
●書道教室

社長のコラム社長のコラム
　春と言えば、卒業と入学、お別れに出会い
の季節。人生の新たな一歩を踏み出した皆さ
ん、心よりお祝い申し上げます。

　そんな折、我が家では先日娘が二分の一成人式を迎えました。
恥ずかしながら、どんなものかもよく分からないまま、家族との約
束通りに当日席に着きました。
　すると四年生の皆さんが、一人一人自分の夢を宣言。結びには
その夢を叶えるために何をするかまで添えられています。
最前列に居たこともあり、子供たちの緊張感がひしひしと伝わって
来ます。そして発表が終わった後の何とも言えない笑顔…。
　驚きと同時に嬉しかったのが男の子の一番人気が大工さんだっ
たこと。設計士も入れると建築関係がなんと9人も。女の子はお
菓子やケーキなどパティシエが一番人気でした。
モノづくりに関心が高いのは私の時代とはずいぶん違いますが、と
ても嬉しことです。時代ですね、ユーチューバーになりたいと答え
た子も何人かいました。
　子供達は身近な大人の背中を実はよくみているんですね。
　私たち地元の工務店も彼らが活躍できるようにまだまだ頑張ら
なくてはなりません。
　娘の成長を感じ、とても感動した一日でした。
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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 ～

習ってみたい方、ご興味のあります方、ご自身でカルチャー教室を開きたく会場をお探しの方など、お気軽にご連絡お待ちしております!(^^)!
詳しい内容はこちらまで → ☎0229-23-8265　千葉、伊藤

～～～　カルチャー教室のご案内　～～～
こんにちは。伊藤です!!
段々と暖かくなってき、春はもうそこまで
来てますね♪春になると何か新しいこと
を始めたくなりませんか？そこで今回は、

毎月アイムショールームにて様々なカルチャー教室を催し
ております。その中から、主な教室をご紹介致します。
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書道または硬筆の指導
（第２、第４金曜日　PM2：00～5：00）

●お花教室
生花または造花などを使用した
フラワーアレンジメント（事前予約制）



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

～リペア大好評です～
こんにちは庄司です。

のスタッフコラム!のスタッフコラム!のスタッフコラム!

イベントレポート

只今建築中!!
　こんにちは、野村です。
　去る３月１日、東京ビッグサイトを会場に開催されたスマートエネルギーＷ
ＥＥＫ（国内外から約２００の企業や団体が出展）を見学してきました。　　毎
年開催されている当展示会、今回は「２０１９年問題」を見据えた蓄電システ
ムがメインとなっており、太陽光発電システムと連動したＡＩやクラウドに対応
した蓄電システムが次々と商品化されておりました。
　ここで閑話休題！「２０１９年問題」というワード、皆様ご存知でしょうか？「２
０１９年問題」とは、太陽光発電システムを設置したお客様の中で、１０年間の
買取制度が一番初めに終了する時期のことなのです。現在経済産業省では、
買取価格終了後の売電単価を検討しておりますが、０円になる公算が高いと
言われております。そうなると、自産自消（自分で創った電気を自宅で使う）の
流れが主流となり、蓄電池ブームが今後さらに加速していくんでしょうね。
　また、その他にも電気自動車や風力発電などにも力を入れている企業が
多く見受けられました。近代的な車に乗車している千葉さんがチョーお似合
い♪とシャッターを切って横を向くと、そこにはモデルのトリンドル玲奈さん
が！芸能人ってなんであんなに綺麗なんでしょうね！いまだに私の脳裏から離
れないでいます^^
　当日の東京の最高気温は２２℃！花粉が盛んに飛び交ってました。皆様も花
粉症対策はバッチリ行ってくださいね！ 

再生可能エネルギーの最新技術を
網羅した展示会を見学！
再生可能エネルギーの最新技術を
網羅した展示会を見学！

　こんにちは、佐々木です。
　今回は、古川大幡に建築中の現場をご紹介
致します。
2月20日上棟しまして、只今、4月末の完成に
向けて仕上げの時期です。
　今回は、可愛いペット（猫ちゃん）の小鉄くん
もお家の中で、快適に過ごせるように、リビング
の壁には、ねこステップ、通路とドアには、くぐり
戸を設けました。当社実績Ｎo1の高気密高断
熱の省エネ型オール電化住宅で4月末の完成
です。施主様のご厚意で完成現場見学会も予
定しておりますので、是非ご覧下さい。

