
社長のコラム社長のコラム
　このところ天災が続く日本列島ですが、
その自然の驚異とは裏腹に、これから迎え
る秋は東北、宮城に暮らす私たちに大きな
実りをもたらしてくれます。

　鳴子と言えば温泉と栗駒山とあわせて紅葉スポットとしては東
北一だと思っている私ですが、昨年からは「鳴子こけし」にハ
マっています。きっかけは「さぶちゃん奮戦記出版記念」で製作し
たオリジナルこけしの製作。素人以下の私のわがままを聞いて形
にしてくださったのが、数々の賞を受賞されている鳴子の「桜井
こけし店」様。やり取りを繰り返す中で、そのデザインと歴史と
桜井親子の人柄に触れたからでした。
　期間限定でオープンされる「こけし堂」では、お洒落なカフェ
ススペースとギャラリーでは東北のこけしを学ぶこともできます。
伝統的なスタイルとパリなどヨーロッパ向けにデザインされた斬
新な作品とが、一度に楽しむことができる私もお気に入りの空間
です。
　秋空が深まる中、昨年に続き訪れた「全国こけし祭り」。開
会と同時に人気の工人さんには長蛇の列。たくさん見かけた「こ
け女（こけじょ）」と呼ばれるこけし好きの女子たち。
　時代に埋もれることなく地域の伝統工芸が見直され、あらたな
価値観とともに再生される…。海を渡って愛される、これからの
「鳴子こけし」から目が離せません。
皆様もこの秋ぜひ足を運んでみてください。

～ 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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工人 桜井昭寛氏と尚道氏にデザイナーの秋山氏。

パリに出展、話題となったパステルカラーのこけし

今年もかわいい！ 全国こけし祭りのポスター

こけし堂では、東北のこけしを学ぶことができます。

オリジナルこけし「MEBUKI」
ホームページ：www.n-koshiki.com/ホームページ：sakuraikokeshiten.com

各SNSもあります。



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

～ご協力ありがとうございました～

もっと知りたい

～ご協力ありがとうございました～

こんにちは、早坂です。

イベントレポート
イベントレポート

　こんにちは。工務店の庄司です。
　猛暑も落ち着き過ごしやすくなりましたね。この時期限定
で発売される梨のチューハイを見かけると秋を感じます（笑）
　さて、７月号の＜あんだんち＞誌面で募集をしておりまし
た＜こども本10,000冊確保大作戦＞ですが、８月末ま
でに１４６冊もお譲りいただきました！！50冊くらい集まれば
いいなぁ…という淡い期待をよそに沢山のお客様にご協力
をいただき感謝いたします。
　先日、弊社菅原より大光電機㈱仙台営業所・竹原様へ
無事、絵本をお渡ししております。現在、9,000冊まで集まっ
ており1万冊まであと少しとの事ですので引き続き工務店で
も10月末頃まで、お譲り頂ける絵本や児童書を募集してお
ります(^_^)

こんにちは庄司です。

栗原市志波姫Ｈ様邸
完成内覧会レポート
栗原市志波姫Ｈ様邸
完成内覧会レポート

たくさんのご来場
ありがとうございました！

　去る９月８日（土）・９日（日）の両日、栗原市志波姫のＨ様邸
をお借りして完成内覧会を開催しました。
　小雨そぼ降るあいにくの天気の中、二日間で合計２２組
の熱心なお客様にお出でいただき有難うございました。志波
姫は、数年前から縁あって新築物件を続けて建てさせてい
ただいている地域で、今回も近くのＯＢ施主様に顔を出して
いただき、誌面をお借りしてお礼申し上げます。
　さて、Ｈ様ですが当社展示場にお出でになり、接客させて
いただいた縁で、土地探しのお手伝いからお付き合いが始ま
りました。今回の間取りですが、たまたま当社の完成物件を
見学していただいた際に、思い描いていた理想の間取りだと
いう事で、土地の関係で反転したプランをアレンジして採用
しました。もちろん当社の基本的性能を押えた上で、お施主
様のアイデアをふんだんに取り入れたオーダーメイドの住ま
いになっています。
　今後も同地域で、菅原工務店のファンを増やすべく頑張ろ
うと決意を新たにした次第です。

