
～ 菅原工務店・アイムとご縁のあった皆さまにお届けする住まいや暮らしに役立つ情報誌 ～

準備風景（大崎タイムスさんにて）

アースデイみやぎ大崎にて
ご来場ありがとうございました！スタッフ一同

子供たちと芳香剤をつくりました♪
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2015年

社長のコラム社長のコラム
　6月と言えば梅雨、ここ宮城も秒読みですが雨の日に負けじと楽しいイベ
ント続きます。先日、古川の古代の里で開催された「アースデイみやぎ大
崎2015」は皆さまのおかげで快晴の中、約1,500人の来場者で大盛況と

なりました。ゴミの持ち帰りやマイ箸マイ皿などのエコアクションをはじめ、皆さまが地球のことや
環境問題はもちろん地元を楽しむきっかけが発見できたのではないでしょうか。私も実行委員として
全面的に関わり運営の中で多くのことを学ぶことができました。すべてのプログラムに大満足しまし
たが、中でも、古川学園様11名と誠真短大様の13名のボランティアの皆さんの活躍は目を見張
るものがあり、運営に大いに貢献頂きました。関係者はじめかかわった皆さまに感謝申し上げます！
　

　五月晴れのすがすがしい日が
多かった今年の春ですが、間も
なく梅雨の時期となります。皆様
お変わりなくお過ごしでしょうか？
　今年も菊盆栽教室が始まり
事務所に足が向く日も増えてま

子供たちと芳香剤をつくりました

打ち合わせの様子

会長も
飛び入り
参加しました

そして21日（日）は当社を会場に
「ママまつりin大崎」が開催され
ます。私たちもブースを構えて応
援します！　全２７ブースが大集
合。是非、皆さん遊びにいらしてく
ださい(^^)
詳しくは下記URLにて！
http://atelier.child-rin.com/

ボランティアの
皆さんありがとう！！

通信
SABUchanBLOG

いりました。写真はそんな中行われた大規模な太陽光発電工事について
の打ち合わせの様子です。あらたな仕事への挑戦はいくつになっても胸が
躍るものがあります。私も現場の一員として持ち前の「開拓精神」をもって
年内の完成にむけて励んでまいりたいと思います。



のスタッフコラム!のスタッフコラム!のスタッフコラム!

早坂のダイエット日記早坂のダイエット日記

　こんにちは工務店の早坂です。
ショッキングなご報告です。昨年、体を張って相当な覚悟で臨んだダイエットの結果、MAXで85kgあっ
た体重が年末には 70kg まで落とすことに成功しました。それが、この原稿を書いている 5 月末現在

76kg までリバウンドしました。原因は明確で、年が明けて気が緩んだのか、ファストフードやラーメン等の高カロリーの
食品を食べるようになったり、料理をしながらのつまみ酒が習慣化したり、ストレスが食欲に向いたり、要するに意志が

弱いんです。この投稿を機会に悔い改め、年末までに 70kg を下回りキープする事を誓います。ダイエットのやり
方は、昨年効果を上げているので同じ方法を踏襲して、更に毎日体重を測定してグラフ化するという習慣も復活させたい
と思います。もし年末の時点で約束が達成できていなかったら、根性無しと罵っていただいても結構です。頑張ります。

その後

イエエイエイエッダイダイダイののダ早坂のダダダダダダ坂坂坂坂坂坂早早 ッッのののダイのダイのののののの エエエエエエ坂坂ののののダ坂のダのダのの早坂早坂の ッッ早早早早早早早早 ダダイエッッ坂坂坂 ダダ早坂のダイエッ

　こんにちはこここんんんににちにちちはは工務工工工工務工務務
ショッキングなご報シシショョッッキキキキンキンンググなグなごなごご報ご報報
た体重が年末にはたた体た体体重重重が重がが年が年末年末末に末にはにはは

