
社長のコラム社長のコラム
　先月、アースデイみやぎ大
崎2016も皆様のおかげ様で
大盛況に終わり、休日に久しぶ

りに家族で秋田の小安狭までドライブ。新緑もきれ
いなこの時期ですが、お目当ては「釣り大会」、中で
もちびっこによる「魚のつかみ取り」。
　天気もよくきれいな渓流の中で最高のロケーショ
ン！公園の池とは違いたくさんの大人が次 と々イワナ
を釣り上げる側で待ちに待った大会がスタートしま
した。
　地元のお兄さんたちの様にはうまくいきませんでしたが娘も何とか1尾獲ることができまし
た。途中悔し涙を見せながらも最後までよく粘りました(笑)
　久々に自然を満喫。20年前に偶然迷い込んだお気に入りの泥湯温泉も含めて初めて家
族で来ることができ、感慨深いものがありました。
来年は釣り竿をもって私も参加しようかな・・・(笑)

暑中見舞い申し上げます。

※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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アースデイみやぎ大崎2016より

子供たちに大人気！ 地元の釣り名人が大集合

大自然に囲まれたロケーション

今年
も8月2日火曜日

は夏の感謝祭BBQ大
会です。夏の締めくくりに
皆様とご一緒できるのを
心より楽しみにしてお
ります！！

通信
SABUchanBLOG

　暑い日が続きますね、皆さまいかがお過ごしでしょうか？
毎年この時期になると、創業当初から自宅にお施主様を招待して大工
さんたちとバーベキューをしたことを思い出します。数人から始まったその
集まりが、今では夏の感謝祭として300人を超える弊社の「夏の感謝

祭」へとつながってきたわけです。
　先日、自宅の入り口のすぐ隣が小学校の校門になっていることもあり、ご近
所さんや送り迎えをする親御さんにご利用いただければと木製のデッキをこし
らえ「わくわくひろば」と名付けました。つくづく楽し気な場づくりが好きな性
分だと実感。他のところにも広げていけたらと夢も膨らむのでした・・・(笑)

大崎タイムスに
掲載されました
大崎タイムスに
掲載されました

完成した広場完成した広場



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

お客様に教えていただき日々です。
皆様是非色々と教えてください！

●出身地／秋田県由利本荘市
●好きな言葉／なんとかなる
●趣　味／普段着のお着物

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！

大槻　朗子
オオツキ　　アキコ

まだまだ分からないことばかりで
すが、精一杯がんばりますのでよ
ろしくお願いします。

●出身地／宮城県利府町
●好きな言葉／一生懸命
●趣　味／映画・ドラマ鑑賞

小畑　美優
オバタ　　　ミユ

新
ス
タ
ッ
フ

紹
介

【アースデイ】とは・・？
「1970年２月７日、米国スタンフォード大学自治委員長のD・ヘイズが深刻化している公害・自然
破壊から地球と地域を守ろうと呼びかけ、４月22日に全米で2000万人以上が参加して開いた
環境保護の催し」

【アースデイ】とは・・？
「1970年２月７日、米国スタンフォード大学自治委員長のD・ヘイズが深刻化している公害・自然
破壊から地球と地域を守ろうと呼びかけ、４月22日に全米で2000万人以上が参加して開いた
環境保護の催し」

アースデイみやぎ大崎 2016アースデイみやぎ大崎 2016アースデイみやぎ大崎 2016

　こんにちは!! アイムの小室です。

　エコロジー・ナチュラル・ローカル　をテーマに6月5日（日）第
2回アースデイみやぎ大崎が開催されました！晴天に恵まれたく
さんの方が遊びにいらしてました☀わたし達アイムブースでは、
自転車発電かき氷が大人気！！普段あたりまえのようにスイッチを
入れればつく電気が、こんなにもつくるのは大変なのかと息を切

