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　残暑厳しい折、皆さまい
かがお過ごしでしょうか？
そんな中、テレビからは毎日

のようにオリンピックでの日本選手の活躍が届
いてまいります。体操、柔道、テニス、レスリン
グ、バドミントン…そして陸上のリレー!!　どの競
技も4年間の集大成、さらにはスポーツ人生の
すべてを捧げ戦う様は見る者を深く感動させ熱
く焚き付けます。
　足元にも及びませんが、先日、私も挑戦した
ものがひとつあります。
　「登山」です。
　友人や知り合いから話は聞かされていたもの
の、今回の「月山」が初挑戦。お盆には山頂で
供養が行われるこの深山。途中、脚がつるハプ
ニングもありましたが、仲間の支えのおかげで
無事終えることができました。（本当に感謝！！）
　圧巻の景色を楽しむ余裕がもう少し欲しかっ
たところですが、予想以上の達成感と人生最大
の筋肉痛を味わうことが出来たのでした・・・。

残暑見舞い申し上げます。
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　今年も夏の感謝祭を前に事務所に
集合。
ちょうど暑さも本番のこの時期、このよ
うな機会を持つことで初心に帰り、日ご
ろの作業から安全に留意するよう心掛
けて欲しいという会長の思いからはじ
まったこの安全祈願。工事の無事とス
タッフ皆の健康を全員で祈願しました。

8月2日は安全祈願
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日本新＆アジア新記録で銀メダル!!
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バトミントンダブルス女子
聖ウルスラ学院出身。
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千葉（アイム）が

選ぶ、名場面!!

山頂で記念撮影

姥ヶ岳コースに挑戦

最高の景色でした～



今回初参戦したアイムの千葉です。
あいにくの雨にも関わらず、たくさんのお客様に来て頂きました。
お客様同士の交流もあり、たくさんの笑顔に出会えた日でした。
来年はさらに良いモノを作っていきますので、ぜひ来年も遊びに来て下さい☆

加藤様（大崎市内）

Q2.会場の雰囲気はどうですか？
雨模様となってしまいましたが、今年は約300人のお
客さんの参加と聞いています。食べ物や飲み物など
のご馳走はもちろん、音楽に花火と、とっても盛り上
がっていて嬉しいです！お客さんは、ご家族やお仲間
で総出で会場へ来て下さっている様子。私たちも楽し
みながら準備をしたいと思います。

Q3.毎年何を楽しみに来ていますか？ここでの楽し
みはなんですか？
何と言っても、お客さんの楽しんでいる笑顔を見るこ
とが一番！今年で38回目の開催だそうですが、お子さ
んからおとなまで、皆さんの喜ぶ顔を見ることがとて
も嬉しい！とってもやりがいがあります。またアイムの
スタッフの皆さんも、とても丁寧でチームワークもあ
るので素晴らしいですね！    

佐々木三千江さん

板垣様（加美町）

高橋様（富谷町）

Q1.バーベキュー大会は何回目ですか？
今年で2回目の参加になります。

Q2.会場の雰囲気はどうですか？
”古川の花火大会を眺めながらのバーベキュー”は、昨
年に続き、家族揃って今年も楽しんでいます。

Q3.毎年何を楽しみに来ていますか？ここでの楽し
みはなんですか？
この会場へいらっしゃっているお客さんやスタッフの
方々との交流も楽しみで参加しています。
用意してくださる食材も美味しくてとっても大満足！

Q4.アイムを選んだきっかけはなんですか？
太陽光発電を考えたときに、他の店舗も色々とまわり
ました。
その中でも、アイムさんの内容はもちろん、スタッフ
の方々の親切な対応が一番の決め手でした！

Q5.実際に住んでみた感想は？
太陽光発電の設置前に、一度シュミレーションをして
いただいたことがあったのですが、実際に使用してみ
ると予想以上に、とても節約につながっています。設
置して本当に良かった～！    
 
      

Q1.バーベキュー大会は何回目ですか？
今年で３回目になります。

Q2.会場の雰囲気はどうですか？
すごく楽しいです。毎年来ていますが、アットホーム
な雰囲気が何とも言えない！居心地が良いですね～！

Q3.毎年何を楽しみに来ていますか？ここでの楽し
みはなんですか？
参加するととても楽しくて、また来年も来てしまう

（笑）我が家もこのイベントを予定に入れてします
よ。
施工した時の大工さんや担当者さんと、また会えて、
色々とお話し出来て…これが楽しいんです。
リクエストしても良ければ、来年はイカや海鮮モノも
食べたいな♪

Q4.アイムを選んだきっかけはなんですか？
家族が多いので電気代がかかっていました。電気代を
節約するために、建て替えるなら太陽光発電にした
かったんです。菅原工務店とアイムなら、建て替えと
太陽光をセットでやってくれて、安心でお得と思い、
決めました！

