
社長のコラム社長のコラム
　今年、申年はおだやかな始まりとなり
ましたが皆様いかがお過ごしでしょうか。
弊社におきましては年の初め、先月の21
日に「第2おおさきメガソーラー」が無事

竣工を迎え、幸先のよいスタートとなりましたことをあらためて
皆様にご報告いたします。14年前に地元の工務店ができる環境貢献として太陽光発電事業を開始
し、京セラソーラーFC仙台泉の開業へと常に宮城のパイオニアとして進んでまいりましたが、メガ
ソーラーのような大規模発電所を自ら取り組めるとは夢にも思っておりませんでした。
　これも偏に菅原工務店を支えて頂いたお施主様はもちろん住宅用太陽光発電を先駆けて設置頂
いた５４５件のお客様の深いご理解の賜です。この場をおかりしまして心より感謝申し上げます。
 時代がさらに省エネ・エコロジーへと進化して行く中で、遅れをとっていた「住まい」も2020年の
「省エネ基準適合住宅の義務化」が決まり、業界としてもようやく本気で動き出しました。住まいの
省エネや健康住宅を掲げ30年以上も前から私たち
が続けてきた「あたたかい家」が半世紀をかけてよ
うやく普通（標準）になる日が来たということです。
　今回の「第2おおさきメガソーラー」の竣工を機
に、今後ますます太陽の光から生まれるこのクリー
ンエネルギーの普及へと尽力する決意であります
し、さらには太陽光発電、住まいのエネルギーのあ
らたな主役のひとつとして登場してきた蓄電池や
HEMS（ヘムズ：ホームエネルギーマネジメントシス
テム）はもちろん、これまでのあたたかい家づくりの
集大成ともいえるモデルハウス「CASATAⅡ」を通
じて、これまで以上にあたたかい家・エコロジーな住
まいづくりの専門店として皆様に一歩先行くご提案
と情報発信に努めてまいりたいと思います。

～ 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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（1月21日）

　こんにちはアイムの野村です。
アイムでは、平成25年4月に大崎市三本木桑折地区に設置した「おおさきメガソーラー」に続き、先月21日に
「第２おおさきメガソーラー」を大崎市古川小野地区に設置・稼働いたしました。2施設合わせた年間発電量が約

3メガワットとなり、約750世帯分の電気料に
相当する規模となっております。
　2つのメガソーラーが稼働したことに鑑み、
我々は社員一同、これまで以上に太陽光発電の普及活動や大崎
の自然エネルギー活用促進に取り組む所存でございますので、皆
様なお一層のご理解・ご協力を賜りますよう心よりお願い申し上げ
ます。竣工祝賀会（1月29日）
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今年で第4回目を迎えたはじめてカフェ！！大抽選会、餅つき、
ライブなど内容盛りだくさんの一日でした。
たくさんのご来場、ありがとうございました。
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◎お問い合わせはお気軽に 
   ㈱住まい工房アイム☎0229-23-8265

～カルチャー教室のご案内～～カルチャー教室のご案内～～カルチャー教室のご案内～
「佐々木鈴優書道院」

毎月第２、４金曜日　13時半～21時開催
問：090-7528-7-1625　http://ameblo.jp/yuzou63/

「フラワーアレンジメント教室」中川先生
毎月3回火曜日　10時～12時開催

問：022-771-8760   　http://www.flowerstalk.jp

「ママカフェ」 不定期
次回は2月28日開催決定。

問：http://mamacafe-f.jimdo.com/

「洋裁」　不定期　　坂田先生
布を使ったバック、小物つくり。

「フラワーアレンジレッスン」長野先生
不定期　　問：23-5425

　こんにちはアイムの千葉です。
　今回私は初参加でしたが、まさかのイベ
ント担当に任命＼(◎o◎)／！
準備は11月下旬から始まりました。社長をはじめ、エブリ―大崎
の鉄本さんと一緒に準備を進めていきました。
　当日は、自分の想像をはるかに超える来場者数、盛り上がりに
驚き焦ってしまう場面も少々ありましたが、たくさんのお客様と
出会い、思い出に残る一日となりました。
　色々反省点はありましたが、それを来年へ活かし今年以上に
皆様に楽しんで頂けるようにしていきますので、来年もご来場下
さい!!
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大人気
餅つき体験!!

