
社長のコラム社長のコラム

　師走を迎え、めっきり寒くなりましたが皆さまいかがお過ごしで

しょうか。

　私たちも、年末のご挨拶に奔走するお決まりの季節となりまし

た。先日私も田尻から中田、最後は石越まで伺ったばかり。何よ

り嬉しかったのは、会話の端々にこの「あんだん家」が我々との

架け橋となりお話が盛り上がったことです。コラムで紹介した私

の登山の話や夏のBBQ感謝祭のこと。さらに有難いことに、中に

は大崎タイムス紙で連載中の会長の自叙伝にまでお話が及ぶ

ことも…。

　振り返れば、今年も、この土地での暮らし方を、これから住む

人と一緒に考えるべく、地域の気候風土、文化を、お客様と一

緒に見たり訊いたり、共に学んでゆく環境をつくりたいと考え、

様々なイベントや活動にもチャレンジしてきました。

エネルギーや自然への取り組みはもちろん、この土地に住む人

が、ポカポカとあたたかい関係を築けるような「住まいと環境づ

くり」をこれからも考え続けてまいります。

　最後に、今月号には1年の締めくくりとして、届いたばかりの

最新の実例集を同封させていただきました。是非ご家族でご覧

ください。

　皆さま、今年も本当にありがとうございました！

今年も大変
お世話になりました！
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太陽光発電15
周 年 。電 気を
作って貯める、蓄
電池を組み合わ
せた次のステー
ジへ！

七ツ森 八掛！　今まで
はただの景色でした
が、山々を眺める度に
あの時の達成感と苦労
を思い出します 笑

ZEH ：ゼッチ
住宅（ネット・
ゼロ・エネル
ギー・ハウ
ス）への取り
組みと実績

日時：平成30年1月14日（日）
場所：アイムショールーム

日頃の感謝を込めて、毎年1月に新春お客様
感謝祭を開催致します。新年を占う初引きく
じ、臼でついたお餅を食べながら、まったりと
過ごして頂くイベントです。皆様のご来場を
社員一同、心よりお待ちしております。

新春・お客様感謝際＆
はじめてカフェのご案内

今年の出来事
BEST３
今年の出来事
BEST３

番外編

～ 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 ～

菅原工務店創業物
語、大崎タイムスで
連載開始



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

～ 簡単キレイ！ＩＨヒーター、
　　　　ガラストップコンロのお手入れ ～

こんにちは庄司です。
　あっという間に師走に入りましたね。大掃除や年賀状の
準備でみなさんお忙しい頃かと思います。
　さて、今回の暮らしの便利帳ですがＩＨクッキングヒー
ターやガラストップコンロの焦げ汚れを簡単に落とす方法
をご紹介いたします。

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

たくさんのご来場
ありがとうございました!

女子部女子部女子部
はみだしスタッフコラム
はみだしスタッフコラム

☆CHIBASAI☆
住　　所：大崎市駅前大通り２－２－３３
電　　話：０２２９－４７－５７３９
営業時間：ランチ　月～金　11：00～15：00
　　　　　ディナー　　　　18：00～

CHIBASAIさんを
ご紹介します！

チ バ サ イ

皆さんこんにちは、渡邉です。
　先日、美里町（小牛田）で完成見学会を行いました。この度も遠方から多くのお客様にご来場頂き誠に感謝申し上げます。
　今回のテーマは『２０代が考えた最高の家』断熱性能はもちろん、生活動線や収納にもこだわって考えぬいた間取り。水回
り設備から床材・外壁まで全てにおいて納得がいくまで一緒にお選び頂きまし
た。とても２０代の方が建てたとは思えなーい！？と多くの方に言われました・・・。
そりゃそうです、だって打合せ総数３０回以上！（たぶん・笑）私達もお客様のこだ
わりにトコトン最後までお付き合いさせて頂きました！
　そんな最高の家、当たり前ですが、お陰様で皆様から大変ご好評を頂きまし
た。地鎮祭の時に施主様から『今
までで一番いい家を作って下さ
い』と言われ・・・私達スタッフはも
ちろん取引業者一丸となって
造った甲斐があります！（涙）そん
な最高の家も、もう少しでお引渡
しです。これから最高の家で、最
高の日々をお過ごしくださいま
せー！！    
    
   

小牛田内覧会レポート小牛田内覧会レポート
『２０代が考えた最高の家』見学会 ～in 小牛田～『２０代が考えた最高の家』見学会 ～in 小牛田～

最高の家に最高の家族！と最高のスタッフ？（笑）

　こんにちは、千葉です。
別紙にて案内をいれさせてもらいましたが年明け一発目イベント！！
「第６回　お客様感謝祭☆はじめてカフェ」を開催します♪
　毎年大人気の餅つき大会、お楽しみ抽選会を始め、初出店して頂くカル
チャー教室体験コーナーもあります。また今回は、初の試みとしてモデルハ
ウスCASATAⅡにて「仙台新撰落語会」や「大崎かるた王決定戦」を開催!!
　楽しいイベントになること間違いなしとなっていますので、ぜひご来場下
さいヽ (・∀・)ノ

