
～ 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 ～
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社長のコラム社長のコラム
　残暑が続きますが、皆様いか
がお過ごしでしょうか？
甲子園では地元に大きな感動を

もたらしてくれた仙台育英の勇姿、手に汗握る決
勝戦。残念な結果にはなりましたが、完全に相手の

流れだった試合を終盤に追いついた底力に感動しまし
た・・・。26年前の決勝戦の時、私は高校2年生。中
学まで野球をしていたこともあり、最後までテレビの前
で応援したことを思い出します。
　ところで、野球といえば少々前にはなりますが、今年
も会社レクレーションとしてスタッフ一同、東北楽天観
戦ツアーを実施。当日はメディアテークで開催されて
いた「建築家ガウディ×漫画家 井上雄彦～シンク
ロする創造の源泉～」を見学をしてからスタジアム
へと向かいました。
　ガウディは1882年に建設がはじまり彼の死後、未
だに建築中として工事が続いている「サグラダファミ
リア」の話があまりにも有名ですが、彼が設計したス
ペインの街並みや模型椅子のレプリカなど多数の作
品に触れることができ大変見応えのある内容でした。
数々の個性的なデザインのルーツは一貫して「自然」
の中に求められていることをこの日初めて知りました。

2026年に完成が見込まれている「サグラダファミリア」の完成予想にはみんなも大興奮。
是非、完成したらスペインを訪ねてみたいものです。

　この日のKOBOスタジアムはなんともよく気持ちよく快晴。リニューアルされた場内で集合
写真を撮った後はさっそく買ったり食べたりと試合前にすでにテンションマックス(笑)この日
は終始点の取り合い・・・接戦！　延長に入り時間の為席を立ちましたが、スタジアムの外で逆
転ホームランの歓声・・・。肩をおろしバスに乗り込みましたが、会社に着くと奇跡の同点弾で
なんと引き分け。今シーズン2番目に長い試合だったそうです。（結果は12回引き分け4対4）
次こそ勝って白い風船を飛ばし、楽天ナインの勇姿を見たいと思います！！

各社蓄電池が勢ぞろい！

車の電気を家で使う時代です！

未来に向けてファミリーバージョン！

仲間に向けた釣り？バージョン(笑)

恒例の安全祈願祭（8月2日）

ガウディさんと記念撮影・笑ガウディさんと記念撮影・笑

スタジアム前で記念写真！スタジアム前で記念写真！

メディアテークは好きな場所です♪メディアテークは好きな場所です♪

お楽しみの風船タイム♪白熱の応援合戦！！次こそ勝利を！！ お楽しみの風船タイム♪ 大工の亮くん、ユニフォームで応援！！大工の亮くん、ユニフォームで応援！！白熱の応援合戦！！次こそ勝利を！！

ＰＶ ＪＡＰＡＮ２０１５にてＰＶ ＪＡＰＡＮ２０１５にて

最新ピクチャーパネル最新ピクチャーパネル
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ご来場頂いたお客様の声ご来場頂いたお客様の声

　37回目のバーベキュー大会を迎えること
ができました。例年以上に、当社社員が様々
なおもてなしで、お客様おひとりおひとり
をお迎えする準備をしました。古川花火と
の共演のひとときを、目いっぱいお楽しみ
いただきたいです。

　当社のOB様ご招待のバーベキュー大会は、第１回目の開催
から古川花火大会とともに開催し、これまで一度も休んだこ
とはありません。雨の日でも変わらず開催してきました。初回
は1～2組のお客様のご招待でしたが、現在は、ご家族・３世代
などで当社のバーベキュー大会にお越しいただくことが多く
なってきたと感じています。
　菅原工務店グループは、長らく「太陽」を考えた自然環境と
の連動を考えた住まいづくりを重ねてきました。今年は、敷地
内に新モデルハウス「CASATAⅡ」が完成しました。当社の
特徴「CASATA」の外観を踏襲しながらも、家の間取りに不
要な仕切りをなくした分、広々とした空間を実現。パネル式の
冷暖房システムやエアコンなど最新のヒートポンプ式空調で
一年中、快適な温度・湿度をコントロールしています。特に今
年の猛暑でこそ、その快適さを実感できますので、この２０２０
年標準となる新モデルハウスも是非見学していただけたら嬉
しいです。
　私自身は、第１回目からご参加のおつきあいの長いお客様
との語らいや、今回初めての参加いただいたお客様たちとも
お話しをさせていただくことを毎年の楽しみにしています。
今年もまた一つ楽しみを実現させていただきました。
ご来場ありがとうございました。

