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ゴリ⽥
の
独り⾔

2023年もどうぞよろしくお願いいたします！
今年の⽬標とは？ゴリ⽥が塾⻑に？

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

【a.schoolはじめます】
早速ですが、皆様にご報告があ
ります。
ゴリ⽥、塾⻑になります！
学習塾とはまた違う、探究学習
という分野の塾です。
例えば、職業体験をしながら算
数を学んだり、特に考える⼒を
育てるための学習です。
この探究学習を提供している会
社とパートナー契約し、今年か
ら本格的に始動していきます。
エイスクールで検索いただく
か、下記のQRコードを読み取
っていただければご覧いただけ
ます。もちろん今まで通り、ま
ごころサポート（シニアのお困
りごとを解決）事業も継続して
いき、加えて⼦供たちのために
も活動していきます。
全ては、この地域のために。
地域と共に！

皆さん、あけましておめでとう
ございます！
2023年の幕開けとなりまし
た。2023年の始まりの今⽇、
皆さんはいかがお過ごしです
か？今年もゴリ⽥パワー全快
で、様々な挑戦をしていく1年
にしていきますので、本年もど
うぞよろしくお願いいたしま
す。

【今年の⽬標は？】
年明けの最初の仕事は1年間の
⽬標をたてることから始まりま
す。仕事の⽬標、プライベート
など⾏動や数字に落とし込み⽴
てるのですが、今年からはやめ
ました（笑）。
なぜか？
⼀⾔で⾔えば、達成できないか
らです。
そういう⾵にお伝えすると、

ただ「お前の努⼒が⾜りないだ
けだろ！」「⾼い⽬標を⽴てす
ぎているのでは？」そんなこと
も⾔われそうですが、そうでは
ないんです。
確かに努⼒の問題は否めません
が、⽬標を細かく作って実⾏す
るのは私の性格や考え⽅的にも
できなそうです。
1つは、ゴリ⽥の考え⽅。
今の時代、⽬まぐるしく進化し
ていく中で⽬標通り実⾏できた
としても、それが正しいとは限
らないということです。
そしてもう1つは、私は感覚的
に⽣きているからです。
「こっちの⽅が⾯⽩そう」「こ
うやったら上⼿くいくので
は？」とりあえず⾊々と考える
前にやってみて、それから考え
ようというスタンスです。
⽬標があることで、先に⾊々と

考えてしまい、⾃分⾃⾝の⻑所
でもある⾏動⼒が落ちてしまっ
ていると感じています。
今年は⽬標を⽴てるのは⼀度や
めて1年を過ごしていきたいと
思います。
今年が終わった時に、それが良
かったのか、悪かったのか判断
したいと思います。
ただ、絶対的に変わらない⽬標
が1つ信念としてあります。
それは、「この地域のために、
⾃分に出来ることは何でもする
ということです」
そこに向かって細かい⽬標を⽴
てず、⾃分⾃⾝を信じて感覚的
に⾏動していきます。
そしていつしか僕は「この地域
の顔」になり、この地域が⽇本
の未来に繋がるモデル地域にな
っていくことを夢に描いており
ます。

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。

1⽉11⽇(⽔） �
1⽉19⽇(⽊)  
1⽉31⽇(⽕)

①1⽉21⽇（⼟）10:00
②1⽉21⽇（⼟）13:00
③1⽉28⽇（⼟）10:00
④1⽉28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。

①1⽉21⽇（⼟）10:00
②1⽉21⽇（⼟）16:00
③1⽉28⽇（⼟）10:00
④1⽉28⽇（⼟）13:00

①1⽉21⽇（⼟）13:00
②1⽉21⽇（⼟）16:00
③1⽉28⽇（⼟）13:00
④1⽉28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地図アプリの使い⽅講座です。

★LINEの基�基�（LINE��者向け）
   1⽉16⽇（⽉）
【受付】9:45【時間】10:00-11:30

★地�アプリを使ってみよう
   1⽉16⽇（⽉）
【受付】12:45【時間】13:00-14:30

※前回と同じ内�です。

★スマホ��個別レッスン

 1⽉14⽇（⼟）【時間】10:00-18:00
（お⼀�40�）先�順

※前回と同じ内�です。



お客様のお困り事を解決すると「ありがとう！」と⾔
われるようになりました。

＜ありがとう！の効果＞
「ありがとう！」と⾔われるようになったことで、ス
タッフたちがもっと喜んで頂きたいと考えるようにな
り、⾃分の好きなこと・得意なことで⼈の役に⽴ちた
いと思い、⾊々な企画を考えるようになりました。そ
の中からウォーキング教室やスマホ教室、⿇雀教室が
始まっていったのです。

＜夢を応援する会社＞
当社には⼩説家や漫画家を⽬指していたり、芸能活動
やプロ雀⼠との両⽴、⾏政書⼠の資格を取るためな
ど、⽬標を持ち働いているスタッフや卒業していった
スタッフがおります。
今後も夢や⽬標を応援する会社でありたいと思ってい
ます。
⼀⽅で夢や⽬標がない･･･という若者が多いのも現実で
す。当社では夢が叶った⽇の新聞を作る夢新聞教室と
いうワークショップを⼩学校などで開催して来まし
た。夢や⽬標がない･･･という社員には夢新聞を書いて
もらったり、夢探しのお⼿伝いもしております。
これらの活動が評価して頂けたようで本当に嬉しく思
います。

