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「どんまい どんま～い」           他の月の「どんまい どんま～い」を見逃した方は㈱タケダのホームページからぜひ御覧下さい。 

失敗した時、がっかりした時、つらい思いをした時、落ち込まず再チャレンジ出来る様にとの思いで、あなたと私の心のかけ橋レターを送ります。 

毎月 1 回発行 発行編集責任者 武田英昭  ㈱タケダ    山形県山形市あかねヶ丘 3-18-1 電話：023-644-5633 FAX：023-644-5663 
 メール：takeda02-ht@yamagata.email.ne.jp           ホームページ URL：http://www.k-takeda.net/ 
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あなたにそして自分にも 

御客様の目線で！ 
 お客様からク

レームをもらっ

た時の対応こそ

が、最も大事と

実感している武

田英昭です。 

当社の社員の 

ミスや自分のミ

スで、御客様か

ら不満の声を頂

いた時、つい、自

分や自社の弁解

をしていました。

その時こそ自分の事より、そのミスで迷惑をかけた

お客様の立場に立って考えられるような「お客様

目線」でミスを認めて受け入れられる素直な気持

ちになれるように心掛けていきたいと痛感してい

ます。その対応を社員全員で共有出来るようにし

ていきたいと思っています。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 10 月と言えば、やはり運動会ですよね。 

私は最近、寝ていて足がつったりするので、かな

り運動不足だと思っています。先日、東京から休

みで帰って来ていた次男の脇で歯磨きをしながら、

少しでも運動不足を解消しようと最近やっている

スクワットをやっていたら、息子に「ちょっと、そう

いう事やめてくれる、お父さんみたいな健康おたく

の人ばかりじゃないからね」といやな顔をされまし

た。私は「そうか」と言ってしぶしぶ、スクワットをや

めました。 

息子もこの歳になるとわかるんですけどねぇ。 

南部さんの運を 

「頂きます！」 

 
 
 
 
 
    

ベンチャーの神様と言われている南部恵治氏の

講演がビックウイングで開催されました。 

講演の前に南部さんと握手する事が出来ました。

南部さんと握手する時、 

「南部さんの運を頂きます」と言ったら、南部

さんは一瞬驚いた様子で 

「前にも私と握手する時、同じ様に言った人が

目的を達成していましたよ」と嬉しそうに話し

てくれました。 

自分のこれから先はいい事がいっぱいあるぞぉと

思って生活して行けば、必ず前向きな気持ちにな

り、迷わずチャレンジしていけると確信しました。 

何でも成功した人のまねをして、自分の習慣にし

て行きたいと思っています。 

南部さん、ありがとうございました。武田英昭                                                                                                                             

がっ ち

りす る

なぁ みんな

で実践

したい

なぁ 

これ位

押せば

いいか

なぁ♪ 
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ありがとう！ 

吉村知事 最高！ 

 スペシャルオリンピックス日本・山形のアスリ

ートが中心になって、県内の仲間との交流を図る

芋煮会が馬見ｹ先河川敷で開催されました。 

その交流の場に吉村知事が駆けつけてくれまし

た。 

吉村知事は知事になる前からスペシャルオリン

ピックスにボランティアとして参加されており、  

冬季ナショナルゲーム山形大会で、全国からアスリ

ートが集結した時も接偶部会副部会長として協力

して頂きました。 

この日も午前中は天童の県総合運動公園でね

んりんピックの開会式に出席され、その後山形グ

ランドホテルで某祝賀会に出席され、午後からも

某シンポジウム出席と予定が組まれていたので

すが、吉村知事が私達のスペシャルオリンピック

スの芋煮会に顔を出したいとの意向で忙しい時

間の合間を縫って参加して頂きました。 

途中からの参加でしたが、挨拶された後に一緒に

我々の輪の中に入られ、一緒にアスリート達が煮

込んだ芋煮を終始笑顔で食べてくれました。 

その時もアスリート達が集まって来て、大変な人

気でした。 

 その後、みんなで記念写真を撮りましたが、      

そ その時に私も便乗してツーショットでしっ

かり握手して写真をとらして頂きました。 

 握手した吉村知事の手は暖かく、身近なぬく 

もりを感じられました。 

吉村知事は知事という役職を感じさせない位 

気さくで芋煮会の和やかな雰囲気をそのまま

大切にしてくれました。 

吉村知事の人柄をまぢかに拝見してこの人なら、

共に働く人達が自主的に行動するだろうなぁと

思いました。 

吉村知事の自然な振る舞いが立場を超えた

同じ仲間のような存在にしてくれたのでしょ

う。 

アスリート達は吉村知事から離れようとしませ

んでした。 

私もこの人なら山形県政を活気ある方向へ導い

てくれると思いました。 

吉村知事、お忙しい中、ご参加頂き、さらに写真

掲載の許可まで頂きありがとうございました。                                                                                                                             

3 枚位、撮

らしてもら

って、いい

ですか♪ 

何枚でも 

どうぞ、 

どうぞ♪ 

もっと、いて

下さい。 

残念だけど、 

あと少しだけね。
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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
な お ら な い