らしながら実感されていました！！
　まだ、自転車に乗れないお孫ちゃんからかき氷が食べたいとせがまれたおじいちゃ
んが、「ほらっ！！ちゃんと見てなさいよ！！」と、必死に自転車をこいでる姿が印象的でし
た！きっとお孫ちゃんにも何か伝わったのでは・・？と思います。会場ではマイ箸・マイお
椀自参のかたには縄文土器で作った縄文汁が振る舞われとてもおいしそうでした♪
　ステージの電力は太陽光発電を活用！！もちろん我らアイムの工事部隊が朝から設置
致しました！！一人でも多くの人が、地球のコト、自然保護、エネルギー問題について考
えるきっかけになればと思います。
　来年もたくさんの方々とお会いできるのを楽しみにしています。

ご来場ありがとうございました。 来年も多くの皆様にご来場頂けるようスタッフ一同がんばります。ご来場ありがとうございました。 来年も多くの皆様にご来場頂けるようスタッフ一同がんばります。

縄文土器体験をはじめ、マイ箸、マイコップの活用等、参加者と主催者が一体となってエコな取り組みを行ってお

り環境問題の意識が高められました。（野村）

第１回目、第2回目と天気もよく多くの人に来場していただき成功ですね。（大宮）

天気にも恵まれ、自転車発電かき氷は予想以上に大人気!!電気のアリガタ味を感じてもらえた1日でした。（千葉）

これをキッカケに地球のことを考える人が毎年増えていってくれたら嬉しい限りです。（渡邉）

地球・自然の事を考えるとともに、地球・自然に生かされているという事を忘れてはいけないと実感しました!!（小室）

皆様の楽しそうなお顔を見れて良いイベントでした。（坂井）

　こんにちは工務店の加藤です。
６月 13～ 14 日に岩手県花巻市のエクセルシャノン（サッシ）の工場及び、
ＳＳ建築デザイン室様を見学させていただきました。
□エクセルシャノン工場見学
こだわっている部分は、丈夫なフレーム・豊富な調整が可能のヒンジ・破損
時のガラス交換が可能とのことでした。丁寧な作業内容を見学しメーカー各

自のこだわりを改めて実感しました。
□ＳＳ建築デザイン室様見学
ＳＳ建築デザイン室は、日頃勉強会でご一緒に今後の住宅づくりを学んでいます。展示場は、温
かい家づくり、ナチュラルな雰囲気がとても良かったです。花巻温泉の入り口には、自ら手掛け
た板張り外壁の商店街があり花巻温泉に行った際には、覗いてみてください。
□『山の神温泉　優香苑』に宿泊
泉質がぬるぬるしており、温度も低く子供も気兼ねなく入浴できると思いました。日本建築の建
物と合わせて、たいへんおすすめの宿でした。
最後にエクセルシャノン様、ＳＳ建築デザイン室様ありがとうございました。
研修で学んだことを、よりよい家づくりに生かしたいと思います。
お客様から、『工場見学したい。』などのご希望があれば、見学企画など考えたいと思います
ので、ご意見をおきかせください。

　こんにちは工務店の早坂です。
　去る６月４日（土）・６月５日（日）の両日、栗原市志波姫の大
川様邸をお借りして完成現場見学会を行ないました。
　大川様は、奥様とご両親・小学生の二人の娘さんの６人家
族ですが、ご主人の順さんの上司が当社で自宅を建築した
のが縁で、建てさせていただきました。
　今回は、好天にも恵まれ、OBさんや進行中のお客様を中
心に内容の充実した見学会となりました。同志波姫は、３～
４年前から新築物件からリフォーム物件・太陽光発電工事等
で途切れなくお世話になってる地域で、大川様のご近所で
も間をおかず新築工事がスタートします。地域に愛される
工務店として、このようなご縁を大切に育てていきたいと
いう思いを新たにしました。　
　この記事が掲載される頃には、引渡しも完了して大川家
の新居での一家団欒の生活がスタートしている頃と思いま
すが、快く協力していただいた大川様ご一家とお出でいた
だいた皆様に、誌面を借りてお礼まで。

