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あなたにそして自分にも 

もったいないから無駄

が見えてくる 
 

 

 

 

カットだ

けで千円の

床屋に行っ

て得した気

分になった

武田英昭で

す。 

実は今回初めて行ったのですが、カットだけな

んてと、少し抵抗がありました。 

でも、いざやってもらうとカットだけで充分だな

ぁと思えました。 

その日に自分でシャンプーして髭そりすれば、今

までの床屋さんと変わらない気分になりました。

ほんとに！なんか床屋さんでのシャンプーや髭そ

りが「もったいない」ような気持ちになりました。 

今までの床屋代で三回カットしてもらえるので今

までがスゴイ「無駄」だったなぁと思います。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 ３月と言えば寒さも一段落して、いよいよ卒業

式のシーズンですね。 

いろんな出来事で楽しい事が一杯あったでしょう。 

無事、元気でまた新たなスタート台に立てる事が

一番ですよね。 

次の新しい出会いに期待して「さあ！これからど

んな楽しい事が待っているかなぁ」なんてね(^_^) 

スペシャルオリンピックス

山形の活動はこの人がいる

からこそ！ 

スペシャルオリンピックス日本・山形の事務局

長の真木さんです。 

決算報告書作成の打合せに来社して頂きました。 

知的障害者のスポーツ活動を通じて社会との交流

を図る活動を支えてくれています。 

その仕事をほとんどボランティアで毎日してもら

っています。 

一昨年の蔵王で開催された冬季ナショナルゲーム

はスペシャルオリンピックス日本・山形が立ち上

がったばかりでの全国大会で全国のアスリートや

ボランティアやコーチやファミリーの大勢の人達

を山形に迎えて本当に大変な苦労をされました。 

自分の人生を知的障害者の人達の為にささげて

いる真木さんの姿は、私には尊敬する理想の生き

方に思えます。 

ただただ、感謝するばかりです。 武田英昭               

床屋さんには 

3 カ月に一回で

OK で～す(^O^)

これから同窓

会なんですよ 

休みの日に呼

び出してすみ

ません(>_<) 
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不況の中での活路 

スガツネ新作発表 

バスツアー決定！ 

 スガツネ工業㈱の北原部長さんが、わざわざ 

山形まで来てくれました。 

北原さんは２０年位前に当社がスガツネ工業㈱

さんと取引を始めたばかりの時の当社の担当営

業マンでした。 

その当時はまだ家具屋さんのお客様が少なかっ

たので、北原さんが講師になってビックウイング

の会議室で勉強会を開催したりしました。 

また、その後の担当者と山形市の流通団地会館

で共催展示会を開催したり、仙台の卸町会館の展

示会にバス３台で行ったり、東京のショールーム

にバス２台で行ったりしてきました。 

あれから２０年過ぎて、今ではスガツネ工業㈱さ

んは当社の一番の仕入れ先になっています。 

これも、皆お客様のお陰です。深く感謝します。 

 北原さんが最初に当社に来た時は前の久保田

の店舗でまだ個人営業をしていた時でした。 

今のようなパソコンもなく、納品伝票や請求書な

ども全部手書きでした。 

北原さんのその当時の思い出は、長男はよだれ

かけをして事務所の中をうろうろして、次男は女

房の背中におぶさっていたそうです。 

その長男も去年大学を卒業して埼玉県の某住宅

メーカーに就職して頑張っています。 

次男も来年大学を卒業予定で、現在３年生で就職

活動の真っ最中です。 

懐かしい人との再開でつい昔の話になりました。 

 さて、本題の不況を乗り越える為の活路を見出

す話を御紹介します。 

北原さんはその為に当社に来てくれたのでした。

今年の５月２９日の第五土曜日に、開催される 

スガツネ工業㈱の新作発表展示会に山形からバ

ス２台でお客様をお連れして参加する事になりま

した。 

今回も東京往復を日帰りの予定です。 

また、前回のように朝早く出発して、夜遅く帰って

くる事になります。 

是非今から、予定に入れておいて下さいね。 

案内は５月に送りますので宜しくお願いします。 

全く新しい発想の新製品が多く発表されますの

で時代を先取りする為にも、是非、参加して御自

身の目で見て、手で触ってみて下さい。 

新カタログの中身を実際に確認する事が出来ます

よ。  是非一緒に行きましょう。   武田英昭                                                                                                                                

また、バス

２台で 

行きますよ 
お待ちして

いますよ♪ 

田中です。タケダ

さんの担当になり

ました(^O^)／ 

これからも

宜しくお願

いします。 
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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
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 