76kg までリバウンドしました。原因77676k6kkgkgg ままでまででリリババウバウウンンドドしししましままししたた。た。原原因原因
食品を食べるようになったり、料理を食食食品品品ををを食食べべべるるよよううににななっっったたたりり、、料料理理理を食食品品をを食食べべるるようにになな たたり 料料理理を

弱いんです。弱弱弱いいいんいんんでですですす。。この投稿を機会に悔いここのの投の投投稿稿稿を稿を機を機機会会会にに悔悔い悔い

方は 昨年効果を上げ る 同方はは 昨昨年効効果果をを上げげげ る 同

　こんにちは、アイムの宍戸です。
６月といえばうっとうしい梅雨シーズンです
が、皆さんいかがお過ごしでしょうか？雨が続
くとどうしても青空が待ち遠しくなりますが、

私の婚活もいまだ長いトンネルの中にあります(笑)出雲の神は私
に何度かチャンスを届けてくれましたが、いまだつかむ事が出来
ておりません(^_^;)．．．一昨年、出雲の話を掲載した時には、皆様に
たくさんの励ましの言葉を頂きまして本当にありがとうございま
した。さすがに出雲は遠いので、仙台の縁結びの神様にお参り
して来ようかと思います。また進展がありましたら報告します(^-^)

　こんにち
６月といえ
が、皆さん
くとどうし

私の婚活もいまだ長いトンネル
に何度かチャンスを届けてくれ
ておりません(^_^;)．．．一昨年、
たくさんの励ましの言葉を頂き
した さすがに出雲は遠いの

参拝予定の
仙台の二柱神社

暮らしの便利帳暮らしの便利帳暮らしの便利帳 住まいのお手入れ、便利グッズ、etc・・・
お役立ち情報をお伝えします！

もっと知りたい tc・・・

　こんにちは工務店の庄司です。調理器具の中でも使用頻度の高いフライパン。皆さんのお宅にも長年のご使用で
テフロン加工が剥がれてしまったフライパンがありませんか？我が家でもお気に入りのフライパンが大分傷んでしまい、買い
替えを検討していましたが、なかなか気に入る物が見つかりません( ・́ω・̀)　そんな時に見つけたのが【テフロン（フッ素）
の再加工】をしてくれる業者さん！早速ホームページで詳しく調べてみると、フライパンの他に炊飯器の内釜やホットプ
レートの天板など大きいものにも対応してくれるそうです。我が家のフライパンで再加工を依頼してみる事にしました！
　①加工依頼書をホームページより印刷して住所など必要事項を記入
　②フライパンの取っ手を外す。（外れない場合は有料で脱着してくれるそうです）
　③梱包して、加工依頼書と一緒に発送
業者さんに到着後、問題が無ければ約２週間で出荷されるそうです。

甦る！？フライパン ～前篇～

宍戸の婚活コラム宍戸の婚活コラム

アップで見ると
かなり傷んでいます（--；） 取っ手をはずして 梱包して

発送します

どんな仕上がりに
なって帰っ

てくるのかは、次号
のあんだ

んちでお知らせい
たします。

乞うご期待～（＾▽
＾）
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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!

