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あなたにそして自分にも 
 

 

 

 

 

 

 

やりたい事がありすぎ～ 

 
あれも、これも「やらなくっちゃ」とやりたい

事が山積みしている武田英昭です。 

やらなければならない事とやりたい事は一致しま

せんよね。 

やらなければならないのは解っていても、なかな

か手につかず後回しなんて事になっていませんか。 

 私は、やらなければならない事もやりたい事も

全部まとめて、自分の中で順番を決める事にして

います。 

順番を決めたら、もう目の前の決めた事だけで、

他の二番目からの事は忘れて一心不乱に集中し

てやります。 

そうすると不思議と次々に、はかどっていきます。 

いろいろ迷って手につかない時間が一番もったい

ないと思います。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 7 月ですねぇ。いよいよ夏本番で、これから汗

っかきの人は大変ですよねぇ。 

汗をかいたままにして、「忙しいから我慢するか」

なんて言って、次の日「夏風邪ひいちゃった！」なん

てならないようにして下さいね。（＾ｖ＾） 

 

 

 

 

 

 

 

これから、宜しく 

デニカ㈱の安原さんです。 

これから当社とデニカ㈱さんとの本格的な取引が

始まります。デニカ㈱さんはブルム社等のヨーロ

ッパを代表する家具金物メーカーの商品を日本に

紹介している会社です。 

特にブルム社の商品は日本のキッチンメーカー

に採用されており、当社の仕入れ先としてデニカ

㈱さんとの取引は最近特に望まれるものでした。 

安原さんは、当社と新規の取引契約を締結する

為にわざわざ山形まで来てくれました。 

お陰様で無事契約を済ませ、これから先の同行の

話にまでなりました。 

デニカ㈱さんは、今まで東北地区への営業活動

が弱かったので、当社に東北地区の拠点としてブ

ルム商品の拡販に協力して欲しいとの事でした。 
まだまだ、一般の家具屋さんにはなじみが薄いメ

ーカーの商品ばかりなので少しずつ紹介出来れば

いいと思っています。 

安原さん、遅くまでありがとうございました。 

これから、宜しくお願いします。                                                                                                                             

会社の 

さつきが 

きれいです 

ねぇ♪ 

話しが弾んで、 

遅くなったけど 

大丈夫？ 

なんとか 

なるでしょ。 
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仲のいい金澤さん親子です。 

全国建具展示会で内閣総理大臣賞

親子の共同作業で 

ここまでやれました。 

金澤さんの作品にかける思い 

今年の７月１日で開業３０周年になります。

その記念にしたいとの思いがあり今回の作品は

今まで以上に吟味しました。 
３年前から構想を練り、新しい絵柄を考え、 

その為の工具も開発して、 

一切の手抜きはしない事にしました。 
どんなに時間がない状態でも、 
一切妥協しないでやり抜いた作品でした。 
今回の作品は後継者である息子と職人そして家

族と全員が一眼となって取り組んだからこそ完

成した作品です。 
若い人達の力があったからこそできた作品で 

その力を集中出来たお陰で受賞出来たのだと

思っています。  ありがとうございました。 

四人目の息子も 

無事生まれました♪ 

やったぁ！すごい！ 

内閣総理大臣賞 

 福島県のお客様のカナザワ建具店様が全国建

具展示会で内閣総理大臣賞を受賞されました。 

金物の仕入れは息子さんがされていますので、 
日頃は息子さんと電話で話をさせてもらったり、 
メールのやり取りをしていました。 
今回の作品も出展する前からメールを頂いて、 
拝見させてもらっていました。 
息子さんの作品に対する思いや苦労話をいろい

ろお聞きしていましたので、なん

とか○○大臣賞でも頂けたら、 
いいなぁと思っていました。 
それがまさか、一番上の内閣総理

大臣賞を受賞するなんて、 
本当にびっくりしました。 

 
そこで、早速、お父さんに話を

聞きました。 

金澤さんは、地元の代表である古張町長さんに

表敬訪問して、今回の受賞を報告したそうです。

町長さんは大変喜ばれ、 

「大変名誉な事なので、是非写真じゃなく

実際の作品を町の皆さんに見せて欲しい」

と要望されたそうです。 

それで町の温泉施設の「ユーパル矢祭」の

ホールにおいて五日間限定で

町の人達に一般公開される事

になりました。  
実はこのホールは以前、金澤さんの息子さんが 
結婚式を挙げられたホールだそうです。 
町で一番大きなホールだそうです。 
今回の作品は、代表の金澤さんはもちろんですが、

