
ご縁のあった、あなたに月に一度、お届けする感謝の気持ちをこめたレターです！     No.13 平成 20 年 12 月号  

「どんまい どんま～い」           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。 

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、あなたと私の心のかけ橋レターを送ります。 

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

奇跡の水素パワー！！ 
 

うれしい、御客様よりの

感想を頂きました。 最近、うれしくて、うれしくて、仕方が無い   

100％健康その者の、武田英昭です。 
 いつも勉強熱心な真室川町の根岸建具店様です。  

 

    メール：takeda02-ht@yamagata.email.ne.jp     URL：http://www.k-takeda.net/ 
ネットショップ：http://www.k-takeda.net/shop/  ブログサイト： http://donmai55.seesaa.net/ 

 

 

 

 

 

 

その訳は下の写真を御覧下さい。 

ついに夢が現実のものになってきたのです。 

私と同じ事をすれば誰でも同じ様に髪が生えてく

ると思います。20 年間も毛根が無くなったと思っ

ていた私でさえこうなって来たのですから。これ

から益々増えて行くでしょう。楽しみ、楽しみ。 

 

 

 

 

 
 
詳しい話は来月の新年号で御説明しますね。 

その時はさらにふさふさの髪を紹介したいなぁ。  
これも体の中から健康になったからでしょうね。 

 
 
 

 

 

               

 

 

 

あなたにそして自分にも 

9月20日の写真です。

11月4日の写真です。

○○の威力を信

じて良かったぁ 

  
根岸さん、本当にありがとうございます。 

写真まで快く引き受けていただいて感謝します。 
今後も続ける勇気をもらいました。 武田英昭     

水素パワーに感謝！ 
頭皮がムズムズする 
快感だぁ～ 

仙台の展示会

へ連れてって

くれたり、講

習会をしてく

れたり、いつ

もよくやって

くれるなぁ♪ 
ありがとう♪ 

「どんまい どんま～い」毎月楽しく読ま

せてもらっています。内容盛沢山で編集する

のが大変だと思いますが末長く続けてもら

いたいです。 
5 月号の（「ありがとう」の一言の大切さ） 
とてもいい話だなぁと思いました。 
わからない商品があれば詳しく説明してく

れるのがありがたいです。 

 よっしゃ～♪
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東北マツ六会での 
荒尾先生のセミナー  

荒尾先

生の講演

は、あら

ゆる方面

から現実

の状況を

把握して

いて、よ

くこれだ

けのデー

タを集め

たものだ

と感心してしまいました。講演の後に参加者のあ

る人が、荒尾先生に「荒尾先生はかなりいろんな

本を読んでいらっしゃるんでしょうね」と聞かれ

たら、なんと荒尾先生の返事は「いや、本は読ん

でいませんよ。全部人から聞くんです。」この話

を脇で聞いていて、唖然としました。あれだけの

データを集めるのに現場の人から聞くという発

想は、口で言うのは簡単ですが実際なかなか出来

ない事だと思います。その説明は世界的な観点か

ら、日本の現状を見抜いていました。 
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これからの世界は、ヨーロッパ的な個の利益を

求める思想が終わりつつあり、東洋的な「和」の世

界を求める考え方が日本を中心にして、世界に広

まっていくそうです。私達がその考えを現実の物に

していける時代が来ているのだそうです。                     

「和」の世界とは、自分の廻りの人を大切に考

え、その人の為に何かしてあげる事に喜びを感じ

る心でした。 

荒尾先生の講演の後、懇親会があり私の脇の席

が荒尾先生でその脇がマツ六㈱の松本社長でし

た。松本社長は、日本の金物建材の業界で初めて

“ファーストリフォーム”という通信販売のシス

テムを立ち上げられた業界のカリスマ的存在の

人で、この不況でも前年対比二桁の伸び率を継続

しているとの事でした。 

さすが時代の先を見据えて行動されています。

その考え方は、やはり「和」の考えで、「協調互敬」

の精神でした。 

松本社長は、ファーストリフォームの代理店で

ある販売店の我々に、いかに元気になってもらえ

るか、その事ばかりを考えた時、我々の先の工務

店様が元気になってもらえるようにしなければ

ならないと思ったそうです。 

その為には、工務店様がいかに継続して仕事を

つかめるかが大切で、その為に役立つ事をして行

くべきだと考えたそうです。 我ながらいい笑顔。 

再会を楽しみに

してました。 武田さん、お久しぶりです。

その発想から“ファーストリフォーム”が生ま

れました。 

本当に御客様の事を考えたら、いかにその御客 

様が喜ぶ事が出来るかを考える。 

そうして、その御客様に喜んでもらえた時、自

分にも帰ってくるという考え方がまさにこれからの

時代を生き抜いていく為の発想の転換だと思いま

した。 

自分の利益の為に行動する考え方からまさに

お客様の利益の為に行動する事を考える発想こ

そが「和」の世界でした。         
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ひであきの「あなたのふところ」の 
木々の葉は何故緑色？