日時：平成30年1月14日（日）  場所：アイムショールーム日時：平成30年1月14日（日）  場所：アイムショールーム

新春・お客様感謝際＆
はじめてカフェ

【方　法】

【用意する物】
・クリームクレンザー

・ラップ（少量）またはアルミホイル

・濡れふきん

まず、天板の油汚れをさっと拭き取っておきます。焦げ汚れの上にクリームクレンザーを少量付け、丸めたラップ（またはアルミ
ホイル）でクルクルと軽くこすり落とします。その後、濡れふきんで拭き取れば完了！！軽い力で汚れが落とせますので、ぜひ一
度お試しくださいね。
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軽くクルクル♪

拭き取ります

けっこう汚れています(T-T)軽くクルクル♪

拭き取ります

けっこう汚れています(T-T)

完成～
！

完成～
！

　こんにちは伊藤です。
　今年5月23日にオープンしたCHIBASAI
（チバサイ）に行って来ました！店内は赤と黒
を中心としたモダンな内装でアメリカンな雰
囲気です。
　私はイチ押しの岩出山「ふるさと地鶏の
会」の平飼い有精卵と大崎市産ササニシキ
を使った「特製オムライス」を頂いたのです
が、クリーミーなホワイトソースとトロトロふ
わふわ卵＆チキンライスが絶妙の美味しさで
した!(^^)!
　また、ディナータイムは大崎で作られたお
酒や仙台のウィスキーなど楽しめるので、皆
さんも是非行ってみて下さい～♪お勧めで
す！！！

絶妙の美味しさでした!(^^)!

モダンでアメリカンな外観

絶妙の美味しさでした!(^^)!

モダンでアメリカンな外観

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。

年末年始のお知らせ

仙 台 泉

12月31日　通常営業　9：00～20：00
1月 1日　通常営業　9：00～21：00
1月 2日　初 売 り　7：00～21：00
1月 3日　通常営業　9：00～21：00

年末年始休まず営業致します!!

年末年始のお知らせ

工 務 店 ア イ ム

12月29日㈮～1月5日㈫まで休み。
1月6日㈬より通常営業致します。

・・

今年開催の様子
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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←

　本年もあんだん家を読んで頂き、感
謝申し上げます☆
　皆様はどんな一年でしたか？私は、入
籍というビックイベントの年になりました
（笑）
　さて、年明け1月14日（日）は新春恒例
の「お客様感謝祭・はじめてカフェ」を開
催致します。ぜひ、ご家族、友人、ご近
所さんと遊びにきて下さいヽ (・∀・)ノ

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

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
今年一番の
思い出は?

製材所視察に訪れた際に、工
務店の仲間と縄文杉に会い
に行ってきました。迫力と存
在感にただただ感動…

屋久島・縄文杉

社長

３年振りに家族４人で行っ
てきました。大人になって
も「夢の国」を満喫してきま
した。ドナルドダックが大好
きです。

ディズニー
ランド・シー

加藤（大崎）

今夏から毎週水曜日毎に徳
良湖遊歩道をウォーキン
グ。銀山温泉でお湯につか
って、そばを食べで帰ると
いう休日を過ごしています。

銀山温泉・
徳良湖散策

早坂（大崎）

今年から始めたルアーフィッ
シング（トラウト狙い）で初め
て釣れたヤマメが８寸の良型
で、これからますます深みに嵌
まりそうです。

ルアーフィッシング

佐々木（大崎）

13年乗った車を新車に買
い替えました。乗りやすく
愛着があった車でしたがや
はり新車は、良い物で毎週
洗車しまくりです。

新車購入

岩崎（大崎）

今年1月11日に生まれた
甥っ子のダイスケくん。皆
で「大ちゃ～ん」とメロメ
ロ。自分の息子よりカワイ
イかもしれません（笑）

甥っ子、大ちゃん♡

庄司（大崎）

登山歴2年目にして鳥海山、
出羽三山、会津磐梯山などに
登頂し、サイコーの感動と勇
気をいただきました。

登山サイコー！！

野村
（大崎）

私事ですが、人妻になりま
した！！早起き頑張ってます
（笑）

苗字変わりました

千葉
（大崎）

中華街の焼き小籠包とヨコ
ハマグランドインターナシ
ョナルの朝食がとても美味
しかった♡お勧めです！

横浜観光にて

伊藤（大崎）

業界の企画で行った長野
研修。またしても、旅行に早
変わり…とくにサイコーだ
ったのは「戸隠」。皆さんも
ぜひ一度！

長野旅行
（いや、実は研修）

渡邉（仙台泉）

久しぶりの家族旅行。絶叫
マシンで、みんな乗り物酔
いしました…。

ユニバーサル
スタジオジャパン

今野（仙台泉）

あんだんちで宣言した通り、
お陰様でインテリアコーデ
ィネーター資格、一次、二次
共に一発合格できました。

合格

小室
（仙台泉）

中には40年ぶりの顔、顔
の真中だけ昔のままだぁ♡
お互いさまですね。

同窓会

佐々木
（仙台泉）

ハーブにはまってセラピス
トの資格とっちゃいました！

ハーブ

氣仙
（仙台泉）

子供たちと踊ったすずめ踊
り。定禅寺通りの大勢の観
客の中での大流し演舞中、
娘（4才）がまさかの寝落ち
…。

仙台青葉まつり

大槻
（仙台泉）

いいね！

いいね！ いいね！

いいね！いいね！

いいね！いいね！

2位
3位

2017

1位1位 小室（仙台泉）
大槻（仙台泉）
早坂（大崎）

いいね！
獲得ランキング!!
いいね！
獲得ランキング!!
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