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仕事以外に多方面で活躍されている社長

の行動力にはいつも感心しています。 
会社へ一言 

対応が早いところです。 
社長の教育が良いのか優秀な社員の方ば

かりで今後が楽しみですね！ 

部活ばかりの高校時代 
新年 あけ

まして、おめ

でとうござい

ます。 

 高校生の頃

部活しか考え

られなかった

武田英昭です。 

高校受験する

前からこの高

校に行って 

部活に参加し

ていました。

顧問の先生か

ら「受験勉強しなくて大丈夫か？」と聞かれ、私は 

即座に「絶対合格します。」と返事していました。 

受験する前から部活をやりたくて仕方がありませ

んでした。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

今年の一年間の目標を初詣で祈願されましたか。 

私は今年一年間継続して行きたい目標がいくつも

あり、欲張ってしまいました。 

去年から先祖に感謝する気持ちで、元日に墓参り

もする事にしています。 

墓参りをして初詣もすると気持ちが清められるよう

です。そして先祖の御加護で一つ一つの目標が達成

できるような気持ちになってしまいます。 

一月と言えば、お正月や新年会などで美味しい

ごちそうが沢山食べられますね。 

ついつい食べ過ぎて「ズボンのチャックが上がら

な～い」なんてならないように気をつけて下さい

ね。これ私の毎年のパターンでした。（＾＿＾）； 

うれしい、御客様よりの

感想を頂きました。 
新庄市の特注家具販売の夢工房さんの沓沢社長

様よりうれしい感想を頂きました。 

 

沓沢さん本当にありがとうございます。武田英昭                                                                                                                             

あなたにそして自分にも 

たまに 
休んで 

ゆ っ く り

す る の も

い い も ん

だなぁ 

孫のそう太が

生まれて、 
今年は縁起が

いいぞぉ～。 
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 私の体力は水素の威力 
井上さんに会えて良かった 

井上さんは広島の方で毎月、北は北海道から南は

沖縄まで全国のセミナー会場で水素のパワーに

ついて講演してくれています。 

私も最初は半信半疑で水素ってなんで体にいい

んだろと思っていました。 

ところが最初女房が飲み始めて、「なんか、いいか

も」と言い出したので私は一度セミナーを聞いてそ

れから判断しようと思いました。 

最初のセミナーの時、井上さんと四国から四宮さ

んが来てくれていました。四宮さんは井上さんの

右腕のような人でセミナーの話も実にわかりや

すく話してくれました。その話を聞いてすぐ私も

飲んでみようかなぁと思いました。 

もともと、女房は体調が良くなく、いろんなサプ

リメントを一年余り飲み続けていました。 

ところが女房がこの「固体マイナス水素イオンの

エクセレント Z」を毎日飲むようになってから 

3 ヶ月くらい過ぎた時の事です。 

「もうこの水素だけでいいかなぁ」と言い出して、 

他のサプリメントを全部やめてしまったのです。そ

れ程この水素は素晴らしいものでした。 

私も飲み始めて 3ヵ月位過ぎた頃から、体調があ

まりに良いので、今までより一時間早く 5時に起

きて会社に来てこのレターやブログを作成する

ようになりました。一時間睡眠時間が減っても、

まったく眠くならず疲れません。これは本当にこの

水素のおかげだろうと思います。 

私は自分もこの固体マイナス水素イオンの素晴ら

しさを実感出来たので、この感動を一人でも多く

の人に伝えたいと思うようになりました。 

そして、井上さんに講師として自分も話す立場に

なりたい事を伝えて、その為の資料を頂きました。

さらに、医学博士の内藤先生が自分の病院でこの

水素を実際に患者さんに飲ませて医学的な検証

までされて、まとめた本を教えてもらいました。

私はその本を何度も読み返し勉強しました。その

本の中には今まで治せなかったいろんな患者さ

んの実際の改善されていくようすが報告されて

おり、私はこの水素の素晴らしさを確信しました。 
井上さんはこの他に「快適環境創造倶楽部」を

立ち上げられています。この組織は全国の仲間に

お互いの得意な商品をお互いが原価に近い価格

で流通させ合う仕組みです。 

これからの厳しい社会の物価を仲間同士で下

げて行こうとするものです。 
私は早速、この組織にも事業部として参加しまし

た。この組織で市販されていない、いろんな水素

入り食品が購入出来ます。                                                                                                                                            

水素の話し

は、私から 
皆さんへの

プレゼント

ですよ 

本当ですね。最高のプレゼン

トをもらいました。 

一 緒 に

や り ま

しょう 

四宮さん 
もちろん 
やります♪ 
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H マイナス水素パワーの真実  

