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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!!
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ふるさと
ふるさと紀行
紀行

まれた。名は鈍鼎。父の私塾を
受け継ぎ、読・書・算の教科を指
導、特に書道に優れていた。安
政 年没。「天来先生之墓」が
東耀寺門前にある。天来の子天
亮も父の跡をついで教育に尽力
した。
明治末期には会社団体「武石
醤油合資会社」 が仲之内にあり、
明治 年 月の創立にして、
醤油醸造を以て業とせり、此社
如何に醸造上の改良と原料の精
選に細心注意し「千代」印醤油
を販売していた。次に、「報知新
聞社石岡出張所」 。 報知新聞は
其創刊最も古く、主任山本義
三郎氏が紙数の拡張に努めた。
そして、「小林楼」。大正初期の
石岡の景況の一つとして、稲吉
楼があった、石岡屈指の旅館で、
裏に三階の離れ座敷があった。
当時の様子として次のように記
されている。
少程にして路は十字路をなし
て居る。右は仲之内町にして、
角は銚作支店の乾物商、隣は
報知新聞出張所で、これより
先は小揚州！すし長、小林楼
の 糸+玄 声を聞く。
松の小林日毎の茂り
み空の鶴さへ舞うてくる
その筋向かふに長寿の醸造元
柴野善兵衛氏がある…仲之
内町には医学得業士青地忠
一氏がある、氏は石岡町諸学
校の校医で、又斎藤医院があ
る、院主明氏は石岡医界の気
概家である。
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石岡市仲之内町
石岡市仲之内町（なかのうち）
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社長エッセイ
社長エッセイ
第です。
それなりに(年相応に)１次会、
２次会のカラオケ等で盛り上が
っていよいよ次回開催予定です。
１０年後の７０歳では居なくなる
人もいるだろうからなるべく前
倒しでと言う流れで意見が纏ま
り、お開きとなりました。
(クラス単位の写真を添付しま
す。)
上記のようにクラス会も出席
者は全体の約３分の１。なかなか
多くの人が一堂に揃うのが年々
難しくなってきたと感じており
ます。
それはまた家族も一緒の事で、
長女も次女もそれぞれに仕事
を持っており、勤務先でも個人
々で夏季休暇の取り方も様々。
長男も大学でラグビー部活動。
そんな中短い休み期間中ピンポ
イントで数時間、各々が時間を
調整し都内で
家族５人お互い
の現況を話しな
がら楽しく一
緒に食事をす
る時間が持てま
した。また明日
からそれぞれの
季節が始まり
ます。
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今年も 月 日～ 日に
常陸國總社宮例大祭が開催さ
れます。 日『神幸祭』、 日
『奉祝祭』、 日『還幸祭』の日
程で開催され、平成 年の年
番は仲之内町です。仲之内町は
現在の府中一丁目と呼ばれてい
る地で、地名の由来は不詳です
が、戦国期は石岡の府中城の一
郭 で し た 。 慶 長 年 間 、 1596 〜
1615 の府中町成立後、町立て形
成、近世中期以降の府中 町
の一つ香丸組に属していました。
仲之内町のかつての風景をいくつ
か振り返ってみます。
仲之内町には江戸時代、「兼
子塾」があった。天聾・天来・天
亮三代にわたる兼子塾であった。
天聾は宝暦九年宍戸に生まれ、
天明の頃、府中に来て仲之内に
私塾を開き、経史・書道・算術
などを指導、医療に通じたので
治療にも当
たったという。
文政 年
歳で没した。
守横の常光
院に葬ると
あるが墓碑
は不明。天来
は天聾の子と
して寛政年
間府中に生
12

