
社長のコラム社長のコラム

～ 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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～菊盆栽もうすぐ完成～

　写真は先日行われた栗原市のS様邸の地鎮祭の
様子。
国策としてあらたに示されたZEH（ゼッチ）とは、
Net Zero Energy（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）
の略。かんたんに言うと、家で使う年間のエネル
ギーが正味（ネット）でゼロとなる家のことを指しま
す。（詳細は資源エネルギー庁のホームページより）
　県内で約１５０社の登録がありますが、実際の地
元の工務店の取組みはほとんどないようです。私
たちは創業以来、一貫してあたたかい家づくりを
追及してまいりましたが、先駆けて今回の取り組み
ができる事をあらためてお施主様に深く感謝し申
し上げます。
あたたかい家・省エネ・太陽光発電・蓄電池・・・今後も
末永く喜ばれる家づくりを開拓してまいります。

第一号のZEH住宅（ゼッチ）へ
取り組んでいます！

市民文化祭
11月4日～6日

「緒絶の館」にて展示

作業風景

完成予想図

全員で記念撮影

みやぎ大菊花展
柴田大会に参加
10月20日～11月13日

完成まであと少し

OEC「まだ見ぬ、ミヤギへ」
　心躍るキャッチコピーの下、NPO法人おおさきエネルギー
カウンシル（以下OEC）主催の“地域を学び日本を知るツ
アー”が開催され参加してきました。
　「黄金」をテーマに涌谷と金華山の黄金山神社を巡り、そ
の後に鬼首と岩出山の荒雄川神社をまわるという内容。
　ガイドを務めた友人で東京在住・低山トラベラーの大内征
さん（仙台出身）の声掛けもあり東京方面を含め18名。個人

的にははじめての金華山。ご参拝の後には登山道を上り山頂へ。
小一時間かけてたどり着いた時に目の前に広がった絶景・・・！！
　ご縁があった皆さまと、あえて足をのばす機会がなかった地元
を巡ることがこんなにも斬新で、楽しいとは思いもしませんでし
た。初めての金華山、これまでにない特別な体験となりました！
＊この様子はフェイスブックやホームページからもご覧いただけ
ます。（菅原）　　　

金華山での記念撮影金華山での記念撮影

検 索@oosaki.energy.council詳しくは

厳かな気持ちで祈願厳かな気持ちで祈願

大内 征（おおうちせい）
低山トラベラー/ソーシャルハイカー/ローカライズプロダクション代表
http://loca-rise.tumblr.com
NHKラジオ深夜便のマンスリーレギュラー
旅の達人「低い山を目指せ！」
毎月第二木曜の0:30ごろから（月によって変更あり）
http://www.nhk.or.jp/shinyabin/



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!

　全国２万５千人のあんだんち読者の皆様、お久し

ぶりです！アイムの渡邉、そして工務店も絶賛

兼務中の渡邉です。お陰様で、かねてより計画
しておりました工務店の富谷事務所がついにオープ

ン致しました！！
 仙台エリアのお客様を中心に宮城県の南エリアを主に担当させて頂
きます。古川で４０年培ってきた菅原工務店の実績に新しさをプラ
スして、今までと変わらずお客様に喜んで頂ける家づくり目指してス
タッフ一同頑張って参りますので今後とも倍旧のご支援の程宜しくお
願い致します。
 １１月には富谷事務所の第一号のお客様邸で完成見学会を予定し
ております。ぜひお知り合いの方を多数お誘いの上、ご来場ください
ますようお願いいたしますーーm(__)m    

    

　こんにちは、工務店の今野
です。

おかげさまで、念願の富谷事務所が
先日オープン致しました！

（通勤がとっても近くなりました！！(ﾉ^^)
ﾉ――☆）

既存の住宅をリノベーションし、１階をワンフロアで、落
ち着いたインテリアの打ち合わせスペースに。
２階を事務所と倉庫に改装しています。
住宅の打ち合わせに必要な、各種サンプルや、見本な
ども充実しておりますので、是非一度お立ち寄りくださ
い！

