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あなたにそして自分にも 

涙、涙の「ハチ」物語 
「ハチ」の映

画を見て涙が自

然と出てきてウ

ルウルになって

しまった   

武田英昭です。 

何十年ぶりで、

娘に誘われて映

画を見てきまし

た。 

渋谷駅の銅像になっている「忠犬ハチ公」のア

メリカ版でした。 

大体のストーリーは想像していたのですが、映画を

見ている内に、不思議と「ハチ」の主人思いの気持

ちが自分の思いのように感じられていました。 

最後の別れの日を予感した「ハチ」は駅前の広場

で今までやらなかったボール拾いの芸をして主人

を引き留めようとしました。 

そのハチの様子で私も「行かないで」と主人に叫

びたい気持ちになっていました。それ以来、主人

は駅に戻ってくる事はなかったのですが、「ハチ」

はそれから十年間、毎日、同じ時間に駅に向かい

に行ったのです。感動と涙の連続でした(*_*) 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 9 月は残暑が厳しいながらも秋の気配を感じる

時期で朝晩は本当に涼しくなりましたね。 

夏バテの人もこれからが食欲の秋でついつい食べ

過ぎてしまいそうですね。 

ヘルスメーターに乗って「うわぁ、太ったぁ」なんて驚

かない様に腹八分目でおさえておきましょうね。 

  

ワイヤーロープは 

おまかせ！ 

 ステンレス鋳鋼品、ワイヤー連結金具の専門

メーカー浅野金属工業㈱の高橋さんです。 

㈱タケダでは、ベランダ等のワイヤーテンショ

ナーは浅野金属工業㈱さんをお勧めしています。 

高橋さんはいつもニコニコと笑顔で当社に来て

くれます。笑顔で訪問してもらうと、こちらも、

うれしくなります。 

浅野金属工業㈱さんはテニスなどのスポーツ器具

やブランコなどの遊具や消雪ノズルや漁具など幅

広い分野のステンレス製品を製造販売しています。 

その中でも当社はステンレスのワイヤー手摺等

の話をもらった時は、浅野金属工業㈱さんに図面

を送って、相談しながら、現場の要望に沿えるよう

に提案してもらっています。 

本当に助かっています。ありがとうございます。 

これからも宜しくお願いします。  

                                                                                                                             

家のミニーです 

今日はいい

天気だね♪ 
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一番後列の

左端が私と

金澤さん 

女房には感

謝してます 

私が真ん中でいいのかなぁ 

仲間を大切にする心 

 福島の金澤様の内閣総理大臣賞受賞祝賀会に

出席してきました。 

カナザワ建具店様とは、今まで取引させて頂いて

おりながら一度も訪問していないままで、今回、

初めてお会いするので、とても楽しみにしていま

した。 

祝賀会の一時間前にホテルで会う約束をして、 

積もる話を沢山させてもらいました。 

 金澤さんは「今回の受賞は自分一人の力でなく、

息子さんと奥さんと職人さんの共同作業で完成し

た団体賞です」と話してくれました。 

息子さんがコンピューターで自分のイメージし

たデザイン

を形にして

キャドで現

実に作成が

可能なデザ

インなのか

検証してか

ら、実際の

製作になる

そうです。 

今回の息子さんがやりたいと提案してきたデ

ザインはかなり難しいものだったそうです。 

金澤さんは「息子がやりたいと言うんだからやっ

てみよう」と思ったそうです。 

その後は職人さんも奥さんも協力して、完成まで

根気よく作業されたそうです。 

その金澤さんの話しぶりは、決して自慢している

様子はありませんでした。 

そして金澤さんは仲間に感謝していると嬉しそう

に話してくれました。 

私は「金澤さんの仲間を大切にする心も内閣総理

大臣賞ですね」と話しました。 

金澤さんとの楽しい時間を過ごした後、受賞祝

賀会が始まり、これまた楽しい時間でした。 

福島県の青年部会の人達と意気投合して話を

しました。 

そして、また

日を改めて青

年部会の席で

私の話をもっ

と聞きたいと

言ってくれま

した。 

私の方こそ

感謝します。                                                                                                                             
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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。 (*^。^*) ♪♪ 
 

