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あなたにそして自分にも 

私の親泣かせ告白。 うれしい、御客様より

の感想を頂きました。 中退してしまった過去 
特注家具専門の㈱SD・コーポレーション様の佐

藤社長様よりうれしい感想を頂きました。 
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保育園の頃、何故

か自由気ままが良く

て、一年位で、中退

してしまった武田英

昭です。 

 私が通っていた白

鳩保育園は、当時は

霞城公園の中にあり、

保育園の回りには、

大きな樹木がたくさんありました。 

保育園にいるのがいやになると、先生に黙って、

保育園を抜け出し、そばの大きな樹木の陰に隠れ

て、逃げ出した事が気づかれていないか確認して、

さらに次の大きな樹木までダッシュで走り、又、

その樹木の陰から保育園の様子を見て、樹木から

樹木に隠れながら逃げて帰ってきていました。  ㈱タケダのつまみハンドルの展示台の前で

 両親も「そんなにいやだったらしばらく休んだ

ら」という事でそのまま中退してしまいました。 
毎月、感心して読んでいます。私なんか仕

事だけで毎日いっぱい、いっぱいで良く
その後の小学校、中学校、高校、大学は 

 
これだけ出来ると、ほとほと感心し、頭が 

なんとか、ちゃんと卒業しました。（＾０＾） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
下がります。これからも頑張って続けて下

さい。
11 月と言えば、紅葉が真っ盛りですね。家の回

りの木々も赤や橙色や黄色など、色とりどりで、  

秋晴れの日などは、外で木々を眺めているのも 

こんなにうれしいアンケートを頂きまして、本

当に感激しています。そして今回は写真までも 

眼の保養になり、気分がいいもんですね～。 

「それじゃ山にでも行こうか。」 

掲載を快くお受けして頂き、大変ありがとうござ

いました。私の方が佐藤社長様より続ける勇気を

頂きました。感謝、感謝、感謝です。 武田英昭 

なんて軽く考えていったら、 

「山は予想以上に寒かったぁ。」なんてならないよ

うに、しっかり準備して出かけて下さいね。 
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娘の「あみ」と動物 馬も顔をなでられていやな感じではありません。 

なんか馬と「あみ」の心が通じあっている

ような感じさえしました。 
とのふれあい  私にはとても出来ません。 

「あみ」が動物達と触れ合う事で精神的にも癒さ

れて落ち着きが出てくるような感じがしました。 
もういいですか 

その後、会場にたくさんのほかの動物も 

参加していたので、見て廻りました。 

「うさぎ」や「ぶた」や「犬」や「ラット」など 

どれもこれもかわいいので娘の「あみ」もさわり

まくりでした。その「あみ」の様子を見て 

女房が私に真剣に一言。 
おとうさん 

「やっぱり、あみになんかかってあげたいね」 
早く撮って 

私：「う～ん、でも面倒見るのが大変だよなあ～」 

女房：「そうだよね、結局私が面倒見るようになる

んだよね」 知的障害者の作業所が中心になって動物と触れ

合いながら障害を少しでも改善して行こうという

企画の案内があり、一緒に行く事にしました。 
私：「あみが面倒見れるようになれたらね～」 

もう少し考えて見る事にしました。 
馬に乗り上下に揺られる事で気持ちがゆっくり

して心が癒されて落ち着いた行動が取れるように

なるとの話でした。 

（あみ、ごめんね） 

お父さんもお母さんも仕事が忙しすぎで動物の面

倒まで見られそうにないから勘弁してね。 
会場について早速、乗馬体験コーナーに列が出

来ていたので私達もすぐ並びました。 
それからしばらくしてどうしても「あみ」のあ

の動物とのふれあいが気になり、まずは、見学だ

けでもと思い、日曜日に女房とあみと私の三人で

ペットショップに行ってきました。 

娘の「あみ」は、馬に乗るのが好きなようです。 
すでに何度か体験していましたので今回もすぐ他

の動物を全然見ないままその列に並びました。 「あみ」には「見に行くだけだからね。」 
順番が来て「あみ」の番です。 と強く言い聞かせて行きました。 
にこにこと本当にうれしそうにしていました。 そしたら、「トイ・プードル」のメスがいて、三

人ともすっかり気にいって

しまいました。 

娘の「あみ」が乗馬

体験して馬から下りた

のでその時、私が写真

とりたいとデジカメを

向けたら 

よし、よし、いい子、いい子。 

きもちいいなあ 
まだ買うつもりはなかった

のですが、 
私も、あみの様子を見て買

ってあげたい気持ちが な、なんと「あみ」が

馬の顔をなでるのです。 強くなり、なんとか女房が

「いいよ」と 私が思わず 「おお～、

あみ すご～い」 言ってくれるのを待ってい

ました。           
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  ひであきの ついに我が家にも家族

