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ゴリ⽥
の
独り⾔

ピカピカのランドセルに憧れて
ゴリ⽥が幼少期の思い出を語る

光が丘公園
幸せ創造事業部ワクワク通信係

読者の皆様におくる毎⽉1⽇の定期便

⽣きると決めました。
それは⺟親という存在があった
からです。
どんな時も味⽅でいてくれて、
どんな時も⾒守ってくれる。
そんな愛情を裏切りたくなかっ
た・・・・。
4⽉になり、⼦供たちがピカピ
カのランドセルを背負っている
姿を⾒ると、今でもこの時のこ
とを思い出します。
この経験は僕にとっては凄く良
い思い出で、今では感謝してお
ります。
モノの⼤切さや仲間の⼤切さ、
そして家族の⼤切さを教えても
らいました。
何よりこうして強く⽣きてこれ
ました。
ランドセルだけでなく、1つの
モノで1⼈1⼈の⼈⽣ドラマが
あるかもしれませんね。
皆さんは今までどんな⼈⽣ドラ
マがありましたか？
ぜひ今度、聞かせてください！

皆さんこんにちはゴリ⽥です。
最近は、だいぶ暖かくなってき
て⽇中は過ごしやすい⽇も増え
てきたように思います。
ただ、季節の変わり⽬は体調を
崩しやすいので⼗分にお気をつ
けください。

【ランドセルの思い出】
突然ですが、今⽇はゴリ⽥の昔
話にお付き合いください。
私は愛知県名古屋市で⽣まれ育
ちました。
3⼈兄弟の末っ⼦。
9歳上の姉、6歳上の兄、そして
⼥⼿⼀つで3⼈の⼦供を育てて
きた⺟親との4⼈家族です。
兄弟とは歳の差があり、⾯⽩い
ことに僕が⼩学校⼊学と同時に
兄が中学校⼊学、姉が⾼校⼊学
という考えるだけで⼤変そうで
すね（笑）

今となっては⺟親に感謝してお
りますが、当時は凄く⽚親で貧
乏な家が嫌でした。
⼩学校⼊学。
みんながピカピカのランドセル
の中、僕だけは兄の6年間使っ
たお古のランドセル。
絵の具も習字道具も学校で使う
もので新品を使ったことはあり
ませんでした。
学校終わって家に帰っても、そ
こには誰もおりません。
⺟親は毎⽇仕事、姉や兄は部活
などで帰りも遅い。
友達もそんなに多くない僕は家
にいる期間が多かったのです。
テレビばっかり⾒ていたことも
あり、おニャン⼦世代ではない
ですが、それなりに詳しいと思
います（笑）
⼩学4年に上がるとき、⺟親の
仕事の関係上で転校しました。

転校先は今でも実家がある場所
ですが、川と川に挟まれた堤防
より低い地域です。
聞いた話ですが、伊勢湾台⾵の
ときには海と化した地域だった
そうです。
ただでさえ友達が少なかった僕
が新たなところで友達ができる
のだろうかと不安がありまし
た。やはり外から来た僕をあた
たかくは迎えてもらえなかった
です。
ランドセルが古いことや⼩さく
てデブだった僕へのイジメが始
まります。しわくちゃなランド
セルをクラス全員が踏みつけ
る。そんな光景をただただ⾒つ
め、終わったらそれを背をって
帰る。そんな⽇々が続き、僕は
なんのために⽣きているのかわ
からなくなっていました。
でも僕はどんなことがあっても

健康こそ幸せ！いつまでも⾃分の⾜で元気
に歩くことができることを⽬的とし、⽉に3
回開催しております。運動習慣や仲間との
交流も広がります！

開催スケジュール

時間10:00-11:00
場所：光が丘公園周辺
※詳しくはお申し込み後にお届けい
たします案内状をご確認ください。

3⽉7⽇(⽕)16⽇(⽊)  
 22⽇(⽔)29⽇（⽔)

