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新作展示会での野村店長
～京セラＦＣ全国会②～

菜の花フェス
（4/29・鳴子温泉川渡）

one love osaki2015
（5/5・荒雄公園）

顧客満足で全国表彰！
～京セラＦＣ全国会①～

5月号
2015年

5月号
2015年

社長のコラム社長のコラム
　遠くの山がきれいに見える気持ちのいい晴れの日…まさに「発電☀日和」
が続く今日この頃ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか？梅雨までのひと
時、この時期のドライブは清 し々くて私も大好きです。
　釣りが趣味の私としては、まぶたを閉じると大好きな裏磐梯の景色とその

道のりが浮かんでまいります・・・(笑)　そこで気の合う仲間と「外飯：ＢＢＱ」したりするのもまた格別
でしょう。。。
　
　そう言えば、先日アイムショールーム脇
で「男の炭遊び」をテーマに料理体験会
がありました。一般参加はもちろん今後は
うちのＯＢ様もご案内致し定期開催を考え
ております。写真はそのプレオープンの様
子。個人的にダッチオーブンの料理には
興味はあるのですが、なかなかきっかけ
がありませんでした。講師の小野さんの
気さくなレクチャーは初心者から上級者
まで大満足の内容。おかげで当日は楽し
く教わることができました(^^)。
　
　皆様、次回はぜひご一緒しませんか？
　自然の恵みを感じながら家族が喜ぶ「外飯：アウトドア」初参加大歓迎(^^)
　これこそ男の腕の見せ所です(笑)

※6月28日㈰ 開催予定　会費は1,500円　※マイ箸、マイプレート（皿）、マイカップ持参　　　
※参加申し込みは私までメールでお願いいたします。  mail  :  js@sumai-aim.co.jp

人気のダッチ

オーブン!

外で食べるとおいしさ2倍!

アースデイ東京2015にて
2日間で12万人が来場

　地球に感謝し身近なところからエコ
を始める・・・そんなきっかけづくりができ

す。どんなに小さくても初めの一歩

ひ家族で遊びにいらしてください(^^)
（菅原）　

ココ
きき

ロケットストーブづくりの様子 NPO 法人
おおさきエネルギーカウンシル

6月7日（日）はアースデイみやぎ大崎
古川の古代の里にお越しください！
6月7日（日）はアースデイみやぎ大崎
古川の古代の里にお越しください！

5/23土・24日の両日、アイムショールームにて  太陽光発電相談会開催注目!!



のスタッフコラム!のスタッフコラム!のスタッフコラム!

　こんにちは工務店の庄司です。
　先日、三成会（工務店下請け業者会）と工務店の合同勉強会＆花見会が行われました。三成会では毎年この時期に勉
強会を行っており、これまでもAEDの使い方や太陽光発電について学んだり様々な取り組みを行っておりました。今回は【現
場での安全について】のお勉強。みなさん真剣に聞き入っています。
　その後、業者さんとの意見交換やこれからの現場についてなど話し合いが行われ、勉強会は終了。場所をアイムから三本
木ボウリング場へ移してボウリング大会を行いました。みなさん勉強会以上に真剣です（笑）そして上手！！
　今回の優勝者は瓦工事でお世話になっている㈱斉良工業の斉藤専務さんでした。
おめでとうございました（＾▽＾）ノ＝＝＝＝●ｉｉｉｉｉｉｉ
（ちなみに私はハンデをたっぷり付けてもらったので２８人中、８位でした）
｠

三成会さんと工務店の合同勉強会＆
花見会に参加！

優勝者の斉良工業・斉藤専務（左）と
会長の伊藤鉄工、伊藤社長（右）

みんなでピース(^-^)

会長の華麗なフォーム

現場での安全について

社長からの事業報告

　こんにちは、工務店の今野です。
正建会の建築ツアーとからみ、山形県鶴岡市の加茂水族館に行ってまいりました。
加茂水族館は、ご存知の方もいらっしゃるとおり、旧水族館が廃館の危機にさらされながらも、クラ
ゲと館長を始めとしたスタッフの情熱で、奇跡的復活したイキな水族館です！

昨年の６月にリニューアルオープンしたてとのことで、おしゃれでキレイな水族館。
　もちろん目玉は直径５メートルの「クラゲドリームシアター」、水族館内順路の最後にひときわ大きく、私たちを出
迎えてくれました。クラゲにもいろいろ種類がありますが、みなさんクラゲは実は泳げないって知っていましたか？ふわふ
わ動いて、タテヨコに泳いでいる感じがしますが、実はただ動いているだけらしいです！（水流に身を任せて移動していると
のこと。）最後はクラゲアイス（？）なるものもいただき、クラゲ愛（笑）を感じた水族館でした。とても気軽に楽しめる水
族館なので、海水浴とあわせてオススメです！