井上さんのセミナーはものすごい迫力とユーモ

アがあり、私はさすが全国で講演されている人は

違うなぁと、ただただ感心して聞いていました。

井上さんの話しを簡単に紹介します。 
私達に生命のエネルギーを与えてくれる太陽

は 100％水素で出来ていて水素と水素の核融合で 
地球上に生命のエレルギーを与えてくれていま

す。実は私達の体も右の表のように 63％は水素

で出来ているのです。ですから私達の体は死んで

焼かれると 9.5％の炭素のみが白い骨として残り、 
他は水素と酸素なので空に消えて行くのです。 
私達が生命を維持する為に必要とする三大栄養

素のどれにも H の水素がかかわっているのです。 

私達はこれまでは、食べ物の中から体内の細胞の

中のミトコンドリアに脱水素反応で水素を取り入れ

る事で、私達の体温を維持したりする生命のエレ

ルギーを作っていたのです。 

ところが最近の農薬や添加物などの食品汚染か

ら、この大切な食べ物から栄養素を取り込む事が

出来なくなってきてしまったのです。 

逆にヒドロキシ・ラジカルの活性酸素が体内に増

えてきて、いろんな病気の原因をつくるようにな

ってきたのです。 

え～ うっそ～ ほんとに～ 

こんなにちがうの～まじ～ 

上のパンの写真を見て下さい。 
パン生地に 0.2％のマイナス水素イオンを配合し

て焼いたパン（右）にはほとんどカビがなく、酸化

腐敗を抑制する事が実証されました。 

実は、私達の体も同じなのです。 

このマイナス水素イオンを体内に取り入れて、い

ろんな病気や老化の原因となっている活性酸素

を抑制できるのです。 
井上さんは快適環境創造倶楽部で障害者施設

の方に水素入り食品を作ってもらい我々会員に

原価に近い単価で販売してくれています。 
食品に水素を入れる事は一切の添加物や防腐剤

を使わずに美味しく出来て尚且つ、賞味期限を延

ばせるのです。 
井上さんは弱者救済の理念を持ってその組織づ

くりに邁進
まいしん

されています。 
 私も少しでも井上さんの考え方についていけ

るように努力して行きたいと思いました。 
そしてこの素晴らしい水素の話しを私の廻りの

人に広めていく事で 
「健康で幸せな生き方が出来て最高です。」 
と言って喜んでもらいたいと思っています。 

私はこの水

素を食べて

いるおかげ

でこんなに

元気なんで

す。 
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 スタッフ紹介コーナー 

ネットショップはお任せ！郡司昌子さん 

 

初めまして、12月にアルバイトとして入社した

郡司昌子と申します。 

きっかけは、11月半ばまでハローワークの職業

訓練を受けていましたが、実習先のシステム会社

さんから㈱タケダさんを紹介された事でした。 

最初は「つまみ・ハンドル」さえ初めて聞いた

言葉でしたので、全く知らない世界でした。 

しかしせっかく学んだホームページの技術をす

ぐにでも生かせる職場を紹介されたので、どんな

仕事でもやってみようという気持ちになり、思い

切って働く事にしました。 

私の仕事は主にネットショップに商品を掲載

する事ですが、商品知識も無ければ、ネットショ

ップに関わった事もありません。 

おまけに、ここで使われているネットショップの

ソフト、画像ソフトも初めてのものばかりでした。 

しかし今までの経験を生かし、過去に自分が使

用した事のあるソフトを連想しながら、段々と使

い方をマスターしていきました。 

販売に関する知識がないので渡辺係長に相談し

っぱなしですが、１つ１つネットショップで発生

した問題を解決していった時は仕事にやりがい

を感じ、とても嬉しいです。 

将来的には、ネットショップを更に見やすく単

純にし、初めて訪れた方に 

「楽しいので、また見てみたい」と思ってもらえ

るようなページにしていきたいと思っています。 

私から郡司さんへ   

郡司さん当社で働く事を良く決心してくれま

した。とてもうれしいです。 

うちのネットショップはネット上に乗せてはい

たのですが、ほとんど当初のままでなかなか手直

しが出来ないままでした。 

郡司さんが来てくれたおかげで少しずつでも前

に進んでいけるようになり夢が広がりました。 

これから全国のお客様にも当社のノウハウを提

供していける事は最高の喜びです。ありがとう。 

             武田英昭                                                                                                                                   

       編 集 後 記 
沓沢さん、アンケートに御返事頂きまして、

ありがとうございました。それから、 
お孫さんの誕生本当におめでございます。 

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆☆★☆★☆★☆ 
新年号として、今年の私の目標の一つの水素

の話が中心になりました。 
一度、詳しく聞いて見たいと思う方は御遠慮

なく電話して下さい。TEL 023-644-5633 
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆☆★☆★☆★☆ 

今年も一年を通して“どんまい どんま～い” 
を発行して行きたいと思います。 
是非、アンケートに感想を頂けますと、続け

る勇気が沸いてきますので、宜しくお願いし

ます。 
☆ ★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆☆★☆★☆★☆ 

今年一年、あなたにとって良い年であります

ように、お祈り申し上げます。 武田英昭 




