2016
16 年お正月特別
お正月特別号

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

亜明けましておめでとうござ
います。今年も皆様とともに良
き新年を迎えられましたこと
と、日頃からのご愛顧に対し厚
く深く感謝申し上げます。
昨年は日頃皆様にご提供し
ているＬＰガスや灯油が値下
りしガスは 月、 月に、灯
油は随時値下げさせて頂いた
所でございます。今後も比較的
輸入価格の安定が継続しそう
な見通しの為、本年も皆様に更
なる還元を出来るかと期待し
ております。
また最近世の中全体の流通
や国際的枠組もスピーディー
に大きく変化しようとしてい
る中、我々にどのような角度か
ら影響をもたらすか予断を許
さないところでもございます。
エネルギー一つとっても電
力で最後に残った
以下(
家庭用、小規模業務用)の自由
化がいよいよ４月から始まり
ます。今まで独占だった部分が
解放されるわけで有りますか
ら各業界から新規参入が多く
予想されます。更に２０２０年
には送電部門も解放され、完全
な自由化となります。そして続
いて来年には都市ガスも小口
需要家まで自由化となります。
既に皆様もテレビ等でご覧に
なっていると思いますが、ガス
会社が電気の販売、電力会社も
当然ガスの販売に乗り出して
参ります。しかも通信やセキュ
リティーなどもセットにして。
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ガスも
リフォームも
も水道も
ガスも 電気も
電気もリフォーム
水道も!!
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正に今までの概念を大きく変
える企業再編の変化の動きも
今後起きようとしております。
今、思い起こせば明治 年
横浜で、そして同７年銀座れん
が街に立てられたガス燈。
照明の役割だった当時、
大きな
意味でガス＝電気でした。 そ
の後エジソンが電燈を発明し
照明はガス燈から電燈へと移
っていき、ガス会社と電力会社
は別々の道を歩みだした歴史
が有ります。
そういう意味では
時代は繰り返す、何度も原点に
戻るということでしょうか。
混沌とした中でしっかりと
した未来絵図を描くためによ
りお客様の声をお聞きしなが
ら進んでいきたいと考えてお
ります。旧年中に目標としまし
た全戸訪問活動も一巡し今年
は二巡目に入ります。どうぞお
気軽に声をかけて頂けたら幸
いでございます。
当社ではこれからも下町ロ
ケットのように常にチャレン
ジし、皆様により快適でより便
利な生活提案をお届けする事
を約束します。
本年もどうぞ宜しくお願い
申し上げます。

代表取締役社長
鈴

人
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観光地として発展しました。「
お伊勢参りのみそぎの三社参
り」と呼ばれるほど厚く信仰さ
れ、三社を参拝したといいます
。古の息栖河岸には東国三社参
詣の人々や下利根川地方遊覧
の人々が各地からおしよせ、大
変な賑わいをみせたのです。こ
れらの人々を乗せて利根川を
上下したのが「木下茶船」（き
おろしちゃぶね）と呼ばれた乗
合船・遊覧船でした。木下河岸
から船出する船は、江戸中期に
は一日平均 艘、年間一万七
千人余りが利用したというこ
とです。また、息栖神社の参道
には、大鳥居が常陸利根川沿い
に建っており、『東国三社詣』
の流行していた当時の風景が
残っています。この大鳥居（一
の鳥居）の両脇には、二つの四
角い井戸があり、それぞれの井
戸の中に小さな鳥居が建てら
れ、水底を覗くと二つの瓶がう
っすらと見えます。この二つの
瓶は「男瓶（おがめ）」と「女
瓶（めがめ）
」と呼ばれ千年以
上もの間、清水を湧き出し続け
てきたとされ、湧き出る清水は
忍潮井（おしおい）と呼ばれ伊
勢（三重）の明星井、山城（京
都）の直井と並び、日本三霊泉
の一つに数えられる名所とな
っています。
この水には御利益
があるとされており、女瓶の水
を男性が、男瓶の水を女性が飲
むと二人は結ばれるという言
い伝えもあります。
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ふるさと
ふるさと紀行
紀行
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店舗情報〕
〔店舗情報〕

息栖（いきす）
いきす）神社
神栖市 息栖（

息栖神社は社伝によると、第
代応神天皇の代に日川（に
っかわ）の地に建てられ、その
後大同 年（807 年）、藤原内
麻呂によって現在地に移転し
たとされています。鹿島神宮、
香取神宮とともに東国三社と
呼ばれ古くから信仰を集めて
きました。三つの神社が「東国
三社」と併せて呼ばれるのは、
それぞれに祭られるタケミカ
ヅチ、フツヌシ、アメノトリフ
ネの三柱の神が、アマテラスに
天界から派遣されて、地上を譲
るように迫った「国譲り」神話
に由来しています。この三社の
位置する茨城県南部と千葉県
北部の地域は霞ケ浦や利根川
など水路に恵まれ、水運の中心
地として栄えました。江戸時代
には利根川の河川改修で水運
が発達しました。舟運は物資の
輸送に役立っただけでなく、旅
行者にも大いに利用され一大
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〈住所〉石岡市国府 3-2-4
〈TEL〉0299-22-3114
〈営業時間〉
午前９時～午後７時まで
※不定休の為、随時お電話
にてご確認下さい。

至

石岡駅

どれも、美味しいパンばかり
でした！皆さんもぜひ一度食
べてみてはいかがですか？

常陽 BK

至 笠間市

至 ６号

シャンティ カギヤ楽器

になるお店紹介
気になるお店紹介
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今年４月からの電力自由化
に伴い、よりお客様の利便性並
びに料金の低廉化を目指し、
ガスと電気のセット販売を開
始いたします。
只今複数の電力供給先を選
定中。更には電気・ガス以外の
付加価値を付ける事も検討し
ており、進行状況によってお知
らせしたいと思います。

今回は、 年ぶりにオープ
ンした。焼きたてパン『シャン
ティベーカリー』をご紹介いた
します。
もともとは、近清菓子店（大
正約 年）だったお店を、昭
和 年の春に『シャンティベ
ーカリー』としてオープンした
そうです。以前の面影が残る店
内には、焼きたて
パンのイイ匂いが
広がっていて、お
いしそうなパンが
並んでいます。早
速、スタッフの高
野さんにインタビ
ューをさせていた
だきました。
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オープンはいつ？
☆ オープンはいつ？
宣伝等は特にせず、今年の
月 日にひっそりとオー
プンしました。
おすすめは？
☆ おすすめは？
シンプルな食パン・フランス
パンです。特に食パンは、ミミ
まで美味しいので、ぜひ一度食
べてみて下さい。
コメントをお願いします。
いします。
☆ コメントをお願
「３代目の高野哲朗が作る
パンは、食パン以外にも、フラ
ンスパン生地で作ったパンな
ど、どれも美味しいものばかり
です。昔あったメニューのリク
エスト等お待ちしております。

至 かすみがうら市
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ショールーム
一部オープン
一部オープン
順次リニューアルしており
ますショールームの一部が完
成し、 月末にオープン致し
ました。今回はキッチン、浴室
部分のリフォームイメージを
いだいて頂けるような展示に
してみました。近くにお寄りの
際は是非覗いてみて下さい(キ
ッチン：アニーズキッチン。バ
スタブ、洗面：セラ・トレーデ
ィング)
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