が増えちゃいました 健康にちょっといい話 
そしたら、以外にあっさり女房も  先月からの続きで実際に私が「人参ジュース」

を作っている様子を写真で御紹介しますね。 「いいんじゃない」とうれしい反応で 
一番びっくりしたのは「あみ」本人でした。 まずは、人参、レモン、 
「あみ」があまりに予想外の展開で、信じられず りんごの皮を剥きま

す。出来るだけ農薬が

付着している表面を取

り除きます。 

きょとんとした顔でいるので、あみよりも私の方

がうれしくなってしまいました。 
「あみ、よかったね」  
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思わず、犬のかわいさでその気になってしまい

ましたが、世話をするのが心配でいろいろ聞いて

いると、私達に説明してくれた Y 主任は 4 人の子

供の末っ子が「自閉症」の子で、その子が生まれ

てから夫婦の仲がうまくいかず旦那と離婚して、

女手一つで 4 人の子供と子供 1 人に 1 匹づつで 4
匹の犬を飼っているそうです。その Y さんのたく

ましさに我が家で犬を飼う勇気をもらいました。 
それから家に連れてきたら、まるで家族のよう

で「あみ」の妹のようにみんなで世話をしました。 
なんか、私達まで心が癒されるのがわかります。 
絶対「あみ」には、いい方向に向かう新たなスタ

ートだと思います。  
まるで家族が増えたようです。 

次に人参、レモン、 
りんごの順番にジューサ

ーに入れます。順番はそ

れぞれの酵素を生かすの

に大切です。 

ジューサーの無い方

は大根おろしで作って

ね。ミキサーは使わな

いようにしてね。酵素

がやられるので。！ 

最後に亜麻仁油を小さじ 
一杯入れます。亜麻の種

から取り出した天然の油

です。人間の体内で作れ

ない必須脂肪酸のオメガ

Ⅲが豊富です。 こんなにカスが出ますよ。 
 
 
 
 

毎朝、人参ジュースを 
飲んで、今日も一日、 
元気に楽しくやろう。！ 
「コップ一杯の人参ジ

ュースが元気の源です」      

クーン クーン 入れますよ

こ の 刃

で砕く 
ミニー 写真撮る

からじっとしてね 
頭 良 く

なるよ 

さあ、これ

で出来上が

りです。 

ん～、しみこむ～ 
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 例えば品出しでは「品物のまとめ方として持っ

ていく人がわかりやすいように」又、出荷の時は

「受け取った御客様が不快な気分にならない様に」

など心がけています。 

スタッフ紹介コーナー 

待望の期待の新人！長谷川大智君  

御客様に訪問して感じている事。 
常に「勉強させてもらっている」という気持ち

でいっぱいです。まだまだ金物の知識が無い自分

にとっては、注文をもらって、注文を受けた品物

を調べたり触ったりする事でわからなかった商

品が一つ又一つと自分の知識として増えて行き

ます。又最近では御客様に取付けした後の金物な

どを見せて頂いて勉強させてもらっています。 
御客様、そして会社の先輩、皆さんに感謝、感

謝の毎日です。毎日の仕事が楽しいです。 楽天の岩隈投手によく間違えられます。

俺もタケダで三冠とるぞ～               長谷川大智 

㈱タケダに入って毎日、勉強する事ばかりで、 私から長谷川君へ 
先輩や御客様に質問しまくりの長谷川大智です。  

 長谷川君、改めて長谷川君がしっかり仕事に 
 自分の物事に対する考えというのは、わからな

い事や納得のいかない事に対してとことん追求

する事です。例えばわからない金物や使い方のわ

からない道具などは、先輩にしつこく聞いたり、 

取り組んでいる事がわかりました。会社での提案

でも、ノートにびっしり提案してくれて感激しました。

私も少しでも社員のみんなが働きやすい環境を

作って行きたいと思います。長谷川君はいつも朝

一番に来て、トイレ掃除や玄関の掃除をしっかり

してくれています。いつも感心しています。 

カタログを何度も読み返しています。 
（わからない事をわからないままにしておきた

くないだけなのかも） 
 長谷川君が加わってさらに会社がまとまって

来ているように感じています。ありがとう。 
（それとも理解力がないだけかな）（¨）； 
現在の自分の夢 

                武田英昭          
夢というか将来的な会社の中での自分として

の理想は、なんといっても、いろいろな金物の知

識があって「どのメーカーにどんな金物がある」 

       編 集 後 記 
これからの又新しい私の目標が出来ました。

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆☆★☆★☆★☆ 

御客様に㈱タケダの長谷川君と出会えて 
「うれしい」と喜んでもらえるようにしたい。！ 
社員一人一人が御客様に出会えてうれしいと 
いってもらえるような人になってもらいたい。 
その為に自分がいるんだなあと思っています。 

「このメーカーはこの分野が得意」など人に聞か

なくともすぐ自分の頭に出てくるようになりたいで

す。これは自分の目の前の目標であり夢です。 
自分の仕事のやり方 
自分の仕事のやり方は、一つ一つの事をゆっく

りかも知れませんが、確実に丁寧に細かい所まで

気を配りながらしているつもりです。 
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