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　発電日和が続く新緑の季節、皆様いかがお過ごしでしょうか？
楽天イーグルスがまさかの？！好調で首位をキープ。ベガルタ仙台もル
ヴァンカップ首位と善戦しており、地元チームの活躍のおかげで今年の
春はスポーツが盛り上がっています。

　そんな中、先日、協力業者会「三成会」の皆様と合同でバス研修会が行われました。内容
は午前中はLIXIL（リクシル）さんのショールームで最新の商品や設備を見学、午後からKOBOスタジアムで野球観戦。首位
ともなれば応援もいつになく力が入ります。　千葉ロッテマリーンズ戦、試合は残念ながら負けとなりましたが、終盤の追い上
げはなかなかでした。やはり今年は実力があるようです。ぜひ首位のまままた観戦に来れたらと思います。
　総勢40名。懇親を深めながら楽しい一日となりました。

通信
SABUchanBLOG

　同級生同士の夢話からはじまったこの青春ハウス
「ふるさと」。みんなが帰って来る所、仲間が集う所にし
たいという同級生のオーナーの思いから始まったこの構
想は、最後には地元の皆様にも広く活用いただけるコ
ミュニティスペースへと発展。
　先日、完成を祝い同級生が60名、さらに色麻町の
関係者様に加え、地元とも懇親の深い仙台ガールズプロレスリングの皆さんも駆け
つけ盛大に竣工式が行われました。私もその施設の建築とあわせて実行委員長として
関わらせていただきました。久々に級友の面 と々再会ししばし童心に帰り、遅くまで盛り
上がりました。この年にして「青春」を思わせる素敵な場所を提供してくれたオーナーへ
の感謝を込めて、今後も運営に尽くさせて頂く所存です。
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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、

工務店の今野です。
　最近、間取りを提案する際

のマイブームに、玄関ホールのタイル張りの
飾り棚があります。タイルには、装飾タイルと
呼ばれる個性的な表情を持ったタイルが数多
くあり、インテイリアにちょっとしたアクセント
を加えたいときにぴったりの素材です。玄関
ホールは、そのおうち中で最初の空間であり、
そのお宅の第一印象を決めてしまったり、お
客さまをお出迎えする大切は空間です。お気
に入りの置物や、季節の飾り物、またはお子さ
んの傑作作品（？）など、思い思い飾り付けて
お客様をおもてなしをしてみてはいかがで
しょうか。ちなみに、私のうちでは、動物の置物
がブーム。宝石箱になっていて、パカッと開き
ます（笑）中身は何も入っていませんが・・・。是
非、参考にしてみてください。

イベントレポート

玄関かざり棚

　こんにちは！

富谷事務所の渡邉です。
 木の質感が感じられるカフェっぽいキッチンにしたい！そん

なご要望から始まった家作り・・・先日やっとお披露目となりま

した。床だけではなく、天井やキッチンの扉にも無垢材を使

用し、リビングは小上がりの逆の小下がり！？・・・（ピットリビン

グといいいます）そこにも無垢材も使用し、最近流行のアン

ティーク柄、ヘリンボーン調に貼っていきました。極めつけ

は、玄関正面に貼った新作のスペイン製のタイル『WODO 

SOHO』このタイルをショールームで見た奥様が一目ぼれ

し、採用となりました。アンティークでシャビー感のある木目

調のタイルはこのあとに待ち受けているカフェっぽいキッチ

ンの伏線にピッタリでした。お施主様のご好意により開催さ

せて頂いたこの度の完成見学会にも、遠方から多くのお客

様にご来場頂き誠に感謝申し上げます。実際の家作りの一

番参考になる完成見学会、これからも多くの皆様のご来場

を心よりお待ちしております。 

こんにちはこんにちは

渡邉渡邉富谷事務所の渡邉富谷事務所の渡邉富谷事務所の渡富谷事務所の渡 でででで
るカフェるカフェ木の質感が感じられる木の質感が感じられる

ま 家作り・・家作りなご要望から始まなご要望から始まなご要望から始まった家なご要望から始まった家まった家作り・・まった家作り・

はした 床だけではでははなく 天井やキ井や

Y様邸

K様邸

A様邸

今野家の玄関・・・。

こだわりのリビングこだわりのリビング

『 旭ヶ丘完成見学会』『 旭ヶ丘完成見学会』

2日間で20組の来場でした。
ありがとうございました。

設計今野の
        インテリア塾！！
設計今野の

        インテリア塾！！
設計今野の

        インテリア塾！！
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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!

