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ふるさと紀行
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社長エッセイ
社長エッセイ

められた稲などの保管倉庫〝正
倉〟、宿泊・饗応の役割〝館〟、
食事を作る場所〝厨〟などの
建物があり、郡家の推定地は、
筑波山の南方で、西に突出する
平沢山と通称される小丘陵の
南の比高 ～ メートルほど
の台地上にあり、台地の南方の
平野には条里制遺構が広がりま
す。台地は西にある中台台地と
その東に浅い谷をへだてて相対峙
する不整形な島状をなした平
沢台地があり つの台地からは、
奈良・平安時代に属する瓦や土
器等の出土品、礎石の遺存が知
られてきており、郡家あるいは
郡寺かとする説が立てられてい
ました。とくに平沢台地では礎
石状の石の遺存がかなり広範囲
に知られていました。
昭和 年より３次にわたる発
掘調査が行われ、この遺跡は郡
衙の正倉部分と推測されこの遺
跡には、掘立柱建物跡が 棟、
礎石建物基壇跡 基、大溝跡
や柵列跡、竪穴住居跡 軒が
発掘されました。調査された遺
構としては、規則的に配列され
た掘立柱建物群、礎石群、基壇
状高まり部分、竪穴住居跡、及
びそれらをとり囲むとみられる
大溝が主なものでした。
現在、遺跡は正倉（高床式倉
庫）など、一部が実物大で復元
されており、古の雰囲気を感じ
ることができます。
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つくば市 平沢官衙遺跡
つくば市

つくば市平沢にある遺跡、平
沢官衙遺跡は、奈良時代・平安
時代の常陸国筑波郡郡衙跡で、
国の史跡に指定されています。
筑波山が屹立する筑波の地は、
古代より豊かな歴史の展開をみ
せた地域の一つでした。常陸国
風土記によると、筑波の地は、
古く筑波の県、あるいは紀の国
と呼ばれたと伝えており、また
筑波国造の治める地でした。そ
の由緒をうけつぐ筑波郡は、筑
波山の南麓を中心に定められ、
その郡家の所在については現在の
筑波町北条の地とされてきまし
た。平沢官衙遺跡はその一角に
当たり、奈良・平安時代の常陸
国筑波郡の郡役所跡と想定さ
れ，昭和 年に国の史跡指定
を受けました。
郡衙には、役人が執務する場
所〝郡衙政庁〟、租税として集
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ブラマサト 京都①
インクライン」
「インクライン」
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月初旬、日頃皆様がお使
いのマルヰガス関係の 周年記
念式典が有り、その翌日帰社途
中僅かの時間ですが京都に立寄
りました。
団体行動なので自由時間は無
かったのですが、コース案内に「南
禅寺で昼食」と䦕実は行ってみた
い場所がそこに有ったのです。
それが「蹴上インクラインと
水路閣」でした。ＮＨＫの「ブラタ
モリ」でも紹介されたので知って
いる方も多いと思いますが、明
治の時代( 年頃)京都に上水
道や水力発電そして水運の為に
造られた「琵琶湖疎水」。比叡山
をぶち抜いてはるばる琵琶湖か
ら曳いてきたその運河は多大な
労苦を使った当時の京都市民の

プライドとエネルギーの結晶だっ
たと思います。やはり名所旧跡
ばかりの京都にあって大土木工
事は様々な軋轢を生み迂回ルー
トをとらざるを得なく、又盆地
という地理的な事情から発生し
た落差 ｍで途切れてしまった
運河をどう結ぶかの苦肉の策と
して誕生したのが、ケーブルカー
の要領で荷物や客を船ごと台車
に乗せて５４７ｍの距離を上げ下
ろす方法、これがインクラインで
あります。
そのレールや船台が残るのみ
ですが、桜の季節には市民の憩
いの場所として現在も親しまれ
ております。またその運河から
曳いた水を市内に運ぶ水路閣
(煉瓦造りの水道橋)が今でも多
くの流水を湛えながら南禅寺の
境内を通過しております。その
寺院と古代ローマを想像させる
建造物の異様なコントラストが
何とも不思議に興味をそそら
れます。
明治の当時、新政府に天皇を
連れ去られ、東京にその首都機
能を奪われて衰退するしかない
運命を背負わされた京都におい
て、新時代に遅れないだけの産
業を興すべく、資金も京都市民
が出し実施された琵琶湖疎水
事業。それが日本初の路面電車
やそれを走らせるための日本初
の水力発電所を生み出しまし
た。
さすが京都！古都と同時にハ
イカラですね。
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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!!

7 月号
2015 年

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
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イベント情報
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さなパン教室
小さなパン教室
６月 日、青柳信子先生を
お招きして『イバセキの小さな
パン教室』を 名のお客様に
ご参加いただき開催しました。

弊社としても、初めての試み
だった為、スタッフ一同ドキド
キでしたが、
和気あいあいと楽
しくパン作りをすることが出
来ました。ガスオーブンで焼い
たパンは、ふっくらでこんが
り！とても美味しく初心者と
は思えない焼き上がりに、参加
者の方からも楽しかったと喜
びの声が届いておりますので、
一部ご紹介させて頂きます。
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「齢七〇を目前にして貴社主
催のパン作りに参加し、
日頃な
にげなく食しているパンです
が自分で作るとなると大変な
作業と生れて初めてわかりま

した。
材料の準備、分量、生地の練
り具合等々、
私にとってとても
新鮮で貴重な経験でした。
材料を考え生地を練るとき
の手の力加減など今話題の認
知症予防にも役立つのではと
思っております。
次に催すときも是非参加し
たいと思います。今回は非常に
楽しく有意義な日でした。あり
がとうございました。」
石岡市内
Ｋ.Ｔ 様
喜びのお言葉を頂きスタッ
フもやりがいを感じておりま
す。次回、パン教室を企画した
際には皆様もぜひご参加下さ
い！
【ダッチオーブンで
ダッチオーブンで作
作ったポトフも
一緒にいただきまーす
にいただきまーす♪】
】
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・お料理が
・お
が楽しくなる
しくなる最新コンロ
コンロ
・エネルギー
・エネルギー消費を
を抑えた給湯器
給湯器
・水栓交換
・水栓交換などの小
小さな工事
工事から、
、浴室・台所
台所の大掛
大掛かりなリフォーム
かりなリフォーム
・市区町村
・市区町村より９割
割助成がある
がある高齢者介護
高齢者介護リフォーム
リフォーム
・当店でのガス
・
でのガス料金
料金のお支払
支払い等

イバセキでは
イバセキでは石岡市
石岡市スーパープレミアム
スーパープレミアム商品券
スーパープレミアム 商品券をご利用
利用いただ
いただ
けます。
けます。この機会
機会にぜひご
にぜひご利用下
利用下さい
さい！！
！！
お得で素敵
お
素敵なプランをご
なプランをご提供致
なプランをご提供致します
します。ご
ご相談・お
・お見積
見積りプラン
りプラン
作成は無料
作成 無料です
です。
ご不明な
ご
な点は、
、お気軽
気軽にお問
問い合わせ
わせ下さい
さい。ご
ご連絡、
、お待ちし
ちし
ております
ております♪

