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あなたにそして自分にも 

ランプのカタログ

これから届けます

よぉ♪(*^。^*) 

また、会えるのを楽し

みにしてましたよ♪ 

武田さん

の話を聞

きに来ま

した♪ 

「だから」、「でも」じゃな

く「こそ」の気持ちを持ち

続けよう！ 

この不況はこれからまだ、五年続くと思ってい

る武田英昭です。 

「この不況だから仕方がない」とか「でも何を

したらいいのかわからない」とかよく聞きます。 

この、「だから」「でも」の言葉からは前向きな発

想は生まれてこないと思います。 

「この不況だからこそ今やるべき事があるはず」

です。それを見つけたらしゃにむにやり続ける事

が何年か先に必ず自分に帰ってくると信じていま

す。あなたもただ待っていては駄目ですよ。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 ２月と言えば昔は辺り一面が雪景色でしたが、

最近の暖冬の影響で本当に雪が少なくなりました

ねぇ。 

自分の体的には「雪片づけしなくて楽でいいなぁ」

なんて喜んでいます。 

でも地球環境的には良くないですよね。(；一_一) 

大阪商人の魂を学ぶ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

清水㈱東京支店松原直哉支店長が二度目の来社

をされました。 

楽しい話に盛り上がりました。 

松原支店長は本当に聞き上手で私の思いをどんど

ん引き出して話を盛り上げてくれます。 

私もついつい話に夢中になってしまいました。 

実はこれが「大阪商人の商売の魂」なんですよね。 

お客様の気持ちを大切にして話を聞く事でお客様

の心をつかみ、心を通じ合わせる事こそ、商売の

基本の「聞き出すマーケティング」に繋がっているん

ですね。 

 さすが清水㈱の東京支店の支店長だなぁと話し

ている私の方が感心してしまいました。 

松原支店長、私の話ばかり聞かせてしまい、 

すみませんでした。       武田英昭                                                                                            
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私が若い頃、修業させ

てもらった清水㈱さん

に感謝！感謝！  
 

私が若い頃修業した清水㈱の東京支店長の松

原さんよりメッセージを頂きました。 

㈱タケダ様の武田社長をはじめ社員の皆様に

は日頃より大変お世話になっております。 

当社は、建築金物・インテリア用品・DIY 用品の

商社として国内販売及び輸出入を手掛けており、

大阪に本社を構え『社会貢献・経営連帯・信用蓄

積・適応革新・創造提供』と５つの経営理念を基本

とし、快適な暮らしや住まい作りの為、人と環境に

やさしい付加価値の高い商品開発と販売に心が

けております。 

昨年８月より㈱タケダ様の担当窓口である仙

台営業所と東京支店を兼務することになり、昨年

早々にご挨拶にお伺いしました。 

武田社長は当社で修行されていた方と聞いてお

りましたので、お会いするのを楽しみにしており

ました。 

武田社長は、若輩者の私に対して非常に優しく話

をされ、会社・業界・人生の先輩として商売を抜

きで今後お付き合いや相談できる人である事を

実感いたしました。 

今回も新年のご挨拶でお伺いさせて頂き、改めて

武田社長のお人柄に感銘をうけました。 

社長のお話の中で「お客様に喜んでもらえる仕事

をする事が一番大切」とありましたが、その事が今

の厳しい商環境の中でやっていけるヒントだとも

感じました。 

今回もまた、武田社長より多くの事を学ばせて頂

き有意義な訪問でした。 

また、次回お会いできる事を楽しみにしています。 

清水㈱東京支店  松原直哉  

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

松原支店長、こちらこそ、わざわざ東京から私

の話を聞きに来てくれて本当にうれしかったで

す。 

清水㈱さんは私の商売の原点です。 

私は、二代目として果たして本当に自分が商売に

向く人間なのかを試したくて、わざわざそう簡単

に帰ってこれない大阪の清水㈱さんを修業の場に

選びました。 

そして大阪商人の鏡であり、現在の大阪の金物団

地を造った先代の清水進一社長に出会いました。 

清水社長との最初の面接の時、なんで山形から大

阪に来たのかを聞かれ、大阪商人の商売のやり方

を学んで帰りたいからと答えました。 

そしたら、清水進一社長は「武田君、大阪の商売

を覚えるのには最低五年は頑張らないと駄目で

すよ。」と言われました。 

その時、私は「他の人が五年かかる事を三年で覚え

たいと思います。そして三年で五年分の働きをして

会社に恩返しをしたいと思います。」と答えました。 

それから、我武者羅な修業時代の三年半でした。 

あの時の思いは今も鮮明に私の脳裏に焼き付い

ています。ありがとうございました。 武田英昭           

いや～♪ 

うれしいなぁ 握手はいい

ですねぇ♪ 

遠藤君です 
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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
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 