　こんにちは、

工務店の佐々木です。
　先日、今年幼稚園に入園した３歳の孫（男子）

の祖父母参観に妻と参加してまいりました。園に入って早々、子供

達が外で先生を中心に輪になってダンスをしておりましたが、それ

が終わると蜘蛛の子が散らばるように皆、自分の好きな遊びをする

為に元気に駆けて行きました。

　自由時間が終わり先生の誘導で教室に入っていく際、行動が皆

一緒ではないので席に着くまで、しばらく時間が掛っておりました。

家であれば叱って早くさせるのですが、先生方は子供に寄り添って

出来るだけ早く出来るように指導しており、それは私をはじめ祖父

母の皆さんにも参考になったようです。授業（というよりゲーム的な

遊び）が始まると、３歳児なので一緒に出来る子と出来ない子がお

りましたが、それもまた可愛い仕草で楽しく過ごさせて頂きました。

　２時間位の間でしたが、多くの幼児を見て皆、元気に生活してい

るところを観させて頂くと全ての子供が愛おしく、これから無事成

長して一人前の大人になってくれる事を願って帰ってきました。

孫の祖父母参観

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

～ １２月から洗濯表示が変わります ～
こんにちは工務店の庄司です。
　１０月に各地で秋の収穫祭やハロィンなどで毎週にぎやかですね。
　さて、今回の暮らしの便利帳ですが１２月から変わる洗濯表示についてで
す。
衣類のタグに付いている洗濯表示、なんと５０年前から変わっていなかったそ
うです！！今までは日本オリジナルだった記号を今回は国際規格にあわせた変更
になりました。
　・・・しかし、なぜ今まで慣れ親しんだ表示を海外基準に合わせたのでしょう
か？実は日本で売られている衣類の約90%は、海外で生産されています。表示
が統一されれば、海外旅行や
インターネットで購入した衣類
を迷わずに洗えるようになると
いうメリットがあるんですね～
（＾＾）
　覚えるまではちょっとコツいり
ますが、経済産業省のHPで分
かりやすい動画も公開されてい
ますので一度ご覧になってみて
はいかがでしょうか？

　こんにちは!! アイムの小室で
す。

この度おかげ様で富谷事務所のオープン
を迎える事ができました。
ありがとうございます！イオンと兼務です

が、本格的に住宅事業部がスタートし、行ったり来たりとな
りソーラーOB様達とお話する機会が少なくなってしまい
ますが、今後も変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い致し
ます。住宅事業部の方でも今まで以上お客様に喜んで頂
けるように努力して参りますのでどうぞよろしくお願い致
します。

　10月に入り秋も深まり、心配していた残暑もそれほどではなく朝夕とだいぶ涼しくなってきました。
先月は雨の日が多く工期のずれ込みでご迷惑をおかけしたお客様には申し訳なく思っております。
　最近の現場状況では、新設パネル設置のお客様で北面屋根の洗浄１階屋根にかかる、柿木の枝切り作業のご依頼があり
ました。パネル設置の有無にかかわらず、屋根にかかわる修理、ご相談などがあればご連絡お待ちしております。   