　こんにちは(^^♪小室です‼
 すっかり暖かくなって気持ちがいい日が続いてますね☀
暖かくなると色々と動きたくなるもので・・・そんな中開催
された【LIXILリフォームフェア2017】リフォームを中
心とした、最新設備が勢ぞろい‼やはり、リフォームをご

検討されるお客様の一番のお悩みは・・・【寒い！！！】だそうです！そこで一押し
だったのが、外壁を壊すことなく、“一部屋単位”の手軽な新発想断熱エコリ
フォーム「ココエコ（ウォールインプラス）」石こうボード付きパネル仕様によ
り、最短2日のスピード施工が可能！！合わせて、こちらも壁を壊さず、あっという
間に外窓交換「リフレム」も人気でした！！住まいの悩み事がLIXILで丸々解決
できる見ごたえたっぷりな展示会でした！
　実演販売員でなんと！お笑い芸人元Wコロンのツッコミ担当 木曽さんちゅ
うさん発見！記念にパシャリ頂きましたー☆（私は言われるまで気が付きませ
んでしたが・・・(;´∀｀)笑　ゴメンナサイッ！）また、特別企画として松島大観荘 
日帰り温泉付き・ランチバイキングへ参加！！一緒にバスで移動し、お客様達と
たくさんお話しながらランチをごちそうになり、とっても楽しいひと時でした♡
　いつも皆様にお友達＆娘のように可愛がって頂き本当に感謝です♡ご参
加頂いた皆様ありがとうございました！ご都合悪く参加できなかった皆様は是
非また次回お待ちしております！ご自宅のことで気になる事がありましたらお気
軽にお問合せ下さいねっ！       

LIXILリフォームフェア2017
in 夢メッセみやぎ

こんにちは★

工務店の千葉です。
先月の22・23日、仙台の錦町公園
で開催されました「アースデイ東
北2017」に昨年に続き出店して

きました(^^)当日は天候にも恵まれイベント日和！！出
店内容は、建材を使ってペンスタンド＆カワイイお
家作ろう!!っと題し、マスキングテープやカラーペン
で自由にデコってもらいました。　お子さんはもちろ
ん、大人の方もやり始めたら真剣で完成品は、一つ一
つ個性が出ており私自身、そうきたかぁ～!!なるほど
ね!!っと刺激をもらいました。
　当日は、大変盛り上がり楽しい一日になりました！！
(ヽ´▽｀)/今月の28日には、化女沼古代の里で

「アースデイみやぎ大崎2017」が開催されます!!
ぜひ、遊びに来てください♬
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きました(^^)当日は天候にも恵ま
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ここ

すすす
暖か暖かか
されさされささ
心と心と心ととと

検討されるお客様の一番れるお客
だったのが、外壁を壊すだ が、外壁を壊壊す

ム「ココエコ（ウォフォーム「ココ

アースデイ東北に出店しました!!アースデイ東北に出店しました!!

お客様と大観荘にて♪

完成～！！

こ

S様と元Wコロンの
木曽さんちゅうさんと

パシャリ

S様と元Wコロンの
木曽さんちゅうさんと

パシャリ

アースデイ
みやぎ大崎2017が

5月28日に開催されます
是非きてね！

アースデイ
みやぎ大崎2017が

5月28日に開催されます
是非きてね！

ちびっ子たちが夢中です(^▽^)ちびっ子たちが夢中です(^▽^)

古代の里（化女沼）ならではの豊かな
自然に触れながら、自然の大切さや地
球環境について考えてみませんか？

主催：㈱菅原工務店
TEL（0229）23-3670

11：00～12：00
5月28日（日）

13：30～14：30

大人：500円
（本運営費として寄付）

「富良野自然塾」
地球の道

がやってくる！

宮城県
初!!

