
私、武田英昭とご縁のあった御客様に月に一度、お届けする、感謝の気持ちをこめたレターです！          No.9 平成 20 年 8 月号  

「どんまい どんま～い」           

失敗した時、がっかりした時、つらい思いをした時、落ち込まず再チャレンジ出来る様にとの思いでお客様と私の心のかけ橋のレターを送ります。 

毎月 1 回発行 発行編集責任者 武田英昭  ㈱タケダ    山形県山形市あかねヶ丘 3-18-1 電話：023-644-5633 FAX：023-644-5663 
携帯ｻｲﾄ：http://www.just.st/7173825

他の月の「どんまい どんま～い」を見逃した方は㈱タケダのホームページからぜひ御覧下さい。 

    メール：takeda02-ht@yamagata.email.ne.jp     URL：http://www.k-takeda.net/ 
ﾈｯﾄｼｮｯﾌﾟ http://www.k-takeda.net/shop/ ﾌﾞﾛｸﾞｻｲﾄ http://donmai55.seesaa.net/ 

 皆さん恥ずかしいのですが、一応見て下さい。 
もしかしてまた生えて来たら、なんて、淡い期待

を持っている武田英昭です。（^○^） 

会社の女性（匿名希望 T さん）が私の頭をマジマ

ジと見ながら、「社長、 近増えたみたい」 
私：「まさか、またまた。」 内心ほんとかな？ 
また、またその気にさせといて……ﾙﾝﾙﾝ♪♪ 
女性：「本当に増えてるよ」 
私：「う。そ～ 増えてるわけないよ。ほんとに

もう」♪♪ 
女性：「前に撮った写真あるんじゃない」 
私：「あるけど、増えてないよ。でも、そんなに

言うなら見てみる？」 
内心ひょっとして ほんとかなあ（＾ｖ＾）♪ 
女性：「見た～い」 
それじゃ、という事で前の写真を探して二人でマ

ジマジと見て………しばらく声が無い………… 
女性：「あれ、？……？？」 その次の声が無い 
私：「もういいよ」…ショック…涙 涙（T＿T）； 
私：「だから言ったじゃない。ほんとにもう……」 
一瞬のぬか喜びでした。 
でも、確かになんか産毛がうっすらと生えてきた

ような気がします。写真でわからない程度ですが 
これも、気のせいかな？？ 

 

あなたにそして自分にも 

洋大学「甫水会」山形県支部総会 
 東

長男の兼詞の大学の父兄会に出席してきました。

兼詞は現在 4 年生で順調に単位もとっており、就

職先も内定しました。 
家業は継がないと宣言されていましたので、自分

の人生を自分の納得のいくように生きてくれれ

ばいいと思っています。 
東洋大学は他の大学に無い父兄会があります。 
年に 2 回総会があり、大学側から山形まで来てく

れて、親と個人面談をしてくれます。個人面談で

は、子供の勉学の現状説明と今後のアドバイスを

してくれます。 
総会の後の懇親会では、大学の教授を囲んで他の

父兄とお互いの悩みなど聞きたい事をいろいろ

聞けましたので、皆さんとても喜んでいました。 

この「甫水会」山形県支部の支部長を広谷さんは

2 年間引き受けてくれました。 
ほとんど御夫婦で準備や段取り手配をされ、会計

帳簿までも全部やってくれました。 
今までは毎年 1 年交代が通例でしたが、広谷さん
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だけ初めて 2 年間もやってくれました。 
広谷さんは支部長在任中、一度も県議会議員の顔

