
社長のコラム社長のコラム

　この春の電力自由化を前にご家庭の光熱
費エネルギーが注目されています。契約内
容の見直し等については、4月の2日・3日に
私たちもアイムショールームで相談会を予
定しておりますが、過熱した報道やこの流れ
に便乗した悪質の訪問販売もあるようです
ので、皆様におかれましてはくれぐれもご注
意ください。
　思い返せば創業以来「あたたかい家づく
り」で省エネの住まいを追求。オール電化・太
陽光発電もいち早く取り組んできた私たちに
とって光熱費削減は永遠のテーマであり、
地元でハウスメーカーよりも実績を積んでき
た得意分野でもあります。
　
　先日、訪れた「PV JAPAN2016」では
京セラの渾身の新商品「ルーフレックス」が
登場！　昨年までは大規模の発電設備に注
目が集まっていましたが、今後成長が期待さ
れる住宅用においてこの新商品は大きな武
器となるに違いありません。東京ビックサイト
中を歩き回り、蓄電池などもあわせてしっか
り勉強してまいりました。
　
　住まいの進化や設備の変化が著しい昨今
ではありますが、お施主様はもちろん地域の
皆様に末永く喜んでいただける提案ができ
るよう今後とも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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新商品の前で記念撮影「ルーフレックス」

野村店長も2度目の来場　

農地用にご提案できる新プランも参考展示古川江合 Ｓ様邸地鎮祭

古川李埣　Ｓ様邸地鎮祭
子供たちがかわいい～♪

古川中里S様邸 上棟式
餅まきに子供たちも大興奮♪

栗原市志波姫　Ｏ様邸上棟式
餅まきの後にみんなで記念撮影！

古川福沼　Ｓ様邸地鎮祭
工事の安全を祈願しました

地鎮祭＆上棟式
～記念のアルバム～

ホームページ
リニューアルしました

http://www.sugawara-koumuten.com/

おかげさまで

第50号!!



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!

むずかしい最近の算数問題

　こんにちは工務店の加藤です。
最近の出来事で、うちの子ども（小学4年生）から〈算数ドリルのチャレンジ問題〉がむずかしく解けない
と相談されました。まるでパズルの様で、一見簡単そうに見えましたが、結局その日30分ほど考えても
解けずじまいでした。（笑）

次の日の朝　再度挑戦し、朝で頭が冴えていたのか2～3分で無事回答ができました。
　その日、会社内でその問題を出すとみんな悩んでいました。自分の小学校の時とは違い、最近は勉強も難しく・複雑に
なっているなぁと思った瞬間でした。
　子ども達がんばれ！その問題を掲載いたしましたので、ぜひチャレンジしてみて下さい。

　こんにちは。アイムの髙橋です。

今回、「麺屋 千葉」さんを、ご紹介します。店内はゆったりとした作りで入って右手に券
売機があります。私のchoiceは「中華そばJAPANスペシャル」
1,050円。運ばれてきたラーメンを見て、ビックリ!!麺を覆い尽くすかのような大きな
チャーシューと角煮の量！食べても食べても減らないかのように思える（チャーシュー＆
角煮）は、と～っても柔らかくて、美味しいですヨ。スープは透き通っていて、あっさりし
た感じで麺はもっちりしています。満足、満腹の一品でした（*^o^*）

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

　こんにちはアイムの千葉です。
2 月 28 日（日）、ショールーム内では「ママカ
フェ」が行われました。改めてママカフェにつ
いて、ご説明しますと、大崎市内在住のママたちが自分の能力を生かしてみんなに「楽しい♪」
を提供しています。

　普段やったことのないモノ作りや、キレイ体験、非日常を味わいリフレッシュできる場所

です !! またスタッフ全員がママなので、お茶を飲みながらまた、ネイル体験をしながら育
児の相談もできちゃいます☆

　今回は食べれるデコスイーツ・ジェルネイル・ジェルキャンドル・ヘッドマッサージなどがあり皆さん楽
しんでいました。
　そんな中、私は地元の後輩と再会。

「全然変わってないです」の言葉に

複雑な気持ちになってしまいましたが、

久しぶりの再会は

新鮮で嬉しかったです。

　ぜひ皆さんも、新しい出会い、

リフレッシュしに来てみては、

いかがでしょうか。

次回の開催予定は少し先になりますが 6 月 18日（土）です。

ママカフェママカフェママカフェ

「麺屋  千葉」さんを、
    ご紹介します

京セラ研修

ごちそうさまでした！

1から20までの数が、右のようにならんでいます。□の
中の数をたして、合計が100になるように進みましょ
う。1からスタートし、20がゴールで、線をなぞって、タ
テ・ヨコに進みます。ただし、同じ道を通ってはいけま
せん。

