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前回はインクラインの話でした
が、今回は引続きお寺の建築美
を中心に御紹介します。
南禅寺は 1291 年に亀山法王
が開基し、大名国師が開山しま
した。室町時代には禅寺の中で
も最高の位が与えられ栄華を極
めた寺です。境内には勅使門、
三門、法堂、方丈の伽藍が一直
線に並んでおり、日本三大門の
一つ山門は高さ２２ｍ、５間３戸
の荘厳な門です。
現在の門は藤
堂高虎が大阪
夏の陣で倒れた
戦没者を弔う
ために再建され
たもので、石川
五右衛門が「絶景かな」と見得
を切ったことで有名になりまし
た。そこから少し路地を進むと
南禅寺塔頭の一つである金地院
が有ります。元々応永年間
(1394 頃)に足利義持が北山に創
建したものを、1605 年崇伝によ
り現在地に移築されました。方
丈や茶室八窓席、東照宮は共に
重要文化財。枯山水の「鶴亀の
庭園」や長谷川等伯筆の「猿猴
捉月図」及び「老松」は特に有名
です。何とも風情のある佇まい
と、弁天池に咲く蓮が心を和ま
せてくれます。

次に京都を代表する寺の一つ
東寺を訪れました。延暦 年
(794 年)桓武天皇は奈良から長
岡京を経て平安京へと都を移し
ました。現在の京都は大部分が
東方にずれていますが、東寺は
元の場所にそのまま残っていて 1
級史跡に指定されています。本
格的に活動を始めたのが弘法大
師の造営以降で、
国の平和が護ら
れるようにとの願
いを込めた、金堂
・講堂・食堂そし
て五重塔等の配
置はそのまま曼
荼羅であり、講堂内部仏像によ
る立体曼荼羅と共に密厳浄土
の世界を表しております。国宝
級が溢れる東寺も 1200 年の間
に幾度もの台風・雷火・兵火等の
災害を受けましたが、その都度
民衆の信仰の力により再建され、
とくに総高 ｍの五重塔は古都
の玄関の象徴として昔の姿をそ
のまま今日に伝えております。
悠久の時の流れをしみじみと
感じながら、平安文化を堪能出
来たひと時でした。
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笠間稲荷神社は京都の伏見
稲荷、愛知県豊川市の豊川稲荷
と共に日本三大稲荷の一つとさ
れ（宮城県岩沼市の竹駒神社と
の説もあり）、正月の初詣には
万人近くの参拝者が訪れる
由緒正しい神社である。
笠間稲荷神社の社伝では、白
雉 年（ 年）に創建されたと
されるが、近世までの沿革は不
詳である。奈良時代の和銅 年
（ 年）に、元明天皇の詔によっ
て編纂が命じられた「風土記」の
う ちの 「 常陸 国 風土 記」 に は 、
「新治の郡より東五十里に笠間
の村あり」と記されているが、そ
の頃には笠間の地で「古事記」や
「日本書紀」に描かれている宇迦
之御魂神（うかのみたまのみこ
と）への信仰が深く根ざしていた
と考えられる。その後、江戸時
661

80

2

713

〒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!!

8 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
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代になると全国に広く知られる
ようになり、歴代の笠間藩主が
厚く崇敬した。三代藩主松平康
長、忠臣蔵で有名な浅野内匠頭
長矩公の曾祖父、第五代藩主浅
野長重、祖父の第六代藩主、浅
野長直が崇拝した。その他、大
石内蔵助も笠間藩から笠間稲
荷大神さまの御分霊を邸内に
祀り、大石稲荷神社となった。
浅野家、大石家ともに笠間から
赤穂へと移っても篤く崇敬し続
けた。そして、第十三代藩主の
井上正賢公は、夢に笠間稲荷大
神が現れたことにより、いっそう
深く霊験を感じ、笠間稲荷神社
を歴代藩主の祈願所として定め
て、社地社殿の拡張に努めた。
第十四代藩主の牧野貞通公は、
先例にならって、笠間稲荷神社
を牧野家の祈願所と定めるとと
もに、境内地や祭器具などを寄
進した。以後、笠間藩は明治維
新まで牧野家が領有することに
なり、神社の発展に尽くした。
また、第十五代藩主の牧野貞長
公は、ご神徳のあらかたさを感
じて、京へ具申して勅許を受け、
正一位稲荷大明神の神位を大
神に賜った。
牧野家を除く歴代藩主の多
くは他藩へ転封してったが、笠間
を離れても崇敬心は変わらず、
御分霊を新たな領地に祀り、そ
れにより藩主の篤い崇敬が領民
へと広まり、さらに領外の民へと
広まっていった。