施工からの
風景

施工からの
風景

新築・リフォーム・太陽光発電の
現場からお届けします。

新築・リフォーム・太陽光発電の
現場からお届けします。

こんにちは

アイムの大宮
です。

洗浄前 洗浄後

大崎の田園風景、今年も豊作です。

お待ちしてま～す！

木の質感がアクセント！

モダンな外観

くわしくは リーフレットが
ダウンロードできます

家庭洗濯 漂白 自然乾燥 アイロン クリーニングタンブル
乾燥

H28年12月からの 新しい洗濯表示

40℃ 限度
手洗い

40℃ 限度
洗濯機「標準」＊

40℃ 限度
洗濯機「標準」＊

30℃ 限度
洗濯機「弱」＊

漂白ＯＫ

漂白NG

酸素系ＯＫ
塩素系ＮＧ

高温
80℃ まで

つり干し

濡れつり干し

平干し

濡れ平干し

高温
２００℃ まで

中温
１５０℃ まで

低温
１10℃ まで
＊スチームなし

アイロンNG

ドライクリーニング
NG

全ての溶剤
ドライクリーニング
通常処理

ウエットクリーニング
非常に弱い処理

石油系溶剤
ドライクリーニング
弱い処理

ウエットクリーニング
NG

タンブル乾燥
NG

低温
60℃ まで

家庭洗濯
ＮＧ

日なた 日 陰

＊洗濯機の機種により異なる

築30年の民家をリ
フォームした富谷事務所オープン!!築30年の民家をリ
フォームした富谷事務所オープン!!
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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。

　私事ですが、、、入社２年目になりま
した。アッという間でした。「エッ!!まだ１
年なの？キャラ濃いからなのかね？もっ
と前からいる感じだね」っと言われる時
もありますが(*_*;
２年目も濃いキャラで頑張っていきま
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 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）
ミノワ住設 氏家光明社長

ブルックスブラザ
ーズの古着から始
まり、ラルフローレ
ンからユニクロま
で、襟元のロール
が好き。最近は白
がお気に入り。

『車のワックス』『シャツはボタンダウン』
20年以上前から、
車のワックスはシュ
アラスターの固形
ワックス一筋です。
深い光沢がお気に
入りです。

『晩酌』
もう10年前から
そば焼酎の緑茶
割。ちなみに月曜
日と木曜日は休
肝日です。

靴を履く時は左足
から履くようにし
ている。右から履
くとあまり良い事
がありません！

『靴を履くとき』

『シャープペン』
こ こ 十 数 年
STAEDLERの
0.7mmを使用し
ています。

TKG（卵かけごはん）の
時は、黄身についてる
白いのはとります。そし
て炊きたてご飯で、
ちょっと冷まします。

ウォータープルー
フでボリュームタ
イプ!!これじゃない
とメイクは完成し
ないです（笑い）

食品を購入する時、
いちいち成分表示
を見ます。大事です
よー！

フェイスタオルで身
体をふきます。洗濯
物のかさも減りま
す。でも未だ義父だ
けには強要できな
い同居嫁です。

家にある牛乳はい
つも特濃です！

自宅の御明神様と
神棚の水を交換し
AM6：30～のラジ
オ体操して一日のス
タートとしています。

もう30年近く、朝
も夜も必ず湯船に
どっぷり浸かって
疲労回復に努めて
おります！

ダサいですが・・・寝
るときはINです・・・
ww

どうしたら30品目
が食べられるか毎
朝悪戦苦闘してい
ます。

新しい味の納豆が
販売される度に、
とりあえず買って
みます。

お札の種類ごと
に向きをそろえ
て、肖像画の頭
の方を下向きに
入れる！（なるべ
くお財布から出
て行かないで～！

爪切りは爪にダ
メージがかかるの
で、エメリーボード
（爪やすり）を使う
ようにしています。

昔、占いの本で見
て以来、続けてい
ます。ただ、肝心な
何に良いかを覚え
ていません（笑）
佐々木（倉）さんと
一緒ですね（笑）

カツオだし、ごま
油、酢、コチュジャ
ン、にんにく、乾燥
ワカメでオリジナ
ル味に！

財布や時計等、常時
身に付けるものを購
入したら、新月におろ
すようにしてます。何
となくですが、新鮮な
気持ちになります。

『くつ下を左足から履く』 『サッポロ一番みそラーメン』 『新月』

『TKG』 『納豆』 『お財布』 『エメリーボード』

『マスカラは
メイベリン・ウォータープルーフ』

『入浴』 『Tシャツ IN』 『婿殿の朝食』

『添加物の排除』 『お風呂上がりは
　　フェイスタオル』

『特濃牛乳』 『朝のこだわり』

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！

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？(^^)

密かにこだわって
いること!!

スタッフの
つぶやき  今回の『つぶやき』は・・・