健康にちょっといい話 

食品添加物の恐怖 

 「あなたは食品添加物を気にして食品を選んで

いますか」気にはしているけど、仕方ないと思っ

ていませんか。 

現在の加工食品は殆どが添加物を使って作られ

ています。その添加物の味を食品の味と思い「美

味しい」と感じているのです。 

例えばミートボールは廃棄寸前の屑肉に 30 種

類の白い粉を混ぜて子供の大好きな味に仕上げ

ているそうです。 

コーヒーによく入れるミルクと思っているコー

ヒーフレッシュは水と油と添加物だけで出来て

いるそうです。 

漬物なども色や味を良くする為に、酸化防止剤や

化学調味料や合成着色料等がふんだんに使われ

ているようです。 

安いハム等は肉用ゼリー液を注入して原料の肉の

1.3 倍にも増量して作られているそうです。 

食品業界は添加物を使って、消費者が好んで買っ

てしまう安くて色艶の良いうまそうな食品を作

り売上を伸ばそうとしています。 

そこにはその食品を消費者が食べて健康に害が

あるかどうかは全く無視されています。 

食品添加物は厚生労働省が一つ一つの毒性を

ネズミ等の動物を使ってテストをして認可され

ているそうです。 

添加物として使っていいかどうか使用料の基準

をネズミの実験で決められているそうです。 

一応一つ一つの添加物は検査していますが、これ

が「複合摂取」となると、まだきちんと研究されて

いないのが現状だそうです。 

実は私達の環境はすでに添加物の「複合摂取」が

常識になってしまっています。 

その温床になっているのが、食品衛生法で定めら

れている添加物の「一括表示」です。 

例えば、「香料」「調味料」「乳化剤」「PH 調整剤」

「膨張剤」「酵素」「軟化剤」「凝固剤」「酸味料」 

「光沢剤」等の表示でいろいろな添加物を一括で

表示されています。 

もう私達の消費者側ではどんな添加物がどれ

だけこの食品に使われているかは調べようがな

いのが現状です。 

スーパーで安く買って喜んでいる食品こそが実は

添加物を沢山使ってそれでも利益が出るようにし

ているのです。 

今や日本は「世界一のガン大国」になってしま

いました。   

日本ほど加工食品に添加物が当たり前に使わ

れている国はないのではないでしょうか。 

その為に、犯罪の低年齢化が進み、「ガン」や「糖

尿病」等の生活習慣病が異常に増えているように

思います。    あなたはどう思いますか。 

 

                                                                                                                                         
参考文献です。 
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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 9 月のカレンダー案内 

19 日の第三土曜日は臨時休業日です。 

26 日の第四土曜日は臨時営業日です。 

いつもの月と逆になっています。 

宜しくお願いします。 

狩川の「ばあちゃん」

うちに来て！ 
 

  

 

 

 

 

 
女房のお母さんです。今回、酒田市立病院で悪

性の大腸癌が見つかり検査入院する事になりま

した。 すでに内視鏡切除手術で取れない程の大

きさになっていたようです。 

私は家のじいちゃんが水素のおかげで見事に、

悪性の直腸癌から、今では本当に癌だったのと思

えるほど顔色もよく元気になれたので、狩川のお

ばあちゃんも家に連れて来て、また水素をしっかり

取ってもらって、じいちゃんのように元気になって帰

ってもらえるようにしたいと思いました。 

それで必死で狩川の家族を説得しました。 

そして酒田市立病院で検査入院が決まっていた

のを、急きょ山形県立病院に紹介状を書いてもら

えるように女房が酒田市立病院に行って頼み込

みました。 

山形県立病院では外科の先生と水素の話はいろ

いろしているので、先生も水素の事は承認してく

れています。 

病院内でも飲みたいだけ水素を飲めるので安心

です。  

今、おばあちゃんは我が家から山形県立病院に検

査の為に通院しています。 

そして毎日、四人分もの水素を飲んでもらってい

ます。唇がピンクっぽくなってきたり、体がほて

るようになってきたと言っています。 

体温があがってきて顔色が良くなってくると癌

との戦いが始まります。 癌に負けるな！                                                                                                                             

編集後記 

浅野金属工業㈱の高橋さん、いつもあり

がとうございます。これからも宜しくお願

いします。 
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 
 金澤さん、祝賀会の時は本当にありがと

うございました。 

金澤さんの人柄に改めて感服しました。 
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 
 食品添加物は、食品業界の常識にさえな

っています。本当に嘆かわしい現状です。 
あなたも、自分の体の為に少しでも添加物

を体の中に入れない様にして下さいね。 

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 
 狩川のおばあちゃん、私達夫婦を信じて

山形に来てくれてありがとうございます。 

元気になって帰ってもらえるようにしっかり

免疫療法を実践していきましょうね。 

宜しくお願い

します。 