その息子さんも中心になり若い力で斬新にそし

て根気よく手抜きをせずにやり抜いた作品だそ

うです。今は新聞社の方のインタビューやら、い

ろんな方からの訪問を頂いて、何も手につかない

状態だそうです。                                                                                                                             
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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。 (*^。^*) ♪♪ 
 

これは芸術だぁ！  

内閣総理大臣賞を選考するにあたり、審査員  

２０人が満場一致で選んでくれたそうです。 
審査員の方から「内閣総理大臣賞はこれしかない」と 

一発で決まったと教えてもらったそうです。 

その素晴らしい作品を紹介させていただきます。 

健康にちょっといい話  

「まごわやさしい・く？」 

 今回は私がどんな食べ物を好んで食べているかを

ご報告したいと思います。 

こんな考えもあるんだぁ程度で読んで下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

私がまず好んで食べるものですが、なるべく食べ物

の酵素を体内に取り入れられるような食事を心がけ

ています。                       

例えば、「まごわやさしい・く」です。 

これは、ま→「まめ」 ご→「ごま」 わ→「わかめ等の海

藻類」 や→「野菜」 さ→「魚」 し→「しいたけ等の 

キノコ類」 い→「芋類」 く→「果物」 

これだけを食べるように心掛けています。 

酵素はいわば「生きる力」そのもののような物で 

例えば、じゃが芋等をそのままにしておくと自然と芽

が出てきますよね。 

これが、じゃが芋等が生きている証なのです。 

まさにその生命力の酵素を体内に取り入れる事が 

大切だと考えています。                                                                                                                                            

組子入間仕切戸 ～春夏秋冬～ 

（作品のデザインの主眼） 

伝統組子の模様を襖の柄としてデザインしました。 

春の桜と桔梗、夏の花火と紫陽花、秋のコスモス、

雪の結晶、それぞれを葉の形と色分け、組分けで表

現しました。 

（作品の技術の主眼） 

見付き１．２ﾐﾘの材料を曲げ木という工法で表し

ている柄は手加工でしか出来ないとても高度な技術

なのでかなりの手間がかかりました。 

腰部分の花形模様、八重麻の葉という模様にある

空色の自然色は、近くで見ると真珠のような輝きを

醸し出しています。 

天然木材で「青」という色を出すのはとても難し

いです。          

カナザワ建具店 

春菊の 
胡麻和え、 
豆腐と 
しそ葉、 
金平ごぼう、 
わらび 
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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。 

㈱タケダの７月のカレンダー案内 

7/4 は午後から社内会議です。 

7/11 と 7/25 の土曜日は休業日です。 

宜しくお願いします。 

よかったね！会長 

 

 

 
 

                                                                                                                             

皆さん、ご心配おかけしました。 

会長が無事に直腸癌の開腹切除手術を終えて、 

また元気な顔を見せてくれました。 

私もほっとしています。 

直腸癌の手術の前に早期の胃癌の内視鏡手術も

受けました。 

その時は、手術中に自分の痰が肺に入ってしまい

誤飲性肺炎になってしまいました。 

かなり危険な状態になったのに、その肺炎も一晩

で治ってしまいました。 

先生もびっくりして、「85 歳の高齢で奇跡的としか

言いようがないです」と驚いていました。 

たぶん絶食状態にもかかわらず、本人がその晩、

一人で酸素マスクをはずして水素を飲んだおか

げだと思っています。 

胃癌の手術の後に直腸癌の手術で直腸を切り取

ったのですが、9 日後にもう食事が出来るように

なりました。 

すごい回復力です。 

85 歳とは思えない 

パワーです。 

 

 

 

まさに奇跡の連続でした 
 会長が進行性の悪性の直腸癌とわかってから

手術するまで、1 ヶ月間は内科、脳神経外科、外

科と検査、検査の連続でした。その度に、県立中

央病院に一緒に連れ添いながら、自分が癌になっ

たような気持ちでした。 

それだけに本当にうれしいです。   武田英昭 

編集後記 

金澤さん、「内閣総理大臣賞受賞」おめでと

うございました。 
努力すればする程、報われることを改めて教え

てもらいました。 

これからが楽しみですね。 
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 
 デニカ㈱の安原さん、お世話様でした。 
これからの新たな展開を期待して行動して行

きたいと思います。 

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 
 会長、無事戻ってこれて、本当にうれしい

です。これからは、自分の体を第一に考えて無

理をせず楽しく過ごして下さい。 

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 
 お母さん、（女房の事です） 
いつもおいしい朝食ありがとう。 

野菜中心の食事は最高です。 

これからも朝早くから大変ですが、 
宜しくお願いします。    武田英昭 

心配かけた

なぁ。 

どうも、 

ありがとう 

いや～ほんとに 

うまいねぇ ♪ 




