
社長のコラム社長のコラム
　秋と言えば、実りの季節。たくさんの所でそれを祝うお祭りが多い時期で
もあります。ここ数年私が楽しみにしているのが「くりはら万葉祭」。今年も
知人と参加してきました。「土と火のまつり」というタイトルにふさわしく、夜に
かけてかがり火が幻想的な空間を醸し出し、火を囲んでさんさ踊りや西馬音

内盆踊りなどの伝統芸能が繰り広げられ、遠方からもファンが駆けつけます。
　自然を感じながら私たち東北人のルーツに触れることができる最高の場です。興味がある方はぜ
ひ来年ご一緒しましょう！
　実は、私たちにとってはここから「イベントの秋」。心身ともにリフレッシュして楽しんで行きたいと
思っています。

　「第2おおさきメガソーラー」は出
力1568ＫＷ（京セラ製250Ｗのパネル
が6272枚）。地権者様の深いご理解の
下、今回も地元古川で事業を進めること
ができ感謝のひと言です。
　おかげさまで8月24日に起工式を無事
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済ませ、年内稼働を目指して現在基礎工事中です。私も整地作業から現場に繰
り出し汗を流しております。日に日に進んでいく現場を眺めるのは何よりも楽しくや
りがいがあります。体力との勝負ですが、完成したあかつきには是非皆様にもご
覧いただきたいと思います。

メガソーラー工事スタートメガソーラー工事スタート

地鎮祭の様子地鎮祭の様子

第49回 大崎市古川 市民文化祭

おおさき産業フェア 2015

醸室秋まつり

10月23日（金）・24日（土） 

10月1日（木）～31日（土） 

くりはら万葉祭公式アカウント
https://www.facebook.com/manyousai

くりはら万葉祭 検 索
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10月30日（金）～11月8日（日） 10月30日（金）～11月8日（日） 

現場で

がんばっ
てます！現場で

がんばっ
てます！

白崎映美（上々颱風のヴォーカル） 西馬音内盆踊り 土淵伝統さんさ踊り白崎映美（上々颱風のヴォーカル） 西馬音内盆踊り 土淵伝統さんさ踊り

正健会
鳴子清掃活動
10月8日（木）

正建会…オール電化を推奨する
　　　　地元工務店の会 ※今年も菊盆栽を出品します。



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!

　こんにちは、工務店の今野です。
　最近、だいぶ寒くなってきましたね。体の温度調整がうまく出来なくなってきた今日この頃（笑）、みなさんはうまく体
調管理はできていますでしょうか？
　早速ですが、以前より、工事を進めていました、大和町の期間限定展示場がいよいよオープンいたします！お客様とは、
設計の段階から、非常に熱心に打合せをさせていただき、試行錯誤しながらも、どうせ建てるなら、良いものを作ろうと
いう共通の思いを胸にスタートしました。打合せの途中では、例えば、「ここの棚には、
本を飾りたいんですけど。」、「マガジンラックにしましょう！背板が斜めのほうがいいで
すね、壁を斜めにしましょう！」とか、「床はタイルにしたいけど、冷たいかな？」、「そ
れなら、気泡が入った冷たさを感じにくいタイルがありますよ！」などなど、きめ細かく
打合せしてきました。現場も、「もうちょっと、赤みを加えてください。あと黒も少し。」（塗
装の色の話です。）とか、「棚板と棚板の間を３０４ミリにしてください。」とか、変な（？）
こだわりを見せて工事してきました。工事中の現在に至ってもまだまだ細かい部分の
打合せは修正が行なわれておりますが、非常に完成が楽しみな物件になってきてお
ります！もちろん、断熱性能や、サッシなどの設備も最新、最強の仕様となっており
ますので、こちらも見ごたえ十分。そんな、「こだわりの家」を是非、一度ご覧ください。
　細部までこだわった素敵な家をご体感いただけますよ！展示期間は、１０月の末から
年内いっぱい行なう予定です。（詳細はＨＰでご確認ください。）期間の途中では、ＢＢ
Ｑ大会や、お月見会（夜の展示会）なんかも企画しておりますので、お楽しみに！
 

はじめまして。こんにちは。9月より
住まい工房アイムに仲間入りした、
千葉です!!太陽光については初心者
で日々勉強ですが、一日でも早く皆
様のお役に立てるよう頑張っていき
ますので、宜しくお願い致します!!