グッチのコラム�

GORITA WILL GO  

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】

明けましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願い致します。

＜ビッグニュースです！＞
最近、とても嬉しいことがありました。
昨年、いたばしgood�balance�会社賞2022にエントリー
をしました。
この賞は仕事と⽣活の両⽴⽀援や男⼥がともに能⼒を
発揮できる職場づくり、そして多様な⼈材を活⽤し、
すべての⼈が働きやすい環境づくりに取り組む中⼩企
業などを「いたばしグッドバランス」推進企業として
表彰するという制度です。なんと！審査の結果、受賞
することが出来たのです∼！！！

＜危機感からの始まり＞
新聞販売店は昔から⻑時間労働、
サービス残業が当たり前でした。
このままでは新聞販売店で働く
⼈がいなくなってしまうという
危機感から数年前より働き⽅改
⾰を⾏ってきました。
2014年まごころサポートを始め

11⽉30⽇に板橋区の区⻑室において坂本区⻑より表
彰状を頂き、記念撮影もして頂きました。

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。

念願の受賞です。

ワークでは、パネルに紙をぴーー
んと張るコツを丁寧に、時にヘル
プしながら教えてくれるのでゴリ
⽥もかなりカッコいいパネルをキ
レイに作ることが出来ました！準
備されている紙も、たくさん種類
があり⼀緒に体験した⼈たちも⽬
を輝かせて選んでいました。店内
ではアートパネルの⼟台や壁紙の
端切れなどなどお得な販売もあり
ました。また、アートパネルの完
成品は公式のネットショップの
他、minne(ミンネ)などでも販売
されています。オーダーなども可
能とのことですのでご興味ある⽅
はぜひお問い合わせくださいね。

realize＋(リアライズプラス)
【住所】板橋区上板橋2-48-1 109
【TEL】03-6906-8503
【営業時間】9：30-16：00
【体験⽇】アートパネル体験(⽕)(⽊)
※1⽉のアートパネル体験は1/10.12.17.19.24とな
っております

北欧⽣まれのインテリアを⼿軽に体験

その内装⼀筋の内装屋さんの⼯房
で、資材ロス０を⽬指して様々な
ご提案をしているアップサイクル
事業として誕⽣した『realize＋
(リアライズプラス)』さんが、ア
ートパネルを中⼼としたワークシ
ョップを提供してくれています。
まず、店内に⼊ると、所狭しと飾
られたアートパネルと、部屋のオ
シャレすぎる壁に⽬が⾏きます。

皆さん“アートパネル”ってご存
じですか？アートパネルとは、北
欧⽣まれのインテリア雑貨で、⽊
や発泡スチロールなどの⼟台に布
や紙を張り付け、絵画などのよう
に飾って楽しむもの。インテリア
ショップや雑貨屋でも最近よく⾒
かけますね。今回のゴリ⽥が⾏
く！では、このアートパネルを⾃
分で作れるというワークショップ
をご紹介します。お邪魔したの
は、上板橋駅で内装業を営んでい
る株式会社リアライズさん。“誠
実で丁寧な仕事”がモットーで、
都⼼のオフィスや有名ホテルなど
の内装も⼿掛けています。

くみ」についてお話をさせていただきました。財産
のある・なしの話ではなく、ご⾃⾝の「⽼後⽣活」
を「誰にお世話をしてもらいたいのか」を決めてお
ける⼿段として最近は問い合わせが増えています。
その中で、所有している「不動産」をどうしていく
かの相談を受けていると、あることに気づきます。
多くの⽅が「不動産屋」に対してあまり良いイメー
ジを持たれていないことです。
これは不動産業界に⾝をおく⼀⼈として、とても残
念なことなのですが、利益最優先になってしまっ

ている不動産屋があることは事実のようです。
そのため、不動産を売却するにあたり、何が重要
なのかをまとめた本を作りました。
題名は「絶対に後悔しない家の売り⽅」という本
になります。
少し、オーバーな表現ですが、不動産の売却で成
功するためにはいくつかのポイントが必要になり
ます。それらをいくつか紹介しております。

・相場感覚を養うこと
・よい営業マンを⾒つけること
・トラブルになりやすいポイントを確認すること
 主にこのようなものがあります。
では、どうやって相場感覚を⾝につけるのか？良
い営業マンを⾒つけるのか？が疑問に思われると
思います。それらについてのポイントをまとめて
みた書籍になります。
皆様はご⾃⾝の住まわれている不動産が「どのく
らいの値段になるのか」を把握されていますでし
ょうか。

実は「周辺の売買・賃貸事例」を普段から意識
することで相場感が養えます。
相場感がある⼈は、不動産屋からの相場よりも
安い提案などにも毅然としたな対応が取れるこ
とになります。
このような⼿法を紹介している⼀冊になります
ので、書店等で⾒かけた際にはぜひ⼿に取って
みてくださいませ。

第5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「任意後⾒のし ＜ＡＳＡ光が丘公園 ⼭⼝より＞

この本は、齋藤さんの６冊⽬の新
刊となります。

抽選で10名様にプレゼントいたし
ますので、ご希望の⽅は⼭⼝まで
メールでご連絡下さい。

また、お悩み事など何でもお気軽
にご連絡下さい(̂ )̂/

⼭⼝のE-mail yama@nhc-a.jp

左側：坂本区⻑ 中央：⼭⼝ 右側：菊池

これらの活動が評価して頂けたようで本当に嬉しく思
います。
1⽉14⽇（⼟）発⾏の “広報いたばし“に掲載して
頂けるそうです。
今回の受賞に満⾜することなく、今後も精進して参り
ます。

E-mail yama@nhc-b.jp

→→→→→→→→→
詳しくはこちらのHPも
ご覧ください！
→→→→→→→→→