　こんにちはアイムの野村です(^^)。
今年も宮城県及び各市町村において、住宅用太

陽光発電システムの普及促進を図るため、標記

補助金事業がスタートしました。太陽光発電シス

テムをご検討の方は以下の一覧表をご参照のう

え、予算がなくなる前にぜひご活用ください♪

　なお、詳細については大沢イオン泉店またはア

イムまでお問い合わせ願います。

　また、これから補助金制度を実施する自治体も

ございますのでお見逃しなく～♪

宮城県及び市町村が実施する
平成27年度太陽光発電システム補助金情報

宮城県 ●１件あたり ６万円（定額）

石巻市
●1kW当たり２万円
●上限 住宅 8万円
●上限 事業者 ２０万円

岩沼市 ●１ｋｗあたり２万円
●上限８万円

栗原市 ●１ｋｗあたり３万円
●上限１２万円

気仙沼市
●１ｋｗあたり２．５万円
●上限 住宅 10万円

白石市 ●１ｋｗあたり２万円
●最大８万円

登米市 ●1ｋｗあたり2万円
●上限8万円

大河原町

●1kW以上2kW未満 ２．５万円
●2kW以上3kW未満 ５万円
●3kW以上4kW未満 ７．５万円

●4kW以上      １０万円

大衡村 ●１ｋＷあたり5万円
●上限17.5万円

女川町
●１ｋｗあたり３．５万円
●上限 住宅 １２．５万円
●上限 事業者 ５０万円

加美町 ●１kW当たり３万円
●上限１２万円

蔵王町 ●１ｋｗあたり５万円
●上限20万円

七ヶ浜町

●一般の方  １kwあたり３万円
（上限 ９万円）
●震災被災者  １kwあたり6万円
（上限18万円）

丸森町 ●１ｋＷ当たり３万円
●上限１２万円

美里町 ●１ｋＷ当たり3万円
●上限10万円

南三陸町 ●1kw当たり３万円
●上限１２万円

村田町 ●1kw当たり２．５万円
●上限１０万円

（平成27年5月31日現在）

　今回お邪魔したのは大崎市古川の醸室（かむろ）内に
去年10月26日にOPENした「ふつふつ食堂」さんです！
　発酵食品をメインにしたお料理で体に優しいお店です。

店内もおしゃれでとても居心地も良くてついつい女子トークにも花が咲き長
居してしまいました(*^。̂ *)そして今回私たちがオーダーしたのは「気まぐれセット」キーマカレーにハンバーグにペンネ・・・
色んなものを少しずつ食べれる女子には嬉しいセットです☆このお店の売りでもあるキーマカレー、実は社長も超お気に
入り。本当に美味しかったです(^_^)/その他のお料理ももちろんのこと絶品であります！キッズスペースもあるのでママさん
も安心ですよ。さらに外にも席があるので素敵な庭を眺めながらお食事もできちゃいます(*^^)vさらにさらに店長さんは面
白くてイケメンです(笑)ぜひ皆様も一度、足をお運びください☆

ふつふつ食堂さんへ
　　　　行ってきました！
ふつふつ食堂さんへ
　　　　行ってきました！

☆ふつふつ食堂☆
・大崎市古川七日町3-10 醸室内（蔵7）
　電話 050-3427-6180
・ランチタイム　11:00～14:00 
・カフェタイム　14:00～16:00
・定休日　毎週水・木曜日

女子部女子部女子部
はみだしスタッフコラム
はみだしスタッフコラム

気まぐれセット☆

美味です～。
気まぐれセット☆

美味です～。

女子会は盛り上
がりますね～↑

↑

錦戸店長さん、

とても気さくて

素敵な方です♪

おしゃれな店内。
優雅なひとときが過ごせます・・・

素敵なお庭でランチ・・・
癒されること間違いなし！女子会は盛り上

がりますね～↑
↑

錦戸店長さん、

とても気さくて

素敵な方です♪

おしゃれな店内。
優雅なひとときが過ごせます・・・

素敵なお庭でランチ・・・
癒されること間違いなし！

ふつふつ食堂
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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。

みなさま、こんにちは！すっかり夏模様の
毎日ですね。今回、工務店の早坂さん
のダイエットコーナーが久しぶりに復活
しましたが私も最近太ってきたので真剣
にダイエットをしなきゃと悩む日々で
す・・・。
ガンバレ私！！(>_<)
　　　　　　　　　（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）

