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あなたにそして自分にも 

とうちゃん、かあちゃん、 

ありがとう  とんと昔、希望に

胸ふくらませて小

学校入学を楽しみ

にしていた 
武田英昭です。 

いや～ついに小

学校の写真まで載

せちゃいました。 

かわいいでしょ。

この頃は、まだ 

山形駅の線路を

またいで西側から

東側へ行けました。 

なぜか小学校一

年生の時の担任の

先生に褒められた

のを覚えています。 

その先生の名前は「伊藤敬蔵」先生です。       

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

4 月と言えば入園式や入学式や入社式の月です

ね。おめでとうございます。家でも長男が大学を

無事卒業してやっと就職します。そして長女は中

学校入学です。長男からは大学の卒業式にも入社

式にも来なくていいからと言われ、ちょっとさびし

い気持ちです。高校を出て大学に進学してから一

年に一回位しか帰ってきませんでした。親から離

れていく息子に親の責任を果たした安堵感と寂し

さが重なります。やたら昔の事が思い出されてい

まさら自分の親のありがたみを感じています。 

私みたいに「子供の入学式に出たかったなぁ」 

なんてならない様にして下さいね。(^_^) 

   嬉しいお客様よりの声 

風邪をひいて仕事を休む程辛くても、支払に来

てくれる石山建具製作所様の石山様です。 

私が「そんな時は後からでもいいですよ」と 

言うと石山さんは「払う時払わないと売ってもら

えなくなっからよ」なんて冗談を言いながらニコ

ニコと笑っています。 

以前、石山さんから「どんまい どんま～い」

の話をお聞きしましたので御紹介します。 

石山さん：「社長のどんまい、毎月楽しみにして

ますよ。請求書と一緒に来たら、まず請求書見な

いでどんまいの方から見てしまうんですよ。♪ 

家族みんな楽しみにしていて、まず自分が見たら

順番に家族全員で回し読みしてるんですよ。 

そして一回りしたら最後にまた俺がじっくりと読み

直すんですよ」 「ずっ～と続けて下さいね」 

私：「え～読み直しまでしてくれてるんですか♪」 

この話を前から紹介したいと思っていました。 

今回やっと石山さんの了解をもらいました。 

石山さん、いつも本当にありがとうございます。 

これからも、「どんまい どんま～い」を宜しくお

願いします。         武田英昭                                                     

俺みたいな

でいいんだ
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「わかまつや」さんの 

おかみさんに感謝、感謝 

蔵王の「お釜」や「蔵王スキー場」で知られている

蔵王温泉の「わかまつや」さんのおかみさんです。 

有田焼手摺の「セラハンド」を男女の露天風呂

に取り付けて頂きました。 

当社のお客様の「㈱ハウスイトケン」様の紹介で

山形の温泉旅館で初めて採用してもらえました。 

おかみさんがカタログを見て「かわいいわね」と

すぐ気に入ってくれたのです。 

イトケンさんに取り付けしてもらったのですが、 

思わぬ事に「セラハンド」のブラケット部分の取

付板バネが外れてしまったのです。 

せっかく採用してもらったのに、こんな事ではか

えっておかみさんに迷惑をかけます。  

すぐ佐賀県のメーカーへ連絡して交換分のブラ

ケットを送ってもらいました。事前におかみさん

にはお詫びの電話を入れて早急に対応する事を

約束しました。 

イトケンさんには申し訳ないので、私が外れてい

るブラケットを取り付けに行く事にしました。 

 その際、ぜひ、おかみさんに「セラハンド」の

感想も聞かせてほしいとお願いしました。 

数日後、ブラケットの取り付けに「わかまつや」

さんにお伺いした時は、湯番の三郎さんは終始に

こやかで、まるで私をお客様のように案内してく

れました。手摺のブラケット不良の取り付けに着た

金物屋にですよ。 

すごく感じのいい旅館だなぁと思いました。 

ブラケットの取り付けはものの数分で終わりました。

そしてまたロビーに戻り、 

フロントの方が入れてくれたおいしい「こぶ茶」を

頂きながらおかみさんを待ちました。  

少しするとおかみさんが来てくれました。 

早速、今回の「有田焼のセラハンド」を採用して

頂いたお礼とブラケットの不具合のお詫びをし

ました。そして、持参した私の「どんまい どん

ま～い」を差し出しながら是非、おかみさんとお

かみさんが感じたセラハンドの感想を紹介した

いと話しました。最初、おかみさんは「私を撮る

の、写真はちょっと」と言われましたが私の強引

なお願いで了解してもらいました。その私の無理

やりのお願いをしている間も実ににこやかに聞

いてくれました。 

それから、露天風呂までおかみさんと一緒に行っ

て「有田焼のセラハンド」の前で写真を撮らせて

もらいました。 

私：「今回選んで頂いたこの有田焼の手摺はどう

ですか」 

おかみさん：「いつもイトケンさんにはただの手摺

ではなくと言っていたので、今回はイトケンさ 

んが『絶対おかみさんに気に入ってもらえそうな手

摺がありました』とこのカタログ持って来てくれた

んですよ」 

私：「そのカタログ見てどう思いましたか」 

おかみさん：「うん、とてもかわいらしくて、 

すぐ気に入りましたよ」 

「この柄も私が選んだんです

よ」と嬉しそうに話して頂き

ました。                                                                                                                                      

こんな感じで

いいかしら 

有田焼

の手摺

です。 
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武田英昭までお願いします。 
 
 
 