スタッフの方より、
より、一言！
一言！
スタッフの方
毎年ご好評を頂いており
ます、 Sky ビア・ホール
“シャトー・ヌフ
シャトー・ヌフ”
シャトー・ヌフ
今年も期間限定でオープ
ンしております。多彩なお
つまみやお得なセットメニ
ューをご用意して皆様のお
越しをお待ちしておりま
す。
８階から〝石岡の夏〟を
お楽しみ下さい！
8F

予約・お問
わせ】
【ご予約・お
・お問い合わせ】
〒315-0014
石岡市国府 1-6-33
石岡プラザホテル
℡0120-140408
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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 福田 香織
・出身地 日立市
・生年月日
1993 年２月 日
・配属 営業（総合職）
・趣味 音楽鑑賞・ライブ
・好きな食べ物 プリン
・座右の銘 聞くは一時の恥、

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： お客様のところへ定期的に
お伺いし、どんな細かなこ
とでもご相談を承ります。
お客様と色々なお話をする
ことにやりがいを感じてい
ます。
Ｑ：今後の
目標は？
Ｑ：今後
今後の目標は
Ａ：目配り気配りが出来るよ
うに心がけていきます！

☆福田さんにインタビュー

聞かぬは一生の恥
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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

平成 年７月 日に販売が
開始された石岡市スーパープ
レミアム商品券！並んで購入
された方も多いと思います。
地域活性化の為に企画され
たこの商品券、生活必需品を買
うだけではもったいない！２
割得なので、
いつもは躊躇して
しまいがちな、ちょっと高めな
商品購入にチャレンジしてみ
てはいかがですか？
当社では、ガス・灯油料金の
支払いはもちろん、ガスコンロ、
給湯器交換、外壁塗装工事、水
漏れ修理や、さらには、イバセ
キ内レストラン「ロッシュ」で
もご利用頂けます。この機会に、
プチリフォーム等を検討して
みてはいかがですか？
ご利用にあたって、不明な点
等ございましたら、お気軽にお
問い合わせ下さい。
皆様のご利用を心よりお待
ちしております♪
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になるお店
気になるお店

また、お酒を飲まない方には、
ウーロン茶の飲み放題とおつ
まみ３品で２，０００円
（税込）
もあります。
おつまみの種類は 種類と
豊富にあり、
おすすめを聞いた
ところ、鳥竜田揚げ・タルタル
ソース添えと海老のオリーブ
オイル焼きと教えていただい
たので、早速食べてみました！
とてもジューシーでおいしか
ったです。
最後の〆や、ガッツリ食べた
い方には、通常メニューの牛肉
の赤ワイン煮やシーフードカ
レーをどうぞ！料金も１，０８
０円とリーズナブルです♪
他にも紹介したい所がたく
さんあり書ききれません。ぜひ
一度、ご利用してみてはいかが
ですか？

美味い︕

Sky ビア・ホール
シャトー・ヌフ』
『シャトー・ヌフ』
今回ご紹介するのは、毎年夏
にオープンする石岡プラザホ
テル８階のビア・ガーデン。
おすすめは、お得なサマーセ
ット♪２時間飲み放題とおつ
まみ３品（１品５００円）と夜
景がついて３，０００円
（税込）
と超お得！３品だと少ないと
感じるかもしれませんが、４人
だと 品になるので、一度に
頼んだらテーブルが一杯にな
ってしまうボリュームです。ど
の品も手が込んでいて、
とても
おいしいです。

今年は、ハイボールのサーバ
ーを導入したとの事なので、注
文してみると、味のバラつきが
なく炭酸の割合が絶妙で何杯
もいけちゃうおいしさです！
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