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あなたにそして自分にも 

ミニーちゃん

シャンプー 

こわかったか

～(>_<) 

クォン 

クォン 

 

愛犬も家族の一員に

なっちゃいますね♪ 

 

 

２か月ぶりに愛犬の「ミニー」をシャンプーし

てあげた武田英昭です。 

１月３１日にカットしてもらってから全然シャン

プーをしていませんでした。 

シャンプーの間、かなり怖がって震えていました。 

やっと、どうにか洗い終わったミニーを見て娘

も「ミニーの匂い、良い匂いだね」なんて言っ

ています。(*^。^*) 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

４月と言えば、衣替えの月ですが、これから日

一日と春らしくなっていきますね。 

私はまだまだズボン下を離せません。 

いつもの事ですが年々そのタイミングが遅くな

ってきているように思います。 

「風邪をひくよりいいんじゃな～い」なんてね。 

 

 

 
                                                                                                                             

☆お詫びとお知らせ☆ 

 今月号は毎月連載していました「健康にち

ょっといい話」はお休みさせて頂きました。 

そして編集後記もこの１ページにお知らせとし

て掲載させて頂きました。 
さらに、４月のカレンダーも休みました。 

どうしても、横浜市の山手イタリア山公園内

の国の重要文化財の建物の「外交官の家外壁改

修その他工事」の記事を御紹介したくて特別に

２ページに渡りその記事を載せてしまいまし

た。 

「健康にちょっといい話」を楽しみにしていた

あなたには大変申し訳なく思います。 
来月からまた、掲載させて頂きますので、  
ご了承の程、宜しくお願い申し上げます。 
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 
 ㈱クマモトの中西店長様 
どんまいにコメント頂きましてありがとうござ

いました。 
これからも、自分に降りかかってきた事すべて

を前向きにとらえて行動して行きたいと思って

います。            武田英昭 
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 
 ㈱筒見工務店様、安田様 
国の重要文化財の改修工事に参加させて頂きま

して、本当にありがとうございました。 
そして、完成の写真まで頂きまして、本当に感

謝します。 
今回の文化財の現場に金物を納入出来た事は、

私の金物屋としての大きな誇りに思います。 

苦労した事がすべて報われたような思いです。 

ありがとうございました。   武田英昭 
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ついに私も、どんま

いに登場ですか♪ 

握手はいいで

すね♪ 

中西支店長 大山君 

逆境を受け止めたら、

まず行動してみる事！ 

当社の仕入れ先の㈱クマモト東京支店の中西

支店長様から、うれしいメールを頂きましたので

御紹介させて頂きます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

「㈱タケダ御中 武田社長様  

いつもお世話になっております。 

 先日の訪問時はお忙しい中、貴重なお時間を頂

き有難うございました。 

 調べましたところ、㈱タケダ様とのお取引きは

今年でもう１８年になります。 

 初めて武田社長とお目にかかったのは十数年前

だったと思いますが、当時と比べ、武田社長は一

層活力に満ち溢れ、若々しくされておりました。 

 普段より当社社員の者から、武田社長のお話は

伺っておりましたが、実際にお話をお聞きしてみ

て、仕事に対する情熱・志の高さは、言葉の一つ

一つ、そして眼差しから伝わってきました。  

後ろ向きになりがちなこの昨今、日々悩む毎日

が続いていますが、今回の訪問で一筋の明かり

が見えたような気がします。 

「辛い時こそ前向きに。」 

 そんな気持ちで私どもも、日々精進していき

たいと思いました。 

 何かとご迷惑をお掛けすると思いますが、今後

ともご指導頂けましたら幸いです。 

 どうぞ宜しくお願い致します。」                            

㈱クマモト東京支店   中西 俊雄 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～   

 中西支店長様 

 お忙しい中、わざわざ山形まで新任の挨拶に起

こし頂きましてありがとうございました。 

中西支店長と当社担当の大山君との話は、 

とても楽しい時間でした。 

㈱クマモトさんとお付き合いさせてもらうよう

になってから、すでに１８年が過ぎていたとは、 

改めて年の流れは早いなぁと感じました。 

㈱クマモトさんはこの不景気になっても毎

年、招待旅行を企画されています。 

その招待旅行に当社では毎年、社員が一人づつ

交代で参加させてもらっています。 

いつも、いたれりつくせりの待遇で、申し訳な

く思っています。 

お陰様で、参加した当社の社員は、その都度 

とても喜んで帰ってきていました。 

私もあと５年位して、今やっている事が軌道に乗

ったら参加させてもらいたいと思っています。 

他社メーカーさんが皆さん、招待旅行の企画を取

りやめている中で、よく継続しているものだと 

いつも感心しています。 

それに、いつも当社の無理を聞いてくれて本当に

感謝しています。 

中西支店長の事ですから、この不景気も乗り越え

て必ず良い方向へ進んで行けると思います。 

どんな些細
さ さ い

なことでも、思いついたら、まず行

動してみる事ですよね。 

これからも宜しくお願いします。 武田英昭                                                                                                                                
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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。 