●出身地／大崎市岩出山
●好きな言葉／一期一会
●趣　味／音楽鑑賞（倖田來未LOVE♥）ア イ ム

 新しい
仲間です！
 新しい
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千葉　永子
チバ            エイコ
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　アフターフォローの一貫として、太陽光パネルの点

検業務をおこなっています。自分が作業した現場は、

様子が分かっていても草木が伸びていたり、家のまわ

りに変化があったりで、多少の苦戦はありますが、丁

寧に確実な点検を心がけて業務をしています。

　点検が終わったお客様には点検報告書と写真で報

告しています。天気もよく、良い見晴らしの時には屋根

からの風景もあわせて、お渡ししています。リクエスト

があれば気軽に声をかけて下さい(^_^)

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

アイムの大宮
です。

　こんにちは!! アイムの柴田です。
　先日、パネル設置の現場研修に行きました(^^)   
 工事の過程を間近で見るのは初めてで、少しずつ出来あ
がっていく姿にとても感動したと共に、まだまだ勉強不足だなと気
を引き締められ、とても充実した二日間になりました。
　個人的には、パネルを屋根にのせて繋げていく作業が一番印象

的でした！屋根の上に登るのも初めてでしたが、思っていたより慣れるのが早くびっくり
されました(笑)案の定初日から筋肉痛になりましたが・・・
　この経験を活かせるよう、これからもたくさん知識を身につけ頑張ります！また機会が
あれば、他の現場も経験したいと思います♪      
         

ショップレポート
仙 台 泉 現場研修に

　　行ってきました！  
コーキング
してま～す！

古川穂波

石巻駅前北通

七ヶ浜町松ヶ浜

　こんにちは工務店の加藤です。
　シルバーウィークに、３Ｍ仙台港に子供と始めての
釣りに行ってきました。
『釣りに行ってみたい』と、せがまれて場所選びか
らはじまり、駐車場・トイレや公園もあり、子供が飽
きてしまっても一日遊べる場所を探しました。
　当日は、隣接する埠頭も含めて９時前に到着したの
に数百人の釣り人がいて、ビックリ。隙間を見つけて
やっと釣りの開始でした。
　肝心の釣りの方は、あまり釣れずにシャコエビ・ハ
ゼ・チヌなど12匹でしたが、「また釣りに行きたい」
と声が上がり、初めての釣りは、成功に終わりました。
今度はいっぱい釣れる場所を今から模索中です。
釣り場情報がありましたら、ぜひ教えてください。

※詳細は広告チラシ、またはＨＰ上を要チェック！

イベントレポート新展示場オープン間近!新展示場オープン間近!

子供とはじめての
釣りに行ってきました

ピクピクと感触。
でもなかなか
釣れないなあ。

到着後の釣り場の様子。
釣り場がありません。

2



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!

