
社長のコラム社長のコラム

　先日、来日されていたウルグアイのムヒカ元大統領。その愛くるしい笑顔と心に沁みる
名言の数々、テレビ等でご覧になった方も多いのではないでしょうか。
　実は数か月前に本屋さんに立ち寄った時に、子供の絵本コーナーで見かけて、この絵本
「世界でいちばん貧しい大統領のスピーチ」をたまたま子供に買って帰ったのが初めての出
会い。その数日後、仙台泉店の店内で目にしたのが2
度目。坂井くんが店番をしながら真面目な顔をして読
み込んでいます（笑）。売上ランキングと表紙のイラス
トだけで見て決めたので恥ずかしながら実は内容はよ
く分からなかったので（笑）、この後すぐ読んでみまし
た。　
「貧乏なひととは少ししか物を持っていない人ではな
く、無限の欲があり、いくらあっても満足しない人の
ことだ」
 ムヒカ元大統領の言葉の中でも一番有名な名言で
す。
この「足るを知る」という考え方はむしろとても日本的
だと感じました。
私が太陽光発電を始めた当時に京セラの稲盛和夫
名誉会長がその事業について語っている冊子の中で
初めて出会った言葉でもあります。
　ムヒカ元大統領のおかげで、4月の新年度を迎え、
初心に帰りあらたな気持ちで始めることができた気が
しました。

お世話になったお客様との懸け橋にと続けてきたこの情報紙「あんだん家」。中身や名前なんと変えながら初めてお届けしてか
ら記念すべき50号の達成！！　写真はみんなでやってる準備風景。今となれば仙台泉店とあわせて1052世帯の皆様に親しま
れています。ご感想やご意見を生かしながら等身大の情報発信に努めてまいります。そしてこ
れまで以上に私たち自身も楽しんで続けて行ければと思っております。スタッフ一同(^^)

～ 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 ～

4月号4月号
第51号第51号

2016年2016年

「あんだん家」おかげさまで第50号・1000部突破！！　

あんだん家　勝手に人気ランキング！（笑）

　みんなで袋詰めしてます!!

～おおさき桜百景～～おおさき桜百景～

1位　スタッフのつぶやき…意外とファンが多い
2位　早坂さんのダイエットコラム…その後が気になると問い合わせ多数（笑）
3位　アイム釣り部…そろそろ続編に期待！

1位　スタッフのつぶやき…意外とファンが多い
2位　早坂さんのダイエットコラム…その後が気になると問い合わせ多数（笑）
3位　アイム釣り部…そろそろ続編に期待！
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4月2日・3日4月2日・3日
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電力自由化相談会の
様子



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!

スタート ゴール

　こんにちは!! 

アイムの渡邊です。
　先日、当店が入居しているイオン仙台泉大沢のオープン８周年を記念してイベントが行われ、当社
からはアイムの看板娘二人が４月から発売の新製品『ルーフレックス』のPRを行いました。
　セルの新技術と７種類のパネルを組み合せることで京セラ史上最大の発電量となる新製品『Rooｆ

lex』は４月より発売中です！私たちのお店もおかげさまでこの春6周年を迎えることができました。ソーラー発電をご
検討中の方はぜひこの機会にショールームへどうぞ！！

ショップレポート
仙 台 泉

仙 台 泉
G.W営業時間のお知らせG.W営業時間のお知らせ
工 務 店 ア イ ム

5月3日・4日・5日　休み
5月6日より通常営業致します。

通常営業致します。
9：00～21：00

・・

　こんにちは工務店の岩崎です。
　今回は最近読んだ本を紹介したいと思います。
今年の2月26日に新潮社から発売したばかりの｢カエルの楽園｣という本です。
作者は｢永遠の0｣や｢海賊とよばれた男｣などで有名な百田尚樹氏で著者自身も
自分の最高傑作と自画自賛している作品です。
　本作は主人公はアマガエルのソクラテスで生まれ育った国を追われ、安住の地
を求めてたどり着いたツチガエルの平和な国ナパージュを舞台にしたＳＦファンタ
ジーで子供も読みやすくかわいい挿画（著者画）もある作品ですがそこは、百戦錬磨の百田氏、登場人物や国を現代
日本に当てはめていくといろいろとすっぽりハマっていく(-_-;)・・・ただ、風刺作品？と思いながらも読んでいっても引き
こまれていく面白さがあり私は結構楽しめた作品でした。人によっては受け付けない人が多そうな作品ですが暇つぶ
しに読んでみてはいかがでしょうか(^_^)

