
社長のコラム社長のコラム
　お盆を過ぎてもあいにくの天気が続いておりますが、皆さまお変
わりなくおすごしでしょうか。
先日の「第３９回夏の感謝祭バーベキュー大会」では、絶好の花火
日和だったこともあり、予想をはるかに上回るたくさんの皆様にご参加賜り本当にありがとう
ございました。途中座席のご用意が追い付かずご迷惑をおかけする場面もあり、この場を借
りいたしましてお詫び申し上げます。
　おかげさまで、回を重ねるごとに賑わいを増すこの「感謝祭」ですが、はじめから１０年は自
宅の庭から家族の一員として花火を眺めていたことがとても懐かしく思い出されます。その
我が家の夏の風景が時代や場所を変えながら、今年は400人をはるかに上回るまでに成長
することができたのは、まさに「夢」のような光景であり、偏にお客様方のお力添えと毎年支
えてくれる関係者の皆様とスタッフの協力の賜物とただただ感謝に堪えません。　
　今年も、午後いちに「安全祈願」を無事済ませ、準備に精を出しました。今年はこの紙面の
効果でしょう、数人の方 と々はじめたばかりの「登山」で話が盛り上がれたことが個人的に本
当に嬉しい事でした。いつか皆さんとご一緒する事が出来たら言うことがありません。
　来年は記念すべき40回の節目を迎えます。これからも家族的な雰囲気を大切にしなが
ら、また来年も皆さまにお会いできるのを励みにスタッフと共に、また1年仕事に励んでまいり
たいと思います。　今年も本当にありがとうございました！

残暑見舞い申し上げます。
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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、久しぶりの執筆に緊張している野村です。
　先日、東北電力主催によるツタエル研修会に参加してきまし
た。ツタエル研修会って何？と思われた方のために補足。実はこの
「ツタエル」は魔法のような言葉・手法であり、私たち販売店が扱
う商品やサービスをお客様にいかに分かりやすく伝えることがで
きるかを学ぶ研修会なのです。
「ウチの会社は、誰のためにどう役立つ会社？」
「同業他社もたくさんあるのに、お客様にとって、なぜウチが存在
しなくてはならないの？」。
　この答えを必死になって勉強してきました。今回は同業者１０名
（当社のマスコットガール千葉も含む）が参加しており、それぞれ
の会社の強みを明確にし、その存在を喜んでくれるお客様を明確
にしていきました。
　お客様が気持ちよく私たちの会社に近づいてきて、「あなたか
ら買いたい！」と言っていただけるようなツタワル商品を一つでも
多く提供できるよう取り組んでまいります。

　こんにちは！千葉です♪
先月大幡・宮内子供会でソーラーカー工作教室を開催致しました。
　夏休みが始まったということもあり、朝から子供たちは元気いっぱい!!親御さん
を含め２４名の参加でした。
　工作を始める前に太陽光について簡単な説明とクイズをし、工作スタート!!苦戦
しつつも順調に作業は進み、仕上げはマスキングテープやデコシールを使ってオリ
ジナルカーに仕上げ、出来上がったソーラーカーは外に用意したコースを使い実際
に走らせ子供はもちろん、親御さんにも楽しんでもらえた教室になりました(^^)
　最後に、一番盛り上がった時は、まさかの仕上げのデコ中でした（笑）

ソーラーカー工作教室

イベントレポート

イベントレポート

　こんにちは早坂です。
去る7月8日㈯・9日㈰の両日、市内城西のK様邸をお借
りして完成内覧会を開催しました。
　K様邸は、当社としては久々の本格和風住宅で、内部
は青森ヒバの無垢柱・格子天井・竿縁天井・書院など通好
みの造りで、外観も系色を基調とした落ち着いた佇まい
となっています。
　内覧会の二日間は好天に恵まれ30度超えの暑い日
でしたが、建物内が思いのほか涼しく、来客者は断熱性
能の高さに驚いていました。
　おかげさまを持ちまして、内覧会開催中ご近所さんを
はじめ、建主さんのお知り合いの方、また遠方から内容
の濃いお客様など多数見えられて大変盛況でした。
　特に今回の内覧会に関しては、K様ご夫婦を含めご一
家で菅原工務店を強力にPRしていただき、感謝の念に
たえません。　
　誌面をお借りしてお礼申し上げたいと思います。