『こども本の森 中之島』（仮称）についての詳細は、

のキーワードでご検索ください。のキーワードでご検索ください。こども本の森 中之島

こんにちは。ハーブ大好き氣仙です。

ハーブのすすめ
ハーブセラピスト

氣仙の

　今回は約３年ぶりに開催された仙台泉OB様感謝祭を

レポートします!３年というブランク（いや、怠慢）のお陰

で、今年は前回の本格BBQに加え、なんと！登山
コースなるものが新設され、よりアクティブな感謝祭と
なりました。登山コースは今回が初めてという方や子供で

もチャレンジできるように専門のインストラクターがサ

ポート。皆さんの頑張りと、この３年ですっかり趣味が登

山となった弊社菅原をはじめとした登山隊のサポートで、

当初予定していた場所よりもより頂上に近い『大岩』ま
で到達し、大成功となりました！
 BBQの方も相変わらずの人気で、にわかインストラク

ターの私とは違い今年は本物のインストラクターが美味

しい肉料理を披露して、本格的なBBQを堪能して頂きま

した！途中、子供たちも料理に参加したりと大

人も子供も楽しめるBBQとなったようです！

　これからも身近な自然を楽しみながら大
人も子供も参加できる感謝祭を毎年開催で

きるように頑張りますのでお時間のあるOB様

はぜひご参加くださいませ～！来年は釣りコー

スがあるかもしれませんよ～！！

『仙台泉 OB様感謝祭＠泉ヶ岳』『仙台泉 OB様感謝祭＠泉ヶ岳』
皆さんコンニチワ、住宅営業部の渡邉です。

　9月に入り、あの猛暑が嘘のようにめっきり涼しくなってきましたね。

　さて今回は、夏の疲れが溜まったお肌に「ローズヒップ」をご紹介します。「バラ
の果実」という意味で、ヒップは元々はトゲが語源なんですって！美容をサポートする

ハーブとしてはとても有名ですが、ビタミンＣの含有量はなんとレモンの20～40
倍もあり、ビタミンＣの爆弾との異名を持つほど‼リコピン・β-カロテンなども
含まれており、嬉しい抗酸化成分がたっぷりです。スーパーなどでは「ハイビスカス」と

のブレンドティーとして見かけることが多いですよね。

　ちなみにハイビスカスは、肌の新陳代謝を高めてくれるクエン酸やリンゴ酸が豊富

で、ローズヒップとの相乗効果でさらに美肌に期待が持てるのです♡煮出した後の果

実にもたくさんの成分が残っているので、是非捨てずに味わってみてください♪

シンプルモダンな
おしゃれな外観！

悪天候にもかかわらず
来客が途絶えず
大盛況でした。

改めてご来場
ありがとうございました。

乾燥したもの

ローズヒップ

乾燥したもの

ローズヒップ

番外編
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　ある日の夕方のことです。あまりの肌
寒さにコンビニでつぶつぶコーンポ
タージュを買ってしまいました。
　私の体は秋モードになっていました
が、衣替えは一切してません!!風邪引く
前に終わらせます!!（笑）
皆様は衣替えしましたか？

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？(^^)

スタッフの

つぶやき

100%のフルーツジュー
スと、ウォッカは切らしませ
ん！

今野

自宅で10年保管の泡盛
は、すごくまろやかで現在
新しい泡盛を保管中です。
（3年目です。）

加藤

ウィスキーの中でいままで
一番感動したお酒です。今
ではプレミアが付きすぎて
高くて買えませんがたまに
飲みたくなります。

「山崎12年」

岩崎

カシスリキュールですが、
オレンジジュース・ソーダ・ウ
ーロン茶・豆乳など、色々割
ってたのしめます！

「ルジェ・カシス」

庄司

初めて飲んだ時の味が酒を
やめて十数年経ちますが今
でも酒の席では思い出しま
す。

冬の定番アイテム。飲むと
優しくなれます。

野村

「森永製菓の甘酒」

氷をたっぷり入れて飲みます！

早坂

「そば焼酎
「雲海」の緑茶割り」

果肉が入っていて、とろりと
した酒をあえて、ソーダ割
りで飲むのが好きです。

千葉

特にお気に入りの銘柄はな
く、白ワイン全般大好きで
す！すっきりしていて飲みや
すいですね！

お酒は飲みません(T-T)

「残念ながら…。」

「スミノフの
　　　ウォッカ」

渡邉

地元のお土産としても本当に
喜ばれます。味はもちろん「心
に春をよぶお酒」キャッチフレ
ーズも秀逸でお気に入りです。

社長

「宮寒梅」

家での晩酌タイムは、これが
定番です♪

山口県旭酒造の獺祭。宮城
県新澤酒造の伯楽星がうま
いです！

昔はカベルネ大好きでした
が、最近はマイルドなフラン
ス産かなぁ…。

氣仙 菅原 佐藤 渡邊

佐々木

伊藤

伊藤

「梅乃宿・
　あらごし梅酒」

「泡盛の古酒」

 今回の『つぶやき』は・・・

好きなお酒（銘柄）は？

「ワイン（白）」

「赤ワイン」 「日本酒」 「いいちこ」

「日本酒」

（千葉）

最近は旅先で地酒を買うの
が楽しみです。

いいね！

いいね！

いいね！いいね！

「スコッチウィスキー
「WHITE HORSE」を
ハイボールで

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←

〒981-3351富谷市鷹乃杜1-10-9

おかげさまで45周年

■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。

菅原工務店富谷ブランチ
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
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