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毎朝にんじんジ

ュースを家族に作

って人間の潜在寿

命の 120 歳まで家

族みんな長生き出

来たらいいなあと

本気で思っている 
…武田英昭です。… 

「また、やってしまった」（＾＾； 

今朝もいつものように朝一番に人参ジュースを

作って後かたづけで、 
チャンピオンジューサー

をきれいに拭いている時、 
「ガチャーン」 
「え、なんで」 

とびっくりして下を見たらテーブルからジャム

のビンが落ちて、割れて中のジャムがこぼれてし

まっていたのです。その時、ちょっとお盆にぶつ

かっただけなのに、ビンが落ちて割れてしまった

のです。自分が落して割っておきながら 
「何でこんな所に置いておくんだ」 
と女房を怒鳴ってしまいました。 
それを聞いた女房が 
「落して割った人が何で怒ってるの、反対じゃな

い」と反論、……（ごもっとも）……（＞＜） 
その言葉に、私も逆切れしてあやまるどころか逆

に「こんな所に置いておくからこんなことになる

んだ」「この辺もゴチャゴチャといつもだらしな

い」とつい余計に怒ってしまいました。…… 

まったく、すぐ「ごめん」って謝れないんだ。 
……その後の朝食は沈黙のまま。…… 
…会社に行ってトイレの前であったので、そっと

「さっきは、ごめん」と言ったら 
「そんなの聞きたくない、いつもそうなんだか

ら」…とその後無言のまま。 
いつもこうなんですよね。後で後悔するとわかっ

ていてもその時、素直に謝れない、なんか変な自

己を守る癖がついているようで本当に情けない。 
それからしばらくして事件があった場所に棚を

作ってやりました。せめてもの罪滅ぼしのつもり

です。…（ごめんなさい）…（＾＿＾） 
 

㈱菊池技建様の勉強会で講演 
「楽しく仕事しよう」 

㈱菊池技建様はしっかりした仕事をされる地元

の超優良企業です。また、菊池社長は経営者とし

て、私の尊敬する人です。その菊池社長様に私は

11 年位前に大変御世話になりました。これまで㈱

菊池技建様の「次世代を担う会」と「新年会」で

二度程講演をさせて頂きました。今回はこの厳し

い建築業界でどうやって生き残れるか？㈱菊池

技建様の営業の木村様より是非話をして欲しい

との御誘いを頂きましたので、勉強会という事で、

あなたにそして自分に

 

武田さん御

苦労様、勉

強会楽しみ

にしていま

すよ。 
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菊池社長い

つも真剣に

応対してい

ただき感謝

します。 

う～ん、こ

んな考え方

をすればい

いんだ～！ 

我々の考

えつかな

い発想だ

な～ 

㈱菊池技建様の社員様だけで講演させて頂く事

にしました。講演の前に菊池社長に今までの苦労

話や会社経営のモットーなどアンケートに記入

して頂き、そのアンケートをもとにインタビュー

に御伺いしました。 

その中で菊池社長は、「私の商売は一生残る物作

りの楽しさであり、そして毎年違う人に出会う喜

び、更に出会えた御客様に感動を与える仕事であ

る」と話されました。また「施主様が 100％満足

して当たり前で、施主様から感謝されてはじめて

感動につながり、120％の満足になる」と社長の

信念を話して頂きました。 

講演は㈱菊池技建様社員の皆様全員の出席のも

と 1 時間 30 分の予定でスタートしました。 
最近の建築業界は特に厳しい環境でいかに受注

に結び付けられるか、大変苦労されています。 
ほとんどの建築業者が前年割れの状態で我慢し

ています。そこでどのようにしてこの環境の中で 
受注を増やし会社が繁栄していけるのか、そして

社員の皆さんが自分の意識をどのように持って

日々仕事をしていけばそれがかなうのか、具体的

な考え方やその方法を紹介しながら講演させて

頂きました。 
 

ここで講演の内容を一部公開したいと思います。 
私は御客様に感動を与える為には、御客様の期待

の枠を超えたサービスを提供する事だと思いま

す。 
御客様がそこまで望んでいない、期待の枠を超え

たサービスを受けた時、御客様は自分の喜びを他

の人に話さずにはいられなくなります。    
そんなことが実際出来るのでしょうか。？ 
ここで紹介します。 
①この家に対する施主様の思いや家族の思いを

工事中の玄関脇の外壁に塗装工事の前に書いて

もらいます。そして、記念写真を撮ります。きっ

とすばらしい思い出になります。この事でこの家

に対する施主様や家族が自分達の思いを改めて

確認し合い家族の絆が深まります。 
②施主様と奥様の人柄をインタビューしてまと

め上げお二人別々に名前に由来するポエムを作

り、引渡しの時にお二人にそのポエムをプレゼン

トします。そのポエムの額を毎朝見てもらえる所

に飾ってもらい、そのポエムの思いを感じながら

日々生活していければ、家族みんな幸せに仲良く      
生活していけると思います。その事が感謝につな

がります。 
③ 菊池技建様は毎年 1,600 枚の年賀状とカレン 
ダーを配布しているそうです。 
もし、ほとんど費用を欠けずに、年賀状やカレン

ダーを配っていた今までの御客様に感動を与え

る事が出来るとしたら、その御客様は全員が菊池

社長の事を他の人に話してくれます。 
これが一番の営業になります。 
その方法も具体的に紹介させて頂きました。 
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講演の後、新宮常務様より「今日の武田社長の発

