありません。それゆえ忙し
い日常生活を送っているうち
に、ストレスなどで見失って
しまう事があります。何かに
迷っている時、自分がどうし
たらよいか分からない時、心
が疲れてしまった時、気軽に
相談にきてください。
かけがえのない自分を取り
戻しましょう。まずは、体験
したい方を募集しています。
藤井 朋美
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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。

 内容

1F

いばせき
インフォメーション
ヒーリングという言葉はご
ヒーリングという言葉
言葉はご
存知でしょうか？
存知でしょうか
でしょうか？
月よりイバセキロハスス
タジオにて、月に一度土曜日
「フルハムアート認定 スピ
ルチュアルヒーラー藤井朋美
さん」によるセッションのご案
内を皆様にお届け出来る事に
なりました。
藤井さんとは 年以上前か
らヨガ教室を通じてのお付き
合いです。とてもピュアで素敵
な方なのでヒーリングにご興
味のある方はぜひお問い合わ
せください。
8
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わせ先
 問い合わせ先
tomomi728@aol.com


1

月号のふるざと紀行『常陸
國総社大祭』の記述につきまし
て、太田尚一様、並びに石岡民族
文化研究会様よりいくつかのご
指摘、貴重なご意見を賜り、有り
難う御座いました。
ご愛読頂いている皆様に感謝
申し上げますとともに、執筆者並
びに私共一同、これからも知識を
深め編集に努める所存ですので、
今後とも宜しくお願い致します。

編 集 後 記

興味がある方
ある方は、ご連絡下
※ご興味が
さい。
さい。招待状をお
招待状をお持
をお持ちします。
ちします。
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