
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.15 平成 21 年 2 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    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/ 

合格証です。 

クラスみんなでカンニング 

中学３年の時、高校進学の為に父親から買って

もらった変速ギヤーのついた自転車がうれしくっ

てしかたなかった武田英昭です。 

中学３年三学期の最後の時、各自の進学校がほと

んど決まった期末テストだったかと思います。 

クラスの一人を除き殆ど全員でカンニングをしま

した。 

進学が決まっているのに意味の無いテストの為の

テストだと馬鹿らしく思えて、私は他の人に見せ

るのに何の抵抗もなくやっていました。 

これがこのクラスの団結力のような気がしていました。

後日、テスト結果が全員九十何点だったので、す

ぐわかってしまいました。 

その後、学級会で全員反省させられました。 

 

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 

二月と言えば受験シーズン。親はインフルエン

ザの予防注射など子供の体調管理には、いつも以

上に気を使いますね。子供に「お父さんからうつ

された」なんてならない様にご用心、ご用心。 

春が待ち遠しい気分ですね～ （＾０＾） 

お子さんの合格を祈っています。 

福祉住環境コーディネーターの

資格でお役に立ちたい！ 
 

 

 

 

 

 

ついに努力が報われて武田専務が念願の 

福祉住環境コーディネーター3 級の試験に合

格しました。 

 

 

 

 

               
 
 
 
 
 
毎日、本当に夜遅くまで良く頑張ったと思います。  
合格おめでとうございます。    武田英昭                                                                                                                              

あなたにそして自分にも 

やったぁ 

とうちゃん。

ありがとう 

高齢者の平均寿命が延びてきた事や会社でリフ

ォーム業者様向けにバリヤフリーの金物を扱うよ

うになってきたので、この試験を受けてみようと思

いました。 
この勉強をするようになって普段気付かなかった

階段の勾配、照明の位置、車いす利用者への配慮等 
細かい面が沢山あり、日常生活でも公共の施設など

注意して観察するようになりました。 
勉強は参考書を繰り返し読んだり、アンダーライン

を引いたり、大事な点をレポートに書いたりしまし

たが、なかなか年号や名称など覚えられず苦労しま

した。 
試験に合格するまでの勉強だけでなく、これからも仕

事面に大いに活用出来るよう、取り入れて行きたいと

思います。 
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ベンチャーの神様 

「南部恵治氏」の講演 

 
南部さんはすでにベンチャー企業を二つ上場

させて５8 歳で資産 1600 億を築いています。 
異業種で2度の上場を果たした勝ち組の経営者で 

「ベンチャーの神様」と呼ばれています。 

実は二つ目の会社を上場させる時、南部さん自身

が持病の糖尿病だった為、自身の健康状態が最後

のハードルになっていたそうです。 
ちょうどそんな時、「個体マイナス水素イオン」を

紹介してもらい試したところ一週間後、血糖値が

141 から 106 まで下がったそうです。 

 

そのお陰で、持病の糖尿病を克服して念願の２

度目の上場を実現されたそうです。 
それからすっかりその魅力に取りつかれボランティ

アとしてこの会社の最高経営責任者を引き受けて

人生３度目の上場に向けて現在世界４５カ国に広

めるべく本社を香港に移し、すでに香港、台湾、

韓国をオープンさせています。 

日本でも御自身の出版された「勝組の共通項」の

中でまとめた考え方について講演されています。 
その講演が青森であると聞いて行ってきました。 
南部さんが最高経営責任者を引き受けた「㈱エク

セレントパートナーズ」は、スタートして 1 年目

で年商５０億にもなっています。 

南部さんは壇上に上がり最初に自分の名乗りを

されました。 

「水素が好きな皆さんを好きな南部恵治です」 

最初の名乗りで、私達セミナーの参加者をしっか

り持ち上げてから自分を名乗ってしまうのは、さ

すがでした。 

これだけで、我々聞く側が、褒められた気分にな

りうれしい気持ちで、聞く耳をさらに強く持てる

ようになってしまいました。 

私達が、その水素の素晴らしさを感じている仲間 

なので、最初に参加者の私達をしっかり認めてく

れました。 

 

そして、こんな話をしてくれました。 

☆南部さんの話です。☆ 

「皆様の波動と私の波動と世の中の波動がそろっ

て来ています。私は水素を世の中に広める事が社

会貢献の一部と考えて、この会社の最高経営責

任者をお引き受けしました。 

富と幸せと健康を維持出来る人が勝組になれま

す。才能があるか無いかは、まったく関係ないので

す。まして学歴は一切関係ありません。」 

また南部さんは、勝ち組になる為に最低必要な習

慣として三つの心がける事を教えてくれました。 

一、常に自分は絶対に強運であると信じきる事。 

  自分に起こった悪い事もその後の良い事の

為と思う事。その悪い事の要因を考え、二度

と繰り返さないように考える事。 

  決して、その悪い事に、落ち込んだりくよく

よしない事。その悪い事を逆に自分のバネに

変えてしまえるようにする事。 

二、笑いが大切で常に笑っている事。 

  笑っていれば必ず良い事がある。 

三、人が好き、出会いが好き、出会いと共に福が

訪れる。 

自分をプラスに導く会合に参加する事。 

どれも南部さんの成功哲学から来ている話しな

ので真剣にメモをとりまくりました。                                                                                       

南部さん。 
光栄です。 

笑顔が一番。 
楽しくやりま

しょう。 
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 勝ち組の共通項 

 
南部さんの講演の一部を紹介します。 

まず、どんなピンチの時もパニックにならない事。 

そして、くよくよ考えない事。 

くよくよ考えないと運が向いてくるそうです。 

そして、ため息をつかない事、ため息をつく度に運

が逃げていくそうです。 

私は、疲れた時や、物事がうまく行かない時は、 

無意識のうちにため息を付いていました。 

「あ～あ」この一言が運を逃がしていたのです。 

よし、これからはどんな時もため息を付かないよ

うにしようと思いました。 

それからまた、とても興味深い話がありました。 

 