何度も図面のやり直しから、ついに 

納入出来る滑車の完成で～す(^O^)／ 

しっかりと

マイナスビ

スも製作し

ました

(^O^)／ 

国の重要文化財 

外交官の家（内田家住宅）の 

上げ下げ窓用滑車の製作 

 神奈川県横浜市の㈱筒見工務店様の安田様よ

り問合せのメールを頂きました。 

「国の重要文化財の建物の改修工事を当社で行

う事になりました。 

つきましては、工事内容の中の上げ下げ窓の滑車

の部品を調達して頂きたいのですが、ご相談に乗

って下さい。宜しくお願いします。」 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

㈱筒見工務店様は文化財の仕事を請け負う程

のしっかりした仕事をされる地元でも信頼さ

れる工務店様です。私は、こんな嬉しいお話を頂

き何としても納入出来るようにして安田さんに

喜んでもらいたいと思いました。 

 

 

 

 

 

 

 

左下の写真は文化財の滑車の写真です。 

この滑車で上げ下げ窓を上下の位置のどこで

も止めるように出来ます。 

現在のバランサーと同じような役目をします。 

滑車の裏側の両側の枠の中に上げ下げ窓の半

分の重さと同じ重りが下がっているので、どこ

の高さでも窓が止まる仕組みになっています。 

私は、山形県の旧県会議事堂の文化財の時も金

物を納入させてもらった事があったので、文化財

の現場に金物を納入する事の大変さを、身をもっ

て体験していました。 

大変なだけに納入出来た時は、格別な喜びを感

じたものでした。 

今回も何としても安田さんの希望する品物を納

入したいと思い、私が知り得るあらゆる方面に問

合せをしました。 

そして、遂に完成しました。(^O^)／           

やはり、

文化財は

マイナス

ビスなん

ですね～ これが完成し

た滑車です♪ 
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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。 

トンボが横向きにならないように 

片側の羽根が長くなっています。 

このプロ

ペラが回

るんです。 

国の重要文化財の 

建物のトンボ製作 

㈱筒見工務店様の安田様から鎧戸
よろいど

用アオリ止

のトンボ製作の依頼も受けました。 

現在は窓の外側に鎧戸
よろいど

を付ける事はなくなり

ましたが、昔はこの写真のように窓の外側には

必ず鎧戸
よろいど

がついていました。 

その鎧戸を開いた時にこのトンボが鎧戸を抑

えて、風が吹いてもバタバタしないようにして

いました。 

鎧戸を閉める時はこのトンボのプロペラを 

ちょっと横にひねるだけで閉める事が出来ます。 

このトンボの話は最初から製作する事でスター

トしましたので文化財の現物をお預かりさせて

頂き、材料から仕上げまで、すべて同じように製

作させて頂きました。 

 

これが文化財の建物についていたトンボです。 

当社を国の重要文化財の改修工事に参加させ

て頂きました㈱筒見工務店様の安田様より金物

の納入後にうれしいメールを頂きましたので御

紹介させて頂きます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

㈱筒見工務店様 安田様より 

武田社長様 

 お世話になりました。 

 お蔭様で 3/19 に工事完了引渡しが出来そう

です。 

ありがとうございました。 

 先日のお話で完了写真をお送りするとの事で

したので、あおり止め・滑車の 完了写真を添

付致します。 

 今後共ご協力の程宜しくお願い致します。 

 株式会社 筒見工務店  安田 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

安田様、こちらこそ、このようなお話を頂きま

して本当にありがとうございました。  

今回、このような大変な改修工事に金物を納入

させて頂きました事は私のこの上ない喜びで

す。 

安田様に喜んでもらえて、本当にうれしいです。 

このお客様の喜びの為にこそ、私が仕事をして

いるような気持がします。 

こんなうれしい事はありません。 

こちらこそ、ありがとうございました。 

武田英昭                                                                                                                             




