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社長エッセイ
社長エッセイ
魔する機会も増えてくると思い
ます。まだまだ未熟ですが、一
生懸命お客様のお役に立てるよ
う頑張っておりますので暖かい
目で見守って頂ければ有り難く
思います。
更には店舗ショールームもリフ
レッシュする予定で設計を進めて
おります。これまでに無い提案
型のそれを考えており、豊富な
資料を基にゆったりした空間で
ご相談頂ける形にしたいと思っ
ております。展示物も多様化す
るお客様のニーズにお応え出来
る様、厳選するつもりです。ここ
にも若い新しい感覚を取り入れ、
秋口には生まれ変わった「フレッ
シュ」なショールームをお目に掛
けられると思いますので、どう
ぞ宜しくお願い致します。

ふるさと紀行
ふるさと紀行
筑波山神社

関東平野に佇む、標高
の筑波山。西側の男体山（標高
）と東側の女体山（標高
）からなり、見た目の美し
さから古くは『万葉集』にも詠ま
れており、日本百名山、日本百
景の一つとされています。
筑波山は、関東地方に人が住
むようになったころから、信仰の
対象として仰がれてきました。
その山容が二峰相並ぶため、自
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フレッシュな季節」
「フレッシュな季節
季節」
４月は桜を始めとする花々
や木々の新芽が吹き何となく
風が優しく心穏やかになる季節
で有ります。(但し４月８日の国
分寺花まつりは雪で甘酒を沸か
すガスも体も芯まで凍り付きま
したが䦕)。
末っ子である長男も桜舞う中、
無事大学に入学いたしました。
少し寂しくなった我が家の庭に
はいつもと変わりなく新芽が育
ち、小さなメダカ池には春の訪
れを待っていたかのように元気に
泳ぐ姿が見受けられます。
会社内のレストラン「ロッシュ」
前の中庭の木々も木漏れ日を通
した黄緑色の新芽が丁度見ごろ
を迎え、お客様から「この雰囲
気が良いのよね」という声が囁か
れ始めました。
そのような中、一番のフレッシュ
さんは新卒の新入社員３人です。
特に今年初めて採用した女子総
合職２人は今迄男ばかりであっ
た営業グループにフレッシュな新
風を吹き込み、職場を華やかに
変えてくれております。
入社式から新人研修期間の間
は硬い表情でしたが、歓迎会や
実務配備と馴染んでくると肩の
力が抜け本来の良い笑顔が見ら
れるようになりました。現在男
性営業と同行訪問しておりま
すが、６月位からは単独でお邪

然に男女二柱の祖神が祀られま
した。祖神は「いざなぎの神、い
ざなみの神」と日本神話で伝え
ることから、筑波の大神も「いざ
なぎ、いざなみ両神」として仰が
れています。
第十代崇神天皇の御代、約二
千年前に、筑波山を中心として、
筑波、新治、茨城の三国が建置
されて、物部氏の一族筑波命が
筑波国造に命じられ、以来筑波
一族が祭政一致で筑波山神社
に奉仕しました。第十二代景行
天皇の皇太子日本武尊が東征
の帰途登山されたことが古記に
書かれ、その御歌によって連歌
岳の名が残ります。奈良時代の
『万葉集』には筑波の歌二十五
首が載せられ、常陸国を代表す
る山として親しまれたことがわ
かります。
中世以降仏教の興隆につれて
筑波山にも堂塔が建ち、小田城
主八田知家の末子、八郎為氏が
国造の名跡を継いで神仏並立の
時代が続きました。江戸時代、
幕府は江戸の鬼門を護る神山と
して神領千五百石を献じました。
幕末になって藤田小四郎等が尊
王攘夷の兵を起した筑波山事
件を経て明治維新となり、神仏
が分離されて神社のみとなり、
明治 年に県社となりました。
尚、文化財では、銘吉宗の太刀
が国の重要文化財に指定されて
いるほか、社殿数棟が茨城県・つ
くば市指定有形文化財に指定
されています。
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筑波山神社随神門
筑波山神社随神門（写真右）、拝殿
、拝殿（写真左）の様子
の様子
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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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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