大川様ありがとう
ございました！
大川様ありがとう
ございました！

エクセルシャノン工場エクセルシャノン工場

SS 建築デザイン室展示場SS 建築デザイン室展示場

山の神温泉 優香苑山の神温泉 優香苑

ご来場ありがとう
ございます

来年は5月28日（日）開催

ご来場ありがとう
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来年は5月28日（日）開催

アースデイみやぎ大崎
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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。

　気が付けば今年も下期に突入し、
ビールが更に美味しく感じる季節到来
です！3○歳、ビール○○にならないよ
うに、飲みます（笑）
　そして来月は恒例の感謝祭BBQが
8月2日（火）に開催します(^O^)／
　今年も皆様に楽しんで頂ける内容
を企画しておりますので、ぜひご来場
下さい♪
　　　　　　　　  （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

曽根塗装社長
『孫と一緒に・・・』

家族と!!　孫も大きく
なってきたので、やろう
かなぁ～!!

早坂（工務店）
『ダイエットの敵』
只 今 最 後 の ダ イ
エットチャレンジ中！
4/1より11kg減!!

社長

『夏の感謝祭☆』
8/2やっぱり夏の
感謝祭!!花火大会
もセットです。

加藤部長（工務店）

『後片付けが・・・』
BBQの後片付けを考え
るとやっぱり、食べ放題の
お店の焼肉がいいかな

《スペシャル枠》《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！

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？(^^)

佐々木（工務店）
『若い頃は・・・』

若い頃は肉、肉・・・でし
たが今は見てるだけー

庄司（工務店）
『夏の感謝祭☆』

8/2夏の感謝祭☆
今 年も頑 張りまー
す!!

千葉（アイム）
『やっぱり肉』

肉♡コレにつきま
すね!!（笑）

今野（工務店）

いつも火起こし＆焼き
係なので、上げ膳、据
え膳のBBQに参加し
てみたいです（笑）

『上げ膳、据え膳』

BBQで食すアヒー
ジョは格 別 !ウメー
ジョ!!

野村（アイム）
『アヒージョ』

大宮（アイム）
『仲間が集まれば！！』
独身の頃は1年中車のト
ランクにバーベキュー
セットがあり仲間が集ま
ると、いつでもどこでも
バーベキューでした。

髙橋（アイム）
『チーズフォンデュ』
お肉、野菜、それと・・・
カマンベールチーズ
フォンデュ。美味～
♡

伊藤（アイム）
『食べて!飲んで！』
夏!!肉!!海鮮!!野菜!!
ビール!!でしょ。感謝
祭☆お待ちしており
ます<(_ _)>

岩崎（工務店）

BBQと言えばカルビー
サッポロポテトかコイケ
ヤのスコーンでしょう。

『スコーン!?』

BBQで食べたお肉
の中で一番です！

坂井（アイム）
『バックリブ！』

佐々木（仙台泉）
『海の幸』

浜 育 ち で い がっ
たぁ

氣仙（仙台泉）
『海老!!』

網焼き最高！

渡邉（仙台泉）

『Weberのグリル』
これなしではBBQ
はできません！

小室（仙台泉）
『ハラミ!!』

お肉で一番スキな
のはハラミと気づ
きました!!

小畑（仙台泉）
『マシュマロ』

締めのマシュマロが好
きです。

大槻（仙台泉）
『渡邉さん』

我が家のBBQ伝道士
です。

BBQと
言えば・・・?

スタッフのつぶやきスタッフのつぶやき
 今回の『つぶやき』は・・・

FC仙台泉店限定 感謝祭FC仙台泉店限定 感謝祭

いいね！いいね！

いいね！

いいね！

いいね！

去年の夏の大感謝祭BBQ去年の夏の大感謝祭BBQ

日本バーベキュー検定の様子日本バーベキュー検定の様子




