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皆さんこんにちはゴリ⽥です。
先⽉は東京にも久しぶりに雪が
降りましたね。
積雪は少なかったものの、雪が
降り積もると翌⽇に路⾯が凍結
したり、電⾞が⽌まったりで私
たちの⽣活にも影響が出ます。
⼤⼈としては降らない⽅がいい
のですが、⼦供たちにとっては
珍しい光景なので外ではしゃぐ
姿を⾒て、なんだかホッコリし
た気持ちになりました。
2⽉ももしかしたらまた雪が降
る可能性もございますので、皆
さん気をつけてお過ごしくださ
いね。

【キレイゴト甲⼦園】
先⽉、ゴリ⽥はあるチャレンジ
をしていました。
それは、『キレイゴト甲⼦園』
へのエントリーです。
キレイゴト甲⼦園とは“キレイ
ゴト＝かっこいい”を⽇本の常
識にするために、森⽥市郎さん
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読者の皆様におくる毎⽉1⽇の定期便

瀬⼾内海に浮かぶ⼤崎上島では、

はるみのシーズンに⼊りました♪

ただ、昨今のコロナの影響で島全

体の柑橘類の販売状況は厳しい状

況が続いております。

そんな苦戦を強いられながらも島

伝統の品種や農業を守ろうと頑張

っている藤中さん。

島を盛り上げる！ためにも、必死

にみかん作りに情熱を注ぎ込んで

おります。

今回、ご紹介するみかんは、⽇当

たり良好で好⽴地な場所で育てら

れる「はるみ」です。

柑橘系は⽇当たり、⽔捌けなどの

具合で味に影響が出ると⾔っても

過⾔ではございません。

そんな太陽の恵みをいっぱいに含

んだ「はるみ」のみかんは基本的

には⽢い系の品種になります。

⽢い中にも柑橘系特有の酸味もあ

り、⽔々しくて美味しい。

お⼦様からご⾼齢の⽅まで多くの

⽅に愛される味になっておりま

す。

ぜひ皆さん⼀度ご賞味いただけれ

ばと思います。

（税込）

送料込みの価格となります。

☎03-5998-４７１４☎03-5998-４７１４
お申し込みは今すぐお電話ください。

厳しい状況でも、みかん

に情熱を注ぐ藤中さん

という⽅が主催するスピーチ⼤
会です。
誰しもが⼼の中に持つ“キレイ
ゴト”を⽇本の常識にしていく
ために、共感し、様々な思いを
もった⽅が集まっております。
予選は「⾃分のキレイゴトを10
分のスピーチ動画にし、投稿す
る」というものでした。
予選エントリー者約60名のう
ち、決勝へ⾏けるのはわずか5
名という狭き⾨。
早速、ゴリ⽥も⾃分の中にある
キレイゴトを⽂字におこしまし
た。
何度も何度も書いては消し、書
いては消しを繰り返し、ようや
く原稿が出来上がりました。
ちなみに今年のお正⽉はずっと
この原稿作りをしていました
（笑）。
ですが、ここからが本番。
⽂章化したら、次はその思いを
⾃分の⼝で語らなければいけま
せん。

それを10分以内のスピーチを動
画にしていく。
もちろん、原稿を読み上げるこ
とだけではいけません。
スピーチ⼤会なので、内容、声
のトーン、抑揚、表現⼒…な
ど、様々な審査基準がございま
す。後からわかったことです
が、今回の選考の基準は社会
性、共感性、伝達⼒、独⾃性、
リーダーシップ、実践度合いな
どが審査基準のようでした。
そんなことも知らず、無我夢中
でカメラの前に⽴ち、ひたすら
⾃分のキレイゴトを語りまし
た。
こういうのは何度も撮り直すよ
り、⼀発撮りがいいと思い、僕
は最初に撮った動画を提出しま
した。
結果発表は、1⽉11⽇
Facebookでライブ配信
【運命の結果は？】
なんとゴリ⽥・・・・決勝の5
名に選ばれましたーーー！！！

正直、その瞬間は驚きと嬉しさ
で感情がわからない状態でした
（笑）
10年前、こんな僕を誰が想像
できたでしょうか？
⼈前に⽴つことを嫌い、⼈前で
喋ることが苦⼿だった僕が⼤勢
の前でスピーチをすることにな
るなんて。
僕は多くの⽅に愛され、応援さ
れ、今の⾃分があります。
今までの感謝の気持ちと、応援
してくれる皆様の期待を背負い
本番の舞台で暴れてきます。
決勝は2⽉26⽇、東京証券会館
にて⾏われます。優勝者は、会
場参加者＋審査員（6名）の投
票によって決まります。皆さん
に会場に来てほしい。でも会場
に来られない⽅もぜひゴリ⽥に
お⼒を貸してください。

◆2kgセット（20⽟前後）

瀬⼾内海に浮かぶ⼤崎上島

伝統を守り抜く、みかん

◆5kgセット（50⽟前後）

5,090円5,090円（税込）

◆10kgセット（100⽟前後）

8,190円8,190円（税込）

◆上記のQRコードを読み込むと、専⽤サイ
トがご覧いただけます。
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グッチのコラム�

