
こんにちは千葉です。

BBQ準備中!!

　間もなくやって来ますね!!
菅原工務店、夏の大・大イベント☆お客様感謝祭・BBQ大会が!!日を追うごとに準
備もバタバタと進行中です。
　昨年同様に今年も天気に恵まれるように皆さん祈っててくださいね♫
　皆様のご来場、スタッフ一同心よりお待ちしておりますヽ (´▽｀)/
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詳しい内容は、別紙をご覧ください！！
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～ 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 ～

サンゴの海でツーショット!! 30周年ありがとうございます 首里城にて記念撮影
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　「三成会」とは菅原工務店を現場で支える協力業者会の皆さまのことで、今年は発足30周年のメ
モリアルということもあり、研修旅行は遠く沖縄に決定。奥さま同伴の方も多く、一段と和やかなムード。前日までの台風
もあり心配していた天気でしたが、行く先々で晴れ間が差し、皆さんも終始笑顔。はじめに訪れた世界遺産の首里城は
琉球王国が栄えた歴史を今に伝えてくれます。足場が組まれ工事途中でしたが、その建物の朱色と青空のコントラスト
がいかにも沖縄らしく、鮮やかでした。
　翌日の美ら海水族館ではお揃いのシャツで記念撮影。地元のお店に手配していた「かりゆし」ならぬ「ぽろゆし」ウェ
ア。「おめでたい」との意味も込めて用意したご当地クールビス。前々から仕込んで来ただけに喜んでいただけて何より
でしたし、本当によい記念になりました。個人的にも沖縄に嫁いだ友人にも会うことができ、久々に元気な姿を見れて大
満足でした。はじめて来たのが5年前の40歳記念の同窓会。その時には夢にも思わなかった今回の研修旅行。帰りの
飛行機で、また5年後の50歳の時にも沖縄に来れたらなぁ・・・と思いながら帰路につきました。
　最後に三成会の皆さま、今後とも健康第一・安全第一で40周年を目指してよろしくお願いいたします。

平成元年に誕生した「三成会」。
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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！もっと知りたい

～こども本をお譲りください～

こんにちは千葉です。

写真① 写真②

　先日、仙台市青葉区国分町にあるYKKAPさんのMADOショップへ研修に行ってきました。窓サッシの性能や断熱
の違いなどが体感できる、予約制のショールームとなっています。研修を受けて、ご案内したいのが、窓サッシの選び方につい
て。最近は、パッシブデザイン（自然の力で住環境を快適にする設計）を念頭に設計に取り組んでいて、窓サッシの選定は、南面
の掃き出し以外は、引き違いサッシをなるべく使わないよう、外開きサッシをうまく組み合わせて提案しています。外開きサッシは
気密性も良く、見た目のデザインもすっきりして、非常にお勧めです。写真①：水廻りのサッシも外開きで通風＆スッキリ。洗面所
が明るくなりました！また、今回、MADOショップさんで体感した通風実験により、外開きのサッシにはウィンドキャッチ効果があ
り、外の風を上手く室内に取り込めるような形状をしています。写真②：このようにより多くの風を取り込めます。春や秋など、エア
コンや暖房を使わない季節は、窓を開けて気持ち良く暮らしたいですよね。YKKapさんでは、両外開きサッシでより多くの風を取
り込む、通風型サッシも展示。写真③：開きが逆で、より風を取り込みます。このように、サッシの選び方は非常に大切さだ
と改めて実感。これからもしっかりと通風を意識した窓の選定を提案していきたい思います！

こんにちは、今野です。

こんにちは、早坂です。

イベントレポート

写真③

　もうすぐ夏休みですね。8月2日のBBQ大会の準備等
もあり連日頑張っております！
　さて、今回の暮らしの便利帳ですが番外編で参りま
す(^_^)先日、照明器具でお世話になっています大光
電機㈱さんから＜こども本10,000冊確保大作戦＞
というチラシを頂きました。
　大光電機さんでは建築家・安藤忠雄氏が大阪市に
建設・寄贈する『こども本の森 中之島（仮）』プロジェク
トに賛同しており、全国から児童書の寄贈を呼びかけて
います。
　菅原工務店でも8月中旬までお譲りしていただけ
る絵本を募集しております。まとまりましたら大光電機仙
台営業所さん経由で送っていただく事になりましたの
で、もし眠っている絵本や児童書がありましたら宜しくお
願い致します。
　お手数ですが、工務店まで届けていただくか、
8月2日のBBQ大会でもお預かりいたします(^_^)