Q5.実際に住んでみた感想は？
オール電化にしたので火事の心配がないのが一番で
すね。光熱費のことを計算しても、色々とメリットが
あったと実感しています。 

　　　　　　Q1.バーベキュー大会は何回目ですか？
　　　　　妹夫婦に誘われて今年で２回目に
　　　　　なります。

Q2.会場の雰囲気はどうですか？
今年は、雨だから人が少ないのかな…と思ってきまし
たが、たくさんの人！
こんなに人気で、大賑わいにビックリです！

Q3.毎年何を楽しみに来ていますか？ここでの楽し
みはなんですか？
飲むこと食べることが一番の楽しみです！色々な人が
いらっしゃるので、食べながら眺めるのも面白いで
す。
また、色々な方との交流がここで生まれるのも楽しみ
の一つですね！

Q4.アイムを選んだきっかけはなんですか？
もともと口コミで京セラの太陽光が一番良いと知り
検討していました。妹夫婦が先にアイムさんで太陽光
発電を設置し良かったから勧められました。そうした
ら、アイムさんの太陽光が京セラのものと知り、設置
をお願いすることに決めました。

Q5.実際に住んでみた感想は？
売電だけの契約ですが、順調に節約できています。太
陽光は天気次第なので、毎日天気予報を観るのが日課
となり楽しいです。
      

夏の大感謝祭BBQ初参戦について

第38回  夏の感謝祭「バーベキュー大会」第38回  夏の感謝祭「バーベキュー大会」2016.8.22016.8.2
ご来場頂いたお客様の声 Q&Aご来場頂いたお客様の声 Q&A

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。
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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。

　リオオリンピック終了しましたね!!柔
道、水泳、体操など日本選手団の活躍
から目が離せない日々が続き寝不足に
なった方も多かったのでは？
　今回のつぶやきテーマはオリンピッ
クでしたが皆さんの中での記憶に残る
名場面or選手は…？

　　　　　　　　  （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 加藤部長（工務店） 早坂（工務店） 佐々木（工務店）

岩崎（工務店） 庄司（工務店） 今野（工務店） 野村（アイム）

大宮（アイム） 坂井（アイム） 伊藤（アイム） 髙橋（アイム）

千葉（アイム） 渡邉（仙台泉） 小室（仙台泉） 佐々木（仙台泉）

氣仙（仙台泉） 大槻（仙台泉） 小畑（仙台泉）
YKKAP 米山さん

子供の頃に見た
カ ー ル ル イ ス
100m、9.99秒!!
空中を駆ける幅跳
びも忘れられない!

『ロサンゼルスオリンピック
                       1984年』

『ロサンゼルスオリンピック
                  カールルイス』

開会式で機械を
背負った人が、空
を飛んで登場した
シーン！

『10点満点！女子体操
          ナディア・コマネチ』

後にビートたけし
のネタになる程、
センセーショナル
だった。

全日本男子バレー
ボール準決勝ブル
ガリア戦。猫田勝
敏（セッター）横田
忠義、大古誠司（ア
タッカー）

『ミュンヘンオリンピック
　　　　　　1972年』

『アテネオリンピック男子体操団体2004年』
NHK刈屋アナウ
ンサーの「伸身の
新月面が描く放物
線は栄光の架け
橋だ」の名セリフ
は、感動しました。

岩崎恭子の金メダ
ル「今まで生きて
きたなかで一番幸
せ」

サングラスを投げ、
いっきにスパート
をかけた瞬間です
ね!!最高☆

ご近所さんだった
のです・・・。

上野選手の男前さ
に釘付けでした。

仙台出身というこ
とで一番記憶に残
っています。

「チョー気持ちい
い！」で有名ですが、
当時水泳をやってい
た自分には非常にカ
ッコよく映りました！

スキージャンプ団
体“金”に泣きまし
た・・・

太ももの太さが、
64cｍだった気が
・・・。感動と衝撃を
受けました!!

遠い昔の「銀盤の
妖精」本当×2にカ
ワイイ！

今年のリオオリン
ピックに出場しま
した。

男子ジャンプ、ラ
ージヒル団体。悪
天候の中での試
合で、特に原田選
手の逆転ジャンプ
に感動しました。

柔道女子、谷亮子
2連覇！シドニーに
続いて、「田村で
金、谷で金」有言
実行ですね～。

1988年ソウルオリン
ピック。美しい演技に
感動しました。当時小
学生だったので、夏休
みのプールでみんな
でマネしていました。

入院（ケガ）先で見
ていました。その
後まさかのドーピ
ング失格!!二度驚
きました。

金メダルを獲得する
度に発せられる名ゼ
リフ、“チョー気持ち
いい”や“なんも言え
ねぇ”等々かなり楽し
ませてもらいました。

『シンクロ・小谷実可子さん』 『カールルイスVSベンジョンソン
                100m走対決！』

『北島康介氏の
　　　名ゼリフ』

『バルセロナオリンピック1992年』 『高校の同級生』 『1998年長野五輪』 『2004年アテネオリンピック』

『シドニーオリンピック・高橋尚子』 『長野オリンピック』 『清水宏保』 『ジャネットリン』

『荒川静香』 『上野由岐子選手』 『羽生結弦』 『アテネ五輪 北島選手』

《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！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？(^^)

記憶に残っている
オリンピック名場面or

選手は？

スタッフの
つぶやき

 今回の『つぶやき』は・・・

（フィギュアスケート） （フィギュアスケート）

（フィギュアスケート）

（ソフトボール）

（柔道100キロ級）パキスタン