きれいで流れるようなメロ
ディが好きです。

早坂
（工務店）

カラオケのレパートリーの
一曲です。

佐々木
（工務店）

なれいで流れるようきれ で流れきれ で流れ うなようれる
ディが好きですィが好ディが好きですす。すディが好きでが好ディが好きですすす

岩崎
（工務店）

リカラオケのレパートリレパのオカラ パのオ ーー
曲です。。で 。で一曲です。す曲 す曲

庄司
（工務店）

今野
（工務店）

桑田ソングの代表格！帰りの
車の中でよく歌ってます。

宍戸
（アイム）

桑田ソングの代表格桑桑田ソンングの代表表
車の中でよく歌って車車の中でで く っっ車の中でよく歌って車の中 よく歌 て

大宮
（アイム）

雨の日の応援歌ですね。

野村
（アイム）

雨の日の応援歌ですね雨の雨の日の応援援 すね援歌ですねですね雨の日の応援歌 す雨 応援歌 す

伊藤
（アイム）

髙橋
（アイム）

高橋舞
（アイム）

渡邉
（仙台泉）

小室
（仙台泉）

渡邊
（アイム）

雨ソングと言われると頭に
浮かびます。
雨ソングと言われるれ言雨雨雨 わ言雨 れ言わわれれンングとングソン ととグと言雨ソソ とググング るるれるるれるれれれ
浮かびます。浮かか ますすかびびま

坂井
（アイム）

佐々木
（仙台泉）

社長

この時期にピッタリの
テーマソング。明日晴れ
たら釣りだ～♪

スタッフ
の

　　　つ
ぶやき 雨ソング

といえば・・・？

 今回の『つぶやき』は・・・

「みずいろの雨」 八神純子 「雨の物語」 イルカ「みずいろの雨」 八神純子 「雨の物語」 イルカ

「エーゲ海の真珠」 
ポールモーリア
「エーゲ海の真珠」 
ポールモーリア

「明日晴れるかな」 桑田佳祐「明日晴れるかな」 桑田佳祐

「サボテン」 ポルノグラフィティ「サボテン」 ポルノグラフィティ 「Rain」 大江千里「Rain」 大江千里

若き日の雨の想い出です。
雨が降ると頭からこの曲が
離れません。

切ない名曲です。槇原敬之（98
年）、泰基博（13年）がそれぞれカ
バーしているので、youtubeなど
で聴きくらべるのもおすすめです。

雨の中傘をさしているサツキと
メイが、葉っぱの傘を持つトトロ
と遭遇する場面で流れる曲がた
まらなく印象的。

「RAIN IN MY HEART」 
BOOWY

「RAIN IN MY HEART」 
BOOWY

「雨あがりの夜空に」 
忌野清志郎
「雨あがりの夜空に」 
忌野清志郎

「前奏曲 雨だれ」 
ショパン
「前奏曲 雨だれ」 
ショパン

「恋空と雨音」
AAA
「恋空と雨音」
AAA

「悲しき雨音」カスケーズ「悲しき雨音」カスケーズ 「レイニーブルー」
徳永英明
「レイニーブルー」
徳永英明

オールディーズのCDには必ず
入っているこの曲。中学時代にテ
スト勉強中によく聴いていました。

大好きです！

雨と言えば、ユーミンのこの曲が
浮かびます！カラオケで歌うなら、
日野美歌の「氷雨」でしょ!!(^o^)

メロディにこれから夏に向
かう

切ない歌詞なのにポップで
可愛いメロディー。キュン!
とします♡

「コーヒー」
奥田民生

「冷たい雨」 
荒井由美

「コーヒー」
奥田民生

「冷たい雨」 
荒井由美

「あめふり」 
童謡
「あめふり」 
童謡

雨を吹き飛ばすような明る
い感じが好き。

最近三代目デビューしまし
た♡（笑）

孫と一緒に歌っているものの「蛇
の目」ってわかるかなぁ？・・・と

「となりのトトロ」「となりのトトロ」

「雨あがりの夜空に」 
忌野清志郎
「雨あがりの夜空に」 
忌野清志郎

「リフレイン」 
三代目 J Soul Brothers 
from EXILE TRIBE

「リフレイン」 
三代目 J Soul Brothers 
from EXILE TRIBE