おめでとう
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「石けん教室」　栗田先生 不定期
シンプルなものから可愛いものまで、
色々なデザインの石けんを作ります。

「ココマムプラス」　7月3日開催

担当：千葉・伊藤

♪♪ Yuuji BAND
Live
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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。

　2016年がスタートして早くも二ヶ月
が経とうとしていますね!!早い、早いで
しょ!!
　そんな感じで、一発目の「あんだん
家」はいかがだったでしょうか？
　今年も様々な情報発信をしていき
ますので宜しくお願い致します(^○^)

　　　　　　　　（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
『誕生日プレゼント？』
13日が誕生日の私。もらっ
たチョコは本命かプレゼント
なのか思わず聞いてしまい
ます・・・（苦笑）

佐々木（工務店）
『被り物で記念撮影』

数十年前になりますが住
宅営業の研修に行った会
社の女子社員から宴会用
のかぶり物を貰い記念撮
影に使いました。

岩崎（工務店）
『雁月』

数年前からバレンタインにチョ
コを貰うとホワイトデーに宮崎
のもんま菓子店の雁月を返し
ています。

庄司（工務店）
『高級チョコ』
夫（加藤部長）に結婚前にわざ
わざ仙台まで行ってお高いチョ
コを買って渡しましたが、「おい
しくない・・・」と（笑）それからは、
フツーのチョコにしています。

今野（工務店）
『買い食い』
甘いものが好きで、よくチョコ
レートを買い食いするのですが、
この時期に男性が一人でチョコを
買ってる姿って・・・。と悩んでます。

千葉（アイム）
『イライラ!!』
目分量大好きな私。軽量
カップ、スプーン、はかりと戦
いながら作りました。お菓子
作りは地獄です(T_T)

渡邉（仙台泉）
『良い思い出・・・ナシ』

これから期待しています♡

小室（仙台泉）
『やっぱり一番はパパ!!』
手づくりチョコ失敗作はす
べてお父様へ大量にあげて
ました♡♡

バレンタインの
思い出

氣仙（仙台泉）

『ショック!!』
小5の時、急に学校へのチョ
コ持込が禁止になり・・・
想いを伝えられなかった・・・。

加藤部長（工務店）
『義理チョコ』
思い出らしい記憶はないです
ね～
でも社会人になってからは義
理チョコでも頂くとうれしいで
す。

早坂（工務店）
『驚き』
過去におどろきのプレゼント
を貰った事がありますが生々
しすぎて書けません！

小学生の時モテない男同志が小遣
いを出し合ってチロルチョコを
101個爆買い（ヤケ買い）した時の
虚無感が未だに忘れられません。

野村（アイム）
『チロルチョコ101個』

大宮（アイム）
『涙』

まず、好みの女の子からは
もらえなかった。

小学2年生のときにもらった
チョコで歯が欠けました・・・。

坂井（アイム）
『痛い思い出』

髙橋（アイム）
『リピート！』

毎年恒例、娘と一緒にトリュ
フを作ります。
デコるのが、楽しいですヨ～

伊藤（アイム）
『ガドーショコラ』

アイムのカルチャー教室で
作った「ガドーショコラ」が、大
好評でした♡

佐々木（仙台泉）
『義理チョコ』

あれ～。どうだったかしら本
命チョコは忘れるくらい今は
婿殿達にもっぱら義理チョコ
ですね。

つぶやきスタッフの  今回の『つぶやき』は・・・ 今回の『つぶやき』は・・・




