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暑中見舞い申し上げます。暑中見舞い申し上げます。

　梅雨入りとともに猛暑が続きますが、皆様いかがお
過ごしでしょうか？
時に猛威を振るう自然ではありますが、昨年よりはじめ
た登山では、その美しさと畏怖を感じることができ、少し

ずつですが身の丈にあわせて今年も出掛けています。
　昨夏の月山での「悪夢の筋肉痛」を教訓に、近場で練習を積み挑んだ先
日の鳥海山・苦笑。山頂の小屋に宿泊したこともあり、その壮大なスケール
と雲海、夕暮れと星の美しさに疲れを忘れるほどの感動体験となりました。
楽しさを教えてくれた友人、山行をともにしてくれた仲間にあらためて感謝
したいと思います。
　そんな中、先日「健康住宅をつくる会みやぎ」の一員としてYKK APさん
の黒部工場とパッシブタウンの視察研修の際にも、予想外に立山まで足を
のばすことに・・・。
「最近、山づいてるな～」と心でつぶやきながら、テレビで観ていた北アル
プスの山々眺めながら大自然を満喫しました。

要チェック!! 今月のEテレの月曜日シリーズ「趣味どきっ！」
で話題の「低山トラベル」の極意を好評放送
中です。以前にご紹介した旧友の大内さん
が出演しているので是非ご覧ください！！

◆日時／平成29年 8月2日（水）PM6：00～8：30まで
◆会場／菅原工務店・駐車場 豪華ゲストによる演奏、お子様には花火コーナーも

ご用意しておりますのでご家族でご参加ください！

■夏期休業のお知らせ 8/12 ㈯～16 ㈬まで。　※7/27 ㈭は臨時休業致します。

昨年の様子第39回  夏の感謝祭「バーベキュー大会」のご案内第39回  夏の感謝祭「バーベキュー大会」のご案内

Amazon.comの国内旅行で7位獲得「低山トラベル」歴史と神話と登山オススメの一冊！



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、工務店の庄司です。
この原稿を書いているのが７月半ばですが梅雨らしくない
お天気が続いていますね。
さて、今回の暮らしの便利帳ですが番外編で参ります＾＾
デビュー戦からの公式戦29連勝で記録更新ということで注目を浴びている中学生
棋士、藤井聡太4段の影響で最近、将棋に興味を持たれた方も多いかと思います。だ
けど、ルールや駒の動かし方がよく分からなくて…と。言う声も良く聞こえます。そん
な方でも簡単に駒の動かし方が分かるということで、いま人気のおもちゃがあるん
です。それが公文で出している【スタディ将棋】という将棋セットです。スタディ将棋
の大きな特徴は、「駒に動かし方が矢印で書いてある」ということ。うちも子供たち
も数年前ですがこれで将棋を覚えて、おじいちゃんとしょっちゅう遊んでいます＾＾
（藤井聡太4段も、幼少の頃このスタディ将棋で腕を磨いたと言う事で品薄らしい
ですが・・・）
本来であれば、梅雨時期にお家に篭ってこの機会にルールを覚えてみては？と、まと
めたかったのですが猛暑の時期にエアコンの効いた部屋でじっくり覚えるのも良い
かもしれませんね♪

　こんにちは(^^♪小室です‼
 5月28日に行われた≪アースデイ大崎≫今年もお天気にも恵まれ沢山の方々とお会いできました☀
なんと今回、宮城県初！富良野自然塾がやってきました！！

