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代目に当たる。一方、娘は府中
藩侍医の良元を婿にとり東京・
小石川の同心町に分家開業した。
二人の長男・良運は蘭方医の
長州藩侍医・坪井信道の日習堂
でオランダ医学を学び、父の後
を継いだ。そして明治の廃藩置
県で小石川から石岡市鹿の子に
あった武家屋敷に移住した。鹿
の子という場所は特に歴史も古
く、地下の正倉院ともいわれ、「
鹿の子 遺跡」が常磐高速建
設時に発見された地域である。
今はその面影はないが、江戸時
代当時の鹿の子は、常陸府中藩
の武家屋敷が建ち並んでいたそ
うだ。そして、後の一八七三年
に 歳の若さで他界した。手塚
一族の墓は東京都豊島区巣鴨の
曹洞宗総禅寺にあるが、親戚筋
が清涼寺の僧になった縁で同寺
に埋葬されたと推測されている。
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ふるさと
ふるさと紀行
紀行

6

石岡市清凉寺・手塚良運の
手塚良運の墓
石岡市清凉寺・
「鉄腕アトム」や「ブラックジャ
ック」などで知られる『漫画の神
様』こと手塚治虫。その先祖で
府中藩侍医だった手塚良運の墓
が、石岡市に存在する。それは、
石岡市国府の曹洞宗興国山清
凉寺にある。この清凉寺は二〇
〇一年に開山 年を迎えた由
緒あるお寺である。
手塚治虫の先祖の、手塚良運
という人物は手塚治虫が描いた
漫画で、幕末の江戸を舞台に描
いた『陽だまりの樹』のモデルにな
った手塚治虫の曽祖父・良仙のい
とこにあたる人物である。その
事実が判明したのは近年のこと
で、清涼寺開山 年史を編さ
んした際、一九九八年に、茨城
県立歴史館の研究員から手塚
良運と手塚治虫の関係を指摘
され、手塚プロ等に確認し調査
した結果判明した。
確認できた先祖は、初代・良
仙。武蔵国の冨田与八郎の四男
で水戸藩侍医の原南陽に師事し、
漢方を学んで医師になり、手塚
良意の娘と結婚して手塚姓に。
内科医として江戸の小石川で開
業し、常陸府中藩主・松平播磨
守の侍医になった。一男と一女
がいて、長男の光照が二代目良
仙を名乗り、三代目良仙・良庵
から太郎、粲(ゆたか)、治虫と
続き、治虫は初代良仙から
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社長エッセイ
社長エッセイ

これを書いている私もラグビー
に関してはこれまで子供達を通
じて多少の縁はありましたが、
明らかににわかファンです。

１０

「ノーサイド」
現在、空前のラグビーブームの
ようです。ワールドカップで優勝
候補の南アフリカに勝って以来(
巷では細身タレント桐谷美鈴が
レスリングで吉田沙保里に勝った
と同じ位の快挙と表現された)
又、全日本チームが更に勝ち進
むに従ってにわかファンが増えて
いきました。それも無理もなく、
今まで殆ど勝った事のない日本
チームが結果的には惜しくも予
選落ちしましたが３勝もしたの
です。
このラグビーというスポーツ、
熱烈なファンはこれまでも居り
ましたが、日本ではメジャーとは
言えませんでした。その理由の
一つにルールが難しい事もあるよ
うで、今回のにわかファンも理解
するのに四苦八苦しているよう
です。しかしその様な人でも五
郎丸選手達の人気は絶大で、あ
の独特のお祈りのようなルーテ
ィーンポーズから蹴るゴールキッ
クは見事な精度を誇っています。
長女が大学時代ラグビー同
好会のマネージャー。長男は現
在大学１年でラグビー部に所属
しています。 月の或る日曜日、
長男の学校グラウンドで公式戦(
２部ですが)が有り久し振りに観
戦しました。対戦相手は東大な
ので、頭脳では勝てないのだから
せめてスポーツは頑張れよ！と
皆で声援を飛ばし、見事勝利す
ることが出来ました。しかし何
度も有ったゴールキックは中々決
まらず、五郎丸とは違うねとイ
ライラ䦕しかしこのラグビーとい
うスポーツ「自分は皆の為に」と
いう言葉にある様に自己犠牲の
精神(仲間を協力し合って活か
す)に則ったものです。又、戦い終
われば「ノーサイド」でお互いの
健闘を湛えあう人間形成には
とても良いスポーツの一つだと思
います。そういう意味で企業が
求める人材が多い理由なのでは
ないでしょうか。

曹洞宗興国⼭清凉寺

⼿塚良運の墓
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も水道も
ガスも 電気も
電気もリフォーム
水道も!!