こんに
正建会の
加茂水族
ゲと館長

昨年の６月にリニューアルオ
もちろん目玉は直径５メ
迎えてくれました。クラゲに

屋上へ散策。芝生が植えてあり、公園みたいで
とても屋上とは思えない景色。
日本海へ沈む夕日がまさに絶景！

５メートルの「クラゲド
リームシアター」をバック
に社長と野村さんのシル
エット。

特別に、水槽の裏側にも
通してもらいました！

山形市のパネルヒーター専
門暖房屋さん、渡辺ヒー
ティング（株）様視察。

クラゲ水族館へ！
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アイムのスタッフコラム!アイムのスタッフコラム!アイムのスタッフコラム!

仙 台 泉仙 台 泉台仙 台

　こんにちはアイムの高橋です。
　毎週月曜日に当社で開催している「アトリエ＊チルドリン大崎」さんのイベントに参加させていただ
きました。今回私が体験したのはスノードーム型のプリザーブドフラワーの作成です！材料の種類も豊富
で目移りしてしまいました。そして完成したのがこちらです☆テーマは
ナチュラルゴージャス！社長をイメージしてつくりました(笑)「アトリエ＊
チルドリン大崎」ではこんな素敵なワークショップや手づくりの小物、
飲食物の販売など毎回出店者が変わるので何度きても楽しめちゃい
ますよ♪
　
詳しい詳細は「アトリエ＊チルドリン大崎」ブログにて
http://ameblo.jp/childrin-tohoku/entry-12005666878.html
また６月２１（日）にはミニママまつりin大崎が
開催されますので皆様のご来場お待ちしております(^o^)

アトリエ＊チルドリン大崎

う～ん、どれを入れようかな？う～ん、どれを入れようかな？

材料見てるだけでもテンション上がります↑材料見てるだけでもテンション上がります↑

完成～☆完成～☆

FC東北ブロックのみなさんFC東北ブロックのみなさん
おかげ様で、4月17日にFC仙台泉はオープン5周年を迎える事がで
きました!!今後も変わらぬご愛顧の程、宜しくお願い申し上げます。

FC仙台泉が、CS賞（顧客満足度）全国第1位 受賞!!!
＆  店舗活動事例発表にて、渡邉さんが選抜!!! されたのでございます--ヽ (≧∀≦)ﾉ!!!!!　

　お客様との関係・震
災経験談・地球環境問
題そして、今一度太
陽光発電普及の原点
に立ち返る・・私も含
め多くの方が感銘を
受け、涙を流されて
いました。
　会議後懇親会での
渡邉さんはそれはも
う食事もできない程
の人気者で、大ス

ターの握手会のように行列ができておりました(笑)社長と野村さ
んと私はその光景をとても誇らしく思いながらお食事を頂いてお
りました（笑）オープン5周年にふさわしい、とても素敵な思い
出になりました！お店にトロフィーと、発表のDVDがありますの
で、みなさん、ぜひ見に来て下さ--い　ヾ (● ⅴ゚゚ )ﾉ!!!

本当に嬉しい賞を頂きました!!これもひとえに
皆様のおかげ様でございます。
本当に感謝の一言です！ありがとうございます！

　こんにちは!! アイムの小室です。発電日和が続いて気持ちがいいですね!!
さて、4月20日に京都にて行われた、京セラソーラーFC加盟店会へ行って参りました！
毎年この時期に行われる年一回の全国会議で、各店責任者のみの参加なので私は参加した事が
なかったのですが、なんと今回はわたくし小室にも初参加のお許しが・・！！それはなぜかと申しますと・・

オープン5周年
ありがとうございます！

お気軽に

ぜひ一度
足を

お運びく
ださい♡

会議の大取りを飾った渡邉さんの発表で
会場が感動の渦に・・ 

会議の大取りを飾った渡邉さんの発表で
会場が感動の渦に・・ 

すね!!ちがいいですが続いて気持ちが

CS賞 全国第1位 受賞!!CS賞 全国第1位 受賞!!
（顧客満足度） ～感動の全国会議～（顧客満足度） ～感動の全国会議～
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http://www.sumai-aim.co.jpソーラーはアイム 検索←