①3⽉11⽇（⼟）10:00
②3⽉11⽇（⼟）13:00
③3⽉18⽇（⼟）10:00
④3⽉18⽇（⼟）16:00

⼊⾨クラス ビギナークラス レギュラークラス
あまり経験はないけれど興味がある⽅は
このクラスがオススメです！

何度か経験があるが、分からないことも
多く、ゆっくりなペースで楽しみたい。

経験も豊富で、⾊々な⽅と楽しみたい。

①3⽉11⽇（⼟）10:00
②3⽉11⽇（⼟）16:00
③3⽉18⽇（⼟）10:00
④3⽉18⽇（⼟）13:00

①3⽉11⽇（⼟）13:00
②3⽉11⽇（⼟）16:00
③3⽉18⽇（⼟）13:00
④3⽉18⽇（⼟）16:00

※会場はＡＳＡ光が丘公園の4階となります。ご⾯倒ですが4階まで階段でお上がり頂きます。
※各回1時間半から2時間を予定しております。

2023年もイベントがアツい！！ASA光が丘公園で開催しているイベントをご紹介し
ます。ぜひ⼀度遊びに来てください。

【スマホ��】

（��60�＋30��別サポート付き）
スマホのアプリを使って、⽣活を便利に。
今回は新しく始まる初めてのキャッシュレス講座。

★はじめてのキャッシュレス��
（PayPayを使ってみよう）
   3⽉13⽇（⽉）
【受付】9:45  【時間】10:00-11:30
【受付】12:45【時間】13:00-14:30

★スマホ��個別レッスン

 3⽉4⽇（⼟）、8⽇（�）
【時間】10:00-18:00
（お⼀�40�）先�順

※���



＜⻑⼥と孫＞
札幌にいる⻑⼥は、孫を
連れて1⽉7⽇に上京して
来ました。
8ヶ⽉の孫は、もうすぐ
ハイハイが出来そうな状
況･･･私も必死にサポート
しましたが、残念ながら
滞在中は出来るようにな
りませんでした。
私のサポートの甲斐もあ
ってか？！札幌に帰って数⽇後にハイハイの動画
が送られてきました。この時期の成⻑は早いです
ね･･･

＜探究学習みらいつくーる＞
このコーナーのすぐ上に記載がありますが、いよ
いよ開講です！！
"未来を創る"と"スクール"を掛け合わせ、"みらい
つくーる"と名付けました！
「名付けました！」と書きましたが、実は名付け
たのはゴリ⽥なんです･･･意外と命名⼒あります。
これから⼤切になる⼦供たちの“考える⼒”を⾝
に付けるために貢献したいと思います。

グッチのコラム�
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不動�・相�の⼩
� 

2ヶ⽉に1度の奇数⽉に連載

齋藤智明の
【不動産・相続の⼩話】

なりきりラボは、�科科⽬にしばられず�野��的に、さまざまな

仕事体�から�びます。

おしごと算�は、算�と�の回りの仕事とのつながりを体�しなが

ら、仕事でいきる算�・��的なものの⾒�・�え�を�びます。

��の�び、�ま
る 

今年も早いもので2か⽉が過ぎました。皆様いか
がお過ごしですか。今⽉は、まとまったネタが無
いため、最近のことを振り返りたいと思います。

＜毎年恒例の⼭⼝家新年会＞
私は4⼈兄妹で妹が3⼈おります。今年も兄妹家族
と新年会を開催しました。
昨年姪っ⼦が結婚しメンバーが増え、今年は17名
の参加となりました。

コロナ前は両親も参加していたのですが、今年は
順番に実家へ訪
問となりました。

写真は背の順に
並んで撮影しま
した。私は15番
⽬にいますので
数えてみて下さ
い（笑）

FAX 03-3930-4551
MAIL:asa@nhc-a.jp

〒175-0094板橋区成増１−７−22
ASA光が丘公園 TEL ０３−５９９８−４７１４

お電話・FAX・メールでASAまでご注文ください。

最近の出来事など･･･

ら、ボケ防⽌にもいい(笑)』との
事で、頭にも体にもよさそうで
す！『ゆっくりと分かりやすく、
を⼼掛けレッスンしています。⼀
緒に楽しく踊りましょう』と代表
の橋本さん。ご興味のある⽅は是
⾮⼀度体験してみてくださいね。

Ka�Hula�O�Laule�a(カ�フラ�オ�ラウレア)
【住所】光が丘⽂化交流ひろば/DKCスタジオ(成
増)/スタジオJOY(練⾺)など。
【問い合わせ先】090-2653-5703(代表：橋本)
【メール】pualililehua.k@docomo.ne.jp
※イベント情報などは、教室のInstagramやHP
にてご確認ください
※⾒学・体験レッスン随時受付中(無料)。お気軽
にお問合せ下さい

ゴリ⽥、フラガールになる！シニア向けフラに挑戦

の夜は”でレッスンして頂きまし
た。♪⽉の夜は∼浜に出て∼皆で
踊ろうヤシの葉陰…♪⽇本語の曲
なので「⽉」「浜」「ヤシ」など
⼿話のようなハンドモーションが
頭に⼊りやすく、また、ゆっくり
ペースで進むので初⼼者のゴリ⽥
でも楽しく参加できました。エレ
ガントな動きですが、レッスン後
はうっすら汗ばむほど。⽣徒さん
⽈く『⼿と⾜が別々の動きだか