と医者に言われた自分の左腕全体

の痺れ
し び れ

を、食事の改善から自力で薬も何も使わず

自己治癒
ち ゆ

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

私の健康おたくの思い 

 今回は、私の原点の健康にこだわる様になった

思いをお伝えします。 

私には障害を持った娘がいます。最初はその事実

を受け入れられなく、悩み苦しみました。 

そして、これから先、娘と共にどうやって生きて

いくべきなのか本気で考えました。 

そして娘の老後までも親の私達夫婦が傍
そば

にいて

あげて、娘を見守ってあげられたらいいなと思い

ました。 

その為には、親の私達がまず健康で長生きしなけ

ればなりません。 

決して、病気になってはいけないのです。 

そんな風に考えられるようになってある程度、気

持ちの持ち方を決めた頃に、私の左腕全体がしび

れるようになったのです。 

風呂で頭を洗う時も左腕を上げていられないので

す。左腕のしびれは毎日一日中続きました。 

そのしびれは何とも言えない苦しいしびれでした。

この時私は、まだこの年齢でこんな体の状態では

娘の老後の心配なんて出来る程、自分の体が持た

ないだろうなぁと思いました。 

病院に行って MRI の検査をしてもらいましたが、

「首の軟骨がすり減っていて神経を圧迫している為

で一生治らないでしょう」と言われました。 

その時は、奈落の底に落ちたような気持ちになり、

自分の体に自信がなくなりました。 

 でも、なんとか自力で治していこうと決意して、

家に戻ってきたその日に、医者からもらった痛み止

めの薬を全部捨てました。 

自分の体の痛みは自分の体が自分になんとかして

欲しくて訴えている証なので、その苦しみを受け

入れて自分の体が本当に改善する為には何をす

べきか考え続ける為にも、この痺れの苦しみは私

の体のバロメーターになると思ったからです。 

それから、いろんな人の話を聞いたり本を読んだ

りして、免疫療法を知り、人間の体には「自然治

癒力、免疫力、機能維持力」等の本来備わってい

る力がある事を知りました。 

その力を阻害している食べ物を極力食べない様

にして体の為に手助けになる食べ物を出来るだ

け食べるようにしたのです。 

その事は今までお伝えしてきた人参ジュース、亜

麻仁油、発芽玄米、活性水素の還元水等で御紹

介させて頂きました。 

さらに、農薬や食品添加物の恐怖や牛乳、肉類を

出来るだけ体に入れない様にして果物、野菜、魚、

穀物中心の食事にする事の大切さも報告させて

頂きました。 

実際に私が実践してみて、医者から一生治らな

いと宣告された左腕のしびれが半年を過ぎた頃

から徐々に和らいで来たのでした。 

その時はこのままこのような食生活を続けて行

けば必ず元の体に戻れると確信しました。 

そして現在全く何ともなく健康な体を取り戻し、

以前のような生活が出来るようになったのです。 

私の体の自然治癒力がすり減った首の軟骨を再

生してくれて神経の圧迫を開放してくれたので

しょう。薬のような対処療法では決して本来の体

の為にはなりません。今本当に自分が健康でいら

れる事に感謝しています。                                                                                                                             
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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 10 月のカレンダー案内 

10 月 3 日第一土曜日は社内会議の日です。 

午後からの配達はありません。 

 大腸癌と胃癌も克服 
 

  

 

 

 

 

 
 女房のお母さんが大腸癌になってしまい、酒田

市立病院に検査入院するところを無理やりに山

形県立中央病院に紹介状を書いてもらい、私達の

家に連れて来て、こちらでお母さんの世話をさせ

てもらいました。 

無事に胃癌と大腸癌の両方の手術もうまくいき

ました。 

そして、こちらに来たばかりの顔色とは全然違う

艶のある元気な顔色になってきました。 

県立中央病院に入院するまで、我が家から検査の

為の通院が続きましたが、その間に免疫療法と水

素イオンで徹底的に体内の毒素を出すようにして、

改善に努めました。 

県立中央病院の担当の先生も水素は飲んでかま

わないですよと言ってくれています。 

何せ、当社の会長が悪性の直腸癌の手術の後の退

院の時、担当医の先生に「間違いなく癌が転移し

ています」と宣告され抗がん剤と放射線治療の説

明を受けたのですが、どちらの治療も拒否して、

通常の生活をしながら、その後も水素を飲み続け

ている内に CT 検査でも血液検査でも癌の転移が

確認出来なくなり、体の中から癌が消えてしまっ

たのですから、先生も個体マイナス水素イオンの

効果を感じてくれていると思います。 

おばあちゃん、退院してからもしばらく家で療養

して下さい。 

そして私達の食生活に慣れて欲しいと思ってい

ます。            武田英昭                                                                                                                             

編集後記 

誰でもミスはありますが、そのミスを繰り返さ

ない様にするには、そのミスを素直に受け止めて改

善策を考える事ですよね。 

それが出来れば一歩前進ですね。 

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 
 南部さん、山形講演ありがとうございました。

講演中しっかりメモをとったので、後は実践あるのみ

です。メモの内容は私のブログで見られますよ。 
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 
 吉村知事、忙しい時間の合間に芋煮会に参加頂

きましてありがとうございました。 
私達障害者の親にとってすごい励みになりました。 

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 
 私の「健康おたく」の思いはいかがだったでし

ょうか。 
健康を維持する為にいかに食事が大事かをお伝え

したいと思いました。 
「食」の字は「人を良くする」と書きますが、そのもの

ずばりですね。 

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 

おばあちゃん、元気になって良かったね！ 

もっけだのう♪ 

あんた達のとこ 

来て良かった♪ 