参加無料

午前の部

開催日

午後の部

詳しくは
ホームページを
チェック!!
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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←

　あっという間に桜も散ってしまいまし
たね。私は花見に行けずでした(+o+)
　皆さんは花見できましたか？桜の時
期が終わると、やってくるのが「アース
デイみやぎ 大崎」です!!時間がある方
は、ぜひ遊びに来てください★お待ち
してます(^^)
　　　　　　　　　（アイム　千葉）

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：9：00～21：00まで（年中無休）

〒981-3351
黒川郡富谷町鷹乃杜1-10-9

0120-972-712

おかげさまで45周年 編 集 後 記

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？(^^)

 今回の
『つぶやき』は・・・

社長 加藤
（大崎）

早坂
（大崎）

佐々木
（大崎）

岩崎
（大崎）

庄司
（大崎）

社長

大宮
（大崎）

伊藤
（大崎）

髙橋
（大崎）

渡邉
（仙台泉）

小室
（仙台泉）

氣仙
（仙台泉）

佐々木
（仙台泉）

新田社長
（新田板金）
新田社長
（新田板金）

大槻
（仙台泉）

醤油味しかない時から密か
なマイブームでした（笑）

■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。

菅原工務店富谷事務所

TEL（022）342-1746
FAX（022）342-1747

宮城県大崎市古川旭1丁目10-24
営業時間：9：00～18：00まで（水曜定休）

0120-971-977

イオン古川店北隣

あなたのカラオケ
十八番は？

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！

ついつい買ってしまう
お菓子は？
ついつい買ってしまう
お菓子は？
ついつい買ってしまう
お菓子は？
ついつい買ってしまう
お菓子は？

茸のまんま
   しいたけ（香ばし醤油味）

お菓子ではないですが、10
年以上のおつきあいです。

カレーパン

今は、じゃがりこと不二家
LOOKチョコレート。私はダ
イエット中なので食べない
けれど・・・・。

レジの横で安売り
しているお菓子

以前はロールケーキでした
が、今はカロリーを考えてそ
ちらの方は、覗かないように
しています。

ロールケーキ

最近コンビニで見なくなりま
したがスーパーなどではよく
買います。

カールのチーズ味か
カレー味

カルディに行くと100%買
います！

ドライマンゴー

野村
（大崎）

下の黒い部分を取ってイチ
ゴ味の部分だけを食べる！至
福のひとときです。

グリコ アポロチョコレート

現場の帰りについつい買っ
てしまう。

アメリカンドッグ、フランク

食品庫に常備してあります!!

カルビーの
ポテトチップス
（塩味）

ず～っと、（きのこ派）です♡

大人のきのこの山

千葉
（大崎）

じゃがりこバター味!!一度食
べはじめると止まりません。

じゃがりこ

週に2,3回食べてましたが、
最近になって意外と高カロリ
ーな事が発覚・・・（泣）

まるごとバナナ

コーラは苦手ですが、コーラ
味はスキです。

コーラ味のグミ

近所に越してきたケーキ屋さ
ん。あまりの美味しさについ
つい寄り道してしまうので
す・・・・。

ケーキ

レジ横にある魅惑の四角い
チョコ。新商品も定番も心を
くすぐられます。

チロルチョコ

コリラックマの小物集めにつ
い参戦しせっせとコンビニ通
いです。

セブンイレブンに寄った時、
つい買ってしまいます。

Ⓡスイーツ

ピーナッツチョコ

 レジ横の誘惑

今野
（仙台泉）

ローソンのが好きでしたが、
最近はナナコがあるのでセブ
ン派です。

コーンチョコ