『あったか体験バスツアー！』『あったか体験バスツアー！』
　こんにちは、渡邊です。
　先日、冬のバスツアーを行いました！
　今回は実際のお住まいを見学→建築中の現場を見学→LIXIL
ショールームを見学。弊社の家づくりが丸ごと分かるプランを組んで
みました。最初にお邪魔したS様邸は弊社展示場と同じW断熱とトリ
プルサッシの超ハイスペック住宅。お引越ししてまだ１ヶ月の所にお
邪魔してきました。『２０代が考える最高の家』だけあって見学者から
は素敵ステキと大好評。S様からは『本当に毎日暖かいのでそれが
伝えられたなら嬉しいのですが・・』とありがたいお言葉。毎月でも見
学していいとの事なので、ご希望の方は私までご連絡ください！（笑）
　続いては、上棟したばかりの建築中の現場を見学。柱や断熱材な
ど、出来上がってからでは見ることのできない、それでいて家づくり
にとってはとても重要な部分をじっくりとご覧頂きました。
　最後は、リニューアルしたばかりのLIXILショールームで最新の住
宅設備をご覧頂きました。台所やお風呂・トイレといった水回り商品か
ら玄関ドアや外構まで家づくりの設備を丸ごと見学でき、これから家
づくりを始める方には超オススメのショールームです。
　これから住宅を建てる皆様に本当に暖かい家とはどういうものか
を知って頂きたい・・・そして健康で長生きできる本当に暖かい家を建
てて頂きたい！！できれば弊社で（笑）という弊社代表・菅原の思いのこ
もったバスツアー、来年も行いますので参加者はもちろん、見学会
場をご提供頂けるお施主様はぜひご一報くださいませーm(__)m
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ご参加頂きました皆様、
本当にありがとうございました!
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ペット対応住宅も
おまかせください!!

質問する眼差しは真剣そのもの

新しいお風呂は素敵ですね！

お施主様と一緒に記念撮影

今日はボクが現場監督じゃー！ 

質問する眼差しは真剣そのもの

新しいお風呂は素敵ですね！

お施主様と一緒に記念撮影

今日はボクが現場監督じゃー！ 

ねこステップ

4月末完成予定!!ペット壁内くぐり戸

小鉄くん

ねこステップ

4月末完成予定!!ペット壁内くぐり戸

小鉄くん 大にぎわいの会場!!

素敵な笑顔の千葉さん♪

芸能人のトリンドルさん!!

大にぎわいの会場!!

素敵な笑顔の千葉さん♪

芸能人のトリンドルさん!!

3月に入りましたが、まだまだ寒い日が続きますね。就職や進学での準備で忙しい方も多いかと思います。
　さて、今回の暮らしの便利帳ですが昨年10月に＜あんだんち＞誌面でご紹介しましたリペア（補修）屋さんですが、掲載
後ＯＢ施主様より沢山のお問合せを頂いております（＾＾）その中で、2月にソファーをリペアさせていただきましたのでご紹
介いたします。お客様より『いつも座るところ
が決まっているのでその部分だけ傷んできて
…』とのご相談を受けましたので、早速リペア
いたしました。大きめのソファーでしたが、下
処理を含めて約１日半で完成。『おぉ！̃いい
ね。完璧だね！』のお言葉もいただき大変満足
して頂きました。

＊見積りは無料ですので、ぜひ一度お問合せ
下さい。

＊損傷が激しい場合や時期により施工できな
い場合があります。

真剣に聞き入る社長と千葉さん真剣に聞き入る社長と千葉さん

完成見学会も
予定しています
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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←

　気温が高い日があると自然と嬉しい
気持ちに一瞬なりますが、同時に花粉
症に悩まされるという、なんとも複雑な
季節となってきましたねぇ～(´-ω-｀)
　私は幸いにも軽度の花粉症ですが、
鼻が疼くのは嫌なものですね…。
花粉症のみなさん!!頑張っていきましょ
う!!
　　　　　　　　　　　　    （千葉）

〒981-3351富谷市鷹乃杜1-10-9

おかげさまで45周年 編 集 後 記

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？(^^)

■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

 今回の
『つぶやき』は・・・

スタッフの

つぶやき

好きな寿司ネタは？

回転系でトリを努めるのがこ
のコンビ！

アナゴにタマゴ

社長

ハマチ、サバ、アジ、イワシ
とひかりものが好きです。

ハマチ

加藤（大崎）

特にタコは家族全員好き
なので、タコの刺し身だけ。
大皿２サラペロリです。

タコ、ウニ、
納豆巻き

早坂

回転寿司ではこれで10皿大
丈夫です。

鮃のエンガワと
軍艦巻き

佐々木

海老、つぶ貝、茶碗蒸し
この3つは鉄板です。

海老、つぶ貝、
茶碗蒸し

岩崎

これに茶碗蒸しがあれば
OK!!

エビアボガドと
えんがわ

庄司

かんぴょうの何とも言えない
歯ごたえに、物心ついた時か
ら虜です!!

かんぴょう巻き

野村

ガリと交互にエンドレスで
食べれます!!

ネギトロ♡

千葉

2～3枚はたのみます！

えんがわ

小室

あると必ず頼みます!!

白子軍艦

今野

最初に頼むのは、マグロか
らです。

マグロ

伊藤

冬になると食べたくなりま
す。特にハラミの部分が好
き！

寒ブリ

渡邉

締めには、やっぱり外せな
い。

だし巻き玉子

氣仙

赤身・中トロ・大トロ・鉄火巻
き・ねぎトロなど種類が豊富。
中でも赤身が一番。さっばり
していてしつこくない。

なんといっても
「マグロ」

伊藤さん
（㈱大崎タイムス社）

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！
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