No.8 平成 20 年 7 月号

私、武田英昭とご縁のあった御客様に月に一度、お届けする、感謝の気持ちをこめたレターです！

あなたにそして自分にも

ピーカー
（speaker）(話す人・演説者)

ス

6 月 22 日(日曜日)に天童の会場で、
“常識を超
えた健康”について、2 時間程講演させて頂き
ました。会場は超満員になり、臨時にテーブル
なしの椅子だけの方も多数おられ、大変申し訳
なく思いました。
1 時 30 分からの案内でしたが私は準備の確認
小学校の頃、自分の手帳に“好きな女の人＝○

もあり早めに、会場に着きました。まだ誰も来

○○”“好きな男の人＝○○○”と書いて、

ないうちに、もう一度話す内容の確認をしてお

自分だけの秘密にしていた＜武田英昭＞です。

きたかったからです。

その手帳を落してしまい、どこになくしたか、

そうしたら１時間も前にもう 4～5 人の方がこ

わからず誰かに拾われると恥ずかしいなあと

られました。皆さんかなり興味があるのだと思

ひやひやしていました。

い「しっかりやらなきゃ」と自分を奮い立たせ

ある朝、学校に行ったら黒板に大きく“愛愛傘”

ました。そんな感じでしたので、内容のチェッ

に自分の名前とその女の子の名前が書かれて

クはあまり出来ないまま本番の時間になりま

いて、クラスみんなに、はやされてしまいまし

した。

た。

さあ、本番です。司会者より私が紹介され、前

もうその時は、恥ずかしくて、顔を真っ赤にし

に進み演説台の前に立って御集まり頂いた事

て泣いてしまったような思い出があります。

への感謝の気持ちと、自己紹介をさせて頂きま

結局その女の子には、何の告白も出来ず淡い初

した。その時の皆さんの顔は、本当に真剣その

恋のままでした。

もので、じっと私の方を瞬きもせずに見つめて

皆さんも、クラスの席変えで、自分のお目当て

います。思わずその視線で緊張しながらのスタ

の女の子の隣りに座れるかどうか、どきどきし

ートでした。

たような事はありませんでしたか。？

私が日頃心がけている食事の食材について、食

勉強の事よりそんな事ばかり覚えているのは

べるべき物と食べてはいけない物、そして、最

私だけでしょうか。？

近の食品業界の添加物や、農薬、抗生物質の乱

｛学校に何しに行っていたのやら｝

用など、私達が頼りにしている食品製造業者が

この年になると、もう一度その時に戻れたら、

営利優先になっている裏側の実態など、信じら

いいなあと思ってしまいます。
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れないような話をさせて頂きました。その間も
誰も眠る方もおらず、私の話を漏らさず聞こう

御客様の声紹介Ⅱ

佐竹様より

という気持ちがビンビン伝わってきました。そ
の後、私達の体の細胞とその中にある“ミトコ
ンドリア”という小細胞の中で“ATP”（エネ
ルギー）が作られ体温や体を動かす事が出来る
事や、その過程で電子のやり取りが行われる話
などを、説明させて頂きました。あまりに皆さ
んが身動きもせず私の方をじっと見てくれる
ので、ついつい話しに夢中になり、予定の時間
を過ぎてしまっていました。本当にあっという
間の時間でした。
話が終わった時、御客様の拍手が本当に気持ち

