
社長のコラム社長のコラム
　日ごとに寒さが増す今日この頃、皆
様におかれましてはいかがお過ごしで
しょうか。残暑が厳しかったせいか楽し

みにしていた紅葉も今年は少し短め…。先々週に訪れた2
度目の栗駒山は違って山頂もグレーの別世界。快晴では
ありましたが、　自然もこれから向かう冬を感じる強風の
中での登頂となりました。
　さて、今月でモデルハウス「CASATAⅡ」がおかげさま
で２周年を迎えます。
リリースされたばかりのトリプルサッシと普段の約２倍の断
熱材を採用したこの住まいは、長年取り組んできた「あた
たかい家づくり」の集大成として、同業者の見学も相つぐ
程の注目を集めるエコハウスの最先端。お世話になった皆
さまにもぜひご覧いただきたい自信作です。
　末永く喜ばれる家づくりを一貫して追求してきた答えが
この「あたたさ」であり、光熱費が大幅に節約できる「省
エネ：エコロジー」です。
　すでに開催中の青葉区双葉ケ丘の見学会も１階はエ
アコン１台で床暖房並みのあたたかさを実現。お施主様
にはもちろん、ご近所さまやご来場いただいた皆様にも喜
んで頂くことができました。　（詳しくはP3参照）　　
　寒ささえ味方に付けた「快適で健康にもやさしい」住まい
は私たちみんなの願いです。その思いに答えられる、末永
く喜んで頂ける住まいづくりに一同邁進してまいります。
　

おかげさまで2周年!!

通信
SABUchanBLOG

　今年も11月4日～11月6日まで、古川の市民ギャ
ラリー「緒絶の館」にて菊盆栽展示を致しました。
　春から大切に育てたきた作品は、とても綺麗で時
間が経つのを忘れる程見入ってしまいました。
　随時生徒募集です!!興味のある方はもちろん、新
しい事を始めたい方、是非一度アイムまでご連絡く
ださい。
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～ 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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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!

こんにちは工務店の庄司です。

　先月、１０月１３日～１４日の２日間で古川東中２年
生の生徒さん５名を職場体験学習でお預かりしま
した。
加藤部長から【どうやったら建築の仕事につける
のか】についての話から始まり、建築途中の美里
町Ｗ様邸の見学、ソーラー発電のしくみ、おおさき
メガソーラーの見学で１日目は終了しました。
　翌日は、ＣＡＳＡＴＡⅡ展示場の見学と建築に関わ
る色々な業種のについての話をさせて頂き、その
後、総合体育館で行われていた【おおさき産業フェ
ア】の見学とワークショップ体験、午後からは方眼
紙に実際に間取りを描いてみる体験をしてもらい
ました。駆け足での２日間でしたが、現場で大工さ
んや塗装屋さんから直接いろいろな話を興味津々
で聞く姿や、間取図作成の体験での真剣に取り組
んでいる姿が印象的でした。
　毎年、生徒さん達に何を体験させるか考えるの
が大変ですが、後日送られてくる感想文で『楽し
かったです』『将来の夢の参考になりました』と
言って貰えるのが励みになります。ぜひ、将来は菅
原工務店に就職してね。と思うのでした・・・（笑）

　こんにちは。アイムの伊藤です。

先月10月23日にオープンした「Café　AT　HOME」を紹介したいと思います！
なんと、このお店！我がアイムの工事部隊エース！！大宮さんの素敵な奥様がOPENされたお店で、地元のお米とお野菜「産
地の見える食材」を使用していて、季節に合わせたお料理が美味しいお店なんです(^^♪
　この日のランチメニューは❶七穀米 ❷ハンバーグトマ
トソース ❸ひじきとブロッコリーの和え物 ❹ポテトサラダ
❺人参の胡麻和え ❻具だくさん野菜スープ ❼デザート

（柿）❽オーガニックコーヒー なんと８品！！
品数も多く、からだにやさしいお料理で、女子にはとって
も嬉しいメニューです。単品のデザートで「黒蜜ときな粉
のアイスクリーム」も濃厚で絶品でした♪♪♪
　こだわりの美味しいお店でランチタイム・・・おすすめデ
ス(^_-)-☆

女子部女子部女子部
はみだしスタッフコラム
はみだしスタッフコラム

☆Café AT HOME☆
住　　所：大崎市古川李埣1-13-40　店舗2階
電　　話：0229-25-8757
営業時間：平日9時～18時　日曜11時～17時
定 休 日：毎週土曜日・祝日
※駐車場は、西となりにあります。

　こんにちはアイムの千葉です。
　先月の 14，15日は総合体育館で行われた「おおさき産業フェア」、16日は「古川秋まつり・

ハロウィンフェスティバル」に出店してきました。

　出店内容はエコをテーマに太陽光発電システムの PR、エコ芳香剤作りを実施しました。エコ芳香剤作りは３

日間共に幅広い年齢層の方に大好評で、「身近な物で芳香剤が作れるのね！」っとビックリされていました。用意

した約 170セットは完売し大好評でした！！
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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