　こんにちは、工務店の今野です。
　最近、だいぶ寒くなってきましたね。体の温度調整がうまく出来なくなってきた今日この頃（笑）、みなさんはうまく体
調管理はできていますでしょうか？
　早速ですが、以前より、工事を進めていました、大和町の期間限定展示場がいよいよオープンいたします！お客様とは、
設計の段階から、非常に熱心に打合せをさせていただき、試行錯誤しながらも、どうせ建てるなら、良いものを作ろうと
いう共通の思いを胸にスタートしました。打合せの途中では、例えば、「ここの棚には、
本を飾りたいんですけど。」、「マガジンラックにしましょう！背板が斜めのほうがいいで
すね、壁を斜めにしましょう！」とか、「床はタイルにしたいけど、冷たいかな？」、「そ
れなら、気泡が入った冷たさを感じにくいタイルがありますよ！」などなど、きめ細かく
打合せしてきました。現場も、「もうちょっと、赤みを加えてください。あと黒も少し。」（塗
装の色の話です。）とか、「棚板と棚板の間を３０４ミリにしてください。」とか、変な（？）
こだわりを見せて工事してきました。工事中の現在に至ってもまだまだ細かい部分の
打合せは修正が行なわれておりますが、非常に完成が楽しみな物件になってきてお
ります！もちろん、断熱性能や、サッシなどの設備も最新、最強の仕様となっており
ますので、こちらも見ごたえ十分。そんな、「こだわりの家」を是非、一度ご覧ください。
　細部までこだわった素敵な家をご体感いただけますよ！展示期間は、１０月の末から
年内いっぱい行なう予定です。（詳細はＨＰでご確認ください。）期間の途中では、ＢＢ
Ｑ大会や、お月見会（夜の展示会）なんかも企画しておりますので、お楽しみに！
 

はじめまして。こんにちは。9月より
住まい工房アイムに仲間入りした、
千葉です!!太陽光については初心者
で日々勉強ですが、一日でも早く皆
様のお役に立てるよう頑張っていき
ますので、宜しくお願い致します!!

●出身地／大崎市岩出山
●好きな言葉／一期一会
●趣　味／音楽鑑賞（倖田來未LOVE♥）ア イ ム

 新しい
仲間です！
 新しい
仲間です！
 新しい
仲間です！
 新しい
仲間です！

千葉　永子
チバ            エイコ

新
ス
タ
ッ
フ

紹
介

　アフターフォローの一貫として、太陽光パネルの点

検業務をおこなっています。自分が作業した現場は、

様子が分かっていても草木が伸びていたり、家のまわ

りに変化があったりで、多少の苦戦はありますが、丁

寧に確実な点検を心がけて業務をしています。

　点検が終わったお客様には点検報告書と写真で報

告しています。天気もよく、良い見晴らしの時には屋根

からの風景もあわせて、お渡ししています。リクエスト

があれば気軽に声をかけて下さい(^_^)

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

アイムの大宮
です。

　こんにちは!! アイムの柴田です。
　先日、パネル設置の現場研修に行きました(^^)   
 工事の過程を間近で見るのは初めてで、少しずつ出来あ
がっていく姿にとても感動したと共に、まだまだ勉強不足だなと気
を引き締められ、とても充実した二日間になりました。
　個人的には、パネルを屋根にのせて繋げていく作業が一番印象

的でした！屋根の上に登るのも初めてでしたが、思っていたより慣れるのが早くびっくり
されました(笑)案の定初日から筋肉痛になりましたが・・・
　この経験を活かせるよう、これからもたくさん知識を身につけ頑張ります！また機会が
あれば、他の現場も経験したいと思います♪      
         

ショップレポート
仙 台 泉 現場研修に

　　行ってきました！  
コーキング
してま～す！

古川穂波

石巻駅前北通

七ヶ浜町松ヶ浜

　こんにちは工務店の加藤です。
　シルバーウィークに、３Ｍ仙台港に子供と始めての
釣りに行ってきました。
『釣りに行ってみたい』と、せがまれて場所選びか
らはじまり、駐車場・トイレや公園もあり、子供が飽
きてしまっても一日遊べる場所を探しました。
　当日は、隣接する埠頭も含めて９時前に到着したの
に数百人の釣り人がいて、ビックリ。隙間を見つけて
やっと釣りの開始でした。
　肝心の釣りの方は、あまり釣れずにシャコエビ・ハ
ゼ・チヌなど12匹でしたが、「また釣りに行きたい」
と声が上がり、初めての釣りは、成功に終わりました。
今度はいっぱい釣れる場所を今から模索中です。
釣り場情報がありましたら、ぜひ教えてください。

※詳細は広告チラシ、またはＨＰ上を要チェック！

イベントレポート新展示場オープン間近!新展示場オープン間近!

