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あなたにそして自分にも 

早起きは癖になる（＾ｖ＾） 
お早うございます。 

最近、目覚まし時計を

掛けないのにその時間

になると目が覚めてし

まう武田英昭です。 

習慣になると自分の体

が勝手に行動してしま

うようですね。 

毎朝五時に起きようと

目覚まし時計をセット

して一ヵ月位続けたのですが、隣で寝ている娘や

女房まで起こしてしまうので、いっその事、無理

をして起きないで、眠りたいだけ寝てみようと思い、

目覚まし時計をセットしないで寝るようにしました。 

ところが大体その時間になると不思議と目が覚めて

しまうのです。私の体内時計の目覚まし時計がセット

されてしまったのでしょうか。（＾－＾） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

五月と言えば何と言ってもゴールデンウィーク

ですよね。我が家でも「どこかに行きたいね」と

いう話になり、高速道路の料金の事が気になりだ

して ETC の器具を今頃になって取り付けようと

イエローハットへ行ってみました。 

そしたら店長さんの話では、 

「注文の予約も受けられません。予約を受けると

いつになるのか催促の電話ばかりなので、今まで

の予約の注文のめどがつくまで、お断りしている

状態です」だって。 

あなたはもう大丈夫ですか。 

私みたいに「もっと早く、申し込むんだったぁ」 

なんて事になっていませんか。 

でも、楽しく過ごせればそれでいいけどね。 

お客様よりのメールに感謝 

男の子三人の子育て中で仕事の傍ら、全国建具

展示会の展示作品に取り組んでいる金澤さんです。 

㈱タケダの経営理念について感想を頂きましたの

で御紹介します。写真は長男と二男の七五三の時

の写真をメール頂いたので掲載させて頂きました。 

 

 

 

 

 

 

 

               
 
 
 

金澤さんいつも本当にありがとうございます。 

金澤さんの作品が受賞出来るのを願っています。 

                 武田英昭                                                      

社長、朝早いですね。  

ＷＢＣ日本代表の試合を見るのに、９時から試合

なのにカン違いして朝４時に起きてコアリズム

の宣伝を見ていたカナザワ建具店金澤良一です。 

 今まで私は人と仲良くなること、友達になるこ

とがとても重要だと考えてきました。 

今現在友達はたくさんいますし、仕事上でも人付

き合いはうまくいってる方だと思います。 

㈱タケダ様の経営理念を見習い、仕事では創意

工夫をモットーに、お客様や取引先様には商品を

満足していただいた上で幸せになってもらいたい

と思うようになりました。                        

         カナザワ建具店 金澤良一 

三男坊は家で留守番です。 

バッチシ決まってるね。 

かっこ 

いい～♪ 

今日も 

目 覚 め が

いいぞぉ 
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中野さんと菊池さん 

雨降りの花見は公民館に限る 

  

 

  

 

 
お客様の㈱菊池技建様の花見に参加してきま

した。午前中はボウリング大会をして午後から花

見ですが、あいにくの雨で急きょ公民館でする事

になりました。私もたまには、アルコールもあり

かなぁと思い、花見からの参加に傘をさして歩い

て行きました。いつもながら賑やかな花見で盛り

上がりっぱなしでした。 

私は乾杯の後、このどんまいの取材であちこち

の席で写真を撮り、コメントをもらいながら飲み

まくりました。昼のビールは体が熱くなる感じで 

いい気分で取材しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誰よりも面倒みのいい菊池社長は常に社員と

下請け業者のチームワークを考えています。 

参加者もいつも多くさすがだなと思っています。 

佐藤さんのコメントです。 

佐藤さんのコメントです。 

 

                      

公民館の

花見も OK 

私もいいの 

イエ～イ♪ 

武田、今日

はカメラマ

ンかぁ 

俺のピース

はこれだぁ

ウイィ～♪ 

笑顔の女神 

佐藤さん 

今日は一年ぶりのボーリング！この前はブービー賞

だったのに、今日はなんと！３５位（77 人中） 
マッサージローラーをもらっちゃいましたぁ(^O^)／
そして、今、花見の真っ最中です。少々飲み過ぎちゃ

ったかなぁ？でも、楽しい飲み会、大好きで～す。 

ボーリングと花見と大変

有意義な一日になりまし

た。経営は人なりと言い

ますが、なんの行事でも

集まる人数が物をいいま

す。今日のような楽しみ、

語らいの中で人と人との

ふれあいが強まり、仕事

に向かう仲間意識の強さ

が生まれてきます。 
菊池社長 

東海林さん 

永年指導を頂き、現在

は私が部下を指導する

立場になりました。 

共に競いあった仕事か

ら、次世代に職人の奥

儀を伝えたい！ 

今日は社員と業者

が一体になっても

のすごく嬉しく感

じました。自分は兄

である専務の右腕

として、会社の向上

を 一 番 に 考 え て 

頑張りたいと思って

います。 

仕事が楽しいぜ。

イエ～イ♪ 

水戸棟梁 
菊池社長と山形アルミサッシ工業㈱の白田社長 
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武田英昭まで是非ともお願いします。 
どんな事でもいいで～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経験から、「あなた