武田さんから前に紹介してもらった活性水素

よくなる位長く聞こえました。

水を毎日 800ml 位飲んで 1 ヵ月半位なりますが、

休憩時間に今回初めて御会いしたおばあちゃ

飲み始めてから背中の痛みが和らいできたよ

んに「私の話、どうでした？」と聞いたら、
「す

うで、武田さんの話なら聞くだけでも聞いてみ

ごくわかりやすかった。良かったよ。」との返

ようかと思い会場へ行きました。

事でなんかホットした気持ちでした。

最初武田さんの話を聞いているうち、
「う～ん、
なるほどなあ」「武田さんの話は本当の話だな

御客様の声紹介

奥山様より

あ、これが原点になっているんだなあ」と思い

奥山様よりうれしい御礼のファックスを頂き

ました。その後はだんだん話の中にのめり込む

ました。御紹介させて頂きます。

ように吸い込まれていってしまいました。

「昨日は素晴らしい講演を聞かせて頂きあり

武田さんの話は本当のかけ引きのない、うその

がとう御座いました。バスの中とは又違い、ス

ない心からの生の声のように思いました。

ライドを通しての説明はわかり易く初めての

まっすぐで、損得のない話で、本当に自分の健

講演とは思えないほど素晴らしいものでした。

康で一番大切な話を聞かせてもらいました。

決してお世辞ではありませんので、今後共多く

2 時間がすごく短く感じられました。

の人に伝えて下さい。本当に有難うございまし

良い話を聞かせてもらって感謝します。

た。御苦労様でした。」

☆ ★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

☆ ★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

佐竹様へ

奥山様へ

こんなにおほめの言葉を頂きまして、本当にう

いつもうれしい報告を頂きまして、本当に有難

れしく思います。ありがとう御座います。

うございます。すごい励みになります。

こんなふうに喜んでもらえると、やって良かっ

これからも、少しでも皆様が喜んでくれるよう

たなあと自分の苦労してまとめた努力が報わ

に御話しさせて頂きたいと思っています。

れた気持ちになります。

ありがとう御座いました。

ありがとう御座いました。

武田英昭

武田英昭
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ス

タッフ紹介コーナー

㈱タケダの頭脳

＜渡部係長＞

会社に思う事
もっと家族といる時間が欲しいです。これか
ら子供達が大きくなればなるほど、家族との時

長井、米沢地区、県外の御客様を担当の傍ら

間が大切になってくるので、なるべく夕方は 7

㈱タケダのホームページやインターネットシ

時前に帰れる様にならないとほんとにつらい

ョッピングの運営に取り組んでいます。

です。
夢
私の夢は、イタリア等ヨーロッパの国々を廻
って油絵を描く事です。
（歳とってからですが）

愛生、一冴おとうさんがのっちゃっ
たよ。
君達の為にこれからもお父さん、仕
事がんばるからね。

渡部係長へ
家族紹介

いつも本当に御苦労様です。長井、米沢、県外の

妻とは高校 3 年から付き合い初めて、7 年後

御客様からは、絶大な信頼をもらっているので

に結婚しました。現在 4 人家族です。

大変心強いです。

長女 愛生
（あおい 4 歳 2 ヶ月）
超かわいです。

さらに最近ようやく努力の甲斐があって、ネット

長男 一冴
（かずさ 1 歳 1 ヵ月）
超かわいです。

ショップの注文も全国からたびたび来るように

特技、趣味

なり非常にうれしく思っています。まだ金額は

少しでも感動するドラマ、映画を見ると涙が

少ないですが、全国に販売できる素晴らしさは、

止まらなくなる特技を持っています。

まさに最高の喜びであり今後の我が社の希望

スキー・スノボー・スケボー・サッカーなどス

の道です。

ポーツ全般得意でしたが、太ってからは、あま

渡部係長は、いつも冷静で怒った顔を見た事が

りやっていません。

ありません。誰にでも優しく、私も見習わなけれ

（－－）
；

アウトドア･キャンプ･川で魚とりが好きです。

ばと思っています。米沢方面に出かける時は、

仕事の楽しさ

いつも昼食を食べずに行っているようで、結構

難しい物であればある程、探したくなるし、

きついと思いますが、宜しく御願いします。

考えたくなります。インターネットの業務拡大

会社の仕事のアイデアは、渡部係長が一番多い

が今一番の楽しい仕事です。

ですね。よくいろいろな方向から考えてくれる

全国の御客様からもっとどんどん注文来る事

ので、感心しています。

を夢見ています。

これからも、自分の考えをどんどん出して会社

その為にする事が山程あって、それをこなして

を引っ張っていって下さい。

いくのが楽しいです。

いつも本当にありがとう。

武田英昭より
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余

編集後記とおわび

計な話、どうでもいい？

私達の体の約 70％は水分だそうですが、実は
赤ちゃんの時には 80％で、老人になると 40％
に減少してしまうそうです。
という事はよく老化といわれますが、これは体
の中から水が涸れていく過程だったんですね。
よく“みずみずしい肌“は若さの象徴のように
言われますよね。

今月号は写真が少なくてごめんなさい。

私も最近特に冬になると手がガサガサになり

講演の時の写真があれば載せたかった

指の先がひび割れてきますが、これも老化の現

のですが、講演の話の確認ばかり考えて

象でした。（‐‐）；

しまって、デジカメを忘れてしまいました。

水は体内で作る事が出来ないので、体外から取

講演が終わって帰りの車の中で、今日の

り入れるしかないのですが、水分であれば何で

講演を振り返っていた時、

もいいというものではありません。

「あ、写真撮るの忘れた。あ～あ残念」

最近の子供達は本当の水を飲みません。ジュー

皆様にその場の雰囲気をお見せしたかった

スやコーラや炭酸水や清涼飲料水など、どれも

のですが、大変申し訳ございません。

これも本当の水ではありません。

でも好評だったので、今度は 7 月 26 日に

本当の水を飲まなくなった事が体の中の機能

3 時間位の講演をする事が決りました。

維持力や免疫力、治癒力などを低下させている

臨床データなども御紹介しながら

と思います。

御説明させて頂きたいと思っています。

それじゃ、水道の水を飲めばいいの？それとも

☆ ★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

アルカリイオン水？浄水器の水？天然水？

スタッフ紹介で渡部係長を御紹介させて

一体どんな水を飲めばいいんでしょうか。？

頂きました。これからもスタッフや御客様を

私は活性水素がたっぷり入っている電解還元

御紹介させて頂きたいと思っています。

水を毎日 2ℓ飲んでいますが、これはアルカリイ

皆さんその時は宜しく御願いします。

オン水であり、さらに私達の体内の活性酸素を

☆ ★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

中和させてくれる活性水素が多く含まれてい

余計な話、どうでもいい？はいかがだったでしょ

ますので、メタボの方には最高のダイエットに

うか。？私の思いが強すぎるかも？？？

なるかもしれませんよ。（私は 63Kg→58Kg）

もし、余計な話だと思う方は飛ばして、読んで

現在もリバウンドもなく体が軽いです。

もらってかまいません。もしこの話しが一番楽

水は飲むだけではなく、料理をする時にも大切

しみにしているという方は是非「楽しみにいて

ですよね。

いる」と御連絡頂けないでしょうか。

この続きは来月号で又詳しく御紹介させて頂

励みになりますので宜しく御願いします。
武田英昭

きます。
＜＜＜＜＜おたのしみに＞＞＞＞＞
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