子供とはじめての
釣りに行ってきました

ピクピクと感触。
でもなかなか
釣れないなあ。

到着後の釣り場の様子。
釣り場がありません。

3



4

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。

　今月号より編集後記を担当することに
なりました、新人の千葉です。
　朝晩の気温差、風はすっかり『秋』です
ね！！最近、夕方の某番組で栗駒山、山頂
付近は色好き始めました。っというニュー
スをみて、秋だなぁ～と感じました。
　みなさんはどんな時に秋を感じますか？
体調を崩しやすい時期でもあるので体調
には気を付けながら、秋を楽しみましょう♪
　　　　　　　　　　（アイム　千葉）

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

社長
『ブルースブラザーズ』

ストーリーはもちろんです
が、音楽だけでも十分楽し
めます♪

佐々木（工務店）
『ロッキー』

クライマックスに奥さんの名
前を呼ぶシーンは感動しま
す。

岩崎（工務店）
『のぼうの城』

主役の野村萬斎や佐藤浩市、
山口智充の演技が圧巻!!

庄司（工務店）
『逆襲のロボと一ちゃん』

クレヨンしんちゃんの映画
ですが、息子と感動してき
た作品。家族愛がテーマで
す。

今野（工務店）
『インサイドヘッド』

先日、子供と一緒に観に行って
きたのですが、やっぱりディズ
ニー&ピクサーは、はずしませ
んね!細かい描写がすごい!

宍戸（アイム）
『さや侍』

松本人志監督のシュールな
世界観最高です。ラストの父
から娘へあてた手紙のシー
ンが感動ものです。

髙橋（アイム）
『プラダを着た悪魔』

主人公役のアン・ハサウェイ
がcute♡とってもお洒落な
作品です。

千葉（アイム）
『キューティー・ブロンド』
主人公エル・ウッズ（リース・
ウィザースプーン）のポジ
ティブ思考に元気をもらい
ます。

渡邉（仙台泉）
『ペテン師とサギ師/
  だまされてリビエラ』

20年以上前のコメディ映
画ですが、くだらなすぎて
笑っちゃう所が好き。

小室（仙台泉）
『プラダを着た悪魔』

仕事や生活環境いろいろな
所で共感する中で、結末に
は、考えさせられたりと見る
度にシャキッとします。

      
 スタッフの

　　つぶやき
 今回の『つぶやき』は・・・ 今回の『つぶやき』は・・・

秋の夜長に…
おススメ!
映画

佐々木（仙台泉）
『アバター』

氣仙（仙台泉）
『バケモノの子』

大人が泣ける感動の映画。
キャラクターも個性的で、自
分のタイプが分かっちゃうか
も…?!

柴田（仙台泉）
『君に届け』

幼い青春時代を思い出しま
す。いろいろあったなぁ…
（笑）

だいぶ前ですが、色使いが
素晴らしかったです。

加藤部長（工務店）
『ロード・オブ・ザ・リング』
ストーリーが複雑で長い作品
ですので、休日に朝から三作品
を通して見るのをおすすめし
ます。ファンタジー映画です。

早坂（工務店）
『愛と青春の旅立ち』

リチャード・ギア主演の映画。
何度見ても泣けます。

ジャッキー・チェン主演。仙台ハ
イランドを舞台に撮影された映
画。私が唯一出演した作品です。
もちろんエキストラですが…

野村（アイム）
『デッドヒート』

大宮（アイム）
『マイケル』

ジョントラボルタ主演。大
天使ミカエルのコメディで
す。感動よりもほっとする
映画です。

非常にチョコレートが食べた
くなる映画です！

坂井（アイム）
『チャーリーと
         チョコレート工場』

伊藤（アイム）
『ベイマックス』

家族と観に行きました！心
が癒やされます!!ほっこり
した温かい気持ちになれ
る映画でした(^-^)




