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立、石岡、下館、結城、ひたちな
かの８会議所で、石岡は昭和
年６月に設立されました。
前述の式典当日、今泉石岡市
長が市政施行当時のアルバムを
持っており拝見いたしました。そ
こには当時石岡の産業を象徴す
る酒造業や製糸業を始め様々
な業種代表が設立メンバーに名
を連ねておりました。その中に
私の祖父の往年の写真も見る事
が出来、当時の肩書は「神栄製
紙石岡工場長熊井憲夫」。その
３年後茨城石炭株式会社(現、
茨石商事)を設立。初代社長と
なりました。その後を継いだ父、
鈴木一正も同じく石岡商工会
議所で副会頭の要職を務めさせ
ていただきました。今現在私３
代目がお世話になっております
が、 年という時の流れをとて
も重く感じた一日でした。今後
もその理念にある通り諸活動を
通じ地域社会に貢献し、さらに
個人々の皆様のお役に立てれば
と思っております。

ふるさと紀行

東海村
村松山
村松山虚空蔵（
虚空蔵（こくぞう）
こくぞう）堂

村松山虚空蔵堂、本堂の様子。

日本国内には有名な虚空蔵
菩薩が三体あり、一つは関西の
伊勢、浅熊嶽（あさまだけ）の徳
一満虚空蔵、二つ目は、は奥州
で会津、柳津（やないづ）の福一
満虚空蔵さま、三つ目は、徳と
福とを兼ね備えたもので最も有
名な常陸、村松（むらまつ）の大
満虚空蔵さまとされている。
現在の茨城県東海村に位置
する村松山虚空蔵堂の起こりは、
平城天皇により「村松山神宮寺」
としての勅額として、弘法大師
により平安初期、大同二年（807
年）に鎮護国家、萬民豊楽、平
和祈願のために創建したことに
始まる。その後、平安末期より
鎌倉、南北朝、室町、安土桃山
時代まで五百年の間、佐竹氏が

隆盛を極め、その保護のもとに
塔中寺院、円蔵寺、松林寺、歓
喜寺、東光寺、竜蔵寺、竜光院
等幾多の僧坊を連ね、多数の学
徒の養成に貢献した。本尊は佐
竹氏の一族である真崎浦天神
山城主、真崎三郎の奉納した御
厨子と共に戦火を免れ、今に伝
わっている。そして、近世には、徳
川家康公より朱印 石を寄進
され、水戸黄門でおなじみの光
圀公の庇護のもと朱印寺として
栄えた。このように徳川家とは
密接な間柄であったようで、歴
代水戸藩主から手厚い庇護を
受けていた名残があり、寺の至
る所に葵の御紋が刻まれている
。
その後、明治３年（1870 年）廃
仏棄釈の令が行われ、「星の宮」
と改称されたが、明治４年、茨
城県令により「虚空蔵」となり、
再び創建は弘法大師の基と改め
られ真言宗日高寺となった。明
治 年３月（1900 年）には、本
堂、仁王門、三重塔、客殿等は
類焼したが、本尊と鐘馗霊神は
火災をまぬがれた。
現在は、真言宗豊山派に属し、
日本三体のひとつとして、厄払い
・出世開運を祈願する多くの参
拝客でにぎわっている。特に初め
ての厄年である十三歳の厄払い「
十三参り」を行うと、知恵と福
徳が授けられると伝えられ、十
三参りのメッカとなっており、多
くの参拝者が訪れて賑わってい
る。
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社長エッセイ
「時の流れ」
２月の半ば石岡商工会議所の
創立６０周年記念「会員のつどい」
が開催され、１００名を超す会
員が一堂に会し、その歴史や今
後の新しい時代に向けた取り組
み及びアトラクションを楽しみま
した。ところで皆様は商工会議
所という組織にどの様なイメー
ジをお持ちでしょうか？地域商
工業者の団体で商工祭や各種
街づくりイベントを行っている、
昨年はプレミアム商品券も関係
した？位でしょうか。
それでは改め
て経団連、経済
同友会と共に経
済３団体と言わ
れる商工会議所
について少し触
れてみたいと思
います。日本で
最初の商工会議
所である「商法
会議所」は明治
年に東京、大阪、神戸で設立
されました。東京の初代会頭は
渋沢栄一であり大阪の初代会
頭はＮＨＫ「あさが来た」で人気
を博した五代友厚でありました。
その後全国の主要都市に相次い
で設立され大正 年には日本
商工会議所が誕生し、現在全国
で５１４会議所が有ります。茨
城県では水戸、土浦、古河、日
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牛三品盛り、牛五品盛り、牛
気になるお店紹介
ホルモン三品盛りなどのお得
なセットメニューもあります。
今回ご紹介するのは、石岡の
この寒い時期にピッタリなす
谷向にある「やき肉 とんちゃ
き焼きやしゃぶしゃぶもメニ
ん」です。マスターの森島さん
ューにありますが、予約が必要
は焼肉一筋！この道 年のベ
となります。
テランで、 年以上の取引と
牛肉のメニュー
は、すべて常陸牛
一定の実績がないと認定され
ない「常陸牛肉販売推奨店指定書」 を使用しているた
のお墨付き
め、どれを食べても
美味しいお肉でし
を取得して
た！
います。
みなさんもぜひ
このお店
召し上がってみて
のお勧めは
はいかがでしょうか？
常陸牛の上
カルビ！他店ではまねのでき
ない 1 人前\1,100、食べると口
の中で甘さが広がり自慢のた
れとの相性もピッタリです。ま
た鮮度のいいホルモンもお勧
めで、味の決め手は丁寧な仕込
お得情報！
み。時間をかけて丁寧に下処理
お一人様一回限り、
「ワク
することで、
それぞれの持つ特
通みました」とお伝えくだ
色が生き、柔らかく口当たりの
さい。最初のドリンク一杯
いい触感が生まれます。
注文を
無料になります。
頂いてから、
全てのホルモンを
味噌ダレか塩ダレかのお好み
店舗情報〕
をお伺いして作ります。
一番人 〔店舗情報〕
<住所>石岡市谷向町 20-38
気は牛のシロコロだそうです。
<TEL>0299-22-5576
私はホルモンの独特の匂いが <営業時間>午後５時半から午後 時
苦 手 で し た <定休日>日曜日
が、とんちゃ
んのホルモ
ンは今まで
の概念を覆
す美味しさ
でした！
3
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第

