
社長のコラム社長のコラム
　私も主宰者の一人として活動している環境イベント「アースデイみやぎ
大崎2016」の2回目の開催がいよいよひと月を切り6月5日（日）の当日ま
でカウントダウンになりました。昨年12月より一般募集も含めて20人を超

える実行委員の皆様にボランティアでお集まりいただきその様子は大崎タイムスさんにも取り
上げていただきました。
エコロジーな取り組みはもちろんですが「ローカル：地元」と自然と共生していた「縄文（土器）」
をキーワードにを掲げ、環境・エコをより親しみやすくより身近なものとして、お子様や地域の皆
様が感じてもらえるイベントにしようと熱意ある議論を交わしながらみんなで形にしています。
　そんな中、先月行われた第一回目の「アースデイ東北2016」では昨年、大崎のイベントに
参加していたメンバーが主催者となり仙台市の錦町公園で盛大に催され、私たちも出店させ
ていただきました。多くの知り合いにお会いできたのもうれしかったのですが、会場は8000人
を超える皆さんが訪れ、体験型のワークショップなども楽
しみながら地球のこと、エネルギーのことを考えるきっか
けの場となっており、とても感心させられました。
　「アースデイ」イベントとしては大崎が先駆けでもありま
す。ここは負けられません！（笑）来月までしっかりと準備を
すすめ、私も当日は楽しみながら、古川の古代の里（長者
原IC近く）で皆様のお越しをお待ち致しております。

～ 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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日にち：２０１６年６月５日（日）
時　間：１０:００～１５:３０（受付９:３０～）
場　所：化女沼古代の里（長者原スマートICから車で３分）
駐車場：無料（２００台）
※会場の駐車場には限りがございます。出来る限りたくさんの方々にご来場いただくため、お車の乗り合わせにご協力ください。
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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!! 

アイムの渡邊です。
　お陰様で仙台泉店はこの春でオープ
ン６周年を迎えました！これもひとえに、
オープン以来支えて頂いた皆様のお力

添えのおかげと心より感謝しております。
　７年目に入りました仙台泉店は今までと同じように
ソーラー発電はもちろん、オール電化リフォーム、そして
最近では『新築住宅の請負』も積極的に取り組んでおり
ます。これからも地域の皆様のお役に立てるアンテナ
ショップとして運営してまいりますので今後とも倍旧の
ご愛顧のほどヨロシクお願い致します！
　昨年、好評を頂いた仙台泉BBQの会は準備が整い次
第ご案内致しますのでもうしばらくお待ち下さいませ～

ショップレポート
仙 台 泉

　こんにちは工務店の早坂です。
　去る４月30日（土）・５月１日（日）の両日、市内中里
の佐々木様邸をお借りして完成見学会を行いました。
佐々木様は、古くから同地で理容業を営み、地域に愛
される床屋さんとして多くの馴染み客がいらっしゃい
ます。そのせいか、２日間を通じて多数の馴染み客・ご
近所さん更には、OBさんにもご来場いただきまし
た。ご紹介のとおり、今回は店舗兼住宅としてご覧い
ただいたわけですが、お客様の感想として多かったの
は、小さく細かい物も含めて収納が盛りだくさんなの
と、エコカラットやクロスの色使いがとてもセンスが良
いと、お褒めの言葉をいただきました。また店舗部分
に関しても、大工さん造作の機能的で洒落た飾り棚
や、落ち着いた配色もかなり好評でした。皆様のご意
見を元に、今後の家造りの参考にさせていただきたい
と思います。まずはお出でいただいた皆様に、誌面を
借りてお礼まで。

『おかげ様で６周年！！』『おかげ様で６周年！！』

　こんにちはアイムの野村です(^^)。
　去る３月18日、経済産業省より再生可能エネルギーの平成28年度固定買取価格が公表されました。
太陽光発電の買取価格は次のとおりです。
・住宅用：33円/ｋｗｈ（抑制対象地域）・産業用：24円/ｋｗｈ
一般住宅の屋根に太陽光発電システムを設置することに関して、国は今後も普及拡大
路線を維持する方針を示しておりますが、予想以上に買取価格の下がり幅が小さかっ
たこともあり、遊休地等に設置する産業用（50kw未満の低圧）についても、まだまだ
魅力のあるものとなっておりますので、ご検討中の方は是非お問い合わせください♪
　また、太陽光発電システムを設置しており、且つ固定買取期間が残り僅かの方には
「京セラ製最新高性能蓄電システム（7.2kwマルチDC）」をおススメしております。
当製品はパワーコンディショナ内蔵型で、パワーコンディショナの寿命を気にされる方
にとっても大変お得な商品となっております。また、太陽光で発電した電気を蓄電池に
貯めることで、インフラに頼らないライフスタイルをお楽しみいただけますよ♪OB様
には大特価で提供いたしますので、気になる方は是非ご連絡お待ちしております！

蓄電池ならアイムに行こう！

　こんにちは、工務店の今野です。
　今回は、最近住宅の現場で採用されている、最新の機器をご紹介いたします。最初は、ホームセ
キュリティーの防犯カメラです。パナソニック社製のホームユース商品で、今回初めて某現場に採用
され設置してみました。電源だけ配線していますが、無線でホームユニッ
トに画像を送信。更にＷｉｆｉでネットワークにつながって、スマホでその画像

