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量販店の
量販店の価格で
価格で、専門店のサービス
専門店のサービス

ンピックに日本の水素技術を
生かし環境先進都市として世
界にＰＲする際のＦＣＶ(燃料
電池車)のメイン充填ステーシ
ョンとしての役割を担います。
ここはトヨタカローラ発祥の
記念すべき場所。また新たな物
語が生まれそうです。とても加
速が良くクリーン(排ガスの替
りに出るのは水だけ)な「ミラ
イ」に乗りながら、エネファー
ム(燃料電池による発電と給
湯)が設置された選手村から虎
の門ヒルズ方面に延びるマッ
カーサー道路を競技場まで燃
料電池バスやＦＣＶ車がどん
どん行き交う風景を想像して
しまいました。有明には水素発
電所も建設される予定です。も
しかしたら聖火も水素かな。そ
の様な大きな時代の変化を捉
えエネファームを設置するハ
ウスメーカーさんやお客様が
増えております。ご興味のある
方は是非お気
軽に当社まで
お問合わせ下
さい。
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諸説あるようですが、一つは、
明治時代よりグレゴリオ暦が
導入され、灌仏会の日付の読み
替えが行われた後に 月
日は、関東地方以西で桜が満開
になる頃である事から、
浄土真
宗の僧・安藤嶺丸が提唱したこ
とにより、『花祭り』と呼ばれ
るようになったという説。もう
一方は、明治以前の民間では、
灌仏会とは直接関係のない先
祖の法要や花立て、あるいは山
の神を祀るための祭礼や山開
きなどが 月 日に行う場
合があったようで、祖先神でか
つ農事の神でもあった山の神
を祀る際には、花が一種の依代
として用いられていたことか
ら、花を用いて山の神（祖先
神・農事神）や祖先を祀る民間
習俗に仏教行事である灌仏会
が習合した結果として、
「花ま
つり」となったという説などが
あるようです。
石岡市常陸国分寺の『花祭り
』、毎年 月 日、参道には
多くの屋台が出て、参拝客が境
内の桜の花とともに賑わいを
みせています。
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ふるさと紀行
ふるさと紀行

石岡市常陸国分寺
花祭り』
『花祭り
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石岡市の常陸国分寺では、毎
年 月 日に『花祭り』が催
されています。
『花祭り』というのは、お釈迦
様の誕生日を祝う、灌仏会（か
んぶつえ）という仏教行事のこ
とであり、日本では原則として
毎年 月 日に行われてい
ます。祭りの為に様々な草花で
飾った花御堂（はなみどう）を
作り、その中に甘茶を満たした
灌仏桶を置き、お釈迦様の誕生
仏の像をその中央に安置し、柄
杓で像に甘茶をかけて祝うの
がよく知られる花祭りとなっ
ています。石岡市、常陸国分寺
の花祭りも同様にこのような
形で花祭りが行われます。
花祭りでお釈迦様の仏像に
甘茶をかけるのは、釈迦の誕生
時、産湯を使わせるために
つの竜が天から清浄の水を注
いだとの伝説に由来しており、
仏教宗派に関係なくどの寺院
でも行っています。甘茶は参拝
者にもふるまわれ、甘茶で習字
をすれば上達すると言われて
いたり、害虫よけのまじないを
作ったりというように縁起の
いいものとして言われていま
す。
そもそも『花祭り』の名称が
用いられるようになったのは
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社長エッセイ
社長エッセイ
ＭＩＲＡＩに乗って来
って来まし
『ＭＩＲＡＩに
た』
桜が咲き誇りとても暖かな
晴天の３月末日浜松町駅を降
り浜離宮や劇団四季とは反対
方向に歩く。
芝大門を通り抜け
増上寺を横目に見ながら並木
を抜けると正面には東京タワ
ー。スカイツリーが出来た今で
も皆に愛着を持って親しまれ
ています。かつてエレベーター
を使わず徒歩で展望台まで昇
った事を思い出し確か証明書
を貰ったなと䢧。その東京タワ
ーの横を少し下った所に有る
のが、イワタニの「水素ステー
ション芝公園」です。４月のオ
ープンに先立ち見学を兼ね、序
でに「ミライ」に試乗するとい
う目的で訪れました。両側を幹
線道路が走り、向かい側は新緑
が鮮やかな芝公園。そして
目の前の高架は首都高速
道路。前段を含めた風景描
写は皆様にその立地の良
さをお伝えしたいが為で
ありました。まさに日本初
の都心型水素ステーショ
ン。建物１階はショールー
ム、２階に展示スペースを
配置し、更に機械スペース
では厳重な防音設備を設
置する等都心ならではの
配慮がなされております。
５年後の 2020 年東京オリ
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〒315-0013
茨城県石岡市府中 2-3-19
TEL 0299-24-2680
FAX 0299-23-8056
ホームページ http://www.ibaseki.com
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!!

