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　　一万年以上続いたと言われる縄文時代。
　自然の恵みを取りすぎず、不要なゴミを出さ
ない循環型社会。

　大きな争い事もなく、自然とともに生きる自給自足の営みは彼らの知恵と
技術の証であり、家族や仲間を大切にしようという心が育んだ豊かな時代
が、環境問題や資源問題が叫ばれる今だから、あらためて注目されていま
す。
　私が地球やエコのことを考えるきっかけとなったのは、もちろん太陽光発電
の普及と省エネ住宅の追及がきっかけですが、「アースデイみやぎ大崎」の
活動で縄文時代の豊かさを知り、土器汁の振る舞いや縄文土器づくりの場
を通じて、エコライフを学ぶことが誰かのきっかけになればと思い、仲間たち
と活動してきました。
　先日、開催された土器づくりでは実行委員長でもある大木義則先生のご
指導の下、ほぼ1日がかりでの作業です。粘土を触りながら縄文人の気持ち
を想像しながら作っていきます。すると皆さんの目がどんどん輝いて来て、集
中するあまり、しばし無言になります(笑)
　縄文式土器による煮炊きは、当時森の恵みを縄文人の食生活にもたらし、
栄養摂取量も飛躍的に向上させた発明品だったそうです。その装
飾・模様は自然を表し、畏敬の念を感じさせるものです。実に深い…
作業はこの後、実際に乾燥と磨きを経て、野焼きへと進んで行きま
す。（写真は昨年の様子）個性豊かな土器を数々…　完成が楽しみ
です！！
　ご興味のある方はぜひ次回参加を！
ご案内等は「おおさきエネルギーカウンシル」のホームページより
ご覧ください。

　菅原工務店では今年もアースデイ東北に出店いたします。
　宮城のパイオニアとしてクリーンなソーラー発電の普及に尽力してきた私た
ちだから、仙台・大崎におけるアースデイイベントを通じて、身の丈に合った地
球にやさしい暮らしを広げる市民活動を積極的に支援してまいります。
　私たちも含め、皆様もエコライフを考え、楽しむきっかけになれば幸いです。
　＊私たちは4月23日のみの出店になります。詳しくはホームぺージから
→http://www.earthdaytohoku.com/　　　　　　　　　　　　　菅原
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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、

工務店の佐々木です。
　2月25日バスツアーとして企画させて頂き

ました見学会に4組8人のお客様に、ご参加頂きましてありがとう
ございました。
　今回、初めての企画で穂波のS様、豊里のS様には、生活されて
いる中で、ご自宅を見学させて頂きました事、大変有難く心より感
謝申し上げます。
　また、志波姫のS様には、ご入居前とは言え完成現場見学会とバ
ス見学会の2度に渡りお貸し頂いた事、大変ありがとうございまし
た。お陰様でご参加頂きましたお客様には大変参考になりました。
　これからの住宅造りに、より具体的なご要望やご提案に繋げてご
満足頂ける住宅を造って参りたいと思います。ご参加頂きましたお
客様には、朝10時から夕方4時30分までのバス移動で大変なとこ
ろ、勢力的にご覧頂きましてありがとうございました。これからも継
続してまいりたいと思っておりますので、宜しくお願い致します。
　最後になりましたが、今回ご参加頂きましたお客様と会場をお借
り致しましたＯＢ様の健康とご多幸を願いご報告と致します。

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

バスツアーレポート

　こんにちは工務店の早坂です。
　去る２月４日㈯・５日㈰の両日、栗原市志波姫のＳ様邸をお借りし
て完成現場見学会を行ないました。
　Ｓ様は、築１００年超えの茅葺屋根の旧家に、ご両親・奥様・３歳の
息子さんと５人暮らしで、最初にご相談に見えられてから建物の完
成まで、途中紆余曲折が有り、足掛け４年の歳月が流れました。見
学会当日は、寒くて足場も悪い中、ご近所さんを中心に内容の濃い
お客様が多数見えられて大変な盛況でした。
　今回のＳ様邸は、当社のZEH（ゼッチ）補助金対象住宅の第１
号で太陽光・蓄電池設備・床暖房等を備えたハイスペックな住宅で
す。志波姫地区は、３～４年前から新築物件やリフォーム物件・太陽
光発電工事等で、途切れなくお世話になってる地域です。地域に愛
される工務店として、このようなご縁を大切に育てていきたいとい
う想いを新たにしました。Ｓ様には、２月末開催のバスツアーの際も
見学コースの観覧住宅として、快くご協力いただき感謝の念に堪
えません。S様ご一家とお出でいただいた皆様に、誌面を借りてお
礼まで。