を見られるそうです！（なんかいろいろ難しそうですが・・・。）簡単に言うと、自宅に付いた防犯カ
メラの画像が自分の携帯電話でチェックができるすぐれもの！更に、スマホからカメラに向
かって音声を送れるっていうのだからスゴイ！自宅の防犯カメラに映った人に対して、職場か
ら「何かご用ですか？」なんて話しかけられるとのこと！これはちょっと欲しいかも。
　２つ目は、大光電機社製のリモコン照明器具。最近の照明は、蛍光灯のような明るい白い
光から、電球のような黄色い光まで色の種類を変えられる器具が流行っています。生活の
シーン合わせて、「勉強するから明るくしよう！」とか、「暗くして、まったりとお酒でも飲むか。」
などと照明器具で空間の明るさを調整できるようになりました。こんな演出はそれなりの照明
機器に、明るさ調整用の配線を別途必要でしたが、
この照明器具は、照明器具を普通に取り付けしてお
けば、スマホをリモコンとして、色の調整や、明るさ
の調整ができるらしいです！帰宅したあとおもむろに
ソファに腰掛け、ＢＤをセットしながら、スマホで部屋
の明かりを暗く・・・。なんて、う～ん。カッコいい！（笑）
ウチの照明もこれに変えたいなぁ。
 みなさんも、ご検討されてみてはいかがですか。

イベントレポート
完成見学会レポート完成見学会レポート

スマホ対応の最新機種

太陽光発電との連係 非常時の電源確保 日々の節電貢献

スマホの操作画面。グループ操作やタイマーもあります。
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建物の人が通りそうな
ところに設置。

建物の人が通りそうな
ところに設置。

安い深夜電力で充電。
昼間の電力を太陽光発
電で利用するか、蓄電
池で利用するかお選び
いただけます。

万一の停電時は、蓄
電池から送電開始。パ
ソコンや冷蔵庫。携帯
の充電など必要な電
力を確保できます。

今や節電は社会マ
ナー。太陽光で創った
電力を蓄えて活用す
れば、日々の節電に貢
献できます。

蓄電池の設置メリット

京セラ製最新高性能蓄電システム
（7.2kwマルチDC）

京セラ製最新高性能蓄電システム
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皆様今年も

お楽しみに♪

最新のエコハ
ウスを

お届けします！

お気軽にお立ち寄りください

展示会でも主役のひとつ展示会でも主役のひとつ
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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。

　楽しく、美味しいイベントのお知ら
せです。６月５日㈰古川・化女沼古代
の里で、第2回「アースデイみやぎ大
崎2016」が開催されます。昨年よりも
更にグレードアップした内容となって
ます。アイムも出店しますので是非、
ご家族、友人と遊びに来てください!!
お待ちしてます。(≧∇≦)/
   　　　　　　　（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
『中山平～しんとろの湯～
  山形次年子・そば街道』
おなかも満たされるお気に
入りの山形コース。

佐々木（工務店）

『栗駒山の 「いわかがみ平」』
紅葉の耕英地区のドライブ
とレストランハウスでコー
ヒーを飲みながらの景色は
最高です。

岩崎（工務店） 庄司（工務店）
『七ッ森～宮床ダム』

近場ですが、公園やカフェ、
陶芸体験館もあり、子供と
一緒に楽しめます！

今野（工務店）

山形から入って、川崎までひ
とまわり。所々に絶景スポット
がたくさんあり一日中遊べま
す。

千葉（アイム）
『岩盤浴（最上）～
  鳴子温泉・滝の湯』
デトックス＆リラックスコー
ス!!疲労MAXの時はこれに
限ります!!

渡邉（仙台泉）
『男鹿半島』
日本海の絶景を満喫できま
す！水族館も、バス釣りの聖
地八郎潟もあります。

小室（仙台泉）
『七ヶ宿～遠刈田』
地元ネタですが、七ヶ宿～遠刈
田へ抜ける道がとーってもスキ
です!!途中、酪農センターでチー
ズドリンクを飲んで下さいねー！！

オススメ！
ドライブスポット

氣仙（仙台泉）
『小岩井農場近辺』

岩手山を眺めながら緑の中
窓を開けて走る。癒やされま
すよー。一本桜やアイス屋さ
ん、もちろん温泉もお見逃し
なく！

菅原棟梁（菅原工務店）
『男鹿半島』
男鹿半島へのドライブがおす
すめです。ゴジラにそっくりな
『ゴジラ岩』、海鮮丼が美味し
かったです。

加藤部長（工務店）
『鬼首～国道108号
  仙秋ライン・稲庭うどん』

この時期は、残雪もあり、ドラ
イブ派にはおススメです。

早坂（工務店）

『水沢競馬場』
ゴールデンウィーク水沢競
馬場に子供が小さい頃から
行っていた。出店のもつ煮込
みが絶品！

太公望のシジミを食して、雪の
残る竜飛岬でたそがれる・・・こん
な日帰りドライブサイコーで
す。

野村（アイム）
『青森県十三湖からの竜飛岬』『蔵王エコーライン』

大宮（アイム）

『山形をぬけてー笹川流の海へ』
遊覧船乗り場の干物セッ
トがおいしいです。

夜景がもの凄くきれいなとこ
ろです。愛する人と一緒に見
てはいかがですか？

坂井（アイム）
『那智が丘の夜景』

髙橋（アイム）
『やくらいガーデン』
薬莱山を遠くに眺めながら
のドライブも(^o^)です。

伊藤（アイム）
『庄内方面～国道7号線』
鶴岡のあつみ温泉へ行く途
中の海岸線の景色がとても
素晴らしいです！近くの「クラ
ゲ水族館」も良かったデス！

佐々木（仙台泉）
『栗駒山へ』

三県にまたがる名山で、どの
ルートも素晴らしく新緑と呼
ばれる前の芽ぶいたばかり
のブナの原生林がふわふわ
の絨毯のようで最高！

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！

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？(^^)

定義山で油揚げを食べたあ
と、ニッカで限定ウイスキー
を買うのがマイブームです。

『定義山～ニッカウヰスキー宮城峡』




