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社長、すっごい

人ですね！ 

皆さんのお陰で

すよ。♪ 

あなたにそして自分にも 

膝が笑うってこの事 
最近自分の運動不足を痛感している武田英昭です。 

東京にいる

大学三年生の次

男と娘と三人で

デズニーシーに

行って来ました。 

娘も私も初め

てで、最初で最

後かなぁと思い

ました。 

せっかく来た

ので出来るだけ

多くのアトラク

ションを体験しようと、あの広い夢の世界を歩き

回りました。その時は、ただ疲れたかなぁ位でしたが、

帰って来て翌日から両足の膝関節がガクガクして、

階段を上る時も膝関節が外れそうです。 

そのうち治るだろうと簡単に思っていましたがいつ

までたっても治りません。普段の自分の運動不足が

膝の筋肉を退化させていたのでしょう。 

娘から「お父さん、楽しかったね。また行きたい

なぁ」と言われて「う、うん」としか言えませんでし

た。(；一_一) 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

いよいよ夏の疲れが出てきそうな 8 月ですね。 

8 月と言えばお盆のお墓参りと休暇ですが、普

段お墓参りに行っていない人は、 

「うわぁ～雑草がこんなに伸びてる～」なんて

驚かない様に一度、早目にお墓に行ってきれいに

しておきたいですね。私もいかなくっちゃ (>_<) 

杉田エース㈱建築総合 

見本市 E・S・T・A２００９ 

 今年も杉田エース㈱様の見本市に行って来まし

た。杉田エース㈱様は自社単独で千葉の幕張メッ

セで建築関連の総合見本市を開催される程で我々

金物業界では、トップクラスの年商を上げておら

れる素晴らしい商社様です。 

今年は「機会は自らが創り出す」をテーマに 

１２５社のメーカーがチャンスメーカーになるべ

く新製品等を出展していました。 

いつもながら、活気ある見本市でした。 

最後に会場を出る時に杉田社長様と前澤専務様

と一緒に写真を撮らせてもらいました。 

 

杉田社長

無理言って

御免なさい。 

 

杉田エース㈱の皆さん、お世話になりました。 

運動しな

いと駄目

だこりゃ 

杉田エース㈱

前澤専務 
杉田エース㈱

杉田社長 
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南部さん 

光栄です。♪ 
握手でその人

の運をもらい

ましょう。 

 運はつかめる！ 

運をつかみ放題の南部恵治氏は、ベンチャーの

神様と言われています。 

私より三歳年上で、すでにベンチャー企業を二つ

も上場させています。 

一つの企業を上場させるだけでも成功者なのに 

すでに二つも上場させているのです。 

まさにカリスマ的経営者です。 

現在人生三度目の上場に向けて挑戦中です。 

その人脈も半端ではありません。 

香港ではアメリカのホワイトハウスをフリーパ

ス出来る方と知り合いだったり、台湾ではいくつ

もの銀行のオーナーをしている方と知り合いで

その方の指示のおかげで税関を並ばずにそのま

ま行けたりしたそうです。 

南部恵治氏の周りには素晴らしい人生の成功者

が自然に寄ってくるようです。 

 そんな南部恵治氏が山形に来てくれる事にな

ったのです。 

成功する為の日々の考え方を南部恵治氏が山形

に来て、自ら講演してくれる事になったのです。 

この南部恵治氏の話を聞ける事はかなり運がい

い事だと思います。 

南部恵治氏は、香港や台湾や韓国でも講演の依頼

が殺到しています。 

日本国内でも、東京と大阪で定期的に講演されて

います。 

山形にいながらにして、南部恵治氏の講演

を聞けるのはまさにビックチャンスです。 

たぶん、今回限りでしょう。 

もう一度聞きたい時は東京に行かなければなら

ないと思います。 

南部恵治氏の講演を聞ける席数を私の分と

して６０人分もらいました。 

是非、すぐ私に申し込んで下さい。先着順にさ

せて頂きます。 

普通、南部恵治氏のような方を呼んで講演しても

らう為には多額の講演料が必要になりますが、 

今回は南部氏が人生三度目の上場を目指してい

る会社の主催という事で、一切無料で、この夢の

企画が実現しました。 

こんな嬉しい話はありません。 

私は一度青森で南部恵治氏の講演を聞いていま

すが、それから自分の日々の生活の考え方が変わ

りました。 

こんな、またとない機会にぜひ、あなたも南部恵

治氏の講演を聞いて運をつかんで下さい。 

不況を乗り越えられる入口を見つけられるはず

です。 

このチラシ

が届いたら

すぐ申し込

んで下さい。 

 

自分を変えるチャンスですよ。                                                                         
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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。 (*^。^*) ♪♪ 
 