富良野自然塾とは・・地球環境と私たち人類の生き方を見つめなおす自然教育活動をされています(^^)
その中のひとつ【地球の道】46億年の地球の歴史を460ｍの距離に置き換えて、＂地球＂と＂生物＂の誕生と進化の物
語をお話頂きました。一歩（1ｍ）歩くごとに1000万年・・・参加者の皆さんが地球の歴史を、一歩一歩重みを感じながら歩
き、やっと460ｍの現在のゴール地点に着いた時、『ようやく現在です。ここからわずか2㎝前が人類の誕生。そして産業革
命以降、この便利な世の中になり地球環境が激変したのは、たったの0.02㍉前。長い時間で築かれてきた地球環境が、人
類誕生後ほんのわずかな時間で大きく変わってしまったのです。』と説明下さいました。便利さ・快適さが生まれたのはとて
も素晴らしい事だけれど、その代償がある事。
【地球は子孫から借りているもの】小さい時言われましたね？人のものは大事に使いなさい。壊してしまったら直しなさい。と
の言葉に衝撃を受けました。
チンパンジーと人間の一番大きな違いは【想像力】だそうです。チンパンジーは2～3時間先しか想像することができない。
しかし私たち人間は無限に想像することができる。この話を聞いて、未来を想像して何かのキッカケになれば幸いです。と
の結びの言葉でした。まさしくアースデイの日にぴったりなお話でした！また機会があれば本当に沢山の方に聞いてほしいお
話です(^^)
     

こんにちは！

仙台泉の大槻です♪
仙台泉では、土日祝日に廃材などを利用し

たエコ工作を開催しております。
その中から、今回はこの季節にピッタリなものをご紹介いたし
ます♪まずは、通年でお子様に人気ＮＯ.1の「ペットボトル芳
香剤」この季節、かさばる空ペットボトル！気づけば増えている
保冷剤！カットしたペットボトルの中に保冷剤の中身をいれそこに、アロマオイルをた
らし自分で描いた絵もいれて・・
オリジナル芳香剤の出来上がり！見た目も涼しげですよ♪保冷材の中身には消臭効
果があるんです！（※ないものもあります）そして、大人の方におすすめなのが、古布
をつかった、「シューズキーパー」古着などをカットした布を用意し、アロマオイルを
まぜた重曹をお茶パックにいれて包むだけ。靴の中やロッカー、引き出しの中にいれ
てもいいですね!!どちらも、匂いの気になる夏には大活躍してくれそうです。仙台泉
にお越しの際にはぜひお気軽にご参加くださいね！お待ちしております♪

エコ工作開催！
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　こんにちは工務店の加藤です。
先月6月17日・18日の両日、穂波の郷　Ｍ様邸で行わ
れた完成見学会のレポートをお伝えします。
『明るく吹抜けのある』『本が沢山収納できる』『うんて
いを取付たい』などご要望が沢山詰まったお家が完成
致しました。
当日は、ご近所さんが多数ご来場されました。うんてい
の所は施主様のお友達（子供達）が笑顔でぶら下がる光
景を目にして、作って良かったと実感いたしました。
床材、造作棚など天然木をふんだんに使った所も好評
でした。
今回の住宅は、ＺＥＨ（ゼッチ）補助金対象住宅（2棟
目）で省エネルギーの快適なお住まいにもなっておりま
した。
会場を御貸し頂いたＭ様ご家族と近隣から遠方の方々
まで多くのお客様にご来場頂きまして、ありがとう御座
いました。
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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！

番外編

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。

駒に矢印が・・・駒に矢印が・・・

息子とパチリ。（ボロ負けでした(T-T)）息子とパチリ。（ボロ負けでした(T-T)）
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　こんにちは

 5月28日に行われた
なんと今回、

富良野自然塾とは・・地球環境と私たち人類の生き方を見つめなおす自然教育活動をされています(^^)富良野自然塾とは・・地球環境と私たち人類の生き方を見つめなおす自然教育活動をされています(^^)
その中のひとつその中のひとつ【地球の道】
語をお話頂きました。一歩（1ｍ）歩くごとに1000万年・・・参加者の皆さんが地球の歴史を、一歩一歩重みを感じながら歩語をお話頂きました。一歩（1ｍ）歩くごとに1000万年・・・参加者の皆さんが地球の歴史を、一歩一歩重みを感じながら歩