小松様（大崎市古川在住）　 澤井様（大崎市古川宮沢在住）　

会長より御礼の挨拶

　今回のバーベキュー大
会は6回目の参加です。毎
年、美味しいものや楽しい
時間を過ごせることがと
ても楽しいです。
　バーベキューをしなが
ら、皆でワイワイ盛り上がって、古川花火を観れる！最
高の時間です。
　また、お世話になった菅原工務店の我が家の担当
スタッフの方とも話すことが出来て嬉しいです。我が
家にとって必要なものが、菅原工務店さん、住まい工
房アイムさんには、たくさんあったと実感していま
す。お家を建てて本当に良かったです。スタッフの皆
さんはイベントがあるごとに声をかけてくれたりと、
いつも親身になっていただき、とてもありがたい存在
です。

      
  

　今回のバーベキュー大
会は2回目の参加です。古
川花火を眺めながら、バー
ベキューで家族みんな楽
しく過ごすことが出来ると
ても心温まるイベントです
ね。
　また会場にいるたくさんの方々と、雑談をしたりし
て、語らい交流できるのも貴重だと思います。

「CASATAⅡ」のモデルハウスも、もちろん見学して
きました。とても素晴らしい仕上がりですね！我が家
は、住まい工房アイムさんにお願いした太陽光発電
を使用しています。たくさん電気をつくってくれるの
で、家計にも助かっています。またスタッフみなさん
の人柄も、家族ぐるみでお付き合いが出来るような温
かさがありますね。いつも我が家を気にかけてくださ
り、とても感謝しています。    
 
      
  ご来場ありがとうございました

来年も多くの皆様にご来場頂けるようスタッフ一同がんばります。
ご来場ありがとうございました

来年も多くの皆様にご来場頂けるようスタッフ一同がんばります。

　今年も３７回目となるバーベキュー大会
を無事に開催することが出来、大変嬉しく
思っております。今年は250席分をご用意
させていただきました。それでも足りず、
お席を追加いたしました。最終的には300

席以上が満席となりました。
　例年以上に、大人の方からお子さんまで、幅広くお楽し
みいただけるよう、出店数や内容も増やしました。皆さん
には存分に楽しんでいただけましたでしょうか。
　毎年開催の当社のバーベキュー大会は、年を重ねるごと
に、当社の予想を上回る規模となり、当社にとっても、地元
にとっても一大イベントとなってきていると思います。こ
の場には、20年以上前からご参加いただいているOB様
や、ここ最近おつきあいが始まったお客様まで、この会場
に集い、交流できる場となっている様子です。
　お客様同士がふれあい、会話を楽しめる機会とも言えま
す。
　また回数を重ねていく中で、お客様のお子さんの成長
を私たちが見れるのも楽しみのひとつと思っています。地
域性・地元感があるイベントとして、今後も笑顔で楽しん
でいただけるバーベキュー大会を続けて行きます。
また来年もご家族そろって、是非お越しください。

社長より御礼の挨拶

第37回 夏の感謝祭「バーベキュー大会」2015.8.2
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　こんにちは!!今回見学会レポートする

工務店の佐々木です。先日の8月8日・
9日と豊里のS様邸をお借りして新築現場見学
会を開催させて頂きました。8月の猛暑が続い

た中、当日は小雨で蒸し暑い日でしたがお施主様が理髪店経営も
あってか、お店のお客様方や、ご近所の方々にご来場、ご見学頂ま
した。
　今回ご提案させて頂いた住宅は壁の断熱材をダブル（2重）
に、屋根はトリプル（3重）にしさらに窓はYKKのオール樹脂のト
リプルガラスとペアガラスの併用した完全高気密高断熱型住宅に
なっており、室内の24時間換気も熱交換型第一種換気システムを
採用させて頂きました。これからの快適な住環境を省エネで生活
できるよう考えさせて頂板住宅になっており両日蒸し暑い日でし
たが店舗を含めてエアコン3台可動で快適にご案内できました。最
後になりましたが、ご来場頂いたお客様、そしてお貸し頂いた
お施主様には心より感謝致します。ありがとうございました。