たくさんのご参加
ありがとうございました！

たくさんのご参加
ありがとうございました！

　こんにちは！富谷事務所の渡邉です。
　今回は先日、塩釜で行われた完成見学会のレ

ポートです。
『安心して長く快適に過ごしたい・・・』そんな施主様のご要望から始
まった家作りは２年にも及ぶお打合せを経て先月ついに完成致しま
した！
　暖房は、デザイン性にも優れた温水式パネルヒーターを採用し、玄
関を開けた瞬間からほんのり家全体が暖かい仕様。ご来場頂いた
方々からも床暖房が入っているの！？と間違われるくらい暖かい家と
なりました。
　また、床材は室内照明や自然光が当たるだけで、菌や汚れ、ニオイ
やVOCまで分解・除去できるフローリング材、壁の一部には湿度調
整もできるエコカラットも採用し快適な室内環境を実現致しました。
この度も近隣にお住まいの方から遠方の方々まで多くのお客様にご
来場頂き誠に感謝申し上げますm(__)m
　次回は４月下旬に仙台市青葉区旭ヶ丘
にて完成見学会を予定しております。木
の質感をふんだんに感じられる造作満載
のプランとなっております。
　皆様のご来場お待ちしております！

　こんにちはアイムの野村です(^^)。
　皆さん気づいてましたか？実は工務店とアイムのホームページがリ
ニューアルされていたことを～！
　今回のホームページは全体的にスマートとなっており、当社の取り組

みがとても見やすくまとまっていますのよ♪
　その中でも特筆すべきは“店長ブログ”。ブログを書いたことのない
私が、これから最新情報や話題をどんどん提供していく予定です。まだ
数件の投稿ではございますが、皆さんお時間に余裕がございましたら是
非覗きに来てください。楽しみにお待ちしております^^　

ブログ
始めました♪

◎ブログＵＲＬ  http://blog.sumai-aim.co.jp/

◎菅原工務店ホームページ
　http://www.sugawara-koumuten.com/ 

◎アイムホームページ
　http://www.sumai-aim.co.jp/ 

興味津 ！々！興味津 ！々！
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「くんぺる」
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『 完成見学会 in 塩釜 』

ダイエット
再び始めました！！

次回 ４月下旬
仙台市青葉区旭ヶ丘にて
完成見学会開催

2日間
で

20組
を超す

来場が

ありま
した!!
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みなさん真剣です！！
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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←

　段々と春が近づいてますね♪春とい
えば卒業式、入学式、花見などイベン
トが多い季節ですがそんな中、今年も
営業の早坂のダイエット期間がスター
トしました!!今年は何キロまで痩せれる
のか個人的にとても楽しみです(^^)

　（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？(^^)

スタッフの

つぶやき
 今回の

『つぶやき』は・・・
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新曲の「遺伝」も最近のお気
に入りです♪

「歌うたいのバラッド」
斉藤和義

初めの頃のドラ
ゴンボールアニメソン
グで、今でも毎週かか
さず見ています。

「CHA-LA HEAD-CHA-LA」
ドラゴンボールZ

女性ボーカルの
唄が、大好きで時
折女装してステ
ージに立ちます。

「抱いて」
松田聖子

二十数年前、釣
りの師匠がスナックで歌った
のを聞いて好きになり覚えま
した。

「津軽平野」
千昌夫

世代的にど真ん
中でよく聞いていた曲で
「Runner」と同じくらい好き
な歌でした。

「大きな玉ねぎの下で 
～はるかなる想い～」

爆風スランプ

㊗5年ぶりの活動再開♪ちな
みに川畑ファンです。

「PIECES OF A DREAM」
CHEMISTRY

なかなか上手く歌えません
が、好きな曲です！

「夏の日の1993」
class

小学生の時に食
い入るように見
てたアニメの主
題歌。この歌を歌うと、童心に
返ったような気分になれます。

「愛をとりもどせ!!」
北斗の拳

ほとんどお酒は
飲めませんが、少し飲んだ時
には歌います。

「for you・・・ 」
高橋真梨子

だいぶ昔に、歌っていた記憶
が・・・

「PRIDE」
今井美樹

「・・・・・・・」

○○年前、よく歌っていまし
た。今はあの頃のように歌え
るでしょうか？！

「DEPARTURES」
globe

私的に歌いやす
いので、その日
の調子をみるのに最適な一
曲。LIVEバージョンで歌うこ
ともあります。（笑）

「愛のうた」
倖田來未

カラオケしないです・・・♪

確かに聞いたことないです♪
・・・社長

ハモってくれる人はいません
が・・・。

「Winding Road」
絢香×コブクロ

超リアル？

「酒よ」
吉幾三

最後に歌ったのはいつのコト
やら・・・。

「未来予想図」
DREAMS COME TRUE

サービス、サービス♪

「残酷な天使のテーゼ」
新世紀エヴァンゲリオン

飲み会での定番曲です！！

「俺ら東京さ行ぐだー」
吉幾三

■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？
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！




