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あなたにそして自分にも 

何事も「どんまい どんまい」と事がうまく運

ぶ様な嬉しい気持ちで一杯になります。 
御礼の一言を申し上げます。…一部の紹介です 

とても懐かしい

我世代を思い出

したり、武田家

の心あたたまる

家族の愛など、

想いが重なり、 
情景が浮かばれ

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

自分で自分を励ます

言葉を持とう 
こんにちは。 

いつも、同じ失

敗を繰り返して

しまう武田英昭

です。 

その時は反省

して、今度こそ

同じ事は繰り返

さないぞと心に

誓うのですが、

また忘れた頃に

同じ事をしてしまいます。 

そんな時は、いつも落ち込むのですが、自分で

自分を励ます言葉を心の中に持つようにしていま

す。それがまさに「どんまい」なんですね。 

自分を励ます為の言葉をあなたにもプレゼント

します。「どんまい どんま～い」(＾O＾)／ 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

6 月と言えば、山形では特産の 

さくらんぼの季節ですね。私も食べ

始めるとやめられなくなり、ついつ

い余計に食べすぎてしまいます。 

食べ過ぎて「腹がグルグルする～」なんてなら

ない様にして下さいね。（これ、自分の事でした） 

さくらんぼ狩りでは、もぎ取ったその場で美味

しそうに食べて、旬を満喫されていますね。 

でも農薬散布されている事を考えたら、還元水な

どに一度浸して、表面の農薬をしっかり除去して

から食べた方がいいのになぁなんて考えてしまい

ます。あなたもそのまま食べないで下さいね。 

 

 

 

 

 

 

「どんまい」への感想へ感謝 

 
 
 
 
 
 

 

途中は、中略させて頂きます。 

㈱コバヤシ機工様の小林常務様より「どんまい」

にこんな達筆な感想を頂きました。 

㈱コバヤシ機工様は同業者であり、当社とは良き

仲間としてお付き合いさせて頂いております。 

最後の絵は、お酒かな？それとも還元水かな？ 

（頑張り過ぎないでちょっといっぷくしてね。）と私に

やさしく囁いてくれているような気がしました。                                                                                                                             

失敗しても、

どんま～い 

で行こう♪ 
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本当にここまでサー

ビスしていいの♪ 

カナセ工業㈱の矢野営業統括室室長と合川係

長と松本さんです。 

アクリル板のセルキャスト製法において、三菱レ

ーヨンと住友化学に次いで日本で三番目位の出

荷量をこなしています。 

しかも、一日１２トン位の品物を出荷する為の

運賃を創業当初からすべて元払いにしている

というのです。 

つまり、どんなものでも一枚でも

送料元払いで出荷しているのです。 

この話を聞いて、思わず「本当ですか。」と 

何度も確認してしまいました。 

近年アクリル板の需要拡大に伴い、東南アジア

などから安い輸入品が増加していますが、このよ

うな輸入品は商品的にアクリルでさえあればい

いというレベルの商品が多いのに比べ、カナセ工

業さんは和歌山と長野の国内工場で生産してお

り、品質には自信を持っているそうです。 

ただ、２ミリ以上の製品しかないので薄物は対応

出来ないそうです。  

薄物がないのは、ちょっと残念ですね。 

矢野室長からの手紙の一部。  

               

 

 

 

 

 

 

 

 

  

矢野室長、手紙頂きましてありがとうございま

す。カナセ工業㈱さんと直接取引出来る事は、 

㈱タケダにとって大きな財産になります。 

これから、さらにアクリル製品に自信を持って 

どんなお客様にも対応していけると思います。 

何せ一枚でも送料無料というのは、お客様にと

ってはすごい魅力ですからね。 

「本当にそれで大丈夫ですか」とこちらが心配

する程に、今までの常識を超えています。 

他社メーカーさんではありえない事です。 

カナセ工業㈱さんとの巡り合わせも私にとって、 

運命的な出会いのように感じて

なりません。                                                                        

笑顔ですか。んん… 矢野室長、今度は 

ちゃんと笑ってよ♪ 

矢野室長 合川係長 松本さん 

㈱タケダの武田社長様にお会いしたおり、

笑顔がとても爽やかな第一印象を受けまし

た。 
ご訪問させて頂くきっかけは、武田社長様よ

りのお電話を当社専務の小橋がお受けした事

でした。 
小橋専務は、その電話のお話の中で武田様の

お人柄や商売の意欲を感じ、是非、当社の製

品を扱って頂きたいと思ったそうです。 
その後、合川が一度、㈱タケダ様にお伺いし

て直接取引の詰めの話をさせて頂きました。 
そして、今回、又三人でご訪問させて頂いた

時は、短時間ではございましたが、御社の皆

様の仕事ぶりも拝見させて頂き、改めて私も

又、是非㈱タケダ様とお付き合いさせて頂き

たいと思いました。 
当社カナセライトを東北地区において、お客

様にご理解を頂きながら認知して頂けるよう

㈱タケダ様と共に歩んで参りたいと思ってお

ります。 
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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。 (*^。^*) ♪♪ 
 

