
～ 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 ～

BBQ、社長もしいたけ担当（笑）
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社長のコラム社長のコラム

　江戸時代の茅
葺屋根の町並み、
里山、原風景・・・

　「健康住宅をつくる会みやぎ」の研
修で訪れた会津の「大内宿」。
　梅雨入り直前の晴天の中、神社のある
高台から村の外れまで、しばしお散策。　
　「かごに乗る人かつぐ人、そのまたわら
じを作る人…」さまざまな身分や境遇の人
たちが持ちつ持たれつして成り立ってい
た江戸時代。成熟社会と言われたこの時
代は、エネルギーの循環も実現されてお
り個人の消費量は現在の1/40、まさに
「エコロジー」。
　のどかな雰囲気のせいか、久々にとて
もゆっくりとできた気がしました…
　前日に見た最新の設備や高性能住宅
との対比がなかなか面白い有意義な2日
間となりました(^^)

神社のある
高台からの一枚

青空の気持ち良い
天気の中散策

築10年以上、経年劣化等
を確認する加藤部長

会員の皆様と記念撮影
（左の2列目が社長）

８月３日（月）～４日（火）　　
時間　１０：００～２０：００　
場所　古川地域中心商店街など各所
古川の夏祭りと言ったらやっぱりコレ！約
１００基もの七夕飾りが飾られる他太鼓に
みこしなど催しものが盛りだくさん！

古川まつり

８月１日（土）～１６日（日）
時間　９：００～１７：００
場所　大崎市三本木斉田

大崎市三本木斉田にあるひまわり丘で
は６ヘクタールのなだらかな斜面に約４
２万本もの太陽の花『ひまわり』が咲き
乱れます。ひまわりの種の入ったひま
わりアイスもぜひご賞味ください。

三本木ひまわりまつり

有備館まつり
８月１日（土）
時間　９：００～２０：００
場所　旧有備館及び庭園

国指定史跡名勝「旧有備館及び庭園」内に
おいて茶会やコンサートを開催します。また
散策路には七夕飾り、夜間はライトアップし
幻想的な雰囲気が味わえます。

地域の
イベント情報
夏のおでかけに！
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プン5周年大感謝祭

ダンスも人気、最高でした♪

宮城県大崎エリアのイベント情報はこちらから → エブリー♪おおさき http://every-osaki.com/



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!のスタッフコラム!のスタッフコラム!のスタッフコラム!

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

　こんにちは工務店の庄司です。
先月のあんだんち発行後に【テフロン（フッ素）の再加工】を依頼
した我が家のフライパンが帰ってきました～！ドキドキしながら箱を
開けると、『これがあのフライパンなの？』と思うほど、ピカピカ☆に
なったフライパンが。。。大満足の仕上がりでした（*＾▽＾*）

新品で買った時よりはお得でした。
　送料が大阪までなので正直ちょっと高いかな？と思いましたが、お
友達やご近所とまとめて発送すればかなり割安になると思い
ます。加工費も卵焼きだと1200円～、フライパンも小さいサイズ
なら1500円～とリーズナブルです。お気に入りのちょっと高かった
フライパンが復活するので是非お試しください。もしご不明な点
がありましらお気軽にお問い合わせくださいね！

甦る！？フライパン ～後篇～

ショップレポート
仙 台 泉

　こんにちは!! アイムの小室です。★

はじめての事で、準備も間に合わないままのスタートでございましたが、（お手伝い頂いた方々、ありがとうございました

m( ＿ )ｍ）

いつもお世話になっている方、お久しぶりにお会いできた方、お電話のみでお会いしたことなかった方、はじめましての

ベイビーちゃん!!　

みなさまのあたたかさに包まれて、無事に終える事ができました事、本当に感謝でございます！！　ありがとうございます！！

　本物のBBQ!!!みなさまの『おいしぃ～!!』　がパワーとなり、ひたすらお肉を焼き続けた渡邉さん・・。笑
人気のピーマン・しいたけ♪　とろけるマシュマロ～♪　焼いても焼いても足りないの～♪

自転車発電カキ氷担当の宍戸さんは、トイレにも行けない人気ぶりヽ (≧∀≦)ﾉ

子供たちの楽しそうな声に、お客様どうしが仲良くお話している姿を見て、

とっても幸せな一時でした（*'∀'人）♥*+
　実は、わたくし小室・・・ご案内チラシ作成の際に

大変なミスを犯しまして・・・なっなんと!!

