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量販店の価格で、専門店のサービス

浦水泳場に遊びに行った記憶
が有ります。
かつて霞ヶ浦の水
は遊泳が出来るほどの水質で
した。(今ほど水質基準が厳し
くなかったから？)又、夏にな
ると大勢の親子
連れが鉾田の大
竹海岸を目指し
浮輪を手に５番
線ホームに溢れ
ている光景も脳
裏にあります。
近年になってか
らも旅客の他に
航空自衛隊百里
基地へのジェッ
ト燃料輸送や沿
線高校の通学の
足、常磐線へ乗
換える通勤者の足として多く
の人に利用されておりました。
しかし燃料輸送はローリー車
に代わり、通勤・通学も車社会
の発達に従って利用客が減少
していったのです。１０年前に
存続運動が行われましたが及
ばず廃線が決定し、惜しまれな
がらも長い歴史の幕は下され
たのです。現在は石岡駅～茨城
空港間をＢＲＴバスが旧線路
後を走ってい
ます。新しくな
った石岡駅と
共に人々の記
憶からも消え
て行くのでし
ょうか。

ふるさと紀行
桜川のサクラ
桜川のサクラ
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桜川市(岩瀬地区)にある
『桜
川のサクラ』は、古来より「西
の吉野、東の桜川」と並び称さ
れるほど桜の名所でした。この
桜というのは山桜のことを指
します。現在桜が見ごろになる
と市街地では約 本の山桜を
中心に、 本弱のサクラの見
られる「磯部桜川公園」
、天然
記念物指定種や貴重な桜のあ
る「櫻川磯部稲村神社」が名所
として賑わいます。
桜川市内（旧岩瀬）の磯部稲
村神社の参道をはさんで、両側
約
に及んで桜の並木が
あり、古来磯部の百色桜として
、桜の名勝となりました。大正
13 年には国指定史跡名勝とな
り、「磯部の百色桜」といわれ
花の形、色、匂いの違う様々な
山桜が、磯部地区の桜川公園周
辺に保存されています。桜は、
東北産の白山桜が中心で、磯部
800

社長エッセイ

「石岡駅５
石岡駅５番ホーム」
ホーム」
皆さんは１０年前迄石岡駅
に５番線ホームが有ったこと
を覚えていますか？そう鉾田
線とも呼ばれていた鹿島参宮
鉄道(通称かしてつ)が石岡駅
～鉾田駅間を走っていました。
先月当社のギャラリー「ロハス
スタジオ」で『鹿島鉄道廃線１
０周年写真展』が８日間、鉾田
駅保存会、鹿島鉄道保存会、両
会の共催で開催されました。私
も少し興味が有り懐かしさの
余り覗いてみたのですが、その
部屋はあたかもタイムスリッ
プしたかのように古の世界に
引き寄せられ、昭和の良き日が
蘇って参りました。
写真には霞ヶ浦湖岸を走る姿、
新緑や満開桜の中を走るもの、
学生たちで賑わ
う車内など様々
な風景が映し出
されておりまし
た。
余り速度は速く
無かったのです
が(石岡駅で乗
遅れても、車で追越して小川駅
で乗れたとのエピソードも)そ
のローカル感が周りののどか
な景色と調和して、より愛され
たのでしょう。私も幼少の頃こ
の鉄道に乗って旧玉造町の桃
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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!!

４月号
201
2017 年

いばせき広報室
茨石商事株式会社

の桜は 1974 年に国指定天然記
念物に指定されましたが、その
対象は学術的に珍しい 種の
桜の品種(桜川匂・樺匂・梅鉢
桜、白雲桜、薄毛桜、初見桜、
初重桜、源氏桜、大和桜、青毛
桜、青桜)を指し、今もひっそ
りと保護されていることはあ
まり知られていません。
ちなみ
に、「桜川」という地名は、こ
の地を源流とする川の名前か
ら由来しており、この桜川は桜
川市岩瀬町山口集落の嶺ケ池
に源を発し、
この集落の桜林を
西へ流れ、後に、南下し筑波山
のふもとをまわって、霞ケ浦へ
流入しています。
桜川のサクラについての記
録の中で最も古い記述は、平安
時代に遡ります。歌聖・紀貫之
が「常よりも春辺になれば桜川
波の花こそ間なく寄すらめ」(
後撰和歌集)と詠ったのは、名
勝「桜川」のことです。
室町時代には、世阿弥元清が
著わした謡曲「櫻川」が、この
桜川沿岸の悲話から題材をと
ったものといわれます。
そして
、江戸時代には、徳川光圀や笠
間藩主牧野貞喜らも桜を見に
度々訪れています。徳川光圀は
この桜を大変気に入り水戸へ
移植し、傍の川を「櫻川」と名
付けたという逸話もあります。
そして、将軍家綱は隅田川堤へ
、吉宗は小金井堤へ移植させた
。桜川のサクラは平安の昔から
名高い桜の名所でしだ。

