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ゴリ⽥
の
独り⾔

41歳の誕⽣⽇に誓うゴリ⽥の思い
地域が笑顔で溢れる世界を創る

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

むしろ好きな⽅なんだと気づき
ました。
⾃分に出来ることで誰かの役に
⽴つ存在になること。
これは私の⼈⽣においてのミッ
ションであります。
来年も、この地域の皆様に役に
⽴つ存在となれるようチャレン
ジしていきます。
来⽉号で新たな挑戦を発表いた
しますが、その前にどうしても
今からやりたいことがありま
す。それは地域が笑顔で溢れる
世界を創ることです。
その活動の第⼀歩として、皆様
と僕でツーショット写真を撮
り、毎⽇ＳＮＳに投稿してみよ
うかと考え中です。この地域が
どれだけ笑顔で溢れているのか
を、まずは広く多くの⽅に知っ
てもらう。それが広がり、地域
活性化につながればと思ってい
ます。このツーショット写真に
ご協⼒頂ける⽅がいましたら、
ぜひゴリ⽥までご連絡くださ
い。

皆さんこんにちはゴリ⽥です。
早速ですが、「皆さんありがと
うございます！」
いきなりどうした？？
今⽇は僕の誕⽣⽇で、皆様から
祝福の声が聞こえてきましたの
で、お礼を伝えました（笑）
気付けば41歳になり、年々1年
が経つのが早く感じておりま
す。今⽇は今年最後のゴリ⽥の
独り⾔になりますので、少し早
いですが1年を振り返りたいと
思います。
今年は、⾃分にとっても⾊々と
変化のある1年でした。
まずは、今年初めに『キレイゴ
ト甲⼦園』というスピーチ⼤会
に挑戦しました。有難いことに
決勝まで進み、⼈⽣初の⼤舞台
でのスピーチ。緊張や充実感、
悔しさなど様々な感情が湧き起
こりました。

今後の⼈⽣においても凄く⼤き
く、良い経験だったように思い
ます。
また、プライベートではゴルフ
を始め、絶賛ハマり中でござい
ます（笑）
今年の⽬標の中の1つに「休み
を確保し、趣味を作ること」を
掲げていました。
以前、このココナだよりでもご
紹介した、成増ゴルフインドア
スクールさんとの出会いもあ
り、4⽉から通わせていただい
ております。
⾃分で⾔うのもなんですが、私
は割と運動神経が良い⽅で、し
かもスポーツトレーナーの資格
も持っているため、上達スピー
ドもそこそこといった感じだと
思います。
ただ、そんなに⽢くはありませ
んでした。

コースに⾏くと、練習で出来て
いたことが出来なかったり、ゴ
ルフの壁に当たっております。
その上⼿くいかないことが、よ
り⾃分に対してのモチベーショ
ンになったりしております。
ゴルフは⽢くない！でも楽し
い！本当に始めて良かったなと
思っております。
仕事においても、まごころサポ
ートを中⼼に、スマホ教室、ウ
ォーキング教室など皆様と関わ
る機会が増えて嬉しい⽇々を送
っております。
最近、「先⽣」と⾔われること
もあり、なんだか⾃分でも不思
議な感覚になっております。
⾃分の⼈⽣で先⽣と⾔われる⽇
がくるとは想像もしておりませ
んでした。
ただ、誰かに何かを伝える、教
えることは僕は嫌いじゃない、
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年に1度はプロの掃除でキレイにしませんか？年に1度はプロの掃除でキレイにしませんか？
今年も私たちにお任せください！今年も私たちにお任せください！
まだまだ空きがあります！まだまだ空きがあります！

03-6909-2080
お申し込み・ご相談はお気軽にお問い合わせください！

『まごころサポートのハウスクリーニング』『まごころサポートのハウスクリーニング』

オーナー
成⽥ 清司

実務責任者
浄法寺 明



うなんです。４⽉からの就職先にチャムという同名の
⼈がいることもあり、通称名を新たに考えようと思っ
たようです…そして、何と！「所⻑さんに名前を考え
てほしいのですが…」とのお願いをされたので
す！！！“⽇本での⽗”という⾃覚は持っていました
が、命名権を私が頂けるとは…こんなに有難く、嬉し
いことはありません。しっかりと考え、素敵な名前を
考えたいと思います。