をしませんでした。 
本当に素晴らしい方です。ただただ、感謝です。

 
甫水会本部（東京）からも常任理事の森田さんが

来てくれました。 
森田さんは現在設計事務所をされていて、それま

では大手ゼネコンに勤務されていたそうです。 
まさにうちの兼詞が目指している人生のお手本

そのもののような人でした。 
本当によくやってくれるもんだなあ～ 
兼詞も森田さんのようになってくれたらなあ～ 

  この生活を始めて約２ヶ月半になりますが、 
健康診断の結果の数値から見ても、成果は如実に

表れていますし、なによりも体が本当に軽く感じ

ますｖ（＾＾） ※そして快便です（笑） 
 自ら身をもって実践していくことで、それが自

分の体に結果として表れてくるので非常に楽し

くもあります。 
武田社長のお話で感銘を受けた一人として、 
大山さん。私の「余計な話」から実践してくれる

のは、本当にうれしいです。ありがとう 武田 
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 

スバルの奥山様より            

今回は水ですね。確かに、純粋に「水」を飲む、

というのは少なくなりましたね。たまーに、ミネ

ラルウォーターを買って飲む時はありますが、自

宅ではほとんどお茶（緑茶やウーロン茶）です。 
最後に、「余計な話」は、私は断然支持派です！

毎回楽しみにしております！ 
奥山さん。当社のホームページから毎回見てくれ

て、ありがとうございます。これからも「余計な

話」は続けていきたいと強く思いました。武田 
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆   

㈱日垣本社 丸山様より 又、菊地教授や大学関係者の方々わざわざ、山形

までお越し頂きましてありがとうございました。 どんまい どんま～い毎号楽しみに拝見してい

ます。なかでも余計なはなしは、次は何かな？と

楽しみにしています。 
計な話の反響について 
 余 

㈱クマモト東京支店 大山様より というのも、私も静岡から新潟に来られるＷＨＯ

に所属している先生に３～４年前からカウンセ

リングを受けていて、タケダ社長から話を聞いた

時、似ている事が多くありとても共感致しました。 

毎度、楽しく見させていただいています。 
「どんまい どんま～

い」のおかげで最近「健

康」について、真剣に気

をつけるようになって

きました。以前は、脂っ

こい食べ物を好きでよ

く食べていましたが、今

は野菜・魚を中心にして

います。 

余計なはなしの中には、私もまだ知らない話が沢

山出てくるので、毎号少しのスペースでもいいの

で、続けてください。 
丸山さん。ありがとうございます。私なりに学

んだ事を「余計な話」で今後も続けたいと思い

ます。武田 
☆ ★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 
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タッフ紹介コーナー 

㈱タケダのトップ営業マン ＜吉田主任＞ 
ス 

吉田主任へ 
今回のスタッフ紹介、吉田君に無理にたのんで 
かなり悩ませたようで、ごめんなさい。 
自分の事、あまり話したくない事だってあるよね。 天童、東根、村山地区、庄内地区担当の吉田主任

です。なかなか笑顔を作るのが苦手でこの写真が なんか、無理やりこのコーナーに依頼したのが 
一番の笑顔です。 コメントもらってわかりました。 （すまん。） 

でも、是非皆さんに吉田君の素晴らしさを紹介し

たいと思っていたので、あえて拝み倒ししました。 
自己紹介コーナーですが、吉田主任からのコメン

トをそのまま紹介します。 
写真取らしてくれてありがとう。  武田英昭 

 

 

 
蒸し暑い今日この頃、砂漠とギャンブルの町ラス

ベガスで 6/28 日フィリピンの「マニーパッキャ

オ」が WBC ライト級チャンピオン「デビットデ

ィアス」に 9R に KO で勝利、四階級制覇を成し遂

げた。「マヌエル・マルケル」から WBC スーパー

フェザー級のベルトを奪いアジア人初の三階級

制覇を成し遂げたのは三ヶ月前、「フロイドメイ

フェザーJｒ」の引退で PFP ランキング 1 位にな

り、7 階級 UP 四階級制覇を果たし、1 試合六億

のファイトマネーを稼ぎ出すフィリピン人はど

こまで行くのだろう。 

長谷川穂積がラスベガスで「イスラエル・バスケ

ス」「ラファエル・マルケス」あたりにからめれ

れば「マルコ・アントニオ・バレラ」「エリック

モラレス」相手に名を上げた「パックマン」のよ

うになれる日も……… 

と考える今日この頃の天童、庄内方面担当の吉田

でした。 

 
 
 
 

え、笑えって言われても、 
むりっすよ。 
自己紹介って言われても、 
こんなんでいいっすよね。 

吉田主任の紹介を私がします。 
吉田君は、鶴岡出身で前任の加藤君がプロボクサ

ーを目指し退社する 3ヶ月前位に単身鶴岡から来

てくれました。その時は本当にいいの？？？ 
そんな、なんか申し訳ないような気持ちでした。 
いきなり何の予備知識もなく天童東根地区の営

業担当を任せてしまって。 （すまん） 
かなりきついスタートでした。前職が土木関係の

仕事だったので、まったく何もわからないまま担

当になってもらいました。かなり無茶苦茶な担当

就任でしたが、本人の並々ならぬ努力でこちらが

心配する程でもなく、何のトラブルもなく担当替

えが出来ました。 （本当に大変だったろうね） 
その後は、任せて安心で御客様の信頼も絶大で 
本当にうれしく思っています。 
㈱駒林様の菅原常務様より「吉田君は本当によく