　今月中旬、京都にある京セラ本社にて営業・アシスタン
ト研修を受けてきました。
京都、本社、県外のFCさんと、会うのも初めて!!の二日
間。
　研修は、今回で217回目。今回一緒に研修受けた方
は全員で8名。年齢も地域も様々、つくば、愛知、三重な
どから集まりました。
　研修内容は、朝から夕方までびっしりと詰まった内容に
なっており、学生以来のテストもありと、軽い学生気分も
味わいました。テストの結果は聞かないでくださいね（笑）
　研修終了後は休みをもらっていたので、大阪にいる親
友に会いに行きました。何気に関西の観光地に行ったこと
が無い私。色々考えた結果、奈良・東大寺へ!!
　初めて見る大仏様に感動!!鹿の多さにびっくり(°0°)!!せ
んと君にテンションMAX!!
　そしてついに、ご朱印帳デビューしちゃいました(^-^)ﾑﾌ
ﾟﾌﾟ
　予想以上の広さに全然時間が足りずでしたが、とても
充実した時間を過ごしてきました。☆麺屋 千葉☆

大崎市古川鶴ヶ埣鶴田162-1
電話：0229-22-7717
営業時間：（月～金）
　　　　　 11：00～15：00／17：00～21：00
               （土・日・祝）
                11：00～21：00
定休日：不定休
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スタート

（例）

上の（例）では、合計は68で、100にはなりません。
ゴール

４月２㈯・３日㈰は「電力自由化相談会」開催いたします

大仏様、、、デカイ!!せんと君と♡せんと君と♡

間近に鹿ちゃん!!間近に鹿ちゃん!!

大仏様、、、デカイ!!

「中華そばJAPANスペシャル」
なんと自家製麺!

（塩ラーメンもありますよ）

「中華そばJAPANスペシャル」
なんと自家製麺!

（塩ラーメンもありますよ）

〔問題〕

答えは、次号に掲載
いたします。(^o^)

ご朱印帳デビュー☆ご朱印帳デビュー☆

FC気仙沼・熊谷さんFC気仙沼・熊谷さん
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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、梅の花が咲いているのを発見！
大崎にも春が近づいているのを感じま
した。
　そして、今回のあんだん家は第50号
の記念号となりました。皆様のお陰で
ございます。
ありがとうございますヽ (；▽；)ノ
第100号目指し、これからもお役立ち情
報・おもしろ情報をお届けしていきます
ので、よろしくお願いします!!
　　　　　　　　　（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
『荒雄橋の桜』

108号線通勤途中のつか
の間に毎年春を感じさせて
くれます。

佐々木（工務店）
『田尻・枝垂れ桜』

私が幼少の頃から大きな
樹でしたので樹齢100年
位にはなると思います。満
開の時はそこだけ明るく
感じます。

岩崎（工務店）
『東京九段下の桜』

日本武道館から皇居のお堀沿
いに咲く桜は、絶景です。見学
客は多いですが見る価値あ
り。

庄司（工務店）
『古川高校の桜』

実家から通勤していた時、
毎年この桜を見て春を感じ
ていました。

今野（工務店）
『榴岡公園』

子供が小さい頃よく行きまし
た。屋台がたくさん出ていた
ので、どうしても「花より団
子」になってしまいますね。

千葉（アイム）
『城山公園（岩出山）の桜』
小学生の頃、毎年友達家族
と夜桜を楽しんでいました。

渡邉（仙台泉）
『角舘の桜』
武家屋敷にシダレザクラ！ま
さに、ニッポンの春を感じる
名所です。

小室（仙台泉）
『白石城』

幼稚園の遠足から小・中・高と毎
年学校用事でみんなで歩いて
行ってました!!最近は歴女達が
たくさんなんですって!!

桜の
おすすめスポット
&思い出

氣仙（仙台泉）
『紫波の城山公園』

桜の時期は花粉の時期。花見だ
んごなんてとんでもない私で
すが、ここは見晴らしも良く、１
日中楽しめる素敵な場所です!!

渡邊（工務店・大工）
『涌谷・江合川堤防の桜』

去年、輓馬競技大会に行った
際に見て良かったので今年も
行こうと思っています。

加藤部長（工務店）
『南方町　千本桜』

約6kmの1000本近くある
桜並木です。登米の観光に
行った時のドライブコースで
した。

早坂（工務店）
『荒雄公園の桜』

会社の所帯がまだ小さい頃、
荒雄公園でお客さんと一緒
に花見を楽しんだのが、なつ
かしく思いかえされます。

山頂から見渡す景色がサイ
コーです。もう20年経行ってま
せんが、きっと今もきれいで
しょう!!

野村（アイム）
『県立自然公園旭山』

大宮（アイム）
『青森県の弘前城』

お堀りがピンクの花びら
でいっぱいになっていて
とても綺麗です。

堂々たる姿の滝桜、見る人全
てを感動させること間違いな
しです。こんな事言っておき
ながら行った事はないです・・・。

坂井（アイム）
『福島県三春町』

髙橋（アイム）
『西公園』

お花見といえば西公園!!と毎
年西公園の夜桜を愛でてお
りました。（懐かしいです）

伊藤（アイム）
『弘前公園（青森）の桜』

公園の中の桜のトンネルや弘
前城と桜のコントラストが最
高に美しいです！

佐々木（仙台泉）
『牛野ダム』

王城寺ヶ原演習場の隣のダ
ムで八重桜が見事な所です。
弁当持参で家族でのんびり
楽しめます。

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・・・

《スペシャル枠》現場でお世話になっている大工さん
業者さんにつぶやいてもらいました♥