4 月号
2015 年

いばせき広報室
茨石商事株式会社

いばせきインフォメーション
いばせきインフォメーション

いばせきインフォメーション

その

イベント情報

茨石ゴルフコンペ
回 茨石ゴルフコンペ

 費用

参加費 ￥２０００円
プレー費・各自清算
（￥９０００円昼食付）
パーティ・ロッカー代含む
※ワンドリンク付き！
（ 生小ジョッキまで注文可）
 競技方法

ホールストロークプレイ
（ぺリア方式）
組セルフプレー
ＯＵＴ 組・ＩＮ 組

茨石商事株式会社
担当： 大久保泰彦・ 浜誠次郎
TEL・0299-24-2680
FAX・0299-23-8056

【ゴルフコンペお問い合わせ先】

参加人数にまだ空きがありま
すので、ゴルフ好きな皆様のご
応募お待ちしております。
お問い合わせやコンペ参加申
し込みは弊社までご連絡下さい。
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石岡ゴルフ倶楽部
ウエストコース
笠間市上郷３ ３ ５ ５
TEL0 2 9 9 -4 5 - 3 7 7 5

 開催場所

40

イバセキの
さなパン教室
小さなパン
パン教室

14 14 5

 平成 年 月 日(火）
ＯＵＴ組 時 分スタート
ＩＮ組８時 分スタート
７時
分集合

※
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○アットホームな雰囲気の
中で手作りのパンとお菓子作
りを楽しみませんか？
少人数（最大４名）で初めて
の方にも安心。お家で焼きたて
のパンやお菓子を焼いてみた
い方、または体験してみたい方
にピッタリです。
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開催日時
○ 平成 年６月 日
午前 時～午後１時位
場所
○ 茨石商事内ワクワク
キッチンスタジオ
持ち物
○ エプロン
（材料等はご用意します。）
料金
○ １０００円
ご自分で作った分はお持ち
帰り出来ます。
パン１種 ４～５個
クッキー１種 ７～ 枚
○ お申込み、お問い合せ
茨石商事㈱ 鈴木玲子
0299-24-2680 迄
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 其の二「外壁、屋根もし
くは天井」
外壁で 120,000 ポイント、
床で 60,000 ポイントが発行
されます。

 其の三 左記の住宅設
備を 種類以上設置し
た場合。
・太陽熱利用システム ・節
水型トイレ ・高断熱浴槽
・高効率給湯器 ・節湯水栓
※節湯水栓は 3,000 ポイン
ト。その他は 24,000 ポイン
トです。

其の一から其の三いずれか
のリフォームを行えばポイン
トが発行されます。そのポイン
トでポイント対象外のリフォ
ームを行うことが可能です。
ワクワク通信をご愛読頂い
ている方に、
特別にこの住宅ポ
イントの使い方をお伝えしち
ゃいます。
まずは「其の一」で紹介しま
した「窓の断熱性能を高める工
事」をして下さい。最大で
20,000 ポイントが発行され
ます。窓の工事はお客様にもよ
りますが驚くほど金額が高い
ということもないでしょう。そ
こで発行されたポイントを使
って、「其の三」の住宅設備を
購入されてはいかがでしょう。
窓の工事より高額にはなるで
しょうが、窓のリフォームで発
行された 20,000 ポイントが
ここで使用できます。さらに、
其の三の新しい設備を購入す
る場合も、あたらしく発行され
たポイントを使用して頂くこ
とが出来ます。

省エネ住宅
エネ住宅ポイント
住宅ポイント
はなくなり 次第終了
はなくなり次第終了
です。
です。
リフォームをお考
えの 方 は この機会
この 機会に
えの方
機会 に
ぜひ「いばせき」
いばせき」にお
ぜひ「
わせください。
問い合わせください。
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って得する
知って得
エネ住宅ポイント
省エネ住宅
住宅ポイント
この制度を簡単にご紹介さ
せて頂きます。まずは、住宅ポ
イントが適用されるケースを
お伝えします。その答えは「リ
フォーム」です。※新築でも利
用できる場合もありますが、こ
こではリフォームに限って説
明致します。
それでは次にどん
な商品、どんなリフォームが対
象になるのかご説明致します。
 其の壱「窓」
窓の断熱性能を高めるため
のリフォームです。具体的には
、内窓の設置・外窓の交換、も
しくはガラスの交換です。対象
になる窓の面積にもよってポ
イントが違います。サッシ枠外
寸法測定面積で 2.8 ㎡以上で
あれば 20,000 ポイントが発
行されます。
（１ポイントは１
円換算）0.2 ㎡以上 1.6 ㎡未
満の小さな窓でも 8,000 ポイ
ント発行されます。
3

1