株式会社〈菅原工務店グループ〉

住まいのショールーム

宮城県大崎市古川旭一丁目10-24（イオン古川店北隣） 
TEL（0229）23-3670
FAX（0229）22-3617

http://www.sugawara-koumuten.com
菅原工務店 検索←

■当社ホームページからも住まいの最新情報や実例、
　オール電化、お客様の声がご覧頂けます。

　最近、ぽかぽか陽気が続き眠気が倍増
中の高橋です（’ε` ；）今回のつぶやきの
テーマは国内で今、行きたい場所でしたが
日本国内といえども山もあれば海もあるな
んと言っても美味しいものがたくさんある！
日本バンザイですね☆日本人に生まれた
幸せを感じる今日このごろです・・・。
皆さんは今、どこへ行ってみたいですか？
　　　　　　　　　　（アイム　高橋）

TEL（0229）23-8265　FAX（0229）22-3617

営業時間：9：00～21：00まで（年中無休）

イオンタウン仙台泉大沢内
宮城県仙台市泉区大沢1丁目5番地1 2F

営業時間：9：00～18：00まで（水曜定休）
宮城県大崎市古川旭1丁目10-24

0120-972-7120120-971-977

イオン古川店北隣

おかげさまで40周年 編 集 後 記

加藤部長（工務店）
『大阪USJの
         ハリーポッター』

映画がとても好きでした。

早坂（工務店）
『広島県』

男気！黒田投手の登板試合
を見たい！

佐々木（工務店）
『富山県』

黒部ダム（黒部渓谷でイワ
ナを釣りたい！）

画がとても好きでし 。映 ても映画 とても好 でしたで た。好映画がとても好きでした。映画画が ても好画画がとても好好 でしたた好ききでした。好 た好

岩崎（工務店）
『福岡県』

博多や久留米で豚骨ラー

を見たたをを見たい！！たを見たを

庄司（工務店）
『草津温泉』

湯もみ体験したいです♨
ナを釣りた ）ナを釣りたい！）をナナ い！たり

今野（工務店）
『今流行の北陸・金沢』
世界一と言われている金
沢駅や兼六園、忍者屋敷な
どなど。今度は家族で満喫
したい！

宍戸（アイム）
『函館 小樽の朝市』
ホタテ、ウニ、イクラ、カニ
海の幸満喫ツアー。予算を

沢駅や兼六園、忍者屋敷な
どなど。今度は家族で満喫どなどどなど 今今度は今度は家族で家族で満どなど 今度は家族 満喫どどなど 今今度は家家族 満
したい！ししたい

大宮（アイム）
『石川県』
ゆっくり海でつりをしたい
です。海の幸も食べたいで
す。

野村（アイム）
『金華山の黄金山神社』
東奥の三代霊場、黄金山神
社を参拝して身も心もリフ
レッシュ!!

です。海の幸も食べたいでです。海 べたいで
す。すすす。す

伊藤（アイム）
『金沢行きたーい!』
大人の休日倶楽部の会員
になって女友達とゆっくり
街を散策したいです♡

海の幸満喫ツア 。予算をア喫満 。

髙橋（アイム）
『名古屋の喫茶店巡り』
名古屋モーニングは、コー

高橋舞（アイム）
『沖縄県』
ただ1人でのんびり海を眺
めていたい・・・。になって女友達とゆっくり女友女てってなっなにに 女女友ににななってて女女友 りくっくゆっゆと達と達友友達友達友 ととゆゆっく友友友

街を散策したいです♡たしたした策し散策散を散街を街街 した街街を街をを散散策策策しした ♡す♡ですですいでたいたたいたいいでですす♡す♡たたた

渡邉（仙台泉）
『鹿児島県　与論島』

「死ぬまで行きたい世界の
絶景」らしい・・・

小室（仙台泉）
『沖縄県』

いつでも行きたいですが・・・
青い海に入りたいです！！

渡邊（アイム）
『神戸』

神戸牛のヒレサーロインス
テーキを食べたいテ キを食べたいたべテテテ べたべ いたいキを食食べ食をキ いいいいテーキを食べたいたべたべテーテ べ食べテ たいいーキ 食キををキ 食食をキキ いいいい

坂井（アイム）
『定義山』

三角あぶらあげを
食べたい！

めていたい 。て たいて たい 。ていい 。いためめめ

佐々木（仙台泉）
『四国　高知』

「よさこい」もう一度肌で
感じた～い！

社長

『裏磐梯』
ペンションに泊まって
釣り三昧！

スタッフ
の

　　　つ
ぶやき

 今回の『つぶやき』は・・・

国内で今、
行きたい
ところは??


