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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

と、昨年からスタート致しまし
た老人ホーム紹介サービス「茨
城シニアサポート」や以前からの
店舗内レストラン。ヨガ、絵手紙、
押し花等の各種カルチャー教室。
パン教室、紅茶教室(５月頃から)
等々皆様から好評を頂いており
ます。
今年特に注力して行きたいの
がリフォーム事業で、これまでも
永年多くの方々にご利用頂いて
おりますが、よりグレードを上
げ幅広く更に多くの皆様のご要
望にお応えして行く所存です。
それに伴い昨年からのショールー
ム改造も進めて参ります。これ
からも総合生活提案企業として
精進して参りたいと思います。
皆様におかれましてもどうぞ
食事や相談にお気軽に足を運
んで頂き、そこに「良い出会いが」
できたらと願っております。

ふるさと紀行

常総市
一言主（ひとことぬし）
ひとことぬし）神社
一言主（

旧水海道市にある『一言主神
社』は、一言の願い事でも疎か
にせずに願いを叶えてくれる
といわれる一言主神を祭る神
社で、縁起のいい神社である。
県内でも有数の初詣スポット
で、正月は大変多くの参拝客で
にぎわっている。
一言主神社は、「三竹山」と
も称されるが、 年(大同
年)、社殿周辺にあやしき光が
現れ、数夜の後に雪の中からタ
ケノコが生じ、一本が三つに枝
わかれした不思議なタケ一言
主大神(ひとことぬしのおおか
み)がこの国の人々をノコが「
三岐の竹」となり、お祓いをし
たところ、御祭神の災いから救
うために現れたとされたとい
うことから三竹山と称され、御
祭神は、一言だけの願いを言っ

809

社長エッセイ
出会いの季節
「出会いの
いの季節」
季節」
３月～４月は新緑の季節の風
を感じるのと同時に別れそして
出会いの季節でもあります。学
校では卒業式、入学式。職場で
は定年で去る人そして新規採用
で職に就く人、と今までの環境
が大きく変わります。今年当社
でも定年による退職等２名、新
卒入社２名そして部門強化の嘱
託２名が４月１日付で入替りま
す。
重ねて世の中全体が大きく変
化するスタートの時期でもあり
ます。電力の自由化や来年度の
都市ガス自由化を始め今まで私
たちが慣れ親しんだ制度が根底
から変わります。以前のエッセイ
にも書いたように様々なプラン
もまだまだ２転３転して参りま
す。慌てずじっくり判断された
ら良いと思います。（当社もお得
なプランをご提案する計画です）
いずれにしても自由化になり
選択の幅が広がれば自ずと本物
を見極める目や自分のライフス
タイルに合った形を求める思考
が強くなって来るのではと予想
しております。
本物は一朝一夕に出来るもの
ではないので特にエネルギーの分
野でそれを時代の流れに沿って
変化提供することはお任せ下さ
い。
また世の中のお役に立てれば

ても聞き逃さず応えてくれる
神様といわれ、家内安全、縁結
び、病気平癒などあらゆるご利
益をもたらす万能の神様であ
る。大国主命（オオクニヌシノ
ミコト）の御子神で「国譲り神
話」で有名な事代主命（コトシ
ロヌシノミコト）と同一神であ
るとされている。一言主大神に
関する伝承は、
『古事記』
『日本
書紀』の雄略天皇の条にみるこ
とができ、雄略天皇が葛城山に
狩猟に行き、そこで「面貌容儀
、天皇に相似」の一言主大神に
出会い、一緒に狩りをされたと
伝えており、
そのなかで一言主
大神は「吾は悪事も一言、善事
も一言、言い離つ神」と言った
ことから、託宣（タクセン）神
”“言霊（コトダマ）の神”と
して古くから信仰されてきた。
「一言願わば、良き事につけ、
良からぬ事（心配事、病気、災
難等）につけ、良く聞き分けて
御利益を授けてくれる神」と云
われ、“万能神”としての信仰
を広く集めている。
また、秋季に行われる綱によ
るカラクリ人形と仕掛け花火
が合わさった特殊伝統芸能の
「からくり綱火」は県指定無形
民俗文化財である。そして、
1459 年(長録 年)に建築され
た本殿は市の指定文化財に認
定されている。毎月第三日曜に
は、県内最大級の骨董市も開催
されており多くの人でにぎわ
っている。
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一言主神社境内の様子
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〒315
315-0013
茨城県石岡市府中 2-3-19
TEL 0299-24-2680
0299
FAX 0299-23-8056
0299
ホームページ http://www.ibaseki.com
E
E-mail ibaseki@arion.ocn.ne.jp

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!!