「ツタエル研修会」に参加して

　7月の現場作業は雨に左右された月でした。
梅雨入りしてからは、ほとんど降らず7月の後半
になり雨の日が多くなりました。
　遠田郡にて二軒の、太陽光発電システム設
置作業。お客様のご自宅にて荷受当日、雨。作
業当日、雨。（宅内配線工事のみ）作業中に雨、
中断。（雨が止んでも慎重に作業）作業中に
雨、撤退。（事務所に着くと晴れ）このような天
気での屋根作業の時に初めて見ました。雲がか
かり辺りが暗くなってもうそろそろ雨が降る前
に、たくさんのツバメが低空飛行で虫をつかま
えようと高速で飛びまわり、5分ほどの間でした
が自然の光景に感動、とても得した気分になり
ました。その後は天気も良好で無事作業完了で
した。  
     

施工からの
風景

施工からの
風景

新築・リフォーム・太陽光発電の
現場からお届けします。

新築・リフォーム・太陽光発電の
現場からお届けします。

こんにちは

大宮です。

工作スタート!! みんな真剣に聞いてくれました ソーラーカー工作大成功!!

秋にイベント企画中で～す！（千葉）

たくさんのご来場
ありがとうございました!

全4回の研修会です。がんばります!!

当日は、お天気
にも

恵まれソーラー
カー

日和でした♪

『完成内覧会レポート』
青森ヒバが香るこだわり和風住宅
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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←

　BBQにご来場頂きありがとうござい
ます。楽しんで頂けたでしょうか？今年
はまさかの400名超え!!＼(◎o◎)／！
　今年の反省を生かし、来年は更に皆
様に楽しんで頂けるよう頑張ります☆

　　　　　　　　　　　　  （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
富谷市鷹乃杜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！

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・・・

社長社長

日本一を決めた最後のリリ
ーフは伝説

■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

あなたの好きな楽天選手・
監督・コーチは？
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あなたの好きな楽天選手・
監督・コーチは？

マー君

投げている姿を見ていると、
優勝した年のマー君を思い
出します。

則本投手

楽天なら引退した草野選手（初
めてユニフォームを買った）本
当は広島が大好き！

草野選手

銀次選手今年は得点打率も
安定してるので今後怪我なく
優勝に貢献してほしい！

銀次選手

一番好きなマスコットだった
だけに見なくなったのは、非
常に残念！

Mr.カラスコ

パワフルなスイングと、チャ
ーミングな笑顔が好きな選
手です。（嶋、美馬も好きで
す・・・）

ウィーラー

体型が似ていることもあり、
妙に親近感が湧きました。

デーブ大久保監督

遠く離れた高校の後輩です。

マー君

しいてあげれば…（笑）
観戦するのは好きです♡
特に阪神・能見選手がLOVE
♡です。

野村監督

野球を見ないので・・・スミマセ
ン_(._.)_でも「優勝セール」
は、大好きです。

I・MA・SEN(>.<)

めっちゃ友達に似ているの
で密かに応援してます（笑）

戸村投手

楽天の歴史は、この人から始
まった！！

田尾監督

やっぱり永遠の楽天ヒーロー
はマー君☆

マー君

２軍にいたとき間近で見てか
らなんか応援しちゃうんです
よね～

銀次選手

ボヤキが楽しみでした。そし
てボヤキ名言がしみる！！

野村監督

東日本大震災の時で又別の
苦労をされたと思い、お礼が
言いたいですね

ここまできたなら今年は、リ
ーグ優勝＆日本一！！

星野監督

嶋選手

定禅寺通りでサンダル履きで
チャリンコ乗ってるのを見か
けました！
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