11

9

16

！！

新商品紹介
㈱ノーリツより新しいガ
ス給湯機が発売になりまし
た。
今回の新製品は今までの
給湯機には無かった機能が
あります。その機能を一部ご
紹介いたします。

態を検知して台所リモコン
イベント情報
に表示を出す事で、同居家族
の方が入浴状態を台所から
確認できます。おふろでの事
茨石ゴルフコンペ
第８回 茨石ゴルフコンペ
故者は全国で年間約 19,000
参加者募集中
参加者募集中
人にのぼります。
おじいちゃん・おばあちゃ
☆ 開催日時 ☆
んが安心して入浴できるよ
平成 年 月 日（火）
うみまもり機能がつきまし
※ 時 分集合
た。体に負担の少ない『ゆる
やか浴機能』もつきました。 ☆ 開催場所 ☆
石岡ゴルフ倶楽部
【プレミアム・
ウエストコース
スタンダードグレード
スタンダードグレード】
】
笠間市上郷 3355
GT-C2462PAWX BL
GTTEL 0299-45-3775
（RC-G001E リモコンセット）
☆ 費用 ☆
メーカー希望小売価格
参加費 ￥２，０００円
499,824 円（税込）
プレー費・各自清算
（￥９．０００円昼食付）
パーティー・ロッカー代含む
※ワンドリンク付き♪
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ワクワク通信では、皆様から
の、お便りやご意見、ご感想を
お待ちしております。
これからもどうぞ
宜しくお願い申し
上げます。広報部

編集後記

TEL 02990299-2424-2680
23-8056
FAX 0299
0299-23-

申込み・お問
わせは、
☆お申込み・お
み・お問い合わせは、
茨石商事(株)大久保・
大久保・鶴見
茨石商事(
福田まで
福田まで
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気になるお店紹介

全国 位の経歴を持ち、ボデ
ィビルの大会にも出ている
そうです。
「石岡からオリンピック選
手を輩出したい。その手助け
になれれば」と熱い思いも語
ってくださいました。
学生さんにはお得な割引も
ありますよ♪
（院長からの一言）
健康保険が使えます。
地域の皆様を笑顔にするため、精一
杯お悩みを解決致します！
首､肩､腰の痛みの相談はぜひ当院
へお越しください。
立体動態波､はり､きゅう、
美顔 etc.

① 『キレイ』
キレイ』の安心
除菌機能）
（除菌機能）
浴槽のお湯を給湯機内部の
除菌ユニットで 99.9％除菌
することでキレイなお湯で
の入浴や、次の日の残り湯利
用も除菌されたキレイなお
湯を利用することができま
す。除菌方法は紫外線除菌で
人体には無害な方法で安心
してご利用いただけます。（
プレミアムグレードのみ）
② 『みまもり』
みまもり』の安心
浴室モニター機能
（浴室モニター
モニター機能）
機能）
浴室リモコンが入浴者の状

紫外線除菌☆

交通事故の治療もお任せください。

〈店舗情報〉
石岡市石岡 3126-1-D
TEL : 0299-56-2211
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いいつか鍼灸整骨院』
『いいつか鍼灸整骨院
鍼灸整骨院』
今回は、石岡一高裏(北側)
にあります『いいつか鍼灸整
骨院』をご紹介いたします。
昨年９月にご夫婦でオープ
ンされた整骨院。高齢者から
若い学生まで幅広く、地域の
方々が来院されるとのこと。
奥様は、美顔・美容を担当さ
れています。
院内では、最新
の治療器やさま
ざまな手技で施
術を受けること
ができ、更に石岡
市内では唯一の「加圧トレー
ニング」や県内では３ヶ所の
みでしか受けることの出来
ない「グラストンテクニック
」と呼ばれる最新の治療も受
けることが出来ます。
今回は、肩の痛みが中々取れ
ないということで先生に診
ていただきました。
体の痛みや悩みを親切丁
寧に聞いていただきながら、
適切なマッサージをしてく
れ、施術後には、家で簡単に
出来るストレッチも教えて
下さいました♪
因みにこの院長先生、空手

お風呂のお湯を
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