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あなたにそして自分にも 

御客様の望んでいる事

に答える為には 

 
 

 

最近、全国

のお客様から

御注文を頂い

て、感激して

いる武田英昭

です。 

当然初めての

方が多く、御

注文を頂きな

がらお客様の住所を聞いて驚いています。 

そんな初めてのお客様に対して、一番大切な事は

当社へ電話をかけてくれた事への感謝の気持ちを

表し、お客様の喜ぶ姿をイメージして対応する事

だと思っています。 

お客様が希望している事をお客様の立場に立って

お答えして、喜んでもらえる事だと思っています。 

そして、それがきちんと出来た時、お客様は又、

次も電話して下さると思っています。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 11 月と言えばだいぶ寒くなり、冬が間近ですね。 

最近特に新型インフルエンザの猛威で子供を中心

に死者が増えてきていますね。もう他人事ではな

くなってきました。マスクをしている人を見ると

予防の為なのか心配になってしまいますよね。 

「これからが正念場
しょうねんば

ですね。気をつけなくっちゃ。」 

沖縄県石垣市の 

㈲うえざと木工様より 

㈲うえざと木工様よりうれしい言葉を頂きまし

たので、御紹介します。 

「今年の 6 月からお取引させて頂いております

㈲うえざと木工です。 

沖縄県の石垣島という所にある小さな会社ですが、

使う人の立場になって考えた物造りを目指して、

日々精進しています。 

㈱タケダ様には、いつも敏速な対応をして頂き、

とても助かっています。 

広い日本の小さな出会い…。 

その出会いに感謝しつつ、今後も末永いお付き合

いが出来ます事を願っております。」  ここまで 

 本当にうれしい言葉を頂きました。 

最初に㈲うえざと木工様から、突然電話を頂いた

時は本当に驚きました。当社のホームページを見

て頂いて当社に興味をもたれての電話でした。 

それからお互いの話をしている内に仕事に対する考

え方など共感する事が多く、とてもうれしく思いまし

た。出会いに感謝しています。     武田英昭            

お早うございます。 

タケダの武田です。 

沖縄県石垣市の㈲うえざと木工様の工場です。 
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スガツネ工業さんと共に 

スガツネ工業㈱の菅佐原社長さんが来社され

ました。 
久しぶりで話も弾んで楽しいひと時でした。 
スガツネ工業㈱さんは金物業界を牽引するリーダ

ー的な存在であり、その菅佐原社長の経営姿勢に

は強い 志
こころざし

を感じます。 

ここで菅佐原社長さんから、この「どんまいどん

ま～い」の為に頂いたメールを御紹介します。 
ここから→『スガツネ工業は家具・建築金物の

総合メーカーとして国内外を問わず自社製品の

普及に努めると共に、優良海外製品の総代理店業

務を行っております。  
当社は創業 80 年を迎える歴史の中で、世の中

が厳しい時も良いときも常に変わらないサービス

と前向きな商品開発を心掛けてきました。 

逆境の時こそ、それぞれの人・会社の生き様が

問われております。  
私達は全ての経費を厳しく切り詰めても、「良い

ものを開発して、喜んで頂く」を貫き通す為の投

資はしっかりと行い、皆様の要望に何としても応え

たく思っております。 

 弊社の製品を積極的に取扱って頂いておりま

すタケダ様には日頃より何かと大変お世話にな

っております。  
また、僭越

せんえつ

ではありますが、武田社長は人として

も非常に魅力的な方で、出会いや健康などにも

気遣われ
き づ か わ れ

人と人との縁を重んじられています。  
商売という一面だけでなく“人”として大切なも

のを尊び
とうとび

、何事にも真摯
し ん し

な姿勢である事は、弊社

も常日頃より社員にも教育していること故に共

鳴出来る点です。 
私の様な若輩ものとしては先輩経営者として学

ぶ点も多く、今回久しぶりにお会いする機会があ

り、大変有意義な時間を持てました事に感謝して

おります。』 以下省略させて頂きます。 
菅佐原社長様、私に対して過分なお言葉を頂き

大変恐縮しております。 
スガツネ工業㈱さんのオリジナルな発想と開発

力には本当に感心しております。 
そして徹底した社員教育でスガツネ工業㈱さん

の社員の方は営業ばかりでなく内勤の女性までも

素晴らしい対応をしてくれます。 

私の理想とする会社だと思っています。 

今回は遠路はるばるお越し下さいましてありが

とうございました。      武田英昭 
 

                                              

