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私の初体験！！ 

読まれたくないな～ 
保育園の頃、近くの池の

大きな石を、飛び跳ねて遊

んでいた時、すべって池に

落ちてしまった 武田英昭

です。 
 その時、男の子用のパン

ツがなかったので、先生か

ら、女の子のパンティー

をはかされました。 
初体験でした（笑） 

とても恥ずかしくて不思議で変な感じでした。 
こんな事、今まで誰にも言えなかったなぁ～。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
9 月と言えば残暑の厳しい季節！ 

ところが、今年の夏は暑さも短期間で、一挙に秋

が来たような感じです。今まで薄着していて、つ

いそのままで、「お～さむ 長袖のシャツ持って

くるんだったあ～」なんてならないよう注意して

下さいね。さあ、今月も

“どんまい どんま～

い”のスタートです。 
 

今回から特にあなたに

楽しく読んでもらえるよう

に、少しずつ趣向を凝らし

ていきます。 

是非、是非、最後まで読ん

で下さいね。 

そして、感想なんか、もらっ

たら飛び跳ねて喜こんじゃ

う～  ＼(^o^)／ 

御客様紹介コーナー 

あなたにそして自分にも 
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んまんま  

 1+1 はにー最近ブログも まんま 

はじめました！！  

http://donmai55.seesaa.net/ いつも良き取引をさせていただき、誠にありが

とうございます。【どんまい、どんまーい】毎月請

求額を忘れてしまうぐらい、ぎっしりとした内容

がうたわれており、ただただ感心しております。 
毎月気持ちのこもったレターをいただき、共に社

内体制及び社員の紹介までしていらっしゃる会社

は、まず聞きません。とても気持ちがオープンで

あらせられ、感謝の意というものが伝わってきま

す。                 金澤                                    

                                                                                                                   

御客様のカナザワ建具店様より感謝のメールを

頂きました。金澤さん、こんなにうれしいメール

頂き本当にありがとうございます。それに「あら

せられ」だなんてそんな敬語いらないですよ。写

真は離乳食がスタートする頃に行なう「お食い初

め」だそうです。毎月発行していて、どんなふう

に感じて下さっているか、かなり気になります。 

待ってまーす 

少しでも楽しい雰囲気にしようとか、何か役に立

つ話をしなくっちゃとか、いろいろ考えながらやってい

ますので、かなりうれしいです。 

「どんまい どんま～い」を今後も楽しく、は

りきって続けて行きますので宜しく御願いします。     

        武田英昭      
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胸がグット！熱くなる 
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キャンプに参加！ 
 

 Good な 

8 月 15 日～17 日まで山形県立保健医療大学のサ

ークル”清い翼”の学生さんが中心になって西川町

の本道寺地区の公民館で知的発達障害児達のふ

れあいキャンプが行われました。 

おれも前で 

踊りて～な。

障害のある子供達と学生さん達が合宿をして ヤッショー マカショ～  
いろいろなレクレーションをしながら、子供達との

ふれあいを深めるキャンプです。 
正座して聞いて  

 このキャンプは、子供達が親から離れて生活する

事で成長し、さらに将来医療に携わる学生達が貴重

な経験を積む事が目的です。 
いました。 

バーベキューの後、学生さん達が子供達を寝かせて

から、いよいよ夜 10 時から私達父母と学生さん達

の懇親会です。毎年 12 時過ぎるとの事で、覚悟し

て参加しました。 

うちの娘の「あみ」も参加させてもらい、2 日目の

夕方からのバーベキューに私達夫婦も参加させて

もらいました。 

懇親会なのでガヤガヤと騒ぐのかと思いきやなん

と正座して聞かなきゃなんないような学生さん達

一人一人の担当の障害児とのかかわりの中で得た

感想発表会でした。 

 美人に囲まれて 

嬉しいな！！ 

 
あまりに真剣な話しなので、正座して聞いていまし

た。（途中しびれてくずしましたが(^^ゞ ) 