年２月

回紙上展示会
抽選会・
抽選会・表彰式

いばせきニュース

平成

日(木)

＠ホテル テラス ザ ガーデン水戸

生活に便利で最適な商品を
お買い得な価格で幅広くご紹
介している「紙上展示会」。そ
の紙上展示会でご紹介してい
る商品をお買い上げ頂いてい
るお客様を対象に、素敵な豪華
商品が当たるキャンペーンを
１月末まで実施しておりまし
た。
そして、恒例となっておりま
す抽選会を今回は、水戸市内の
ホテル テラス ザ ガーデン水
戸にて行われ、弊社からは社長
を含め社員４名が参加しまし
た。
今年も茨城県内よりたくさ
んのご応募があり、お客様への
日頃の感謝の気持ちを込めて、
できるだけ多くのお客様を引
き当てる様、
強く念じながら抽
選に臨みました。
その結果は・・・

以下、ご当選者の一覧となっ
ております。
【１等賞】
円相当）
カタログギフト（8,500 円相当）
☆ 石岡市 森田さま
☆ 石岡市 竹松さま
☆ 石岡市 木名瀬さま
☆ 石岡市 新谷さま
【２等賞】
円相当）
カタログギフト（3,500 円相当）
☆ 石岡市 佐藤さま
他８名さま
【３等賞】
青汁（１箱）
活緑 青汁（
☆ 石岡市 山口さま
他 名さま

当選者のみなさま、ご当選お
めでとうございます！
今回もたくさんのご応募、あ
りがとうございました。
尚、当選された方には、こち
らからご連絡させて頂きます。

お知らせ

ルトインコンロをグレードア
ップしてみてはいかがですか？
セール期間は、平成 年５
月末日までとなります。

２８

当社のクッキングルームで
ダッチオーブン料理や便利機
能を体験して頂けます。
※お問い合わせは、
0299-24-2680 迄、お気軽にお
電話下さい。
回茨石 ゴルフコンペ
☆ 第 ７ 回茨石ゴルフコンペ
参加者募集！
参加者募集！
開催日時
平成 年５月 日（火）
７時 分集合
開催場所
石岡ゴルフ倶楽部
ウエストコース
笠間市上郷 3355
TEL 0299-45-3775
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お申込みは、茨石商事（株）
大久保まで
TEL0299-24-2680
からの電力自由化
☆ ４月からの電力自由化
に向け
ガスと電気・その他とのセッ
ト料金及びガス新メニュー料
金作成中！
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２２

のコンロ祭り
☆ 春のコンロ祭
毎日を楽しむガスの生活
「プレミアムセール<増刊>２
０１６年年春号」が発行されま
した。
いつもより、コンロがお得！
更に、ワクワククッキング動
画（当社社員が出演！）を見る
と、ハイグレードのビルトイン
コンロが掲載価格よりさらに
割引されます！この機会に、ビ
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