 ぎっくり腰にならな

い為の私のやり方 

 今回は、先日、お客様がぎっくり腰で動けなく

なり仕事も何も出来なくなっている話をお聞き

しましたので、私が、日頃ぎっくり腰にならない

ように心がけて実践している事をまとめてみた

いと思います。 
ぎっくり腰は、実は私が若い頃に、ヘルニアで東

京女子医大に入院した頃から、私の持病になって

いました。 

何度も、治っては、また忘れた頃になるという繰

り返しで、整形病院や、接骨院や鍼灸院等、行け

るところにはすべて行って自分なりに分かった

方法です。 

現在は、日頃からその方法を実践していますので 

あれ程頻繁になっていたぎっくり腰もほとんど

ならなくなりました。 

参考になればうれしいです。 

 ぎっくり腰は背骨の両脇の筋肉のバランスが

崩れて、片側にねじれる為に神経が圧迫されて、

苦しくなり腰が曲がってしまうようです。 

ちょうどキャンプのテントの柱を支える為に柱

を引っ張るロープのようなもので、片方のロープ

が伸びてしまうと柱はまっすぐ立っていられず

テントは崩れてしまいますよね。 

私達の背骨もテントの柱と同じでその背骨を支

えている両側の背筋と腹筋をしっかり鍛えてお

くことが予防につながるようです。 

その鍛える前に、まず背骨を充分伸ばす事が大切

です。 

ねじれたまま鍛えては本来の目的からずれてし

まうからです。 

自分の姿勢がきちんとまっすぐ

立っているか確認する方法とし

て、壁に自分の背中をつけて

みて下さい。 

その時、自分のかかと、 脹
ふくら

脛
はぎ

、

お尻、肩、後頭部が全部、壁についているか確認

して下さい。 

まず、この自分の姿勢をしっかり身につけるよう

に毎日、５分間位は壁に背中を付けてみましょう。 

それから、風呂上がりに体の筋肉が柔らかくなっ

ている時に、背骨の両側の筋肉を伸ばすストレッチ

をする事です。 

両足を肩幅に広げて右側の背筋を伸ばす時は、ま

ず両手を合わせて上に伸ばして、右側の足に全部

体重を乗せるように体を右側に傾けてから、上に

伸ばした両手を左側に真横に倒して行きます。 

息を吐きながら倒せるだけ倒して行きます。 

反対側も同じようにやります。 

筋肉を鍛えるのはまず筋肉をほぐしてからする事

が肝心です。腹筋を簡単に鍛える方法として、床

に座り、体をブイ(V)の形にします。両足を上げ

て背中もあげて床についているのは尻だけにし

ます。その姿勢のまま５分間位出来れば、かなり

きたえられますよ。                                                                                                                             

この恰好で、

朝歯磨きして

るんですよ♪ 

これで 

OK 
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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 

腰痛体操は日頃から

やり続ける事が肝心  

ぎっくり腰になりそうな感じがする時は、早目に

風呂上がりの背筋を伸ばすストレッチをすることを

お勧めします。 

その時は、曲げるのがつらい側には無理に曲げな

くていいです。 

伸ばすのに苦しくない、楽な側だけの背筋を伸ば

すようにして下さい。 

それだけで自然に左右のバランスがとれてくるよ

うです。 

疲れがたまってぎっくり腰になりそうな時は、 

無理して筋肉強化をやらずに、筋肉をほぐす事だ

けに専念する事です。 

また元通りに元気になってから、忘れずに腹筋や

足腰を楽しく鍛えればいいのです。 

 足腰を鍛える為に私がやっているもう一つの

方法はニンジンジュースを作る為に毎朝台所に

立つ時は、つま先で立っている事です。 

また風呂で頭を洗ったり髭をそったりするとき

は、四股を踏んだ状態のままで、椅子に座らずに

しています。 

私なりに、時間の使い方の工夫として風呂に入り

ながら足腰を鍛えたり、歯を磨きながら床に座り

V 字バランスを保って腹筋を鍛えたりしています。 

ちょっと普通の歯磨きのイメージからすると異

様な光景に見えるかもしれませんね。(*^。^*) 

㈱タケダの 3 月のカレンダー 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一土曜日は午後から社内会議になります。 

第二、第四土曜日は休業日になります。 

                                                                                                                             

編集後記 

 真木さん、これからもスペシャルオリンピ

ックス山形の会計を女房と共に手伝わせて

頂きますので、宜しくお願いします。 
いつも本当にありがとうございます。 
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 
 北原部長、久しぶりでした。 
商売の話よりも健康の話とか昔の話が多

く失礼しました。 
５月のバスツアーを楽しみにしています。 

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 
腰痛にならない為の私のやり方はまだ

まだ御紹介できない方法が沢山あります。 
紙面の関係で一番大切な事だけを紹介さ

せてもらいました。 
いかがだったでしょうか。(*^。^*) 
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 
 ぎっくり腰に対する私の思いは永年の自

分の持病とのかかわりの経験から生まれた

我流ですのであしからず。 

参考になりましたでしょうか。（＾－＾） 

「ハァー」 

息を吐きな

がらね♪ 第三土曜日

は営業日で

す(^O^)／ 