エコ工作開催！

【アースデイ大崎　富良野自然塾　地球の道】【アースデイ大崎　富良野自然塾　地球の道】
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加藤です。
先月6月17日・18日の両日、穂波の郷　Ｍ様邸で行わ
れた完成見学会のレポートをお伝えします。
『明るく吹抜けのある』『本が沢山収納できる』『うんて
いを取付たい』などご要望が沢山詰まったお家が完成
致しました。
当日は、ご近所さんが多数ご来場されました。うんてい
の所は施主様のお友達（子供達）が笑顔でぶら下がる光
景を目にして、作って良かったと実感いたしました。
床材、造作棚など天然木をふんだんに使った所も好評
でした。
今回の住宅は、ＺＥＨ（ゼッチ）補助金対象住宅（2棟
目）で省エネルギーの快適なお住まいにもなっておりま
した。
会場を御貸し頂いたＭ様ご家族と近隣から遠方の方々
まで多くのお客様にご来場頂きまして、ありがとう御座
いました。

『完成見学会レポート』『完成見学会レポート』

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！

番外編

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。

駒に矢印が・・・駒に矢印が・・・

息子とパチリ。（ボロ負けでした(T-T)）息子とパチリ。（ボロ負けでした(T-T)）
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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←

　７月が終わろうとしてます!!っというこ
とは、恒例イベント☆お客様感謝祭
BBQが来ますよぉ～♪もう、そんな時
期なんですね!!早いですね(・・;)
　今年も皆さんに楽しんでもらえるよう
絶賛準備中です!!皆様のお越しをお待
ちしておりますヽ (・∀・)ノ
　　　　　　　　　（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？(^^)

いいね！

いいね！ いいね！ いいね！

スタッフの

つぶやき
 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）

大槻
（仙台泉）

「当たり付」がうれしい30円
アイスの王様。（発売当時）
「しまかげ」ブランド、あのい
ちご味が忘れられない・・・

■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？
あなたの好きな
アイスは？
あなたの好きな
アイスは？
あなたの好きな
アイスは？

ビバオール

ドライブ中に道の駅でよく食
べます。楽しみのひとつです。

ソフトクリーム

当たりがでて、もう一本、とて
もラッキーな気分になれます。

ホームランバー

ジャージー牛の濃いミルクの
味が身体に元気を与えます。

ジャージーアイスのバニラ

今時、75円で買えるコスパ
の高いアイスで昔ながらの
味でほっこりします。

里もなか（くり味）

あまりアイスは得意ではな
いので、パピコの半分がちょ
うどいいです(^o^)

パピコ（チョココーヒー味）

野村
（大崎）

中に入ってる板チョコが絶
品！板チョコをきれいに残し、
最後にかぶりつきます。

チェリオ

甘すぎず、さっぱりとした昔か
らの味

ブラックチョコレート
アイスバー

バニラアイスの中にキャラメ
ルが入っている甘～い味！「キ
ャラメルリボン」が大・大・大好
き♡デス！

キャラメルリボン
（サーティワンアイスクリーム）

チョコとバニラアイスのハー
モニー♬ちなみにハート型の
ピノも何回か食べました♡

ピノ

千葉
（大崎）

あのモチモチがたまらん！！

雪見だいふく♡

サワーバニラ味。1973年生
まれの同い年！

SKY（グリコ）

あのパチパチがたまりませ
ん。

ポッピングシャワー
（サーティワンアイスクリーム）

後味すっきりでベリー好きに
はたまりません♪

MOW
赤いベリーミックス

87年からのロングセラー商
品。30年間もパリパリさせ
てくれてありがとう!!

パリパリバー（森永製菓）

練乳ミルクをたっぷりと、頭
押さえながら最高。

ジャモカコーヒー、ラムレー
ズン、チョップドチョコレート
をトリプルで！

イチゴミルク

サーティワンアイスクリーム

今野
（仙台泉）

当時は1本30円で、よく当た
りが出てました！

ビバオール

伊藤社長
（伊藤畳工業所）

伊藤社長
（伊藤畳工業所）

いいね！いいね！