凍えるような寒さから、だんだん
と暖かくなってきた今⽇この頃。
春はフットワークも軽くなり、何
か新しい事を始めたくなりません
か⁉今回の「ゴリ⽥が⾏く！」
は、光が丘や成増でフラダンスの
レッスンをしている『Ka�Hula�O
Laule’a(カ�フラ�オ�ラウレア)』
さんへお邪魔してきました。
ラウレアさんでは、⼩学⽣クラ
ス、中⾼⽣クラス、⼤⼈クラス、
シニア向けのクラスなど沢⼭のク
ラスがあり、幅広い年代の⼈がフ
ラを楽しんでいます。ゴリ⽥が体
験したのは、昨年7⽉からスタート
したシニア向けのクラス！
おなじみのハワイアンソング“⽉

＜物件探しのお願い＞
“探求学習みらいつくーる”は当社の空きスペ
ースで始めるのですが、順調に⽣徒さんが集ま
ると⼿狭になってくると思います。⼦供たちが
教室として使⽤する他にも、スマホ教室や健康
教室にも活⽤できたり、地域の⽅々がフラっと
来て、ゆるりと過ごせる癒しの空間となるよう
な場所を探しております。

また、ご⾃⾝の好きなこと得意な事で地域の
⽅々へ貢献したい⽅や⾊々な事を学びたいと思
っていらっしゃる⽅とのご縁結びの場所にもな
るのではないかと思います。

皆様の家の近くで空いている所などございまし
たら、ご⼀報いただければ幸いです。
地域の皆さまが健康で幸せに暮らしていくため
に、少しでも貢献できるよう、これからも精進
していきたいと思います。

コラムに関するご意⾒などメールを頂き、とて
も励みになっています。これからもよろしくお
願いします(̂ )̂/

E-mail yama@nhc-b.jp

→→→→→→→→→
詳しくはこちらの
Instagramをご覧ください
→→→→→→→→→

周辺エリア担当のあいらいふ⼊居相談員です。私たちが、み
なさまのシニアライフをコーディネートいたします。

先⽉�のゴリ⽥の独り�でもご��させていた

だきました、アウトプット＝0から1を⽣み�す
�びに��した、�����が�まります。3⽉
は体���期間です。ぜひお�しください。

�びる�びから、�す�びへ

後悔しない家の売り⽅」についてお話をさせていた
だきました。ご応募いただいた⽅やその後に問い合
わせをいただいたりと反響をいただき感謝をしてお
ります。
先⽇、このココナだよりの発⾏元である「ASA光が
丘公園」さんに訪問させていただきました。
社員の皆さんの明るい笑顔と挨拶がとても印象的で
気持ちよく帰路につくことができました。
この時に思ったことが、相⼿を想い何事も明るく挨
拶から接触すると物事がうまくいくことがあるので

はないかということです。
私の仕事がら家族間での相続での揉め事にかかわ
ることがあります。
そのような打合せの際の空気の重たいことと⾔っ
たら、、、

みなさんも想像するに容易なことと思います。
普段の私は相続の準備のために、遺⾔書や保険の
必要性、後⾒契約の話、不動産の査定等をしてお
りますが、それ以前に⼤切なことがあると気づか
されました。
それは「相⼿を想う気持ち」です。
兄弟間の⾔い争いを⾒ていると兄弟であることが
故にかなり激しい⼝調で⾔い合いになることがあ
ります。
そのようなことになる前に相⼿がこの⾔葉を受け
取ったらどのような気持ちにになるだろうかと考
えることが重要なことなのではないかと思いま
す。
先⽇、私の親族での相続の話し合いの時にきつい

⾔葉ばかりを発する⽅がいて、とても話しをす
る気持ちになれないことがありました。
例えば、
「あの時、お姉さんは⺟さんからお⾦をもらっ
たよね！それなら相続財産から引くのが当たり
前だ！そんなこともわからないの！」
という⾔葉も、

「あの時、お姉さんはお⾦が必要だったからお
⺟さんがお⾦を⼯⾯してくれたけど、私も苦し
かったから正直うらやましくて。だからあの時
のお⾦のことも考慮してくれたら助かるわ。」
と同じ意味合いでも相⼿が受け取りやすい⾔葉
に置き換えると相⼿が承諾しやすい⼼理状態に
なると思います。

このような些細な気遣いが意外と交渉事におい
ては重要なのかなと最近はつくづく思います。
私⾃⾝も今後は意識していきたいと思っていま
す。

第６回⽬のコラムになります。
皆さん、こんにちは、相続診断
⼠の齋藤智明です。
前回のコラムで拙著の「絶対に

体験講座のお申し込みは
こちらから→→→→→→

体験生徒募集中！（無料）

体験講座の日程