自分達、親が日頃、出来ていない子供とのふれあ

いを聞いているうちになんか、自分が反省させられ

るような気持ちでした。 
 学生さん達の発表の後は、私達父母の発表です。 

笑顔が素晴らしい！！ 

おっ、オウラが見えます。

同じ知的発達障害の子供を持っているお母さん

達と写真を撮りました。皆さん、本当に明るく人

生の苦労を一山も二山も乗り越えて来た、たく

ましいお母さん達です。  

親は親としての思いが又有り、その話で一人一人の

親の話も熱く語りあいました。 
その後、顧問の朝倉先生がバーベキューの後、い

ないので、代わりに八柳先生が 
 

 公民館の中では学生さん達と子供達が花笠踊り

や歌を歌ってにぎやかに楽しんでいました。 

「実は、朝倉先生の母親が危篤状態の為、病院に向

かっているので私が代わりに話します」      
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自分の母親が危篤状態なのに、このキャンプに

顧問として付き添ってくれる朝倉先生のこのキャン

プにかける思いの強さを改めて感じました。 

ひであきの 

健康にちょっといい話   
 人間は 35 歳を過ぎた頃から、活性酸素を抑制

する体内の酵素が減り始め、様々な病気の症状が

起こってきます。これが老化の始まりです。こ

の活性酸素をいかにして除去するかがアンチ

エイジングにとって最も重要です。当社では美

味しい胃腸にいい水として㈱日本トリムの電解

還元水を飲んでいますが、還元水を強にして出し

た水の溶存水素濃度は1リットル当たり0.48ｍｇ

だそうです。 

朝倉です。笑ってくれって… 
こんなかんじかな。 
えっ 笑ってないって…？？ 

八柳先生の話が終わる頃、朝倉先生が又、戻って

来ました。 
父兄みんなして、「大丈夫ですか？」 
八柳先生が「すみません。話してしまいました。」 
朝倉先生が「御心配おかけしてすみません。現在

意識がないので戻って来ました。」 
いやあ、もう胸が熱くなり、何かもうどうしよう

もなくこみ上げてくる物がありました。  
（株）タケダで使用している電解還元整水器 本当に、朝倉先生、八柳先生、学生の皆さん、

ありがとうございました。 
この濃度はあの玉川温泉の 7 倍です。この

水素が活性酸素を中和して尿や汗として体外に

出してくれるのです。又その酸化を還元する電位

はマイナス 378 です。マイナスになればなるほど

還元力が強くなりますが、なかなかこの酸化還

元電位がマイナスになる水は他にはありませ

ん。又ペーハーが 9.81 と強いアリカリ性の為、こ

れも体の酸化を防いでくれます。 

感謝、感謝、感謝、自分も心の宝物をもらいました。 

キャッホー 上手にトッテネ～ 

人間の体はペーハー7.35 の弱アリカリに保たな

ければ健康な体を維持出来ませんので常に美味

しいと思って食べている肉などは酸化形成食

品なので、このような水を大量に飲むと体に

優しくなると思います。               
キャイーン 
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スタッフ紹介コーナー  私から梅津君へ 

