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その当時を少し遡った 1958 年
は当社創業の年でもあります。
現在地において茨城石炭株式会
社として誕生(イバセキは茨城石
炭の略)し、常磐炭鉱から鉄道
貨車で石炭を購入し県内一円
に販売をしておりました。やが
て石炭から石油、そしてガスへと
時代と共に主要扱い燃料は変革
してきましたが、創業から一貫
して変らないのが「お客様第一
主義」。現在もそれを受け継ぎ、
お客様と共存共栄の精神、そし
て会社及び社員はお客様に生か
されているとの考えから、料飲
食を始め様々な分野でもお客
様最優先で利用させて頂いてお
ります。また家庭用のお客様に
関しましてもイベントやプレゼン
ト等々色々な形で還元という形
を取らせて頂いております。
今後もイバセキでは原点を受
継ぎ、そして学び、基本であり
ますお客様との優先取引を更
に知恵を絞り進化継続して参る
所存でございますので、何かと
ご意見ご要望がありましたら是
非お声掛けをお願いしたいと思
います。

ふるさと紀行
ふるさと紀行

石岡市の
石岡市の若宮八幡宮
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川崎市や高知県など同名の
神社は日本各地に存在しており
ます。多くは「八幡宮の若宮」と
いう意味で、八幡神応神天皇の
御子神である仁徳天皇を祀る
ものとされています。石岡市の
若宮八幡宮は「八幡宮本宮から
迎えた新宮」の意味の「若宮」で
あり応神天皇が祀られています。
源氏、ひいては後の武家全体の
守護神たる八幡宮から分祀さ
れ、日本各地に建てられたので
すが、武家社会が広まるずっと
前の 728 年の建設が起源とされ
ています。
石岡市の若宮八幡宮は、祭神
は誉田別命。神亀 年(728 年）
に建立されたとされ、永保
年(1082 年）八幡太郎源義家が
奥州征討の折，朝敵退散を祈願
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したと伝えられます。天正
年(1590）に佐竹義宣が府中を
攻略した際に焼失しましたが、
慶長 年(1602 年），別当福蔵
坊と伝える僧が本社並びに拝
殿を建立します。
かつて常陸は奥州(東北）と接
する北への守り処であり、現在の
石岡市、常陸の国府(府中）を治
める常陸介は重要なポストでし
た。そして、鎌倉幕府を開いた
源頼朝の祖である八幡太郎義
家が奥州征伐に出かける際に、
武運を祈った場所として記録さ
れています。しかし、常陸の国が
源氏と係わりを持つのは義家の
弟の新羅三郎義光が常陸の介と
して常陸の地に赴いていたためで、
義光の子孫が常陸太田に土着し、
常陸を統一した「佐竹氏」とな
り、また義光の子、源義清が勝
田の近くの武田郷に土着した
「武田氏」となりました。武田氏
は周辺の豪族との衝突で、常陸
より甲斐の国へ追放となり、甲
斐の武田氏が始まったと考えら
れています。石岡の地は常陸大
掾平氏が長く治めていた地であ
り、大掾(だいじょう）の名は介
(すけ）に次ぐ位の名前で、大掾
職を継いでいく間に名前となっ
たものです。源氏ではなく関東
の平氏の流れで、石岡の前は府
中平(たいら）村とされました。
毎年石岡のお祭りが終わった
後、 月 日に例祭が行われ
ます。
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温故知新」
「温故知新」
最近の話題で 2020 年東京オリ
ンピックのメイン会場である国立
競技場の屋根が間に合わない事
や他の問題で国と東京都が揉め
ていますが、期間限定でしかも
予算高騰の折、建設には種々困
難が伴うことも解りますが、や
はり国家上げての大事業なので、
知恵を絞り何とか成功に導いて
もらいたいと思います。
顧みれば 年前 1964 年の日
本初東京オリンピックの時も国
の威信をかけて突貫工事を成し
遂げております(全部ではないで
すが)。新幹線・首都高速・各種
競技場等々。特にその中でも首
都高速は河川・運河や旧江戸城
のお濠等を利用し土地買収期
間の短縮を諮るという知恵で奇
跡的な工事期間を達成しまし
た。
今でも
老朽化や
渋滞の問
題も有り
ますが、
狭い街中
を上下左
右に走り
抜けるそ
の形状はまさに芸術的で先人た
ちの知恵の遺産とさえ思いま
す。
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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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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