あったか

い手です

ね。健康

な証
あかし

で

す♪ 

川野です。福岡から

来ちゃいました♪ 

タケダさんの担当に

なった萩原です。 

そうですか 

嬉
うれし

いです

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

自己治癒力
ち ゆ りょ く

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 

 白砂糖の恐怖 

 毎日の食生活の中で御菓子やその他清涼飲料

水やジュース等あらゆる食べ物に白砂糖は使わ

れていますよね。 

今回は、白砂糖の本質を考えてみます。 

私達の体は 60 兆個の細胞で出来ていますが、

体が健康かどうかはその細胞が丈夫かどうかで決

まります。 

よく丈夫な体質と言いますがこの体質とは細胞

の質の事になります。 

この細胞が置かれている環境は私達の体の環境

液と言われるものだそうです。 

環境液とは、つまり血液と体液の事でこの環境液

を元気にする絶対条件が体内をペーハー7.35±

0.03 の弱アルカリにする事だそうです。 

その為には体の中に酸性物質を取り込むかアル

カリ性物質を取り込むかが大事になります。 

そして環境液の主成分は水なので出来るだけ還

元水等の体に良い水を使って調理や飲料水に使

う事です。 

実はその環境液を一番汚すのが白砂糖なのです。 

白砂糖は体の酸化を促進させ、血液を汚す一番

の原因になっています。 

アトピーの子供に甘い食べ物をやめさせると3割

の子供は改善されるそうです。 

白砂糖にはかゆみを発生させる蟻酸
ぎ さ ん

という物質が

含まれている為で、白砂糖の摂取量を減らす事で

かゆみの元の蟻酸
ぎ さ ん

を減らす事になりアトピーの改

善につながっていくそうです。 

その他白砂糖を多く使うと、インシュリンも通常

の 7倍必要になるそうです。 

白砂糖は他の食べ物と違って消化吸収の過程を

通り越して一気に血液の中に入り血液を汚してし

まいます。その結果、血液が固まりにくくなり貧血

になったり、免疫力の低下で化膿した傷が治りにく

くなったりしてきます。 

最近の花粉症などのアレルギー症状の原因にも

なっているそうです。 

なるべく砂糖は含
がん

蜜
みつ

糖
とう

で精製されていない天然の

きび糖、黒砂糖、てんさい糖等を使うようにした

いものです。 

それではここで分
ぶん

蜜
みつ

糖
とう

で糖蜜を分離して作られ

ている通常の白砂糖の精製過程を御紹介します。 

① さとうきび等を圧搾
あっさく

し糖蜜
とうみつ

を

とる。 

② 石灰、炭酸、亜硫酸、亜硫酸ガ

スを使って煮詰めた糖蜜
とうみつ

の中の

不純物を取り除く。 

③ ほう酸鉛や塩素などでさらに透

明な液を作る。塩素を運ぶタンク

ローリーには毒の表示がされてい

るそうです。 
④ ミネラル・ビタミン等の栄養素が

あるとベタつくのでこれらの栄養

素を取り除く。 
⑤ 塩酸、その他の無機酸で砂糖を真

白に仕上げる為に漂白する。 

 
こんな風にして白砂糖は作られているそうです。

恐ろしいと思いませんか。                                                                                                                             
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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。 

これからも長生きしてね  
 

             
 

狩川のおばあちゃ

ん元気になって本当

に良かったね。 

おばあちゃんが大腸

癌とわかった時は本

当にびっくりしまし

た。 

女房と相談して実家

のお兄さんの承諾も

得て、庄内町狩川から

娘のいる山形市に呼び寄せました。 

そして山形県立中央病院に入院して大腸
だいちょう

癌
がん

の手

術をしてもらいました。 

手術も順調にいき、ほっとしています。 

最近、大腸
だいちょう

癌
がん

とは別に、「山形に来てから不思議

と心臓のあたりの締め付けられるような痛みも

無くなった」と、自分の体に自信を取り戻してい

るので本当に喜んでいます。 
山形に来てから入院するまでの期間と退院して

からもこちらで私達と一緒に生活してもらいま

した。狩川に帰ってからも同じ様な免疫
めんえき

療法
りょうほう

のよ

うな食生活をして欲しいと思っています。 
毎朝、まず起きたらすぐ還元水をコップ 2 杯飲ん

で、その後、ノニジュースを飲んで、水素を飲んで、

人参ジュースを飲んで、もうお腹いっぱいになる程

飲んでもらいました。 

朝、起きたら寝ている間に体の中から水分が汗と

なって出ているので血液の中から水分が抜けてド

ロドロになっています。 

その為、血液の濃度を元に戻す為に起きたらすぐ

還元水を飲むようにしてもらいました。 

これで血液の中がサラサラになるので体内の機能

維持力を促進出来ます。 

これからも、ずっと長生きして下さいね。英昭               

㈱タケダのカレンダー 

 

 

 
                                                                  

編集後記 

 ㈲うえざと木工様、東上里様、皆様いつ

も御注文頂きまして、ありがとうございま

す。最近台風のニュースを見るといつも沖

縄方面を通過しているので、気になってい

ます。でもいつもの事なんですよね。 
これからも宜しくお願いします。 
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 
菅佐原社長、「どんまい」に御紹介させ

て頂きましてありがとうございます。 
これからもスガツネ工業㈱様と㈱タケダは

協調互
きょうちょうご

敬
けい

の精神でお付き合いさせて頂きた

いと思っています。(*^。^*) 
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 
白砂糖の話はいかがだったでしょうか。 

美味しい
お い し い

もの程、体には良くないものなの

かもしれませんね。(；一_一) 
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 
狩川のおばあちゃん、狩川に帰ってから

も私達のような食生活をして元気で過ご

して下さいね。(^O^)／   英昭より 

山形は本当に 

すみやすい所だ

ね～♪ 

21 

7 

第一土曜日の

七日は午後か

ら社内会議で

す。 

第三土曜日は

通常の営業日

です。 