YKK APさんのMADOショップへ
研修に行ってきました

番外編

こんにちは庄司です。

『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。

こども本の森 中之島

　先日、大崎市内諏訪Ｙ様邸にて玄関ポーチの手摺設置工事を行ないました。
　Ｙ様のご高齢のお母様をご自宅で介護するための準備で、今後この様な事例や需要が増
えるのではないかと思われます。他にも、車椅子生活を想
定したスロープ工事や屋内手摺取付け工事・段差解
消工事・水廻り工事等多岐にわたる関連工事が有りま
す。
　また、上記の様な工事に関しては、市や町をはじめとし
た公的機関の補助金を受けられるケースが多い様です。
介護やバリアフリーに関するリフォーム工事でお悩みの
際は、是非お気軽にご相談下さい。
　何かと煩雑な手続きも含めて、きちんと対処しますの
でご一報お待ちしております。

玄関手摺工事について

　先日、楽天VSソフトバンク戦のチケットを２枚頂き
今年初の観戦を母と行ってきました!!残念なこと
に天気は雨。球場に到着し速攻レインコートを購入、
準備万端で挑みました。頂いたチケットはまさかの
VIPシート!!一塁側１４列目。あまりの近さに私より
母の方が興奮していました(笑)
　試合は初回から点数を取られましたが、２回裏にア
バターがソロホームランからの島内の3ランと一気
に５点が入り逆転(*≧∀≦*)最後はハーマンが
しっかりとおさえ試合終了!!レインコートを着てもい
い感じに濡れてしまう程の雨でしたが楽天の勝利
でいい気分で帰宅できました!!
　社長。チケットありがとうございましたm(_ _)m

楽天観戦
行ってきました！

雨にも負けず!!

１４列目は近い!!

勝利で気持ちがイイ♪

雨にも負けず!!

１４列目は近い!!

勝利で気持ちがイイ♪

介護改修、
バリアフリー工事も
おまかせ下さい！ 工事前

工事後
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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←

　ここでもBBQのご案内します!!（笑）
昨年は約１２０組の来場で大盛況。っと
いうことで今年は座席数、肉の量も増
やしました!!
８月２日は招待券を忘れずに!!
　皆様のお越しをお待ちしております♪

〒981-3351富谷市鷹乃杜1-10-9

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

スタッフの

つぶやき

学生の頃、色々なコネで、
花火真下の特等席をゲット
!!大迫力でサイコーでした！

今野

長男が小さい頃（3～4才）
花火大会へ連れて行ったと
ころ、開始3分で「こわいか
ら帰ろうよ(T-T)」となり、即
退散となりました（笑）

加藤

「昔の思い出」

20代の頃行った板橋区
（東京）の花火大会で帰り
に雷雨に遭い全身ビショビ
ショ。お土産のタコ焼きも
水浸し。最悪でした。

「雷雨」

岩崎

10代の頃ですが、急に見に
行くことになり、駐車場探しで
ウロウロ。アスファルトの上
で、お尻が痛くなった思い出
が…。でも、とってもキレイで
した。

「仙台七夕
　　花火大会」

庄司

今から40数年前成人式後に仲
が良い同級生（男女）と観に行っ
た松島の花火大会で帰りの道
路がどこへ回っても渋滞で女の
同級生を家に届けた時は夜中
の１時過ぎてました。

高校時代、予備校帰りに電車
の中から見えた花火がすごく
きれいで私に勇気をくれまし
た。しかし見事に不合格（笑）

野村

「松島の花火」

20代前半迄季節を問わず車に
花火セットを積んでいる友達が
いて夏は浜辺でロケット花火、冬
は雪上で線香花火を同級生の
男女で楽しむのが定番でした。

早坂

「ロケット花火と
　線香花火」

20代の頃、彼と見に行った
帰り、ケンカ勃発!!後日サヨ
ウナラしました。（笑）

千葉

昼間の花火を初めて見まし
た！花火って夜だけと思って
いたので、ビックリしました
～！！

中学時代に友達と1時間かけ
て自転車で行きました。きれ
いで、楽しかったです！！

「古川花火」

「山形大花火大会」

渡邉

今年で40回目。おかげ様で
会社のBBQ大会しか頭に浮
かんできません。（笑）

社長

おおさき
花火大会

一発上がるたびに、玉やぁ
～！！玉やぁ～！！っと大きい声
で叫んでました。

土手にシートをひいて見る
花火は、とても迫力があり
ました！！

子供の頃住んでいたアパー
トの屋上で、毎年数人の住
人と鑑賞。プライベート感が
最高でした！！

氣仙 菅 熊谷 加藤

佐々木

伊藤

伊藤

「まさかの！？」

「帰ろう…。」

 今回の『つぶやき』は・・・

花火大会の思い出は？花火大会の思い出は？

「大曲の花火大会
（20代）」

「贅沢!!」 「山形･酒田の
　赤川花火大会」

「中新田花火大会／
　かみ鳴瀬川花火大会」

「松島花火大会」

（千葉）

高校の時、友達がボートから
落ちてずぶ濡れのまま観覧
している姿を見て笑いがと
まりませんでした。

いいね！

いいね！いいね！

いいね！ いいね！いいね！
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