「カエルの楽園」
　　　　　を読んで

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

～ あかるさと光の色を変えて快適に ～
こんにちは工務店の庄司です。
　４月に入り新学期も始まり、家庭訪問や参観日とGW前ですが最近バタバタしています。
　さて、今回の暮らしの便利帳ですがダイニングテーブルでパソコンやお子さんが宿題をするご家庭にぴったりな商品のご
紹介です。
　LEDの進歩で従来の照明器具では出来なかった1台の器具で調色（色の変化）・調光（明るさ）が可能になりました！
今まではダイニングのペンダント灯の色は電球色（暖かみがあるオレンジ色）が多く、書き物やパソコン作業には不向きな色
でしたが、学習には昼光色や昼白色（昼間のような白い光）。また、夕食やくつろぎの時間には電球色で雰囲気良くと、暮らし
のシーンに合わせてあかりを演出してみてはいかがでしょうか？
　種類や価格も発売当初より選びやすくなりましたので、プチリフォームにもGOODですよ～（＾＾）
ダイニング以外にもリビングや寝室にもおススメの器具もありますので、ご不明な点がありましたらお気軽にお問い合わせ下
さい♪　（庄司）

むずかしい最近の算数問題 前号の答え

1 6 11 12 13 18 19 20

　こんにちは!! アイムの看板アラサー娘？小室です。★
20代Last year につき、毎月結婚式にお呼ばれ頂いております＼(*T▽T*)／ﾜｰｲ♪

友人の幸せを祝いつつ、あやかろうと意気込んで出席しておりますが、ゲストの独身者が私位

なもので、最近はブーケトスすらカットされております<(T◇T)>うぉぉぉぉぉ!!!笑

この波にはしばらく乗れそうもないので、私の20代最後の挑戦として、

【インテリアコーディネーター】の資格を取ろうと1月からユーキャンでお勉強を始めました!!

　今まで、試験という試験なんて車の免許程度でしたので、大変不安でございます!!笑こっそり

勉強して、受かってから社長に自慢しようかとも悩んだのですが、そのまま無かっ

た事になってしまう可能性が大変大きいので、この度皆さまにも宣言し、自分を

追い込みさせて頂きます!!!笑『小室、一発合格いたします!!』笑
　10月に一次試験、受かれば12月に二次試験で、来年1月に合格発表となって

おります!!

　ぜひ、お店の前を通った際は、『一発合格!!』と囁いて私を更に追い込み下さい

ますよう皆様のご協力の程宜しくお願い申しあげます・・・m(._.)m

『イオン仙台泉大沢
              ８周年祭！』

『イオン仙台泉大沢
              ８周年祭！』

看板娘2人! 千葉の顔が怖い・・・（笑）
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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。

　４月になり、暖かい日が増えてくる
この時期はワクワクしますね♪
お花見は行きましたか？私は通勤中
にみて終わりました・・・。ただ基本的
に花より酒の私です(笑)

　　　　　　　（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
『発電量☀』

遠くの山がきれいに見える
晴れの日は発電日和です。

佐々木（工務店）
『フキノトウが地面から
　顔を出した時』
今年もフキ味噌が食べられ
る時期が来たと思います。

岩崎（工務店）
『ラーメンよりつけ麺が
　食べたいと思った時』

庄司（工務店）
『イチゴhの価格』

冬にくらべてお手頃な値段
になるので・・・（笑）

今野（工務店）

街で見かけるリクルートスー
ツの新入社員や黄色い帽子
の一年生。みんなキラキラ輝
いていますね！

千葉（アイム）
『愛犬の毛の生え替わり』
恐ろしいほど抜けるので、コ
ロコロが手放せません・・・。

渡邉（仙台泉）
『花粉症』
キャリア30年！つらい季節
です。

小室（仙台泉）
『パステルカラーの女の子』
自分では絶対着ない色の
お洋服の女の子達が増える
と春だ・・・と感じます!!

春を感じる
瞬間は？

氣仙（仙台泉）
『山菜』

たらの芽、こしあぶら、こごみ
春が凝縮されています!!

浅野社長（浅野電気）
『外で孫と遊べるようになった時』
外は寒いので、なかなか遊べ
なかったですが、暖かくなっ
てくるとたくさん遊べるのが
うれしいですね。

加藤部長（工務店）
『田んぼの水張り』

今年もごはんがおいしく食べ
られますように！

早坂（工務店）
『定番ですが…桜かな』
もっぱら花見酒がメインです
けど・・・。

新入社員を見ると初々しさと春
の訪れを感じるとともに心の中
で頑張れ！とエールを送ってま
す。

野村（アイム）
『新入社員』『新入社員や一年生』

大宮（アイム）

『電気毛布が暑く感じる時』

朝方は寒い日もあるの
で、迷います。

花見をしている人達を見る
と、春だなーと思いますね。

坂井（アイム）
『花見』

髙橋（アイム）
『タイヤ交換』

もう雪道を運転しなくていい
のネ！！と、嬉しくなる春です
(^o^)

伊藤（アイム）

『花粉症』

くしゃみ・鼻水、目のかゆみが
春を知らせてくれます(~_~;)

佐々木（仙台泉）
『もくれんの開花』

春のパワーを感じわくわくし
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♥

いいね！

いいね！

いいね！

いいね！いいね！

社長がお気に入りの「つぶやき」を選んで「いいね！」していきます。100「いいね！」でハワイ旅行をGET！？しよう～。皆さんはどれに「いいね」しますか？(^^)