ソーラー灯の３つの特徴
つの特徴
ソーラー灯
電気代ゼロ

①
太陽光で発電した電力を
蓄電して使用する為、電気
代が不要です。

ＣＯ２発生ゼロ

配線ゼロ

自然エネルギーの有効活
用により、ＣＯ２を排出せ
ず、地球温暖化を防止しま
す。

②

③

になるお店
気になるお店
骨董
リサイクルショップ古龍
リサイクルショップ古龍
３月２７日オープンしたリ
サイクルショップ・古龍。
店主 江幡秀明さん

を楽しめます。
素敵な掘り出し物が数多く
見つかるかも？
バラエティーに富んだ新し
いお店なので、ぜひ足を運んで
みてください！
 店舗情報
〒315-0027
茨城県石岡市杉並 4-5-40
℡0299-56-7577
営業時間
時～ 時（不定休）

 フリーマーケット

毎月第 ・第 土曜日
古龍・駐車場にて
出店料：１０００円

○編集後記
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今月号の気になるお店は、
新入社員の西山・福田が取材
に伺い、記事をまとめました。
これからも、いろいろな事
にチャレンジしたいと張り切
っていますので、宜しくお願
い致します。

周辺地図

配線工事が一切不要な為、
景観を損なわず、工事も簡
便です。
価格はオープン価格とさせ
て頂いておりますので詳しい
ご案内は、当社までお気軽にお
問合せ下さい。

しているお店は５件あり、県内
各地でフリーマーケットを行
っております。
江幡さんがセレクトした骨
董品やコレクションはどれも
個性溢れる品物ばかりで、アン
ティークな家具や時計、
食器も
古風の良さが引き立っていま
す。そして、今お店で人気の手
作りの雑貨は、一般の方が愛情
をこめて作っており、ご自宅用
はもちろんお友達へのプレゼ
ントにしても大変よろこばれ
ると思います。店内は、商品を
見ながらおくつろぎ頂けるス
ペースがあり、お連れ様や他の
お客様と会話を楽しみながら
お茶したり、
ゆっくりお買い物
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えない街灯、
消えない街灯
街灯、
えない安心。
消えない安心
安心。
ソーラー灯トラストワンシ
リーズ（大川精螺工業㈱）をご
紹介いたします。
３．１１震災以降防災意識
の高まりから官公庁や民間の
防災拠点へ、
太陽光発電を使っ
た停電時にも点灯して避難誘
導灯として活用できることか
ら多く導入されています。
コンセプトはまちの灯台！
灯台は古くから岬の先端や
港に設置され、
「消えない夜標」
として多くの人の安全を守っ
てきました。
いつも灯っている安心と絶
対に消えることがない信頼を
兼ね備えた灯り。
トラストワンシリーズはあ
なたの「まちの灯台」として、
そんなあたたかく力強い灯り
で街を照らします。

もしもの時、上手く行動に
移せるように、防災のことを
今一度考え、習慣づけましょ
う。

骨董品をはじめとする、
リサ
イクル・雑貨・焼き物・アクセ
サリー・手作りベスト・美術工
芸品など、バラエティーにとん
だ新感覚のお店です。また、昔
なつかしのレアなおもちゃや
フィギュアなどもメインとし
て取り扱っております。
その他
にも、お店からの委託品や手作
りの小物、衣料品まで幅広く商
品を揃えております。
入り口から入って左のフロ
アが骨董品や衣料品、右のフロ
ア手前がリサイクルショップ
の代表者・江幡さんが厳選され
た自慢のコレクション、
右奥が
店舗から委託された商品とな
っています。
左のフロアへ出品
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古龍