も健康で幸せになれればいいなぁ」との私の思い

をこめたコーナーです。 (*^。^*) ♪♪ 
 

やるべき事が見える 
 ㈱菊池技建

の菊池専務さ

んです。 

念願の一級建

築士の資格も

取り、仕事も

やるべき事が

見えて、会社

の次の世代を

担う心構えは出来上がっているようです。 

菊池専務にもコメントを頂きました。 

 

 

 

 
 

 新宮常務は

常に周りの人

を気遣うお手

本のような人

です。 

会社の要とし

て、また菊池

社長の右腕と

して会社を盛り上げています。 

新宮常務のコメントを紹介します。 

 

 

 

健康にちょっといい話  

今回は人参がどれだけ私

達の体にいいのか御紹介し

ます。 

人参の鮮やかな朱色は、βカ

ロテンやルテイン、リコピン、

ポリフェノールといったフ

ァイトケミカルと呼ばれる成

分によるものです。 

この人参に含まれる特有の色素や香りの成分のフ

ァイトケミカルは私達の体内の活性酸素を排除す

る働きがあります。 

現代の環境の中で体内に過剰に増えた活性酸素

は私達の体内の細胞を攻撃し、老化やガンや糖尿

病などの深刻な病気を招いています。 

鉄が酸化するとボロボロになりますが、その状況

が体内で起こっているのです。 

体内の活性酸素はストレスや激しい運動などで

増加します。そして増加した活性酸素は胃潰瘍な

どの原因などにも結びついています。 

人参のβカロテンには粘膜再生効果があるそうな

ので胃潰瘍の心配のある方は、積極的に生の人参

の酵素を体内に取り入れるようにしたいですね。 

その時は、人参のアスコルキナーゼという酵素は

ビタミンCを壊す程強い酵素なので中和させる為

にレモン汁や酢を少々加えて食べる事をお勧めし

ます。  毎日人参 1 本を飲むか食べるかすると

ガンの予防にもなりますよ。人参嫌いの子供にも

お母さんの工夫で食べさせてくださいね。（＾＾）         

いつも、お世

話様です♪ 

今日のように実際に運動を通じて現場で働く協力

業者さんとの交流は大変楽しく絆が深まる感じが

します。これからも、やはりこういう交流が人と人を

つなぐ懸け橋と思い仕事も遊びも「共に生きる心」で

継続して行きたいと思います。 

菊池専務 

新宮常務と木村さん 

㈱タケダ様とお付き合いをさせて頂いてから、もう

10 年以上になりますが、当社以上のアットホーム

的な会社だなぁと思っております。さらにその社風

や人間らしさと社長の社員思いを私達も真似て行

きたいと思っています。当社の事業にも大変理解と

協力を頂き感謝しております。今後とも会社共々武

田社長のご協力を宜しくお願いします。 

俺はいいべあ 御苦労様 
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武田英昭までお願いします。 
どんな事でもいいで～す。 
是非ともおねがいしま～す。 
 

待ってま～す。 

ハブラシ→ 

スタッフ紹介コーナー  

我が家の癒し担当のミニーちゃんです。 

   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

うちの「ミニー」ちゃんです。 

まだ、ゲージの外に出ると家の中のフロアーのあ

ちこちにおしっこをしてしまいます。 

なかなかしつけ出来なくて困っています。 

食べ物もドッグフードしか食べさせない様にと

指導もらっていたのですが、私達が食事している

時にミニーも食べたそうに私に寄ってきて飛び跳

ねてきます。そんな様子に我慢できないでついつ

い人間の食べ物を与えてしまっていました。 

私が一番反省しなきゃならないみたいです。 

女房に厳しく怒られています。 (；一_一) 

そんな私の甘やかしでミニーはドッグフードを

あまり食べなくなってしまいました。(>_<) 

いまさら、人間の食べ物をやらない様に家族で話

しています。 

でも、私が食べている時にミニーは私のそばによ

って来て私をじ～っと見ているのです。 

なんかミニーに後ろめたいようにしてご飯を食

べています。 

写真はミニーに歯ブラシをやったら自分でブラシ

の方をくわえて歯磨きらしく前足でつかんでやっ

ているような感じに見えました。 

なんか、ちょっとするとすごく賢いのかも。(；一_一) 

そんな風に思うのは私だけでしょうか。 

ミニーちゃんへ  

娘の「あみ」の為にと思って犬を飼う決心をし

たのですが、ミニーが我が家へ来てから「あみ」 

ばかりではなく家族みんながいやされています。 

まさに家族の一員です。ミニーありがとう。 

これからもよろしくね。    武田英昭 

                                                                                                                             
編集後記 

金澤様、いつもありがとうございます。 
㈱タケダの経営理念は「お客様へお客様の

想定を超えたサービスまで提供出来るよう

になって、お客様に喜んでもらう事」です。

この気持を持ち続けて今後もお客様にタケダ

と付き合って良かったぁと言ってもらえるよ

うにしたいと思います。 

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 
 ㈱菊池技建様の花見に参加して、酔っ払い

ながらの取材でまとまりがなくなってしまい

ました。(>_<)でも、たまにはこんな感じでお

客様を紹介させてもらうのも、いいんじゃな

いかと思いました。 
㈱菊池技建の皆様ありがとうございました。 
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 
人参の話はどうでしたか。カレーでも野菜サ

ラダでもなんでも、とにかく人参のボリュウ

ムをアップさせてみてはどうでしょうか。 

これなに♪ 

クチャ♪ 