11 月号
2015 年

いばせき広報室
茨石商事株式会社

年賀
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になるお店紹介
気になるお店紹介

Fujina うるおい通信

定価 14,000 円

プロが染める
プロが染
オーガニックカラー専門店
オーガニックカラー専門店
「パレット
パレット」
パレット」
かすみがうら市
稲吉東４-１剸１
（神立駅徒歩８分）
受付時間 9：00～18：30
（定休日 日曜日）
※来店順にご案内させていた
だいておりますので、ご予約
は承っておりません。

特別価格 9,200 円

今年も、年賀はがきの季節が
やってまいりました。旅行・家
電・現金（ 万円）が当たる、
お年玉付き年賀はがきは、絵入
り等、豊富な 種類の中から
お選びいただけます。
当社では、年賀はがきの配達
も承っております。ご注文は、
ぜひイバセキまで！
【お問合せ 0120-41-2680】

インクジェット紙……
インクジェット紙……52 円

秋はお肌の回復期。
この時期の
保湿が、潤い
美肌の土台と
なるため、と
ても大切です。
化粧水は手
の温度でじんわり温めてから、
やさしく包み込むように馴染
ませると肌の奥までしっかり
浸透してくれます。
仕上げはクリームで油分の
フタをするのをお忘れなく！
秋の丁寧なケアが、１年の美肌
のベースになります。

編集後記

徹底保湿 2 点セット

ワクワク通信では、皆様か
らの、お便りやご意見、ご感
想をお待ちしております。
これからも、どうぞ宜しく
お願い申し上げます。
広報担当

fujina

10

人気のラインナップ☆
☆人気のラインナップ
のラインナップ☆

ディズニーキャラクター年賀
ディズニーキャラクター年賀②

57 円

ハローキティ年賀

空いた時間に手軽に染めら
れるのは、嬉しいですね♪
ぜひ一度ご利用になってみ
て下さい！

ディズニーキャラクター年賀
ディズニーキャラクター年賀①

マルヰガスありがとうキャンペーン
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ります。
そして、気になるお値段
ですが、多店舗展開による
大量仕入れと、荷物のお預
かりや、ご精算、セルフブ
ローとお客様にご協力いた
だく事で、分部染め 1,500
円、根元染め 2,100 円全体
染めでも 2,800 円（価格は
全て税別）と驚き低価格を
実現いたしております。

手軽に、早く、キレイに、
そしてお安く、ヘアカラー
をご希望の方は、ぜひ、こ
の機会に当店をご利用なさ
ってみてはいかがでしょう
か。
皆様のご来店、スタッフ
一同こころよりお待ちして
おります。
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今回は、かすみがうら市にあ
ります、〔オーガニックカラー
オーガニックカラー
パレット
専門店 パレット〕を、ご紹介
いたします。
オーナーの鈴木様よりコメ
ントをいただきました！
こんにちは、オーガニッ
クヘアカラー専門店パレッ
トと申します。
当店は、忙しくてもキレ
イに過ごしたい女性の為の
美容室を目指し、８月末、
かすみがうら市稲吉東に、
ヘアカラーのみを行うお店
としてオープンさせていた
だきました。
まず、当店の一番の特徴
は店名にありますように、
保湿や保護効果に優れた６
種のハーブエキスと、５種
類のオーガニックハーブエ
キスを配合した天然由来の
高品質で低刺激なカラー剤
を使用し、髪に優しく、う
るおい・つやめく美髪に導
く事です。
また、他のカラー専門店
にありがちなオートシャン
プー機は利用せず、最初か
ら最後まで、スタッフの手
で丁寧にシャンプーし、ト
リートメントで仕上げてお

日頃の感謝を込めまして、マ
ルヰガスのありがとうキャン
ペーンを平成 年 月 日
まで実施しております。
☆春休み親子体験（燃料電池
自動車トヨタ「ＭＩＲＡＩ」の
試乗ができる水素教室）
。
・・・・抽選で合計 組
☆大相撲観戦ご招待
抽選で合計 組 名様
その他、マッピー特選豪華景
品プレゼント！
応募には、応募券が必要となり
ますので、応募する場合には、
当社までお問い合わせ下さい。
（お問い合わせ）
TEL 0120-41-2680
28

インクジェット写真用 62 円