☆潜在意識を信じる事☆ 

無意識の力が大切で、自分の潜在意識の中に何

か願い事を投げて見るとその願い事はかなえら

れるそうです。願い事は願って行動するから、か

なえられるのだそうです。 

人類史上最大の発見は、潜在意識の存在を発見

した事だそうです。 

「潜在意識は、頭の中の電子レベルにあります。」 

「潜在意識はピラミッドの形に構成されその九割が

潜在意識でその頂点の一割は顕在意識として現

れます。」 

「思い込みが強い（潜在意識を植えつける）程そ

の後の頂点である顕在意識（夢の実現）に結び付

けられるとの事でした。 

つまり、これは出来ると心に思った事は出来て、 

心に思わなかった事は出来ないのです。 

自分の将来の夢を見て、そしてその夢に向かって

突き進む事が三年後位に夢を実現させてくれる

のだそうです。 

自分なりに南部さんのこの話は、うなずけるとこ

ろがあり、聞いていてうれしくなって来ました。 

☆人生はゲームみたいなもの☆ 

自分自身の人生をゲームのように楽しむように

考えているそうで、そうすると、自分がピンチにな

った時も冷静に自分を宇宙から見られるようにな

り進むべき方向が見えるそうです。 

 

☆水素は万物の全ての原点☆ 

人の体は電子で出来ています。 

水素は原子の中にマイナス電子がありその水素を

体の中にばらまくと体が健康体になり元気が出て

きて自然と成功に導かれていきます。 

つまり、人間の体の細胞の 63％は水素原子がかか

わっているので、この水素を取り入れる事で活性

酸素を除去してくれるのです。 

南部さん自身の糖尿病が治った体験からも水素

の素晴らしさを確信しているので、迷いがありま

せん。 

私も今までよりもやりたい事が増えてきた為、

睡眠時間が一時間少なくなっていますが、毎朝目

覚めがすっきりしています。 

体の中にマイナス電子が充満して自分の体の中

の活性酸素を全て除去してくれている事を身を

もって感じています。 

水素のおかげで薬や医者に頼らずこれからの自

分の体を常に健康体に維持していけると確信し

ています。                                                                                                                             

さあ、あな

たも富と幸

せと健康を

手に入れま

しょう。 
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スタッフ紹介コーナー  
パソコンが大好きな高野弘子さんです 

 美味しい処食べ

歩きと 近バラの

花に夢中な高野弘

子です。これは私

のうん年前の写真

です。 

「 わ か り ま す よ ね

ぇ・・？」当時は子育

てを経て11年ぶり

の社会復帰でした。

しかし、入社した途端に病気が発覚してしまい、

即入院して手術しなければなりませんでした。 

 その当時は、病院に通院しながら、短時間ずつ

働かせてもらい、とてもありがたかったです。 

入社当初は金物の名前や使い方をなかなか覚え

られず資料を家に持ち帰っては少しずつ勉強し

ました。こんな時は自分で年だなぁと思いました。 

「いったい私はこの会社で何が出来るのだろう」と

思い悩んだ末、もともとパソコンに興味があったの

で自分のスキルアップも兼ねてパソコンの資格を

とろうと決心し、退社後の夕方や土曜・日曜日を

利用して勉強を始めました。 

そして、マイクロソフトオフィスマスターの資格を

取得しました。 

 現在の私の仕事は、主に納品書発行・接客・電

話応対と顧客マスター等の登録です。 

私が今仕事をしていて一番うれしいのは、 

「ありがとう」「助かった！」とお客様に喜んで頂い

た時です。 

これからもお客様とそして一緒に働く仲間を大

切にして働いて行きたいと思っています。 

これからもどうぞ宜しくお願いします。 

高野さんへ 
入社した時は本当に大変でした。あの時の高野

さんの辛さは想像を絶するものだったと思いま

す。よく元気になってくれました。うれしいです。 

高野さんはいつも明るく笑顔でお客様と接し

てくれるので喜んでいます。 

それに得意のパソコンで案内状などプロ並みに仕

上げてくれるのでとても頼りにしています。 

これからも体に気を付けて、元気に頑張ってくだ

さい。頼りにしていますよ。   武田英昭                       

       編 集 後 記 
1 月はインフルエンザの猛威ですでに 4 人

が交替で会社を休んでいます。 
健康のありがたさが身にしみる思いです。 
今月号は①ページの専務の話と④ページ目の

高野さんの登場が私にとって最高にうれしかっ

たです。 

専務、そして高野さん、ありがとう。！ 

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆☆★☆★☆★☆ 

南部恵治さんの講演の話はいかがだったで

しょうか。 
南部さん程の方と握手出来て最高でした。 

そして、今私も南部さんと同じ方向に目を向

けて水素を伝えて行きたいと思っています。 
興味のある方は資料を無償で差し上げます。 
御遠慮なく電話下さい。 

 
 

誰だかわか

りますか？ 

資料を見る

だけでも、 
OK ですよ 