想は我々建築現場にいる者には考えつかない発

想で大変参考になりました」「外部から自社を見

る目が大切だなあ、と気づかされました」と 
大変うれしい言葉を頂きました。菊池社長からは、

何度も「ありがとう」と感謝の言葉を頂きました。 
㈱菊池技建様の為に少しでも役にたてたかなあ

と心の中でうれしく思いました。 

余計な話 （どうでもいい？） 
今月号で牛乳の話は最後になります。かなりいろ

んな方からいろんな意見や感想を頂きました。 
特に牛乳の仕事をされている方には、大変つらい

内容で申し訳なく思っています。でも、……でも 
私の牛乳の話を見て、それ以来牛乳を口にしなく

なって、こんなふうに変わりました。と大変有り

がたいメールも頂いています。  
そのメールを紹介します。 
「私の体験をメールさせて頂きます。」 
「幼少の頃から、アトピー性皮膚炎に悩まされて

おり、毎月、皮膚科へ行き薬を処方してもらって、

治す。また悪くなって皮膚科へ行くの繰り返しで

した。」大人になったら少しは良くなる方も中に

はいらっしゃるようですが、私の場合、一向に良

くなる気配が無く 
「どうすれば早く治すことができるのかな？」 
という思いでした。 
そんな時、武田社長から、体に良いと言われてい

る牛乳が、実は日本人の体には合わない。 
アレルギーを引き起こす要因でもあるんだと 

教えて頂きました。 
実は、私は牛乳が大好きで、体に良い、骨を丈夫

にする、という事を信じて、今までずっと飲んで

いました。 
「体に良くない、アレルギーを引き起こすという

事は、飲むのを止めれば、アトピーも少しは良く

なるのかな・・・」 
今年の正月から、一切牛乳を飲むのを止めました。 
一ヶ月を過ぎた頃から、自分の体に変化が現れま

した。 
今まで赤く、ガサガサして痒かった皮膚が、きれ

いになってきたのです。 
自分の生活の中で、唯一変えた部分といえば、牛

乳を止めた事。 
武田社長から教えて頂いたことを思い出し、身を

もって実感しました。 
アトピーの要因として、アレルギー、ストレス他

ありますが、今のところ、悪化しておらず、夜も

掻き毟る事無く過ごしております。 
最近、牛乳を口に含んでみたのですが、とっても

まずくて飲めないですよ。 
中嶋 秀樹 (当社仕入先メーカーです) 
 
中島君、メール本当にありがとうございます。 
私も「余計な話」で牛乳の事を載せて良かったと

思いました。一人でも多くの人がアトピーやアレ

ルギー（今、まさに花粉症）などが少しでも軽く

なればいいなあと思っています。 
牛乳関係の方には、本当にごめんなさい。 

こんな素

的なポエ

ム「あり

がとう」 

こ
ん
な
簡
単
な
事
で
「
ア

ト
ピ
ー
」
が
消
え
る
と
は

思
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た 
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はやく、す

べりたいな

あ！（＾＾）

さむいよ～

二番目が「あみ」です。 

スペシャルオリンピックス 
冬季ナショナルゲーム山形大会 
大成功でした。感謝、感謝 

細川名誉会長（細川元総理の奥様） 
「スペシャルオリンピックス日本の創設者で初

代会長。この人のお陰で我々の子供達が自分の生

き甲斐を見つけ、頑張る勇気をもらい家族共々成

長させてもらっています。」 
全国から集まったアスリートやボランティア、コ

ーチ、ファミリーで蔵王は人だかりでした。 
自衛隊も来てくれて、選手村のテントも設営され

仮設トイレなど、本当にここまで準備されたんだ

なあ……涙、涙、改めて感謝、感謝、です。 
前日の予選会は雪は降っていないのですが、体の

芯から冷える寒さで、ただじっとガチガチ震えな

がら観戦していました。 

 
さて翌日、いよいよ今日は決勝戦です。 

昨日の寒さがまるでうそのように、今日は最高の

天気でもうぽかぽかするようなすばらしい晴天

です。いよいよ「あみ」のスタートです。 
「あみ、がんばれ～、よし、いいぞ、よっしゃ～」

仲良くなった埼玉県の皆さんも、「あみ、ちゃ～

ん、がんばれ～」もう感激しました。 

 
高橋コーチ

に「今日ま

で本当にあ

りがとうご

ざ い ま し

た。」と御礼

を言ってい

る途中で声がつまって、もう涙が出てきて、しゃ

べれなくなってしまいました。そしたら、高橋コ

ーチも私以上に涙を流しているのです。 
思わず男同士で抱き合ってしまいました。 
それを脇で見ていた女房も涙、涙、三人でもう～

言葉がありませんでした。 
こんな感激は、本当に最高です。＼（＾０＾）／ 
一番左は、次男の晃治です。大学が春休みなので、 
東京から応援に来てくれました。「あみ」も 
晃治おにいちゃんが見に来てくれたと、かなりう

れしそうにしていました。 
全国からボランティアの方が何千人も来県され

サポートしてくれました。 
皆様のおかげで最高の大会になりました。 
本当にありがとうございました。 

すっごく、

は ず か し

い～、でも

うれしい。

本 当 に 今

まで、よく

が ん ば っ

たなあ… 
（＾０＾）

銀メダル 

この大会が新

たなスタート

です。皆さん

これからも応

援して下さい

ね（＾０＾） 