【お店の情報が入ってない!!　ガ━━(ﾟДﾟ;)━━ン　】
これでは、どこからきたチラシか分からないではないか・・・_l‾l●lll

♥ご連絡お待ちしてます♥　と、いいながら、電話番号もない・・・　

気がついたのは開催3日前位・・・　心臓が　ピタッ　と凍りつきました・・・。

・・・・・んっ！？　今までのご予約のお電話は・・？？　

『あやちゃん、参加するよ～♪』って手を振りながらトイザらスに行ったのは・・？

　　　　　　　　　　恐るべし、渡邉フェイス!!!（笑）
　ドキドキで当日を迎えたのですが、お店情報なしの、渡邉さんの顔アップ写真のみで、

約120名様ご来場頂いた事により、わたしのミスは、

【どれだけ覚えてて頂いているか調べるため、あえて入れなかった】

と、言うことで笑い話とさせて頂きました。

みなさま・・ありがとうございましたm( ＿ )ｍ（笑)

　行き届かない点など多々ございました事、お詫び申し上げます。

今後とも、京セラソーラーFC仙台泉をよろしくお願い致しますヽ (*^∇^*)ﾉ

　こんにちは、工務店の今野です。
最近、小中学校で流行りのファンルームってご存知でしょうか？　カラフルな輪ゴムを編みこんで、ブレスレットを作るや
つです。もちろん、工作好きのうちの娘たちからもねだられまして、我が家でも、さっそくゴム編み大会が始まりました。
最初は、カラフルなブレスレットを編みこんでいて、「こんなのも、できたよー。」なんていろいろやってましたが、その勢
いはとどまることを知らず、「もう、輪ゴム無いよー！」と娘たち。ネットで大量に買わせられるハメになってしまいました。（泣）
本屋さんに行くと、作り方が載っている本も結構出ていて、なかなか面白いのですが、これもよくねだられます。（笑）
動画とかもけっこうでてて、ちょっと前だと、フォークを使って編んだり、通常の編み物と組み合わせてみたり、なかなか奥
が深いですね。
 ま、誰に似たのか、飽きずにいろいろと集中して作っているので、非常に頼もしいというか、微笑ましいというか、それはそ
れで、いいのかなと（笑）みなさんもぜひチャレンジしてみてください！
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たくさんのご来場ありがとう
ございました !!

今回
来れなかった方、

ぜひ、次回
お越し下さい!!

エコを心がけ、皆様のお役
に立てるよう頑張ります。

●出身地　仙台市
●好きな言葉
　変化は進化
●趣味　星を観ること

ア イ ム

 新しい
仲間です！
 新しい
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 新しい
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 新しい
仲間です！ 社会人としてのマナー、太陽光

発電についての知識をしっかり
身につけられるよう頑張ります。

最近のお気に入り、こんなマスコットや、
チャームなんかも作っています！上級変のちょっと複雑なブレスレット！

大きい編
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巾の広い
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センテック
〒594-0041 大阪府和泉市いぶき野2-32-4
TEL 0725-51-2338　FAX 0725-51-2339
HP：http://www.sentec-jp.com/

↓今回お願いした業者さんはこちら↓

こんなにキレイに

なりました～

気になるお値段の方ですが

・往復の送料（大阪まで）約2,000円
・加工費（外寸φ28～φ29㎝）1,800円（税込み1,944円）
・加工費の郵便振替え手数料130円
　　　　　　　　　　　　　　≪合計　４，０７０円≫

氣仙　友美

●出身地　秋田市
●好きな言葉
　聞くが、聞かない
●趣味
　海外サッカー観戦

柴田　醇奈
キセン トモミ ジュンナシバタ
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http://www.sumai-aim.co.jpソーラーはアイム 検索←

株式会社

住まい工房アイム
〈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！あっという
間に夏ですね～☆最近時の速さに
恐れを感じる高橋です(-_-;)来月の
８月２日はいよいよBBQ大会です！
みなさま、ぜひぜひお越しください
ね～～♪
　　　　　　　（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

昨年の様子

YUUJI BAND
（ユウジバンド）出演
ジャズ演奏をお楽しみ下さい！

ジャグリングは
必見！！

その他お楽しみ屋台コーナーもご用意しております。

大道芸人 もんたくん

スタッフ一同
お待ちしてまぁ～す♥
スタッフ一同

お待ちしてまぁ～す♥

BBQ只今
準備中～♪

平成27年8月2日（日）
PM5：30～8：30
平成27年8月2日（日）
PM5：30～8：30

夏のお客様感謝祭夏のお客様感謝祭

BBQ只今
準備中～♪




