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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

社長エッセイ
新芽の芽吹き
芽吹き」
「新芽の
毎年 月 日はお釈迦様の
日で会社近くの国分寺境内を
中心に「花まつり」が実施され薬
師堂前に置かれたお釈迦様に甘
茶をかけて感謝とお願いをする
ものです。みぞれが降った昨年に
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比べ、今年は天候にも恵まれて
隣のイベント広場の行事と相まっ
て早くから賑わいを見せていま
した。主役の桜も今年は寒暖が
交互に続いたおかげでまだ咲き
誇っており、たこ焼きや焼きそ
ばを始めとする露天商も昔から
見ると大分少なくなったとは言
え、それなりに行列が出来て縁
日の雰囲気を醸し出しておりま
した。私は町内会(国分町)のお
手伝いとして境内テントで甘茶・
甘酒を振舞う係で、他の社員と
共にガスの炎調節の見張り役も
兼ねています。

こういう場では日頃滅多にお
会いすることの無い方とも何人
もお会い出来る利点も有り、朝
時から夜 時までの営業時
間？もアッと言う間に過ぎて参
ります。特に日が落ちてからが
人出の本番。やはりライトアッ
プされた夜桜や各露店の明かり
や匂い、そして雑踏が日本人好
みの独特の雰囲気を作り上げ、
初春の夜を演出してくれます。
この「花まつり」が終わるといよ

ふるさと紀行

日立市
御岩神社（おいわじんじゃ）
おいわじんじゃ）
御岩神社（

近年、日本有数のパワースポッ
トとしても知られるようになっ
た日立市の御岩神社（おいわじ
んじゃ）。神社のある御岩山は、
強く厳格な生気パワーに満ち、
いたる所に奇岩巨石が見られ、
古代より信仰・修験の霊山でし
た。江戸時代には水戸藩の祈願
所として隆盛をきわめ、水戸黄
門でおなじみの徳川光圀公から
も崇敬を受けました。また、明
治の神仏分離後も神仏を祀る
唯一の社であり、独特の原初の
威厳が色濃く残る神社です。神
々しく強い生気や、巨岩・磐座（
いわくら）のある険しい山、神仏
習合など、どことなく熊野の聖
地「神倉神社」にも似た雰囲気
を感じられます。
祭神は、国常立尊（クニトコタ
チノ尊）・立速日男命（タチハヤヒ

御岩神社、拝殿の様子

ヲノ命）をはじめ、御岩山全体で
他には例を見ない 柱もの神々
が宿るとされています。この国
常立尊は、日本書紀では始源神
（最初に現れた神）とされ、地球
の主宰神ともされる神様です。
陽気のみを受けて生まれた神で、
全く陰気を受けない厳格で純粋
な男性神「純男」とされます。
尚、創建の時期は不明である
が、縁起書等によると、天地開
くる時よりこの霊山に鎮まると
ります。また、古事記・日本書
紀と並ぶ、最古の地方誌である
「常陸国風土記」（七二一年）に
〝太古よりこのかびれの宮に天
つ神鎮まる″と記され、同じく「
三代実録」には「清和天皇貞観
十六年（八七四年）「神階が県北
地方最高位の 従四位下に進め
られた事が書かれている。「続日
本後紀」「古語拾遺」等にも御岩
神社の記事が出ており、特に「
延喜式神名帳」（九二七年）には
常陸久慈郡総社ともいえる薩
都神社（里野宮）の本宮として常
陸二十八社の一つと記されてい
ます。
かつて、アポロ 号の宇宙飛
行士エドガー・ミッチェルが宇宙
から地球を眺めたとき、一か所
ものすごく光って見える場所を
見つけ、その緯度・経度を計測し
たところ御岩神社のある場所だ
ったという逸話もあるようです。
エドガーさんは来日した折に神
社を訪ねたそうです。
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いよ本格的に新芽の緑が私たち
の気持ちに新たな風を吹き込ん
でくれます。 月から入社した
フレッシュ新卒社員 名も新人
研修を終え、先輩社員と同行を
しながらぼちぼち会社の雰囲気
に慣れ始まる頃だと思います。
こちらも社会人の「新芽」として
立派な葉にそして花に成長して
くれることを願って止みません。
今月号から 人ずつ裏面紹
介記事に載せて行くつもりです
が、皆様のお宅にお邪魔した際
はどうぞ暖かい目で育ててやって
下さい。又、社会人としてまだ
まだ未完成なので、失礼が有っ
た場合はどうぞ遠慮なく叱って
頂ければ幸いです。どうぞ宜し
くお願い致します。
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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-mail ibaseki@arion.ocn.ne.jp