それぞれの夏」
「それぞれの夏
今年は私共の学年が還暦を迎
えるということで、１０年ぶりの
同窓会を有志メンバーで企画し
ておりました。そして８月初旬に
行われた総勢８０余名の「石岡
中学校」同窓会。久し振りに懐
かしい面々に笑みが浮かびます
。
因みに当時
を少し振返る
と東小 と石 岡
小の子供が石
岡中学校区。(
国府中は無か
った)市内の私
たちは遠路３０
分位かけて通
いました。学校の周りも今のよ
うに店舗や住宅密集地ではな
く、裏には牧場も有ったのです。
いつの時代も同級生同士は子
供当時のままの印象ですが、や
はりそれなりの年月を経てそれ
ぞれの顔に刻まれた皺には様々
な人生を辿った痕跡が見受けら
れます。話題も今までの仕事の
事、定年後の過ごし方、子供の
事、孫の事、そしてお互いの健康
の事等々テーマは尽きません。
あの頃の賑やかだった石岡旧市
街を懐かしむ声も多く聞かれ、
石岡以外に住むメンバーも含め
地元再生計画なるもの？酒を
酌み交わしながら練り上げた次
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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

昭和初期、仲之内町小林楼の様子
昭和初期 仲之内町小林楼の様子

１３８０円
１３８０円
どちらもセット
どちらも

１５８０円
円

１１︓３０〜１５︓００
１１︓３０〜１５︓００

ランチ

１５︓００〜１７︓００
１５︓００〜１７︓００

ティー

１７︓００〜２１︓００
１７︓００〜２１︓００

ディナー
ナー

読者プレゼント
読者プレゼント

お知らせ

月１日（木）より店頭灯
油販売のポイントカードサ
ービスがスタートします！
ご希望の方は、灯油販売窓
口にて随時承っております
ので、お声かけ下さい。
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配達灯油のキャンペーン
は 月から予定しておりま
す。お楽しみに！

店頭灯油販売の
ポイントカード

お祭り写メ募集

今年もお祭りの季節がやっ
てまいりました！お祭りに、ご
家族で参加されたり、見に行っ
たりして、携帯電話やスマート
フォンで写真を撮る方も多い
と思います。そこで、今回は、
イバセキ写メ コンテストを
企画致しました！お祭りに関
係する写メならどんな写真で
も構いません、お気に入りの一
枚を送ってください！社内で
選考し選ばれた写真はワクワ
ク通信 月号へ
掲載させて頂き
ます。また、賞
品として府中誉
の焼酎『渡船』
をプレゼントさ
せて頂きますの
で、皆様のご応
募をお待ちしております♪
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毎年恒例の
紙上展示会がスタート！
快適な暮らしをつくるお
得なガス器具を揃えて、今年
も紙上展示会が開催しまし
た。セール期間は平成 年１
月末日までとなりますので、
このチャンスをお見逃しな
く‼
期間中、１０，８００円以
上（税込）お買上げのお客様
の中から、合計４２０名様に
豪華賞品プレゼント‼
ご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。
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〔応募方法〕
☆メールのみの受付となりま
す。件名に『お祭り写メ係』と
入力して下さい。そして、氏名・
住所・電話番号・写真の題名を
入力し、写真を添付して左記ア
ドレスへメール送信して下さ
い。
〔受付アドレス〕
ibaseki@arion.ocn.ne.jp まで
〔応募締切〕
平成 年９月 日まで
ご不明な点等ございましたら、
お気軽に弊社までお問い合わせ
下さい。
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ティアラランチ
ィアラランチ

など

新たに企画中！！
９月２７日（日）発売予定！

オムシチューハンバーグ
オムシチューハンバーグ １２００円
１２００円

になるお店紹介
気になるお店紹介

今回ご紹介するのは、石
岡駅前のホテルグランマリア
ージュ内にあるレストランテ
ィアラです。幸せになれるパ
ワースポット『龍の池』の水の
流れを見ながらおいしく優
雅なひとときをお過ごしい
ただけま
す。
お友達
や、ご家
族と、ち
ょっとリッ
チなお食
事はいか
が で す
か？価格
は、もしかしたらファミレスよ
りもお得⁉
特に『帝国ホテル直伝ポテ
トサラダ』は是非ともおす
すめです。
お試しミニ
サイズ３８
０円です。
ランチのお
供にどう
ぞ。
人気メニュー
人気
（税別）

営業時間

水曜 定休