グッチのコラム�

NHC   event 

★⿇雀クラブ

★ウォーキング教室 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！

★スマホ教室

今月のオススメ

商品の詳細、写真入りチラシを
お届いたしますので、ご検討の
方はお申し付けください
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＜あれから6年＞
2017年4⽉に⼆⼈のベトナム⼈留学⽣が⼊社しまし
た。当時18歳の⼆⼈は初めて親元を離れ、遠く離れた
⽇本での初めての仕事です。朝⼣刊の配達をしながら
⽇本語学校で学ぶことは本当に⼤変なことだったと思
います。

2年働き帰国する留学⽣も多いのですが、優秀で頑張り
屋さんの⼆⼈は⻄武⽂理⼤学へ⼊学し、当社で働き続
けてくれました。あれから6年･･･2⼈は24歳となり、3
⽉で⼤学を卒業し4⽉から就職するため、当社も卒業す
るということになります。

＜チャムからの相談＞
2⼈のうち、⼀⼈の名前は
チャム（写真右）と⾔います。
チャムから「所⻑さんにお願
いがあるのですが…」とのこと。
私も初めて知ったのですが、外国⼈の⽅は本国名以外
の「呼称」を居住関係の公証のために通称として住⺠
票やマイナンバーカード等に記載することが出来るそ

＜正社員募集中です＞
2⼈が卒業することもあり、現在社員を募集中です。
おかげさまで全国から応募を頂いており、遠⽅の場合
はオンラインで⼀次⾯接を⾏い、合格すると上京して
最終⾯接という流れです。
志望動機は“⼈の役に⽴ちたいと思っている”という
⽅が多く、当社のまごころサポートに共感して応募し
て頂く⽅が⼀番多く、今年も若いメンバーが⼊社して
くれました。来年も新たな出会いを楽しみにしており
ます。

＜⽬標は地元採⽤＞
先⽇、成増⼩学校で12歳のハローワークという総合
学習の時間にゲストティーチャーとして当社の菊池が
参加させて頂き、⼦供たちからインタビューを受け、
どんな思いで活動しているかをお話させて頂く機会が
ありました。
私たちの⽬標は地元で⼈気のある会社となり、地元採
⽤することです。実現出来るよう今後も精進して参り
ます。

実は最近、板橋区より採⽤にも関わるとある賞を頂き
ました。詳細は来⽉報告させて頂きますね∼

E-mail yama@nhc-b.jp

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。

嬉しい⼤役！！！

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。

12⽉7⽇(⽔）�
12⽉13⽇(⽕)�
12⽉22⽇(⽊)

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。

※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。

【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地図アプリの使い⽅講座です。

ASA光が丘公園で開催している3つのイベントをご紹介します。
ぜひ⼀度遊びに来てください。

①12⽉3⽇��（⼟）10:00
②12⽉3⽇��（⼟）13:00
③12⽉24⽇（⼟）10:00
④12⽉24⽇（⼟）16:00

①12⽉3⽇��（⼟）10:00
②12⽉3⽇��（⼟）16:00
③12⽉24⽇（⼟）10:00
④12⽉24⽇（⼟）13:00�

①12⽉3⽇��（⼟）13:00
②12⽉3⽇��（⼟）16:00
③12⽉24⽇（⼟）13:00
④12⽉24⽇（⼟）16:00�

★LINEの基�基�（LINE��者向け）
   12⽉5⽇（⽉）
【受付】12:45【時間】13:00-14:30

★地�アプリを使ってみよう
   12⽉6⽇（�）
【受付】9:45【時間】10:00-11:30

※前回と同じ内�です。

❶ 年越し海鮮福袋
     タラバガニ（脚⼊り8点１

番
⼈
気
！

16,980
（８％税込18,338円）

税抜

円

❷ 海鮮福袋
丸ごと本ズワイガニ⼊り

１２点セット

�こんにちは♪総務部の菊池�です。   
毎年⼤好評！北海道感動いちばさんより 
「年越し海鮮福袋」のご案内です！   
11⽉より受付がスタートし、すでに4０件
以上のお申込みをいただいております。 
今回のココナだよりが最後のご案内となり
ますのでどうぞご注⽂のお忘れなく！  
年越し海鮮福袋を堪能しながら、ぜひよい
新年をお迎えください♪        

14,800
（８％税込15,984円）

税抜

円

3,300
（８％税込3,564円）

❸ 海鮮福袋
丸ごと⽑ガニ⼊り
１０点セット

14,800
（８％税込15,984円）

❶〜❸同時購⼊時のみ販売
④ 北海道産黒⽑和⽜ロース
数量限定
お1⼈様
３Pまで

１P ３００ｇ

税抜

円

税抜

円

１２月8日締切

★スマホ��個別レッスン

 12⽉10⽇（⼟）【時間】10:00-18:00
（お⼀�40�）先�順