超低周波電磁波 

電化製品から出る周波数が３００ヘルツ以下、 

波長が１０００キロ以上の電磁波の事です。 

日本人の日常生活のなかで、特に子供達が白血

病との関連が指摘された 0.4 マイクロテスラ以

上の電磁波を浴びる危険性が高い磁界の中で生

活しているという報告がされています。 

 

健康にちょっといい話 

今回の話は今、豚インフルエンザで話題になっ

ている WHO（世界保健機関）より二年前に日本が

電磁波対策であまりに国民に情報公開していない

ので被害予防を勧告する国際指針を受けた事に

ついてご紹介します。 

 この勧告は電子レンジなどの

電化製品や高圧送電線が出す

超低周波電磁波の人体影響に

ついて、 

世界保健機関（WHO）が「小児白血病発症との関

連が否定できない」として対策法の整備など予防

的な措置をとる事を求める勧告になっています。 

日本人として、とても恥ずかしい勧告です。 

 日本では、子供携帯など便利さ最優先で電磁

波の恐怖など全く問題にしていません。しかし、ヨ

ーロッパ等の国々では １５歳未満の子供には、携

帯電話を持つことを法律で禁止してい

るそうです。 

１５歳頃までは脳の成長が盛んにおこ

なわれる時期だそうです。 

その時期に携帯電話からの電磁波を浴

びることが、脳の成長に悪影響を及ぼ

す危険性があるからだそうです。 

 
 

 

 

 

 

 

 

電磁波の磁界から逃れる為にはどうするか。 

テレビから 70㎝以上、加湿器からは 60㎝以上、

電気カーペットからは 90㎝以上離れる事。 

でも電気カーペットから 90 ㎝以上離れるなんて

空中に浮かない限り無理ですよね。(；一_一) 

つまり、あらゆる電化製品を使う時は 1ｍ以上離

れた方が安全のようです。 

でも、離れると使えない物も沢山ありますよね。 

そんな電化製品は使わない方がいいのですが。… 

電磁波は水に反応します。 

お腹の中の赤ちゃんは羊水の中にいますよね。 

電子レンジの前で妊婦が調理していると、電磁波

は羊水に反応して羊水の中の赤ちゃんに悪い影

響を与える事になります。 

かなり恐ろしい話しですよね。 

赤ちゃんの一生が左右されるのですから。 

さらに、電磁波を受けると活性酸素が異常に反

応し、細胞を破壊し免疫力が低下するようです。

電気製品の便利さの陰に電磁波の恐怖が忘れ去

られていますが、最近多い犯罪の低年齢化や昔な

かったようなアレルギー症状は電磁波が関係し

ているように思うのは私だけでしょうか？             

いけ～ 

そこだぁ 

離れて見てね 
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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。 

編集後記 

小林常務様、同業者の立場でも快く掲載を許可

して頂いて本当にありがとうございました。 
小林常務様の心の広さを感じました。 

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 
カナセ工業㈱の矢野室長様、合川係長様、松本

様これから、宜しくお願いします。 
貴社との出会いで、これまで以上にお客様への 

サービスが充実すると喜んでいます。 

一枚でも送料無料は最高のサービスですからね。 

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 
電磁波の話はいかがだったでしょうか。 

何故、日本の政府は国民に電磁波の恐怖を情報公

開しないのでしょうか。 
携帯が低年齢化している事に、私は日本の将来に

不安を感じています。 
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 

会長、しっかり水素飲んで下さいね。 

そして、ガン細胞が小さくなっている事を期待し

ています。もしそうなったら、危険な手術をしな

くても、ガン細胞を殺せるかもしれないので。 

会長、まだまだ長生き

して下さい。  

 

 

 

 

 

 

 
 会長は今年、85歳です。 

最近、血便が出ると心配していました。 

私は、「痔かなんかじゃないの」位であまり気に

していませんでした。 

でも本人が心配なので徳州会病院で検査しても

らったところ、直腸ガンで、それも進行性の悪性

のガンという事が解りました。 

徳州会病院の治療で大腸のポリープだけは内視

鏡で取り除いてくれました。しかし、直腸のガン

は写真で見てもびっくりする程大きく、後 3 ヵ月

このままにしていると、直腸がガン細胞で埋まっ

てしまって便が出せなくなるとの事でした。 

それで、県立中央病院へ移りさらに外科、脳外科、

内科、と検査していくうちに胃にも早期ガンがあ

る事が解り、まず胃ガンの手術をしてから、直腸

ガンの手術をする事になりました。 

直腸ガンと解ってから間もなく一ヵ月になりま 

す。実はその間、私の薦めで会長には「水素」を

普通の人が飲む量の三人分位飲んでもらってい

ます。平畑先生の発表では、ガンが P５３遺伝子

の変異などで発症する遺伝子病であり、水素を取

り続ける事で P５３遺伝子の変異がなくなり、ガ

ンが治ってしまったそうです。 

会長の直腸手術までの間に水素をいつもより多

目に飲む事でガン細胞が縮小してくれるといい

なぁと思っています。 

その確認の為に、直腸ガンの切除手術の前に再度

大腸カメラでガン細胞の状態を確認してから、 

手術をしてもらう事になっています。 

三ヶ月あれば、平畑先生の話のようになるかもし

れませんが一ヵ月しかないのが残念です。                                                                                                                          

いろいろ、 

世話、掛けて 

すまんなぁ 