4 月号
月
2016 年

いばせき広報室
茨石商事株式会社

☆

第５回目

月

日（水）
※団地のお客様は、

毎月調整しております。

0299-24-2680

申込方法>
<お申込方法>

（材料費・テキスト・ティータイムケーキ含む）

TEL

茨城シニアサポート

施設見学や体験入居も
サポート！

安心！ すべて無料！

ご紹介・ご相談は

お得！

老人ホームのプロと
直接話せる相談窓口！

便利！

“ミルクティー”のいれ方の基本
この度、イバセキでは茨城
を学びます。
老人ホーム・介護施設紹介セ
ンター（茨城シニアサポート）
（標準）
を運営させていただく事に
・時間
なりました。
有料老人ホーム
時半～ 時半
・サービス付き高齢者向け住
・場所
宅・グループホーム等のお住
茨石商事（株）内
まい探しなど老人ホームの
クッキングルーム
ことなら、私たちになんでも
・受講料
ご相談ください。皆様のご要
１回の受講につき
望・お気持ち・入居後の幸せ
￥２，０００
を第一に考えることをモッ
トーにしております。

【おいしいミルクティーの作り方】

１９

※２回目以降、日程変更にな
る場合がございますので、随
時お問い合わせ下さい。

老人ホームを選
老人ホームを
ホームを選ぶ時の
大きな３つのポイン
１.ご予算
・毎月お支払いできる金額は、
いくらくらいなのか。
・最初に一括でお支払いできる
金額は、いくらくらいなのか。

どういう場所…
３.どういう場所
場所…

・駅に近い場所
・ご家族の近く
・自然豊かな場所…等々。

客様のご相談
お客様のご
のご相談から
相談から、
から、
入居までのながれ
ご入居までのながれ
お問合せ
問合せ

まずはお気軽にお電話下さい。

ポイントのポイント！
ポイントのポイント！
皆様が安心して生活する為
に、ご予算や現在のお身体の具
合などをお伺いし、しっかり把
握した上で、
最適なホームをご
紹介します。

インフォメーションコーナー

☆
☆

持ち物
参加費

08000800-800800-6587
『イバセキの小さなパン教室
開催のお知らせ』
ご相談
シフォンケーキとキャベツ
ご希望の条件をお聞きして介護の知 ・ウインナーの入ったお食事パ
識も豊富なスタッフがお客様それぞ
ンを作ります。
れの状況に応じ住まい探しをご提案 ☆ 日時 ５月
日（木）
致します。
時～ 時半
エプロン
１，０００円

施設見学・体験入居
施設見学・

条件に見合う施設が見つかったら、
実際に見学や体験入居を行いましょ
う。

契約・ご入居
ご契約・ご
・ご入居

申し込み後、正式契約となります。
契約書の内容をよく理解した上で行
います。引っ越しを済ませたら、新
生活が始まります。

どうぞお 気軽にご
どうぞお気軽
気軽 にご連絡
にご連絡くださ
連絡くださ
来社相談は予約制となって
予約制となって
い。来社相談は
おります。
おります。

TEL

『第７回茨石ゴルフコンペ参
加者募集！』
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
お申込みは、茨石商事（株）
大久保まで
0299-24-2680

お申込み・お問い合わせは茨
条件を聞いた上で、いくつか施設を、
ご紹介させていただきます。新たな 石まで
TEL0299-24-2680
ご要望がありましたら、遠慮なくお
申し付けください。

施設ご紹介
施設ご

（
フ
リ
ー
コ
ー
ル
）
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紅茶教室

日（水）

２.どんなホームを…
どんなホームを

１２

貴方も、英国式ティータイム
を楽しみませんか？「M`s Tea
School 主宰 ティーコーディ
ネーター 吉田真穂先生」によ
る紅茶教室が始まります。
教室は、『季節のティータイ
ムレッスン』
として５回に分け
て行います。

７月

９月７日（水）

・居室のタイプ
・ホームの設備
・終身までいられるのか
・看護師さんはいるのか

１０

10

レッスンは予約制となっ
ております。単発受講も可能
ですので、参加希望日の２日
前までに茨石までお気軽に
☆ 第１回目 ５月 日（水） お問い合わせ、お申込下さ
【おいしい紅茶の入れ方を学ぶ
い。
～基本編～】
紅茶の正しい入れ方『ゴールデン
ルール』を深く学んでいただきます
。正しく淹れた紅茶で世界三大銘茶
の飲み比べも行います。

☆ 第２回目 ６月 日（水）
【世界の紅茶のテイスティング】

第３回目

インド・セイロン・中国・アフリ
カなどの各産地の紅茶をテイステ
ィングし、味や香りの特徴、楽しみ
方を学んでいただきます。

☆

第４回目

【おいしいアイスティーの作り方】
“アイスティー”のいれ方の基本
を学びます。

☆

【アフタヌーンティーの楽しみ方】
伝統的なアフタヌーンティーを
体験していただきます。

１２

３０

１８

１５

１３