　こんにちは工務店の今野です。
先日完成しました、青葉区双葉ケ丘の完成
内覧会のご報告です！
　おかげさまで、多数のご来場があり、本
当にありがとうございました。
明るい玄関収納や、小上がりの和室、物干
しスペース等々、
　お客様のこだわりがいっぱい詰まってい
ます。
　なんと言っても、家の中が暖かい！！これ
まで「暖かい家」をウリにしてきた弊社です
が、
いつも以上に、来場者皆様が口々に「あっ
たかいね～！」と、言ってくれています。
　たくさんのご来場ありがとうございまし
た。

たくさんのご来場
ありがとうございました。
たくさんのご来場

ありがとうございました。

～職場体験学習を行いました～
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大好評!!

真剣です。

個性が出る時
ですね!!

昨年よりクオリティ高かったです。

発電日和でした!!
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外観です!
↑この看板が目印!!

ランチセット

スイーツも絶品!! くつろげる店内♪

ランチ女子会にもgood!!
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ランチ女子会にもgood!!

メガソーラーの前でピース！

下地作業に挑戦中。

興味津 ・々・。

「間取り作成」盛り上がりました。

展示場にて。最新設備にドキドキ。
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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。

　11月26、27日の二日間、CASATAⅡ
2周年祭を開催致します！！
　当日は来場者プレセントを始め、暮
らしの達人の先生を迎えたりと、盛り
沢山の内容となっていますので是非
遊びに来てください。
　皆様のご来場お待ちしてます(^O^)
  （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）
菅さん（工務店・木工事）

70年代の中古レコ
ードが7,800円。
学生には大金でし
たが奇跡の出会い
と信じ新宿のディス
クユニオンで購入。

『カーナビ』『ファンクのレコード』
22年前当時普及し
ていなかったカー
ナビ。金額も高かっ
たけど、東京に車で
行った時は、大変便
利だったです。

『ダンロップのゴルフセット』
シューズ、クロー
ブも込みで15万
円位だったと思
う。結局上達しな
かったので報われ
る事はなかった。

中休みで17～8年
使ってなかったの
ですが、電池交換し
て昨年からまた使
い始めましたが、正
常に動いています。

『翼マークの腕時計』

『オーディオセット』
15年ぐらい前にオー
ディオにはまって買っ
たAccuphaseのプ
リメインアンプとCD
プレイヤーinfinityの
スピーカーのセット

20年程前、東京に
住んでいる時冬の
ボーナス全て使い
購入。１年後北海道
へ転勤。

倖田來未がイメー
ジキャラクター＆ソ
ングを担当したっ
というだけで購入！！
倖田來未愛恐るべ
しですよね（笑）

若気の至りです・・・。 自分の中で良い思
い出として正当化し
たいのですがどうし
ても後悔の方が勝っ
てしまう買い物。10
年以上放置中

人気のブランド
だったりすると結
構高いです・・・

ラジコンレーサー川
畑モデルのラジトリ
ラジトリが一番高価
でした！

本格的にルアー
フィッシングにハ
マってはや15年！
高級車１台分が・・・

先日初のオーダー
NEWボードが届
きました！壊すの
怖くて上手く乗れ
ず・・・笑

長靴姿でフラっと
立ち寄った塩釜、帰
る時には１カラット
のダイヤを手にし
てました。

高校生の時に憧れ
て買いましたが２
回しか使いません
でした。

ルイヴィトン初デ
ビューの購入バッ
クだったような・・・
30年近く前のOL
時代に大流行（笑）
いまだ型崩れして
ないんです!!

やっぱり、テンショ
ンが上がります
（気分って大事で
すよネ？）(^-^)

最初は、通販の安
いので・・・。と思って
いましたが、色々と
こだわってしまい、
かなりの予算オー
バー。だけど気に
入って日々使って
います。

ブーム時に、家族
に内緒でルイガノ
のクロスバイクを
購入。当時はうれ
しくて、よく乗って
いたんですが…。

学生時代、行きつけ
の古着屋で一目ぼ
れし購入。アルバイ
ト2ヶ月分でした。

『食器棚』 『自転車』 『リーバイス501
    〝66〞モデル』

『スキューバ
ダイビングのセット』 『電子ドラム』 『エピプチノ巾着型

　　　　ショルダーバッグ』 『ピエール・マントゥーのタイツ』

『ジェムケリーの
　　アレキサンドライトリング』

『釣り具』 『オーダーサーフボード』 『指輪』

『美容goods』 『ダイビング
　　器材一式』

『冬物のコート』 『ラジコン』

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！

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？(^^)

自分で買った物の中で
高価だなっと
思った物は？

スタッフの
つぶやき  今回の『つぶやき』は・・・

（The Head Hunters）