ガス
ガスも
も電気も
リフォームも
も水道も
電気もリフォーム
水道も!!
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いばせき広報室
茨石商事株式会社

テンションも上がり、このまま
おしゃれをしてどこかへ出か
けたい気分になりました☆
他にも、ヘッドスパ、美容ラ
イト脱毛、まつげエクステなど
、美容メニューが充実！
ネイルスクールも開校し、無
料のスクール見学
会も随時行ってお
ります。詳しくは、
下記までお気軽に
お問合わせくださ
い。
皆さんも、ぜひ優
雅なひと時を過ご
してみては・・・

ネイル予約時に、「ワク通
みました」とお伝えくださ
い。パラフィンパック（両手
ひじ下）プレゼント！
※一回限り

メニュー料金（
一部抜粋）
☆メニュー料金
料金（一部抜粋）
定額ネイル
・定額ネイル
分コース \4,320（税込）
〔ラメグラ・１カラー全塗り〕
分コース \5,940（税込）
〔フレンチ・逆フレンチ・斜め
フレンチ〕
美容ライト脱毛
・美容ライト
ライト脱毛
部位〔両わき・指・鼻の下
・あご〕１回 \1,620（税込）
・ヘッドスパ
ショートスパコース
分
\1,620（税込）
ロングスパコース
分
\3,780（税込）
・まつげエクステ
分〔 本以上 本未満〕
\7,560（税込）
分〔 本以上 本未満〕
\8,640（税込）
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JA ホール
石岡
府中中学校

至 市街方面

〈住所〉石岡市若松 2-13-24
〈TEL〉0299-35-0078
〈営業時間〉平日/9：00～21：00
土日祝/9：00～19：00
〈定休日〉毎週月曜、第３日曜

ネイルスタジオ ラルジュ

〔店舗情報〕

80

ラルジュ

インフォメーション

参加者募集中！
紅茶教室 参加者募集中
☆ 第一回 ５月 日（水）
【おいしい紅茶のいれ方を学ぶ】
☆ 第二回 ６月 日（水）
【世界の紅茶のテイスティング】
☆ 第三回 ７月 日（水）

１８

１５

☆

第四回

第五回

９月７日（水）

月

日（水）

１９

【おいしいミルクティーの作り方】
・時間
時半～ 時半
・場所
茨石商事（株）内
クッキングルーム
・受講料
１回の受講につき
￥２，０００
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【アフタヌーンティーの楽しみ方】

☆

【おいしいアイスティーの作り方】

１３

12

申込方法〉
〈お申込方法〉
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お問合せ、
お申込みください。
TEL 0120-41-2680
※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。

（材料費・テキスト・ティータイムケーキ含む）
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新入社員紹介

４月から茨石商事の一員と
なりました、新入社員の中村
瑠偉です。
出身はかすみがうら市（旧出
島村）です。
プライベートの趣味はたく
さんありますが、昔から好きな
のはフットサルとサッカー観
戦です。最近はスタジアムに行
くことは少なくなりましたが、
鹿島アントラーズを応援して
います。
今は、毎日先輩方の営業に同
行させてもらっています。新鮮
なことばかりで日々吸収する
ことがいっぱいあります。
茨石ではガス販売からリフ
ォームまで幅広く扱っている
ということで、覚えることはた
くさんありますが、皆さんから
「あの人に任せておけば大丈
夫！」と言われるような存在に
なりたいと思います。
まだまだ至らぬ点や不慣れ
な点等ありますが、若さを武器
に精一杯頑張りますのでよろ
しくお願いします！

中村 瑠偉
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至 旧八郷方面

気になるお店紹介
これからの季節、手足のネイ
ル、いいわよね～☆ということ
で、ネイルスタジオ ラルジュ
さんに行ってきました。
高級な雰囲気にドキドキ★
お店に入ってみると、高級な雰
囲気とはうらはらに、親しみや
すい笑顔でお出迎え。アンケー
トを記入し、
デザインの
選び。安心価
格の定額ネ
イルからデ
ザインネイ
ルなど、たく
さんのサン
プル、カラーの中から、肌の色
、爪の大きさ、形に合わせてカ
ウンセリング。お気に入りが決
まったら、ネイルの下準備開始
。爪の形を整え、周りの甘皮の
処理。ベースコートを塗って、
デザインの施
し。デザイン
によって使用
する筆を使い
分け、繊細な
線や色の濃淡
が見事に描か
れていきます。
待つこと約２
時間・・・
うわぁー、素敵！！両手を掲げ
ると、自分じゃないみたい！！
大好きなピンクと花模様に
（ネイルスクールの様子）