どんな事でも快く引き受けてくれる 梅津真二君   梅津君、いつも本当に遅くまで御苦労様です。 

最近特に、営業から帰ってくると、机の上に御客

様からの見積もり依頼の図面が置いてある時が

多く、自分の営業の手帳から今日の注文の片付け

をしてから、図面の見積もりをしていますね。 

結構遅くまで、頑張っていますね。 

大変ですが、宜しく御願いします。 

夜遅くなった時なんか、それから帰って自炊す

るのはさすが梅津君です。よくやっていると思

います。私には出来ません。(^^ゞ いや～ とうとう自分の番ですか。はずかしい

なあ。どうしても出なきゃだめですよ～ね～ 梅津君は、会社のどこにいても笑い声ですぐ居

場所がわかります。それ位声高らかな笑いです。 

毎度ありがとうございます。御客様の言葉を

励みに毎日仕事しています。   
いつも朗らかでおかげで会社の中が明るくなり

ます。御客様も梅津君の笑顔にほっとしてくれ

ているんじゃないかな… 仕事は楽しく、明るくをモットーにしています。 

梅津真二です。 入社して四年目になります。 私も梅津君を見習ってもっと笑顔で仕事しなく

っちゃと思っています。 皆様に支えられて、ここまでこれました。 

武田英昭より     現在は上山、南陽、高畠地区を担当しています。

私にとって御客様のアドバイスは、国の最

高責任者や世界のスーパースターよりも 
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リアリティがあり、貴重な私の経験になっ

ています。＜＜＜感謝しています。＞＞＞ 

 私の趣味は母親ゆずりの部屋掃除で、 

週に 2日、掃除の日を設けて夜中に掃除に励ん

でいます。汚れている所を見つけるのも楽しみ

のひとつで、そこをピカピカにした時は   

気分爽快です。 

       編 集 後 記 
金澤さん、「どんまい どんま～い」ヘの掲載

御理解頂きましてありがとうございました。 
御蔭様で御客様の気持ちをお伝え出来ました 
いかがだったでしょうか。感謝しています。 
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 
9 月 27 日又健康について天童で午後から 
講演します。 
興味のある方は直接私まで御連絡下さい。

電話：023-644-5633（武田） 
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆☆★☆★☆★☆ 

今月号より「余計な話」から「健康にちょっ

といい話」に変えました。いかがでしたか。 
結構知らない言葉が多くてわかりずらいかな

あ。遠慮なく御質問して下さい。（＾０＾） 

休日は読書が好きな事と出不精が重なって、 

一日中部屋でゴロゴロして過ごしています。 

日曜のお昼に本を読みながら、うたた寝をする

のが至福の時です。 

本はジャンルを問わず、いろいろな本を読みま

す。お薦めの本があれば貸して下さい。   
梅津真二  



FAX はこちらへ  ↑023-644-5663 

メールの場合は     takeda02-ht@yamagata.email.ne.jp 

 

 

ちょっといいですか？ 
今月も、「どんまい どんま～い」 

を読んで下さいましてありがとうございました。！ 

このレターを昨年 12 月から発行しました。 

その中で、読者の方から感想を頂くと、とても嬉しいも

のです。ぜひあなたの声をお聞かせ下さい。 

当てはまる箇所に  をしてください。 はいくつでも OK 

■どんまいどんま～いは、面白いですか？ 

□面白い □まぁまぁ □続けてくれ 

□ためになる□がんばれ □おしいよ 

 

ご感想や意見あればお願いします。（イラストだけでも OK） 

 

■あなたの日頃の思いを教えて下さい。 

例えば 

☆ こんな商品を在庫して欲しいとか ☆ こんなサービスを他でやっているよとか 

☆ 当社のスタッフについての感想とか   

（株）タケダと付き合って「よいところ」があれば、ぜひ教えてください。 

あなたの一言が、当スタッフのエネルギーになります。 

↓こちらへお書きください。↓ 

ご記入いただきありがとうございました。 

お名前 会社名 FAX 番号 

 
 
 
 
 
看護学生の頃、テニスに夢中だった武田みつです。

9月と言えば、運動会の時期ですね。 

「子供の前でいいとこ見せよう」と張り切り過ぎて、

足がもつれて「アレ～」なんてならないように 

注意して下さいね。 

お待ちしています

チェックを入

れるだけでも

いいので‥‥ 

ご記入頂いた内容をどんまいどんま～いに掲載させて頂きたいのですが、許可を頂けますでしょうか。？ 

その際、これは守って欲しいという箇所に  をお願いします。 

□すべて掲載を許可します  □匿名なら掲載を許可します  待ってま～す 

□掲載は辞退します。 

アンケートは以上となります。 

最後に、この紙を023-644-5663 に FAX 送信してくださいね。 

お待ちしてま～す。 




