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上棟式で玉串奉奠を終えて
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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 ～

　師走を迎え、寒さも本番。あたたかい家の有
り難みが増す季節となりました。
　早いもので「あんだん家」も今回が今年最
後、そして平成最後となります。春の業者会30
周年記念に始まり、夏には45周年祝賀会とあわ
せて会長の自叙伝「さぶちゃん奮戦記」の大崎
タイムス紙連載と書籍出版。
　さらには40回目の夏のBBQ大会。節目にふ
さわしい出来事が続きました。一貫して続けて
来た「あたたかい家づくり」はオール電化や太
陽光発電と組み合わせながら、次は蓄電池・自
給自足へと進んでまいります。
　私たちは、お客様とのお付き合いを大切に、
これからも末永く喜んで頂ける住まいを開拓し
続けます。
　最後に今年一番心に響いたアメリカの哲学
者の名言とともに今年最後の「あんだん家」を
締めくくりたいと思います。
　皆さま、本当にありがとうございました。

さぶちゃん奮戦記出版を記念して

40回目を迎えた毎年開催のBBQ大会

三成会の30周年を記念して沖縄旅行

12月号12月号
第74号第74号

2018年2018年

エリック・ホッファー

変化の時代には、学ぶ者が地上を制し、学ぶことをやめた者は、
自分の力を発揮できる世界がもはや存在しないことに気づく

日頃の感謝を込めて新春お客様感謝祭を
開催致します!!毎年大好評の餅つきや大
抽選会はもちろん昨年好評でした、落語
とカルタ大会も実施致します♪皆様のご
来場お待ちしております。

日時：2019年１月１３日（日）　１０時～１６時
場所：アイムショールーム

新春・お客様感謝祭＆はじめてカフェ♪
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OPEN HOUSE

　太陽光・蓄電池担当の野村です。
　当社では、太陽光発電システムを設置していただいたＯＢ様を
対象に、これまでに４回にわたる蓄電池説明会を開催してきまし
た。太陽光発電の固定価格買取制度における１０年間の余剰買
取が２０１９年１１月より順次期間終了を迎えるにあたり、これか
らの蓄電池活用方法や効果的な電気の使い方をご説明し、理解
を深めていくという内容のものです。特に強調したいのが、太陽
光で発電した電気を蓄電池に貯めることで、インフラになるべ
く頼らないライフスタイルが実現できるという点です！！
　また、東北電力では１０年間の固定価格買取制度が終了した後
も買取を続けると発表がありました。詳細は未定ですが買取価格
は大幅に下がることが想定されます。来年には全国５３万件もの
方が買取期間終了を迎えることから、常に最新の蓄電池に関す
る情報を収集し、これからも皆様にタイムリーな情報をお伝えし
ていきます。

　太陽光・蓄電池担当の野村
　当社では、太陽光発電システムを設置していただいたＯＢ様を

蓄電池説明会の風景

最新の蓄電池

イベントレポート
蓄電池の
  あれこれ♪

　住宅営業部の渡邉です。
　先日、今年最後となる完成見学会を行いました。
　当社にご依頼を頂いた時は県外にお住まいだったお施
主様。お打合せの度に遠路通って頂き、こだわりのつまっ
た理想の家が完成致しました。収納もたっぷりながら
家事動線も良く、使いやすい回遊型の間取りはご来場頂
いた方々にも大変好評で、お陰様で今年一番の来場者
数となりました。その他にもオーダーメイドの食器棚と洗
面化粧台、壁面にはタイルやエコカラットを採用、ロフト
は１８帖もあり小上がりの畳コーナーまであります。断熱
材もダブル断熱、サッシもトリプルガラスを採用し見た目
も機能性も良い最高級仕様の住宅に仕上がりました。
　そしてさらに今回は、久しぶりに私が職人としての出
番も・・・・私も思い出となる楽しい現場となりました。この
度も見学会の開催にご協力頂きましたお施主様、大変あ
りがとうございました。
　これから暖かくて快適な我が家で幸せな時間をお過ご
しください！      