イベントレポート

ご来
場あり

がとうございました。
ご来
場あり

がとうございました。

完成見学会

　こんにちは。今回の女子部は大崎市古川の「茶房クレイン」さんへお邪魔してき
ました～！
＜珈琲とカレーのお店＞と銘打っていますが、パスタや定食もとっても美味しいお店です。
　今回、ランチタイムに伺いましたが女性のお客様が多く、私達も居心地が良くてつい長居をし
てしましました（笑）
夜はお酒も提供していますので、飲み会の会場にもおすすめです。
（座敷もあるのでお子さんと一緒でも安心。私、庄司も保育園の謝恩会で利用しました）
お料理もですがオーナーの昭子さんがとっても素敵なお姉さまなので、昭子さんとのおしゃべり
も楽しめますよ～（＾＾）
 

茶房クレインさんへ
　　お邪魔してきました～！
茶房クレインさんへ
　　お邪魔してきました～！ 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

茶房クレイン
http://www.sabo-krein.com/
大崎市古川北町１丁目６－４
℡090-2792-1409
店休日はお問い合わせください。
駐車場は近隣有料Ｐをご利用ください。

豊里で

薬膳カレー

バターチキンカレー

グリーンカレー

薬膳カレー

バターチキンカレー

グリーンカレー

素敵な
   昭子さん素敵な
   昭子さん

ランチは
スープ
コーヒーが
付きます！

ランチは
スープ
コーヒーが
付きます！

こちらのカレーは辛さが苦手な私に
ピッタリの口あたりもまろやか♡
（伊藤）

こちらのカレーは辛さが苦手な私に
ピッタリの口あたりもまろやか♡
（伊藤）

辛さとココナッツミルクの甘さが
やみつきです（庄司）
辛さとココナッツミルクの甘さが
やみつきです（庄司）

スパイスと漢方
が、程よくブレ
ンドされていま
す。夏バテ気味
だった私には、
嬉しいカレーで
した。（高橋）

スパイスと漢方
が、程よくブレ
ンドされていま
す。夏バテ気味
だった私には、
嬉しいカレーで
した。（高橋）
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　今年の１月にアイムに入社して８ヶ月がたちようやく仕事に

も会社の皆さんにもなれて来ました。工事部では一番年下な

ので、現場では先輩たちに厳しくも愛のある指導を頂きなが

ら、少しづつ勉強しているところです。

　今年は観測史上初となる猛暑が続き、熱中症対策に毎日

クーラーに自家製の氷を入れたお茶を自宅で作って持ってい

きます。先輩達が現場で「基彦が作ったお茶、冷たくて

美味しい」と言ってくれるので、大変ですけど夏の間はこれ

からも続けようと思います。

施工からの
風景

施工からの
風景

新築・リフォーム・太陽光発電の
現場からお届けします。

新築・リフォーム・太陽光発電の
現場からお届けします。

　こんにちはアイムの野村です(^^)。
去る７月２９日、東京ビッグサイトを会場に開催されたＰＶＪａｐａｎ２０１５に、
社長とともに参加してきました。約２００の太陽光関連企業が出展しており、太

陽光発電としては日本最大級の展示会！素晴らしい新商品が続々と開発されて

おり、度肝を抜かされた気分でした。

　今回注目する商品は、太陽光で発電した電気を貯める事が出来る“蓄電シ
ステム”と、家庭の電気をマネジメントする“ＨＥＭＳ”。様々なメーカーが優れ
た商品を開発しており、消費者にとっては非常にありがたい商戦模様となって

おりました。もちろん京セラ製が１番ですけどね！興味のある方は是非ご一報く

ださい♪

　次に注目するのは来年４月の電力小売事業（低圧）開始に向けた各社の動き

です。民間企業が電力会社を立ち上げることで、電気料金の引き下げが期待出

来るかも！？当社でもアンテナを高く張って、皆様によりよいサービスが提案出

来るよう努めてまいります。

　何はともあれ、まだまだ生長が見込まれる太陽光発電、これからも宜しくお願

いいたします。

ＰＶＪａｐａｎ２０１５に参加して

目指せスマートシティ!!