 血液を汚す怖い物 

 私達は食べ物を食べて血液を作って生命を維

持していますよね。 

食べ物は口から入って胃で消化されから腸に行

き小腸で発酵されて栄養として吸収されます。 

それから肝臓に送られ、肝臓で解毒されてから血

液と栄養が心臓に送られます。 

そして心臓から一旦肺に戻され、肺で酸素を取り

込んで再び心臓に送られ最終的に心臓から６０

兆個ある全身の細胞に酸素と栄養が血液で運ば

れます。 

そして全身の細胞で新陳代謝されて私達は生き

ているのです。 

全身の細胞で新陳代謝されて汚れた血液は今度

は腎臓に集められ９９％濾過されて１％は尿と

して排泄されます。 

この私達の生命にもっとも大切な血液を汚してし

まう食べ物は砂糖、化学調味料（農薬、食品添加

物）、油ですが、これらが腎臓の細胞を固くしてい

るのです。 

今回は化学調味料について考えてみます。 

化学調味料の中でもナトリュウムの入った化学調

味料が腎臓の機能を悪くしています。 

その中で一番多いのは、グルタミン酸ナトリュウム

でアミノ酸とかの表記でカップラーメンやあらゆる

加工食品の中に食品添加物として一番多く使わ

れています。 

次に多いのはリン酸ナトリュウムです。 

このリン酸ナトリュウムは脳細胞を悪くして痴呆症

やハイパーにしてしまいます。 

今の高校生のジベタリアンを作ったのもこのリ

ン酸ナトリュウムが原因なのです。 

そしてさらにこのリン酸ナトリュウムはカルシュウ

ムを砂糖の４倍破壊する恐ろしい添加物です。 

最後に一番恐ろしいナトリュウムは亜硝酸ナトリュ

ウムです。 

亜硝酸ナトリュウムは０．１８ｇで人間の致死量に

なる程の最も恐ろしい食品添加物なのです。 

なんと青酸カリと同じ毒性を持っているのです。 

この亜硝酸ナトリュウムを食品添加物として許可

しているのは世界中で日本だけです。(；一_一) 

この亜硝酸ナトリュウムは胃癌、大腸癌、白血病な

どを引き起こす恐ろしい食品添加物です。 

実は、この亜硝酸ナトリュウムを許可してしまうの

は「たらこ」「すじこ」「いくら」「ハム」等の日本料理

に欠かせない食品があるからです。 

私が近くのホームセンターに犬の

缶詰を買いに行った時に、その缶詰の裏の表示を

見たら殆どの缶詰にこの亜硝酸ナトリュウムが

使われていました。 

亜硝酸ナトリュウムの使われていない缶詰を探

すのにその売り場の缶詰を全部見なければなら

ない程でした。 

改めてこんなにこの恐ろしい亜硝酸ナトリュウ

ムが当たり前に使われている事に憤りを感じま

した。 

是非、「ハム」等を買い求める時は亜硝酸ナトリ

ュウムが使われていないか確認されて買われた

方がいいと思いますよ。  （*^_^*）                                                                                                                              
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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。 

20 

インターネットビジネス 
 私は、インタ

ーネットビジネ

スはこれから世

の中がフラット

化して行く中で

一番しっかりと

つかんでいかな

ければならない

ビジネスだと思

っています。 

後、四～五年すると地域の距離感は今よりもっと

薄れ日本国中隣の人のようにビジネスが行われる

ようになって行くと思っています。 

 その時に世の中に当社の存在価値を認めても

らえるように今から取り組んでいかなければな

らないと思っています。 

それには当社の得意とする分野に磨きをかけて、

その分野では㈱タケダに聞けば対応してもらえ

るといった信頼される会社にならなければなり

ません。 

そして、日本中の誰でも気軽に相談出来るような

窓口を作っておかなければなりません。 

そのような相談を通じて信頼関係を築きあげて当

社の存在価値を高められるようにしっかりサポート

していかなければならないと思っています。 

 この不況の時だからこそ、前向きにとらえ世の

中の先を読んで、その為の準備を今、しなければ

ならないと思っています。 

私はこの不況に感謝しています。 

もし、世の中の景気が良くて何もしなくとも商売

が順調に行っていたら商売ってひとりでに何と

かなるもんだと思い込んでしまい、本当の商売の

魂を忘れてしまいかねません。 

たとえ商売が順調にうまくいっていても商売の

本当の喜びを見失っていたかもしれません。 

苦しい時期だからこそ何とかしなければならない

と本気で考えて行動するからこそ商売が面白いの

だと思います。 

 

㈱タケダのカレンダー 
第一土曜、６日は午後から社内会議の為休業です。 

第二、第四、土曜日は休業日です。 

第二、第四、土曜日は来社の対応のみになります。                                                                    

編集後記 

 松原支店長、感想文を頂きましてありが

とうございました。 
若い時の熱い思いは忘れる事がありませ

ん。清水㈱さんに感謝！です。 
これからも宜しくお願いします。 
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 
血液を汚す食べ物は私達の体の臓器を

固くして機能維持力の低下を招きます。 
すべての病気の根源は毒血症なのです。 
なるべく油物、添加物を避けた食生活を心

掛けたいですね。(*^。^*) 
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 
 インターネットビジネスは私の今の素

直な気持ちでした。 
あなたも是非、不況を嘆くのはやめて今す

ぐ何か行動をおこしましょう。(^O^)／ 

やれる事

を何でも

やろう！ 




