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明けましておめでとうござ
います。今年も皆様とともに良
き新年を迎えられましたこと
と、日頃からのご愛顧に対し厚
く深く感謝申し上げます。
昨年の新年ご挨拶で申し上
げたことが今年は着実に現実
のものとなりつつあります。
一つ目は日頃皆様に提供し
ているＬＰガスや灯油が値下
がりしております。実際は円安
も進んでおりますから、
市場価
格は多少相殺される部分は有
るのですが、
米国からのシェー
ルガス・シェールオイル(モン
トベルビュー方式)の影響が確
実に現れております。これは毎
年冬季需要に合わせて一方的
に値上げしてきた中東( 方
式)値決めの崩壊または無力化
を意味します。これまで輸入原
料に頼っていた我が国エネル
ギー環境としては朗報です。更
にパナマ運河の拡幅が完成す
れば輸送運賃や量の増加によ
り安価なガスが期待できると
ころであります。
二つ目は確実に未来エネル
ギー「水素」のインフラ整備が
始まった事です。これから日本
の命運を分けるのは世界でも
最先端の技術水準を誇る燃料
電池です。これは酸素と水素を
化学反応させ電気と熱を生み
出します。そして排出されるの
は水だけという究極な環境優
等生なのです。昨年 月にト
ヨタから燃料電池車「ミライ」
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が発売され、
本年はホンダも発
売開始する予定です。その燃料
補給に欠かせない水素ステー
ションは国がバックアップし
全国１００箇所を整備しよう
と進んでいるところです。特に
東京都では２０２０年の東京
オリンピックで環境大国をア
ピールする為、選手村から競技
場までの送迎は燃料電池バス
がどんどん走りメイン競技場
では水素を燃やした聖火(無色
に色を付ける事に成功)が灯る
かも知れません。選手村では家
庭用燃料電池による発電や給
湯をという絵図をえがいてい
るようです。
今現状で家庭用はコスト面
からＬＰガスや天然ガスから
水素だけ抜き出してエネファ
ームを動かしておりますが、将
来は水素のストレート供給に
なると目されます。技術が進歩
し水から簡単に水素を取り出
せるようになれば、周りを海に
囲まれた我が国は資源大国？
私共もＬＰガスと水素のベス
トミックスで皆様のインフラ
を支えて行く所存です。
当社ではこれからも世の中
の変化に応じ何時の時代も皆
様により快適でより便利な生
活提案をお届けする事を約束
します。
本年もどうぞ宜しくお願い
申し上げます。
代表取締役社長
鈴 木 正 人

に、国指定重要文化財である。
ついで宗尊親王は建長 年に
三重塔・仁王門・客殿・鐘楼堂
・地蔵堂を建立して寄進した。
そして、江戸時代には、
「雨
水は万物を育てる」というとこ
ろから、明歴 年（1653 年）
、
江戸の商人紀伊国屋文左衛門
は、雨引観音に松を植えて商売
繁昌を祈願したので、一躍商売
繁昌の、み寺として江戸の商人
の間に有名になった。文左衛門
の植えた松の木は、宝生の松と
いわれて現存している。
その他、『マダラ鬼神祭』と
いう祭りがおこなわれており、
京都太秦の広隆寺の魔多羅祭
と並ぶ二大鬼祭となっている。
この祭りは 1472 年に寺が戦乱
に巻き込まれて炎上した際、マ
ダラ鬼神が降り立って鬼たち
を引き連れ、 日間で本堂を
再建した伝説に基づいている。

朗 報

月より

円

今春入社 の フレッシュ
今春入社の
二人 が 一足お
一足 お 先 に 見習
な 二人が
い中‼

福田 香織

皆様のお役に立つ情報を
ご提供出来ます様、今年も頑
張って参ります。
どうぞ宜しくお願い致し
ます。

編集後記

来年度の入社に備え、研修
に励んでいる西山と福田で
す。
社会人としてまだ未熟で
至らない点は多々あります
が、一生懸命日々精進できる
よう頑張ります。どうぞ宜し
くお願い致します。

西山 奈緒

ＬＰガス料金値下
ＬＰガス
ガス料金値下げの
料金値下げの
お知らせ

年

題記の件ですが、表面で社長
も触れていましたが、昨年より
米国産シェールガスの影響で
従来の中東産ＬＰガスの輸入
価格も下降して参りました。円
安の更なる上昇により若干相
殺されているものの、皆様に還
元できる水準に達しました。
これからもパナマ運河拡幅
工事の完成等により米国産Ｌ
Ｐガスの輸入が伸び、中東産Ｌ
Ｐガスと良い競争環境が整い、
継続してより安価で安定供給
が進む事で更なる還元が出来
ますよう期待しております。
今後私共もより一層のサー
ビス向上と合理化に努力致し
ますので、引き続きご支援、ご
愛顧賜りますよう宜しくお願
い申し上げます。

改定時期

・平成

値下げ額
値下げ

あたり

簡易 ガス団地
※ 簡易ガス
ガス 団地は
団地 は 毎月
調整済みのため
調整済みの
みのため除
ため除く
一部 お 客様で
客様 で 直近価
※ 一部お
格改定済みを除く
格改定済み

・

1

3

7

ふるさと紀行
ふるさと紀行
指定重要文化財）を本尊佛とし
て開かれたことに始まる。
雨引観音は様々なご利益の
あるお寺とされているが、安産
祈願の名所として知られるよ
うになったのは古く、 年に
遡る。当時の皇后、光明皇后は
お産の際に雨引観音に安産祈
願をして、『法華経』を奉納し
た。その効験があって安産とな
ったことから、三重塔が寄進さ
れた。それ以来安産祈願の観音
様として全国にその霊名が知
れわたったのである。現皇后の
美智子妃殿下も安産祈願をし
ている。
また、『雨引山』という名前
にも由緒正しいおこりがあり、
嵯峨天皇の弘仁 年 （ 年）
夏の出来事から始まる。
大旱魃
（かんばつ）が起こった際、写
経し雨引観音に納め、ひたすら
降雨を祈った。天皇の御願いに
より国中は大雨に潤い、
五穀が
実ったので、
勅命によって山号
が『雨引山』と定められた。雨
引山楽法寺の山号寺名は、この
勅命によるのである。尚、天皇
の御染筆は寺宝として現存す
る。鎌倉時代には、建長 年
（1252 年）京都より下向して
鎌倉幕府の将軍職に就任した
宗尊親王は、
厚く雨引観音を信
仰し、仏師康慶に命じて雨引山
楽法寺の延命観世音菩薩の尊
像を模して、
そっくりの御前立
観音を謹刻し奉納した。
現在で
は、本尊延命観世音菩薩像と共
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桜川市、楽法寺〝
法寺〝雨引観音〟
雨引観音〟
桜川市、

桜川市にある雨引山楽法寺
は〝雨引観音〟と呼ばれ古く
から広く知られてきた。約
1400 年の歴史があり、本尊の
尊延命観世音菩薩は国の重要
文化財に指定されている。厄除
け、延命、安産、子育てのご利
益がある寺院として古くから
崇敬を集め、そして、坂東 番
札所としても有名である。また
、初詣、厄払い、春先の桜の名
所として、梅雨の季節に咲く
3000 株の紫陽花の名所として
も一年中賑わいを見せている。
起源は、用明天皇 年（
年）に中国の南北朝時代の王朝
、梁の国人の法輪独守居士によ
って、厄除延命安産子育の霊験
あらたかな延命観世音菩薩（国
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