待ってま～す。 

一生治らないと医者に言われた自分の左腕全体

の痺れを食事の改善等から自力で薬も何も使わ

ず自己治癒力だけで完治させた自身の経験から

「あなたが健康で幸せになれればいいなぁ」との

私の思いを込めて発信するコーナーです。♪♪ 
 

わかまつやさんに一泊の時は、この「どん

まい」を持参しておかみさんに話せばワイ

ン一本サービスしてもらえますよ。本当！ 

 おかみさん、最高 

 「この手摺を取り付ける位置もお客様が『この辺

に手摺あったらいいわね』とアドバイスを頂いたの

で取り付ける事にしたんですよ」 

「蔵王温泉はご存じのようにとてもいい温泉な

んですが硫黄の温泉なのできれいにしておくの

が大変なんですよ」  
「よくお客様より『蛇口が錆びていましたよ』と

か『風呂の木が白く汚れていましたよ』って  

アドバイスを頂くんですが硫黄が強いのでこれ

をきれいにしておくのは本当に大変なんですよ」 

と苦労話も聞かせて頂きました。 

そして、有田焼についても聞きました。 

「うちでは有田焼の食器は前からよく使っているん

ですよ。この手摺もかわいくて気に入ってますよ」 

と終始笑顔で話して頂きました。 

おかみさん、本当にありがとうございました。 

健康にちょっといい話 

歯並びが体のバランスに影響するとある本に

書いてありました。私は何で歯並びと体のバラン

スが関係するのかよくわかりませんでした。 
歯並びが悪いと噛み合わせが悪くなりますよね。 

実は歯並びと言うより噛み合わせが悪い事が原因

のようです。 

よく顔の左右のバランスが対象でない人がいま

すよね。それはどうしても噛みやすい方でばかり

噛んでいるので、右側の奥歯ばかりで噛む人は右

側の顎の筋肉が発達して、逆に日頃あまり噛まな

い左の顎の筋肉が弱くなるので頬の肉付が変わ

り、顔が左右対称でなくなってしまうんだそうで

す。それに顔のバランスが崩れると体の中心にな

る脊柱まで歪んでしまうそうです。 

そうなると次は体の中のいろんな障害につながっ

ていきますよね。 

顔のバランスのいい人は歯並びがよく左右の

どちらの奥歯でも噛んでいる人でこれも長生き

する為の一つの大切な習慣ですね。 
私の歯です。歯並びを良くする為に重なっていた

内側の歯を抜いて外側の歯を矯正しています。 
                                                                                                                             

虫歯でもない内側の歯を抜きました。 

 
→ 
 
 

おかみさん 
さすが～ 

手摺に 
つかまり

ましょう

ね。♪♪ 
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武田英昭までお願いします。 
 
 
 

待ってま～す。 

 スタッフ紹介コーナー 

ネットショップと通販担当の堀さんです     

写真は恥

ずかしいの

で 似顔絵

にした堀で

す。 

自分で自

分の似顔絵

を描くのも

恥ずかしい

ですけど。 

㈱タケダ

に入社して、

初めに私が

出来る事といったら、とにかく金物の名前を覚え

る事でした。 

電話を取り、わからないなりにお客様の接客を

しながら、逆にお客様から仕事を教えてもらった

ような感じでした。 

私の仕事の一つに「ファーストリフォーム」 

という通信販売の納品書発行があります。 

毎日納品書を発行してご利用頂いたお客様にそ

の納品書をファックスしています。  

そして「タケダネットショップ」では、毎日のよ

うに全国のお客様から御注文を頂いています。 

やはりタケダのホームページを見て、さらに 

「タケダネットショップ」で購入しようと思い、 

注文までして下さるというのは、お客様がこちら

を信頼して下さっているからだと思っています。 

私もその期待に出来るだけ答えたいという思い

でいっぱいです。その為にはこれからも迅速な対

応をして行けたらいいなぁと思っています。 

私から堀さんへ  

堀さん、毎日遅くまで御苦労様です。いつも女

性スタッフで最後に帰るのが堀さんで申し訳な

いなぁと思っています。本当に感謝しています。

ありがとう。そんな堀さんに、この前、仕入れ先

メーカーの招待旅行で韓国に行って来てもらい

ました。その時も堀さんは仕事のつもりでホテル

の部屋の様子から食事の様子など実にまめに写

真を撮って来て報告した時も毎日の流れを本当

に綿密に報告してくれました。その招待先の店長

さんからは「堀さんのお陰で本当に旅行に参加し

た皆さんから、堀さんと話したり写真を撮ったりし

て楽しかったと言ってもらえました。」「堀さんに改

めて感謝します」とのお礼の電話をもらいました。

いつも真剣に取り組む堀さんらしいです。 

毎日の業務もパンパンになる程あり、ほっと息

つく暇もないと思いますがこれからも宜しくお

願いします。        武田英昭                                                                                                                              

編集後記 

 「わかまつや」さんのおかみさんに感謝

します。私の取材に快く対応して頂いて本

当にありがとうございました。 
そしてさらにタケダのチラシにもおかみ

さんと私の写真の掲載を許可も頂きまして 

ありがとうございます。    ついてる！ 

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 
堀さんでスタッフ紹介が全員一回りし

ました。「堀さん」似顔絵でもいいから登場

してくれてありがとう。 

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 
 結城歯科の結城先生、今回はお世話にな

りました。結城先生から聞いた話の中で、 
噛み合わせの話を紹介させて頂きました。 
ありがとうございました。  武田英昭 

堀です。自画像です。

これで許してね。 