憲一様

香代子様
興太郎様
健太郎様
哲知様
最新ガス器具
最新ガス
ガス器具情報
器具情報

モスキートマグネット
エグゼクティブ

テナンスまで安心してご利用
いただけます。
御見積りは無料ですので、
ぜひ一度、お問い合わせ下さ
い！

新入社員紹介

今春大学を卒業し入社した
新入社員を順次ご紹介します
ので、訪問した際は宜しくお願
いします。

・氏名 西山 奈緒
・出身地 笠間市 旧岩間
・生年月日
1993 年 月 日
・配属 営業（総合職）
・趣味 ドライブ
・好きな食べ物 ラーメン
・座右の銘 為せば成る
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Ｑ：仕事内容とやりがいは
Ｑ：仕事内容
仕事内容とやりがいは？
とやりがいは？
Ａ：お客様のお困り事を解決す
るために、まめに御用聞き
にお伺いします。いろんな
お客様と仲良くなれるこ
とをやりがいと感じてお
ります。
Ｑ：今後の
目標は？
Ｑ：今後
今後の目標は
Ａ：販売２種の免許を取りま
す！

☆西山さんにインタビュー
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豊田
雨貝
渡辺
高野

35

蚊などの吸血性の虫は、
遠く
からでも動物が出す二酸化炭
素を感知し動物の位置を探り
出します。動物の近くまで飛ん
できた蚊は、体臭、体温、湿気
などを頼りに動物を刺します。
モスキートマグネットは、そ
のような吸血性の虫を特許技
術を使ってプロパンガスを燃
焼させ、蚊の好む湿気や二酸化
炭素に変換させます。専用の誘
引剤を使用することで動物の
においを模し、広範囲（半径約
ｍ）に拡散して、蚊を引き
寄せます。そして、装置を動物
と錯覚させて吸引口へ引き寄
せ、内蔵しているファンのバキ
ュームにより本体内部の捕獲
ネットに閉じ込め、そこで乾燥
し 時間以内に死んでしまい
ます。殺虫剤を使用しないため、
他の益虫や昆虫、ペットなどに
はまったく影響がなく、
環境に
優しい製品です。
弊社は、モスキートマグネッ
トの茨城県正規販売店となっ
ておりますので、販売からメン

本体価格￥190,000(税込
税込)
本体価格￥
税込)

準優勝
３位
４位
５位
☆今回満足のいく結果が残
せなかった方々、ご都合が悪く
コンペにご参加できなかった
方々、また来年も開催する予定
ですので、ぜひ次回のご参加を
心よりお待ちしております。

※集合写真をご希望の方は、
当社までご連絡下さい。

これが吸⾎性の⾍を引き寄せるモスキートマグネットの仕組み︕

イベント情報
イベント情報

沼崎
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第６回
茨石ゴルフコンペ開催
茨石ゴルフコンペ
ゴルフコンペ開催
先月５月 日に第６回目と
なる茨石商事主催のゴルフコ
ンペが行われました。
予報では、
台風が上陸する予
定でした。しかし日頃からの行
いが良いのか、天気が崩れるこ
となく、爽やかな５月の風を感
じながら無事開催することが
できました。
お忙しい中ご参加
頂き、誠にありがとうございま
した。多くのお客様に大いに楽
しんで頂き、
私共も大変嬉しく
思っております。
今回優勝賞品であるグリル
ステーションを見事に手にし
たのは、沼崎 憲一様でした。

優勝

●上位入賞者成績●

優勝おめでとうございます！
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