～ こだわりのつまった理想の家 ～

オーダーメイド食器棚

階段下にはルンバの部屋が！

この壁のウッドタイル、私が貼りました！

オーダーメイド食器棚

階段下にはルンバの部屋が！

この壁のウッドタイル、私が貼りました！

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

　平成最後の年越しとなり、住まいの大
掃除をしては如何ですか。
　今回は浴室清掃のお話しを致します。浴

室清掃は「黒カビ」との闘いです。ポイント

は、「カビ菌は見えない場所に潜んでいる」

点です。陰にも潜んでいる為、見える所を

いくら洗っていても直ぐにカビが生えて

しまいます。カビの温床は、「換気扇内部・
サッシ廻り・棚裏側・浴槽パン」です。こ
の機会に、チェックしてみてください。

　「カビ取り剤・鏡の曇り除去剤」は、ユ

ニットバスの素材も傷めるので過度の使

用は控えて、入浴後に「石鹸カスを残さな

い・換気をする」等、発生源を無くす工夫が

必要です。換気扇・浴槽カバーの取り外し

等、ご不明な事がありましたらお気軽にご

連絡下さい。

こんにちは工務店の加藤です。

浴室清掃のお話し

このフックを摘むようにして引き抜きます。 エプロン：外れる場合は清掃できます。

一般的な排水口

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。

年末年始について
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家事動線も良く、使いやすい回遊型の間取りはご来場頂
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　平成最後の年越しとなり、住まいの大
掃除をしては如何ですか。
　今回は浴室清掃のお話しを致します。浴
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浴室清掃のお話し

このフックを摘むようにして引き抜きます。 エプロン：外れる場合は清掃できます。

一般的な排水口

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。

年末年始について
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　早いもので今年も残りわずかとなりま
したね!!
　本年もあんだん家をお読み頂きあり
がとうございました。
　さて、年明け一発目には「新春お客様
感謝祭・はじめてカフェ」を開催します。
はじめて参加する出展者様もいますの
でお楽しみに♫

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？(^^)

スタッフの

つぶやき

「3年続けてお参りするとお
金に困らない伝説」を今年
達成!!実現できるといいな
ぁ…

野村

金華山黄金山神社に
3年連続参拝!!

来年こそは、日本シリーズも
制して日本一！

早坂

広島、セリーグ
3連覇

娘（中２）がソフトテニスの
シングルス大会で県２位！！
応援も大盛り上がりでし
た。

今野

ソフトテニス

社員旅行で行きましたが、時
間がまったりと流れ、良かっ
たです。

加藤

今だに夢のような出来事だと
思っていますし、皆様への感
謝しかありません。

社長

45周年祝賀会と
さぶちゃん奮戦記

長野旅行

 今回の『つぶやき』は・・・

今年一番の思い出は？

（千葉）

台湾と沖縄旅行!!最高に楽
しかったです。ちょっと旅行
に目覚めたかも…（笑）

千葉

今年は娘の中学校卒業と
高校入学が我が家の一大
イベントでした！

渡邉

伊藤

伊藤

2ヶ月連続旅行♪ 卒業＆入学 １人旅

思いつきでぶらっと島根へ！
走行距離3,000㎞でした。

いいね！ いいね！

今までJリーグ、天皇杯など
20冠していたがACLは初
めてでした。クラブワールド
カップに期待です。

鹿島アントラーズ
ACL制覇

岩崎

社員旅行の台湾の旅！初海
外ということもあり楽しか
ったです。（息子の中学入
学は2番目です。笑）

台湾!!

庄司

12月中旬まで今のところ何
もありませんが、残った日数
の間に良い事があればと思っ
ています。「宝くじ当たるか
も！」でもまだ買ってません…。

佐々木

宝くじ！？

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←

〒981-3351富谷市鷹乃杜1-10-9

おかげさまで45周年

■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。

菅原工務店富谷ブランチ
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

11月に「大洗あんこう祭」へ
行ってきました。アニメ、ガー
ルズ＆パンツァーのイベント
もあり盛り上がりました。

泉OB様感謝祭の泉ヶ岳か
ら始まり栗駒、七ッ森、登山
づくしの１年でした!!

氣仙

登山 茨城県 大洗へ！

娘が大学入学のため、栃木
県へ。うれしい反面、少しさ
びしいですね。

娘の大学入学

今年の５月に長女が結婚し
たことです。

娘の結婚

菅原 佐藤 渡邊

Mem�ies of 
this ye�

2位
3位

1位1位 佐々木（9点）
伊藤（8点）
早坂、今野（7点）

いいね！獲得
ランキング!! 2018
いいね！獲得
ランキング!! 2018

いいね！

いいね！

いいね！ いいね！いいね！ いいね！いいね！ いいね！

いいね！ いいね！ いいね！ いいね！いいね！

いいね！ いいね！ いいね！
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