たくさんの来場者で大いににぎわった会場

モトヒコ茶は
無料でサービス（笑）

蓄電池も
おまかせください！

みなさんはじめまして、

アイム工事部の坂井
と申します。
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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。

　先日のお客様感謝祭バーベキュー大
会では予想を上回る沢山のご来場、誠に
有難うございました！
　お盆明けから肌寒い日が続きますが、我
が家では子供たちと庭で花火をする約束
がのびのびになっています（＾ ；^）
いつになったらできるかな。。。
　　　　　　　　　　（工務店　庄司）

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）
『ゴールド免許』

運転免許証を取得以来、31
年間一度も違反キップを切
られたことが無いです。

社長
『BBQ資格』

実は私も・・・日本バーベ
キュー協会「初級BBQイン
ストラクター」です。

早坂（工務店）
『蔵書』

単行本が主だけど蔵書が
2,000冊を超えました。本
棚が一杯で置き場所がない！

佐々木（工務店）
『渓流釣り』

渓流釣りをして18年程にな
りますが今だ釣果0はありま
せん！今シーズンはテンカラ
釣りに挑戦中です。

岩崎（工務店）
『毒蝮三太夫！？』

昔、群馬県のロックハート城で
ロケに来ていた毒蝮三太夫に
会いました。ロケ外で少し話し
をしましたが、面白いおっちゃ
んでした。

庄司（工務店）
『コレクション』

ミカンせいじん
コレクターです。

今野（工務店）
『わんこそば』

盛岡のわんこそば「東家」で
128杯食べました。（今はさ
すがにムリですが・・・。

昨年から集め出したご朱印、お
かげ様でご朱印帳が3冊目に突
入し、心も体もリフレッシュ!

野村（アイム）
『3冊目のご朱印帳』

大宮（アイム）
『ステッカー』

宍戸（アイム）
『夏祭りの山車』

地元の青年会で3年連続で
夏祭りの山車を作りました。
当時はやっていた鉄腕アト
ムとファイティングニモと、
マツケンサンバです!!

動物の中で唯一懐かれます。
もしかして前世は犬???

坂井（アイム）
『犬に好かれやすい』

伊藤（アイム）
『AGE値』

体内年齢測定で、なんと
10才以上も若い数値が
出ました～！やった～♪

髙橋（アイム）
『視力』

小学生の時から、1.5keep!
でもボンヤリしているので
友達に会っても、気がつか
ない時も多いです（笑）

渡邉（仙台泉）
『CM出演』

京セラのソーラーのテレビ
CMに出演しています！自分
ではなくて家の方だけです
けど…（笑）

小室（仙台泉）
『器用』

こう見えてすごーく器用デ
ス!!手先だけではなく足先
も…（笑）

スタッフの

　　　つぶやき

 今回の『つぶやき』は・・・

あなたの
プチ自慢を
教えて下さい♪

佐々木（仙台泉）
『田舎料理』

氣仙（仙台泉）
『ピザ作り』

ピザは生地から作ります。トッピング
はそれぞれが好きなものを。小3の
息子はイチゴピザを大絶賛してい
ましたが、はたしてどうだろう…??

柴田（仙台泉）
『懸賞に当たりやすい』

送ればたいてい当たります。
今は新幹線の体験乗車を
狙ってます。当たりますよう
に。

お煮付け、ひじきおこわ、た
くわん漬け、だから来客大
歓迎ですね。

自
慢

コレ、知っている人
いるかなぁ・・・。

赤坂泰彦のミリオンナイツ
のステッカーをもっていま
す。




