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あなたにそして自分にも 

小学校の頃、“はだかの王様”

の学芸会で“大臣の役”で自

分の登場の場面になり舞台の

中央に立って御客様の方を向

いた途端、頭が真っ白になり

自分の“セリフ”を忘れてし

まった武田英昭です。 

舟形町のあゆ釣りの盛んな小国川で、スペシャ

ルオリンピックスの高橋コーチ夫妻のキャン

プに家族で参加して来ました。大勢の仲間が集

まり天気もよくさわやかで、ワイワイと本当に

楽しい一日でした。 
子供達は高橋さんの二匹のわんちゃんにもう

夢中で三人でかわいがりまくっていました。 
高橋さんありがとうございました。 その時、先生の方を向いたら、セリフを教えよ

うと口を動かしてくれているのがわかるので

すが、そのセリフが思い出せなく、その後自分

でどうしたかまったく覚えがありません。 

また夏のキャンプを楽しみにしています。 

スガツネ工業㈱東京ショー

ルーム見学バスツアー開催 
いくら思い出そうとしても思い出せないまま

です。 当社のメイン仕入先メーカーであるスガツネ

工業㈱の東京ショールーム新作発表会に山形

より大型バス二台で行って来ました。 
その忘れてしまったセリフは、王様が裸なのに

王様の服装を大臣としてほめなければならな

い場面で「こまったなあ」というセリフでした。 2 日前からキャンセルが 10 人程でてしまい、ど

うなる事かと本当に心配しましたが、東京往復

日帰りの強行スケジュールにもかかわらず多

数の御参加を頂きました。 

～その後どうしたか思い出せないんだよな～ 

仲間とキャンプに参加 
改めて感謝申し上げます。5 月 24 日当日は、御

客様は朝 6 時 15 分まで当社に集合予定で、社

員と関係スタッフは 6時集合です。私は 5時起

きして、駐車場の配置を心配していました。御

客様全員の車がはたして当社の駐車場に全部

駐車出来るのか本当に心配でした。5時 30 分に

早速もう一番に御客様が来てくれました。なん

と庄内町の㈲斎藤建具店様です。御ひいきにし

てもらいながらまだ一度も挨拶に御伺い出来

ないままでしたので早速名刺交換させていた

だき、会社の在庫などを見て頂きました。 

モモちゃん♪かわいい♪ワハハ、ワハハ

うちの“あみちゃん”は何食べてるの？？ 「こんなに早く一番遠い人が一番乗りですね、
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何時頃起きてこられました？」「3 時です」 バスに乗って早速感謝の挨拶をして、現在の当

社と御客様の関係について、私の思いを話させ

て頂きました。それから“御客様から感謝して

もらえるサービス”について私の考えを述べさ

せてもらいました。そんな話をしているうち、

もう安達太良 SA に着きました。予定ではここ

で私は二号車へ移動して二号車の皆さんに感

謝の挨拶をする段取りでしたが、まだ話足りな

いので、次のサービスステーションまで一号車

で話させてもらいました。 

「3 時ですか。そうですよね。本当にありがと

うございます。」今回のバスツアーには、なん

と斎藤さんのように県内各地からの参加の為、 

本当に皆さん朝早くから大変でした。米沢や新

庄や尾花沢や朝日町や河北町や村山市など当

社にくるまで一時間や二時間かけて着てくれ

ました。参加された皆さんは本当に仕事に真剣

な取り組みをされておられる方々で感心させ

られます。 

上河内 SA で二号車へ移動して、参加された皆

さんが本当の意味の“成幸者”になるにはどの

ような事に心がけていくべきなのか、私の気持

ちを話させてもらいました。 

私の“成幸者”の意味は幸せになれる人の事で

“自分の心と体を健康にしてさらに自分の回

りの人にその喜びを広げられる生き方をして

行けばその喜びがまた自分に帰ってくる”とい

う私の思いをまた熱く話させてもらいました。

そんな話をいているうち、あっという間に東京

に着きました。 一号車の皆さんです。うちの社員はバスに

朝食と昼食の弁当を積み込みの最中でし

た。さあ、これから出発です。 

スガツネ工業㈱の菅佐原社長様が私達の到着を

待っていてくれました。ショールームの中でも当

社の御客様へ挨拶して頂きました。少しでも当社

の営業がやりやすくなるようにと御尽力いただ

きました。本当にありがとうございました。 

二号車の皆さんです。朝早くから本当にあ

りがとうございます。今日一日最高の日に

なるよう精一杯準備しております。 
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ショールームの中で「我々で一枚とろうか。？」