の真相とは？ 

健康にちょっといい話 
今回はふところの健康について、取って置きの

経費節約の話をします。 
荒尾先生の話は、 
奥が深すぎ～ 

それは、電話代の節約の話ですが、パソコンを

利用して一般の固定電話に電話する方法です。 

「一ヶ月￥690で日本国内の固定電話にかけ放

題に出来るのです。」 

当社では二台のパソコンに試しに導入して、月

￥6,000 位電話料金が安くなりました。 

この方法は実に簡単です。パソコンの検索で 帰りの時間に

遅れる～ 「SKYPE」（スカイプ）と入力して検索して下さい。 

スカイプの画面が出てきたら、そのソフトを無料

でダウンロードします。そして自分のスカイプ上

の名前を決めてパスワードを決めて登録すれば、 

荒尾先生が私に、こんな質問をされました。 

荒尾先生：「武田さん、葉は何故、緑だと思いま

すか。」……私は質問された意図さえわからず 
まず、スカイプ同士は世界中どこでも無料で通話

出来る様になります。 
私：「わかりません。どういう事ですか」 

荒尾先生：「葉が何故緑かと聞かれると葉緑素が

あるからとなりますよね。でも、葉緑素があると

言っても緑の説明にはならないですよね。植物は

太陽の光を大切にして光合成を行っていますよ

ね。だから、全ての光の色を吸収してエネルギー

に変えた方が良いのなら黒になるはずですよね。

植物にとって緑は要らないから反射して葉が緑

になると考えられる訳ですね。 
 こんなこと疑問に思う事自体、変ですがこんな

考え方がこれから重要になると思うんですよ。」 

実はその事よりもこのスカイプを使って一般

の固定電話にもただ同然でかけられるのです。 

個人のクレジットカードが必要になりますが、こ

れもスカイプに申し込むだけです。音声も普通の

固定電話とまったく変わりません。 

 これがスカイプアウトといって、パソコンから固

定電話に通話できる方法です。 

ただ、ちょっと残念ですが、パソコンからかける

場合に電話番号がないので、相手方が番号非通知

の受信を拒否されていると繋がりません。又、携

帯電話にも繫がりません。 
その答えを聞いて私は益々、先生が私に何を伝え

たいのか、さっぱりわからなくなりました。 
 私はエクセルに御客様の名前を入力してその

名前にハイパーリンクを貼り、その場所に御客様

の電話番号を入力

しています。それ

が電話帳になるの

でワンクリックで

通話出来ます。 

荒尾先生：「武田さん、何でも疑問に思う事かな。」 

私：「そうか、見方を変える事ですね。」 

 荒尾先生は本当に不思議な人でした。 

でも、視点を変える事でその先の真実が見えてく

るという教えは、まさにこれから私が考えて行か

なければならない一番大切な事のように思えまし

た。…でもまだよくわからない英昭でした。 調子いいよ 
お試しあれ！     
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スタッフ紹介コーナー 本屋さんから買った地図よりは、社長から書いて

もらった地図の方がずっと覚えやすかったのは

確かです。 
気遣いを大切にする！武田みつ専務 

 しかしその地図ばかりを頼りにし過ぎ、つい運

転しながら地図を見てしまって、妊娠していた体

で 1ｍ以上も段差のある収穫時期の田んぼに車ご

と、地図を握り締めたまま、スカイダイビングして

しまった事もありました。   これ本当の話です。 
頑張っている人を見ると「自分も頑張って何か

成し遂げよう」という思いが強くなってしまうの

がちょっと………。 
 この年ではありますが、理想の男性は、はっき

りとした言葉使いと態度で、どこかに知的センス

が伺える人ですね。     武田みつ 

お世話さまで～す。
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小さい頃、大きくなったら美容師になりたいと

思っていた武田みつです。     私から専務へ 
 趣味は、いろいろあるのですが、「これ！」と

いう程のものはありません。 
最近は、読書にはまっています。美味しいお菓子

とお茶と本があれば、半日でも一日でも時間が経

ってしまいそうです。しかし、現実はなかなかそ

んな時間はありませんが……。 
 スポーツはいろいろやりましたが、40 代になっ

て娘と一緒にプールに通いだし、やっとクロール

と背泳ぎが出来るようになりました。若い頃良く

やったテニスもしたいなぁと思うのですが、環境

と時間の作り方が下手でうまく調整出来ず、やり

たいなぁと思うだけです。 
 家業に入り 18 年位になりますが、山形市出身

ではない為、地理感覚が全然なく、当初、配達す

るのに、どこへ行くにも社長から書いてもらった

地図を頼りに毎日動いていました。 
だんだんその地図が増えていき、御客様の場所や

商品を覚えてきたのですが、「私がこの金物屋で

頑張っている証」みたいに感じられて、その地図を

覚えてしまってもなかなか捨てられませんでした。

今思えば懐かしい事です。 

 今まで女房として、母親として、そして専務と

して私をささえてくれて本当に感謝しています。

結婚する時、助産婦の仕事は続けられるようにす

ると約束していながら、どうしてもやりくり出来

なくなって手伝って欲しいと頼み込み、好きな仕

事をやめさせてしまいました。その時は家族だけ

の店だったので、今のような考え方が出来ません

でした。……御免なさい。……   改めて 

ドキッ！ 

これからも、宜しく御願いします。武田英昭     

       編 集 後 記 
私の髪の毛の変化はいかがだったでしょう

か。今も少しずつ増えているようなので、 
毎日三面鏡で眺めてニコッとしています。 
★ ☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆☆★☆★☆★☆ 

専務のスタッフ紹介では、武田金物店時代の 
思い出が紹介され、改めて長い年月の専務の 
存在を実感しました。いつも側にいてくれる

のでつい当たり前のようにしていましたが、 
今回、改めて感謝します。  ありがとう！ 
 




