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香取市 香取神宮

敬され、その神威は中世から武
家の世となって以後も続き、歴
代の武家政権からは武神とし
て崇敬されました。現在も武道
分野からの信仰が篤くなって
います。また、古くから国家鎮
護の神として皇室からの御崇
敬が最も篤く、特に『神宮』の
御称号を以て奉祀されており、
中世以降は下総国の一宮、明治
以後の社格制では官幣大社に
列し、昭和 年、勅祭社に治
定されています。
香取神宮の本殿・楼門は共に
1700 年に徳川幕府によって造
営され、国の重要文化財です。
境内西方には要石（かなめいし
）と呼ばれる石があり、地震の
原因とされる大ナマズを押さ
えつける守り神として現在に
も伝わっている。なお、鹿島神
宮にも凹型の要石があり、同様
の説話が伝えられ、鹿島・香取
の要石は大ナマズの頭と尾を
抑える杭と言われ、見た目は小
さいが地中部分は大きく決し
て抜くことはできないと言い
伝えられ、貞享元年（1684 年）
に徳川光圀が神宮を参拝した
際、要石の周りを掘らせたが根
元には届かなかったといいま
す。

高さ 10m の御神木

造営された⿊漆塗りの
造営された⿊漆塗りの拝殿
拝殿

香取神宮は、
千葉県香取市香
取にある神社で、歴史は大変古
く、社伝によると初代神武天皇
年の創建（紀元前 年）の
創建とされています。古くから
国家鎮護の神として皇室から
の御崇敬が篤く、『神宮』とい
う称号で呼ばれたのは、
明治以
前には伊勢神宮、香取神宮、鹿
島神宮の つだけであったと
いうことです。
香取神宮は神代に経津主命
（フツヌシノオオカミ）
を祀っ
ています。経津主命は、出雲の
国譲りの神話に語られる神様
で、その神話では、武甕槌命（
たけみかづちのおおかみ）が芦
原中津国を平定し、その子孫が
香取・鹿島の両地に拠を構えて
香取神宮・鹿島神宮を其々創建
したとしています。そんないわ
れもあり、古くは朝廷から蝦夷
に対する平定神として、
また藤
原氏から氏神の一社として崇
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社長エッセイ
社長エッセイ

ており、いよいよ時間となり生
島ヒロシの司会で開始。
選考委
員長に鳥越俊太郎、委員は姜尚
中・俵万智・室井滋・やくみつ
る等々そうそうたるメンバー
によりトップテン、
そして年間大賞が
選考されました。結
果は新聞テレビ等
でご存じかと思い
ますが「トリプルス
リー」「爆買い」で
した。今年は世相を
反映してか政治色
が濃いものも目立った中、期待
の五郎丸は欠席でしたが、会場
を明るく盛り上げてくれた「安
心してください、穿いてますよ」
のとにかく明るい安村氏と元
気満載「ま
いにち、修
造」の松岡
修造氏が
とても印象
的でした。
今年もい
よいよ終わ
りだなと、大
混雑の中汗
だくで撮っ
た写真と共
に帰路につ
きました。
お客様のみなさまには本年も
大変お世話になり有難うござ
いました。来年が更により良い
年になります様お祈り申し上
げます。
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年末行事」
「年末行事」
月の或る夜、知人からメ
ールが。その人は私と同じ高校
の 年先輩で、お互い子供の
高校でも一緒にＰＴＡ活動を
した方でした。その内容は流行
語大賞の表彰式だけど来る？
最初ピンと来なかったが、どう
も毎年年末に行われている「ユ
ーキャン新語・流行語大賞」
の事で、その招待状をくれるら
しい。
また当社の取引先リース会社
の担当(これも同じ高校先輩)
も来るからと、私は急ぎ手帳で
予定を確認し、すぐさま「行く
、行く」と返事を致しました。
選出のベースになっている
のもかつて学生時代にお世話
になった「現代用語の基礎知識
」であり、そもそも彼がその様
な会社に勤めていたのも知り
ませんでした。(因みに昨年度
の年間大賞覚えていますか？
「ダメよ～ダメダメ」と「集団
的自衛権」でした。)
そのような訳で 月 日
夕刻帝国ホテルの表彰パーテ
ィー会場へいそ
いそと出かけて
行きました。そこ
では既に報道陣
のカメラの列、テ
レビのリハーサ
ルとごった返し