と思ったらもう吉田主任は先の方に進んで行

ってしまったようです。1 階から 6 階までビル

全体がショールームなのでもう探せません。 

引き出しが出るんじゃなく、側板が移動す

るなんてまさに逆転の発想だね。フムフム 

あっという間に帰りの時間です。またバスの中

で熱い話で盛り上がるよう頑張らなきゃ。 あれ、吉田主任がいな

い。どこいった？ 
 

今日はバスの中で話してもらう講師を二人お

願いしています。行きのバスの中では、私の話

の後に㈱日本トリムの菅原さんにより、電解還

元水によって私達の体の中の活性酸素を取り

除き健康な体を作り上げる話を実験を交えな

がら話して頂きました。皆さんあの強力な消毒

の為の酸化液“イソジン”が電解還元水により

中和されて透明になってしまったのには、驚き

の様子でした。また、水なのに少量のお茶に電

解還元水を加えていくと、お茶が増えていくよ

うになったのも「なんで？なんで？」の驚きの

連続でした。改めて電解還元水がお茶のエキス

を抽出する威力に目を見張っていました。この

威力で果物や野菜やお米などの付着している

農薬などを抽出して取り除いてしまう話をさ

せていただきました。 

 

 

ショールームの中の展示品はさすがスガツネ

工業㈱さんです。時代の最先端の商品がもう目

白押しで目を白黒させながら感心していまし

た。 
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 ホウ、なるほど

帰りのバスは、私はまず二号車に乗り「今日の

バスツアーに参加されてためになったと思う

方は手を上げて下さい。」と私が質問すると皆

さん全員がさっと生き良いよくあげてくれま

した。思わず「あ～りがと～ございま～す♪」

吉田主任がいました。一番乗りの庄内町の

斎藤さんといっしょでした。 
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と大声で叫んでしまいました。  

その後また、健康について用意していた DVD を

見て頂きました。その後また私の話で健康につ

いてお伝えしました。その後一号車へ移動して 
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また「今日このバスツアーに参加してよかった

と思う方は手を上げて下さい。」と同じ質問を

したらまた全員の御客様がすぐ迷いもなくあ

げてくれました。そして「社長が早く一号車に

戻ってきてまた話を聞かせて欲しかった。」と

言われました。これには思わず声が震えるよう

な感激をもらいました。皆さんこそすばらしい 

前向きな方ばかりで本当にありがとうござい

ました。 

余計な話、どうでもいい？ 

私達の体には生まれた時から浄化力（免疫力） 

治癒力、機能維持力というものが備わっていま

す。自分の体は常に有害な老廃物や活性酸素を

取り除き、健康体になろうと努力しています。 

☆☆☆ 編集後記 ☆☆☆ 

スガツネ工業㈱ショールーム内覧の 
バスツアーに参加された皆様、本当に 
お疲れ様でした。朝の 3 時から起きて 
参加され、帰りは 12 時近かった事でしょ

う。往復 10 時間のバスの中は、私も準備

していた話で、精一杯話しさせて頂きまし

た。最後はのどがカラカラでした。 
でもやり終えて、皆様にお伝え出来た喜び

でいっぱいです。 
それからバスの運転手の皆さん御苦労様

でした。無事山形に戻ってこれてほっとし

ています。 
それから、名鉄観光の津根さん、ゴミ処理

から弁当の手配ありがとうございました。

それから㈲阿相商事さん、朝と昼の弁当の

準備ありがとうございました。 
それからエクセレントの奥山さん、DVD
の準備や資料の準備本当にありがとうご

ざいました。 
それに㈱日本トリムの菅原さん御苦労様

でした。 
それから当社の男性諸君本当に御苦労様

でした。各自の役割をしっかりこなし、無

事帰ってこれたのもみんなのおかげです。

それから最後に女房に感謝します。 
バスツアーに本当は自分も行きたかった

のに“あみ”と留守番になってごめんなさ

い。でもやはり“あみ”にはかなりきつく

無理だったと思います。 
皆さん、本当にありがとうございました。

 
＼（＾０＾）／ ☆☆ 武田英昭 ☆☆ 

体にとって有害な物が体内に入ってくれば、 

それを排泄しようとしますが、排泄されずに蓄

積されたままの不要な老廃物や、誤った食習慣

の為に体内で形成された有害物質、及び加工食

品に含まれる添加物などの毒素が、血液の中に

入ってしまい、さまざまな病気のもとになって

います。この毒素は強力な活性酸素といわれて

いるもので、猛烈に有毒でちょうど、衣類に塩

酸をかけた時のように、体内の組織を破壊して

いきます。それが最悪になれば私達の DNA まで

破壊してしまい、“ガン”になってしますので

す。ですから“ガン”になったら自分は運が悪

いのではなく、｛自分の身から出た錆｝なので

す。日頃の生活習慣により人間の潜在寿命であ

る１２５歳まで長生きできるようこれから毎

月少しづつこのコーナーで御紹介させて頂き

ますので、  
＜お見逃しの無い様に＞ 