やってくれるので助かっている。絶対どんな事が

あっても、うちの担当は、吉田君から替えないで

くれ」とうれしい御言葉を頂きました。 
吉田君がこれ程まで、御客様に信頼されている事

が確認出来、本当にうれしく思いました。 
庄内出張から帰ると机の上には、FAX の見積りや

注文請け書の山で大変ですが、宜しく御願いしま
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す。実は年間を通して一番売上が多いのが吉田主

任の地区です。それだけ仕事の量も多いはずです。 
本当に毎日御苦労様です。   
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吉田君の頑張りで御客様と当社の関係が深まり 
みんな笑顔で仕事が出来ます。感謝  武田英昭 

余計な話、どうでもいい？ 

毎日暑い日が続きますが、皆さん、水分は充分補

給されていますか。？ 
私達の体にとってどんな水分を取れば、私達の体

の細胞が元気になれると思いますか。 
自動販売機や市販のペットボトルのミネラル水

やお茶や天然ジュースなどは、賞味期限付ですが、

日持ちしますよね。水だって本来は変化しますよ。 
これって全て防腐剤が入っているので、日持ちす

るんですよね。防腐剤が体に言い訳ないですよね。 
それじゃ、スーパーで自由に汲んで持ち帰れるあ

の逆浸透膜ろ過システムで作られた「純水」なら

いいのかな。 
実はこのような水を飲み続けている人の胃には、 
「ヘリコバクター ピロリ」という俗に言うピロ

リ菌が繁殖している事があるそうです。 
私も知らなかったので、驚いています。 
大阪の岩本先生御指導ありがとうございます。

それじゃ、水道の水はどうでしょうか。？ 
私の会社では、㈱日本トリムの電解還元水を飲み

水にも調理にも何でも利用しています。この電解

還元水を作る元の水は水道の水です。水道の蛇口

に㈱日本トリムの機械のホースをつないで機械

の中で塩素や雑菌を取り除いてから電気分解さ

れて、水道の水が、電解還元水と酸性水に分かれ

て、別々のホースから出てきます。電解還元水は

活性水素が含まれているので、私達の体の中の活

性酸素を中和して尿と一緒に体外に流してくれ

ます。活性酸素はテレビでも“みのもんたさん”

があらゆる病気のもとになっていると訴えてい

ますよね。私は毎日 2 リットル飲むようにしてい

ます。問題はもう一つのホースから水道の水の量

の 3 割位出てくる酸性水です。 
この酸性水は、空から降ってきて樹木を枯らして

しまうあの酸性雨と同じものです。 
という事は、水道の水を飲んだり調理したりして

体の中に入れる事は、そのままあの酸性雨を体の

中に入れているのと同じ事になるのです。 
この酸性水は沸騰させても冷凍させても、やはり

酸性のままですので、体の中を錆び付かせる原因

にもなっていると思います。 
私の会社に来て感心のある御客様にこの電解還

元水を飲んで頂いて、その後この別のホースから

出ている酸性水でうがいをしてもらうと、みなさ

ん「う。なんだこれ」と驚きます。 
「この酸性水を水道の水を飲んでいると、自然に

体の中に入れているんですよ。」と私が話しする

と皆さん納得されて、驚いています。 
電解還元水はこの他、果物や野菜に付着している 
農薬を抽出してくれるので、電解還元水に果物や

野菜を浸して付着している農薬を出来る限り取

り除いてから、料理しています。 
皆さんは、この話どう思いますか。？ 
 

編集後記 
今月号は、私の頭を初公開してしまいました。 
なんで、「こんなはずかしい事、平気なの」と 
質問されそうですが、同じ思いの方もおられるの

ではないかと思い紹介させて頂きました。 
☆ ★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 
吉田主任は、どちらかと言うと職人はだのような

感じで口数は少ないのですが、やる事は、きちん

とやる。といった信頼されるタイプです。 
皆さんもわかっておられると思いますが。 
☆ ★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 
余計な話はちょっと強烈過ぎてきつかったかな 

最後のページは写真がなくてすみませんでした。 
＜＜質問は個別に受け付けますのでどうぞ＞＞ 