健康にちょっといい話 

舌ブラシは健康の元  

 私達は口から食べ物を食べたり、飲み物を飲ん

だり、呼吸したりしていますが、意外と口の中の

掃除をしていない人が多い様に思います。 

と言ってる私自身、虫歯にならない様に歯磨きは

注意してやっていても他に何もしていませんで

した。 

私は、最近年と共に少し声がかすれてよく痰がで

るようになりました。 

父親も同じで私よりも、もっとひどく、しょっち

ゅう痰を出していました。 

父親の胃癌の手術の時には、心配していたその

痰が誤飲性肺炎の原因になって一時は本当にど

うなるかと思いました。 

実は声がかすれたり、痰が出たりするのは、

口の中や、喉の奥に痰の原因になるウイル

スがうじゃうじゃいるからだったのです。 

自分の舌の上が少しでも白くなってる部分

があれば、それは全部ウイルスの塊です。 

口の中は毛細血管だらけなので、口の中のウイ

ルスは、どんどん血液の中に入ってしまい、体

中に侵入していくそうです。 

それが、いろんな病気の原因になっていたのです。 

口の中は、ばい菌が繁殖しやすく、五時間で三

倍にも増えてしまうそうです。 

口で呼吸するたびに、口の中のウイルスが血液の

中や気管支や肺に侵入していたのです。 

病気の元を断つには口の中を清潔に保つこ

とが一番大切な事でした。 

口の中を清潔に保てば口臭も少なくなるはず

です。 

そこで、かなり簡単で、すぐ効果を感じる事が出

来る方法をある本で知りましたので報告します。 

早速、試してみたら翌日位から痰が出なくなりま

した。父親にも試すようにアドバイスしたら、や

はり前より痰が絡まなくなったと喜んでくれて

います。その方法とは、朝晩の歯磨きの後に、舌

磨きもする事です。 

 

 

 

舌磨きは、市販の舌

ブラシを使用しま

す。 

片手で自分の舌を

引っ張って、もう片方の手で舌の上を擦ります。 

片方の手で引っ張らないと舌が喉の奥に入って

しまいブラシをうまくかけられませんでした。 

三回くらいこすってから、うがいをして、また

三回くらい舌の上をブラシでこすります。 

そしてまたうがいを繰り返します。 

そうすると、少し白かった舌の上がピンクに変

わりました。 

舌の細胞は体の中で一番早く生まれ変わるそ

うです。 

口の中の舌は同じ細胞のままではないのです。 

この舌ブラシはブラシの毛も柔らかいのでいく

らこすっても痛くありません。安心して下さい。                                                                                                                             

↓舌の上をブラシでこする 

←舌ブラシ 

舌ブラシ↑ 
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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８月のカレンダー案内 

お盆休みは１３日から１６日までです。 

第二、第三土曜日は休業日です。 

宜しくお願いします。 

 やっぱり通信兵だった 

 

 毎週日曜日にじいちゃんが楽しみにしている

ディケアセンターで夏祭りがありました。 

家族の方も是非参加して下さいとのお誘いで、私

と娘も遊びに行ってきました。 

祭りの中で一番人気があり、盛り上がっている射的

にじいちゃんも挑戦しました。 

「昔取ったなんとやら」かと思いきや、じいちゃんは

三回共全部外れてしまいました。 

係りの人がおまけにもう一回させてくれました。

最後のチャンスでかなり集中して狙ったのです

が残念ながら外れてしまいました。  

考えてみれば、戦争の時でさえ、じいちゃんは通

信兵で鉄砲を打ったことがなかったのでした。 

それでもソ連に抑留させられて大変な目に会っ

て、必死の思いで帰って来ました。 

そして今回は直腸癌と胃癌の手術で、また大変な

試練を乗り越えて、奇跡的に帰ってきました。 

そうして今、こうやって夏祭りを楽しんでいます。 

最高に幸せな事だと思います。  

この後、息子の私がじいちゃんの代わりに挑戦し

ました。一発で当たってしまいました。 

狙った的の隣に当たったのですが。(^O^)／   

射的は外れても人生は大当たり 

ディケアセンターの皆さん、お世話様でした。 

私も射的をさせてもらい楽しかったです。 

じいちゃんは不死身で、まだまだ長生きするでし

ょう。これからも宜しくお願いします。 

              武田英昭                                                                                                                             

編集後記 

自分の膝が笑う事を経験して、改めて運動

不足を実感しました。 
最近、自宅で退化している膝を強化する為 
森みつ子さんのまねをしてスクワットを

しています。なんとかせねば(>_<) 
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 
杉田社長、前澤専務、杉田エース㈱の皆さ

ん見本市の時はお世話様でした。 
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 
南部氏の講演が９月６日に山形のビッグ

ウイングで開催されます。 
是非参加して下さい。待っています。 
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 
舌の上の白い部分は舌苔（ぜつたい）と言

う、ばい菌のコケだそうです。 
舌苔（ぜつたい）は絶対とらないと病気の

予防にはなりませんよ。 
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 
会長はほとんど元通りの生活をしていま

す。ご心配おかけしました。  武田英昭 

よお～し！ 