樹齢 1000 年、

1700 年に徳川幕府によって
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茨石商事株式会社

気になるお店紹介

かわいいお客様

年末恒例読者プレゼント

一年の感謝を込めまして、年
末大感謝プレゼントをさせて
頂きます！
今回は年末年始に重宝する、
市内老舗「河津商店」さんの人
気商品をセレクトした〔かつお
詰め合わせ商品〕です。
ソフト削り
☆ ソフト削
人気商品の業務タイ
プで、たっぷり使ってほ
しい商品です。

天然だしパック
☆ 天然だしパック
すべて、お店で 1 つず
つ手作り、天然素材だけ
で作っています。

上記 品をセットにして抽
名様にプレゼントさせ
選で 名様にプレゼント
にプレゼント
ていただきます。

炊き立てご飯にたっぷりのか
つお節をのせてお醤油をぽたぽ

たかけて食べるのがおすすめ！

☆応募方法☆
官製はがきに・氏名・郵便
番号・住所・電話番号を明
記の上 月 日(当社必
着)までにご応募ください。
〒315-0013
石岡市府中 2-3-19
茨石商事(株)プレゼント係
まで

【店舗情報】
河津商店
石岡市府中 1-4-24
TEL 0299-22-2465
9：00～17：00
定休日 日、祭日

年末年始のお知らせ
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只今、
特別キャンペーン実施中
特別キャンペーン
キャンペーン実施中です。
実施中
・キッチンパック（キッチン+
レンジフード）26,000 円～（
通常価格 28,500～）
・浴室パック（浴室+トイレ・
洗面台）25,000 円～（通常価
格 28,000 円～）
このキャンペーンは年末ま
でではなく、
年明けも実施して
おりますので是非、ご利用して
みて下さい。
先日、石岡小学校の二年生、
六人が社会科学習の一貫で、弊
社及びロッシュを訪れました。
店内のショールームでは、た
こ焼器やバーベキューグリル
に興味深々。灯油の給油体験
も上手にクリア。
そして、弊社に
設置してある非
常用発電機へと
案内。災害時の
避難場所になっ
ている事を伝え
ると、
「えー、知
らなかった！」
と、一斉に驚きの声があがりま
した。
短い時間でしたが、何事にも目
を輝かせて取り組む児童の姿
はとても印象的で、エネルギー
を扱う者として、次世代を担う
子供たちに、安全・安心な世の
中を引継いでいかなければ、と
あらためて感じたひと時でし
た。

室火焼きパック
☆ 室火焼きパック
糸削りタイプ、食感も
よく人気の削り、湯豆腐
、おひたしなどのトッピ
ングにグッド！
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左の写真は、ヒノキ風呂のカ
ビ取り清掃をしたビフォー、ア
フターの写真です。すごくきれ
いになっていますね！

おそうじ本舗 石岡店
石岡市若宮 1-9-27
ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ 0120-755-507
8:00～20:00 年中無休
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平成 年 月 日より平
成 年 月 日まで休業と
させていただきます。
今年もご愛顧をいただき誠
にありがとうございました。皆
様、どうぞ良い年をお迎えくだ
さい。
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今回は、年末年始に大助かり
な〔おそうじ本舗 石岡店〕を
、ご紹介いたします。
オーナーの猿田様よりコメン
トをいただきました！
初めまして！おそうじ本舗
石岡店です。
石岡を拠点として
活動しております。
おそうじ本舗では、クリーニ
ングサービスを通して「感動」
と「満足」を理念に掲げ活動を
行っています。お客様のご要望
やご希望に応えられるよう、精
一杯の努力をしたいと思って
おります。
「自分で清掃してもなかな
か落ちない」
「汚れは気になる
が、清掃の仕方が分からない」
「清掃しても臭いが気になる」
「清掃する時間がなかなか取
れない」など、お客様一人一人
がおそうじに対するお悩みや
疑問を持っていると思います。
その解決を手助けするのが、私
達おそうじ本舗です。お客様の
ご自宅へ伺って清掃するのは
もちろん、お電話による相談だ
けでも大歓迎です。
店舗・オフィス・商業施設の
清掃も承っております。
どんな
些細な事でも構いません。
まずはお気軽にお電話下さい。
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