充実⽣活に貢献したい！

【あっという間の1ヶ⽉】
あっという間に2022年も1ヶ⽉が過ぎました

が、新型コロナウィルス”オミクロン株”の影響

で落ち着かない⽇々が続いております。

個⼈的な話で恐縮ですが、昨年5⽉に予定してい

た娘の結婚式が今⽉予定されていましたが、どう

なることやら…という感じです。

そんな状況下ではございますが、withコロナ時

代に落ち込んでばかりもいられません。感染状況

が落ち着きました時には皆さまに楽しんで頂ける

イベントを開催しようと思っております。

まずは遅くなりましたが、⿇雀教室の準備が整い

ましたのでご報告します。

【ゴリ⽥引越によって･･･】
私はいつも当社４階の事務所におります。今まで

ゴリ⽥も４階にいたのですが、１階へ引越したこ

とで、スペースが広くなりました。

⿇雀教室をどこで開催するかを考えていたのです

が、事務所で開催することを決めました！

（4階まで上がるのが⼤変かと思いますが…）

そして場所が決まりましたので、⿇雀卓と⿇雀牌

を購⼊しました。

⼊⾨クラス、ビギナークラス、レギュラークラス

の３つのクラスに分かれ、テストや成績によって

昇進するなど⾊々と企画して参ります。

東武東上線成増駅南⼝出てすぐに
ある、inGOLF�NARIMASU
GOLF�SCHOOLに⾏ってきまし
た。店内には6台の本格シュミレー
ター完備。⾃分のフォームやスイ
ングチェックが可能となり、レッ
スンと合わせると効果的に上達し
ます。初⼼者には親切、丁寧にイ
ンストラクター陣がゴルフの楽し
さを教えてくれるので安⼼して通
えます。実は、ゴリ⽥もゴルフ初
⼼者です。

成増駅前に誕⽣！本格ゴルフが体験できる！inGOLF
無料でレンタルできるクラブやシ
ューズもあるので、仕事帰りや買
い物帰りにも⼿ぶらで通えるのも
魅⼒です。これからゴルフを始め
る⽅はもちろん、経験者の⽅のレ
ベルアップにも最適です。
ゴリ⽥は今年の⽬標の1つに「ゴル
フを始める」ことを掲げておりま
す。それだけでなく、最初のコー
スで100を切ると断⾔しておりま
す（笑）
決して、ゴルフを⽢く⾒ているわ

in�GOLF
【住所】板橋区成増2-12-6成増駅前ビル2F

【営業時間】

 平⽇�10：00�-�22：00 

 ⼟⽇祝⽇�10：00�-�20：00
��

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

〒175-0094板橋区成増１−７−22ASA光が丘公園

素敵なスタッフがお出迎え

電話：�03-6915-6565

けではございません。ゴルフは性
格が出るスポーツとも⾔われてお
ります。ゴリ⽥の性格は⾼い⽬標
であるほど真剣に向き合い、挑戦
することで⾃分を⾼める習性がご
ざいますので、あえて⾼い⽬標を
掲げたのです。ちなみに僕も
inGOLFさんに⼊会することを決
めました。
それは僕⾃⾝の⽬標達成のために
必要と感じたからです。スクール
に通う⽬的は⼈それぞれ。健康の
ため、スコアアップ、新たな挑
戦。
誰かと競うのではなく、⾃分と向
き合うスポーツ。いくつになって
も続けられるスポーツです。
まずは体験してみてください。体
験は無料なので気になる⽅はぜひ
ご連絡してみてください。

アルコール消毒をして頂きます。

検温器で体温を計らせて頂きます。

室内には⼆酸化炭素計測器を配置しており、

定期的に換気を⾏います。

Airdogを配置しており、空気の汚れを数値化

し綺麗な状態を保てます。

【感染対策】
感染対策については下記の準備をしました。

準備万端ではございますが、現状を考えるとも

う少しタイミングを待ちたいと思います。

【ボイストレーニング】
その次の企画は”ボイストレーニング”です。

年と共に声が出づらくなると思いますが、トレ

ーニングすることで声も出るようになるんで

す！今は特にマスクをしているため、声が届き

にくいと感じることがあります。

ボイストレーニングも昨年⼊社した歌って踊れ

る20代の⼥性スタッフが担当させて頂きます。

こちらも楽しみにお待ち頂ければと思います。

【地域の先⽣を募集】
もうひとつ考えている企画がございます。

それは、教える⽅と教わりたい⽅のご縁結びで

す。例えば、俳句を教えたい、書道を教えた

い、絵を教えたいなどご⾃⾝の好きな事、得意

な事がある⽅に教室開催を企画して頂きます。

TEL ０３−５９９８−４７１４

お電話・FAX・メールでASAまでご注文ください。

ゴリ⽥の⼈⽣初打ち

当社はその宣伝告知と場所（4階事務所）を提供

させて頂くという流れです。

詳細はこれから決めて参りますが、まずは教え

る側として教室開催をご希望されます⽅は、ご

連絡頂ければ幸いです。

【会員制度発⾜】
NHC倶楽部（仮称）という会員制度を検討中で

ございます。会員制度の詳細は下記をご参照下

さい。

今年も皆さまが幸せに暮らして頂くために、私

たちに何が出来るか？少しでも貢献できるよう

精進して参ります。

⾄らぬ点も多々あるかと思いますが、⼀歩⼀歩

前進して参りますので、応援よろしくお願い致

します。

A会員

＜特典＞

・新聞の読み⽅に関するYouTube閲覧可能

・新聞活⽤セミナー参加無料

・まごころサポート20%割引

・当社スタッフ主催の教室参加無料

  （ウォーキング教室、⿇雀教室など）

・地域の先⽣が主催する教室参加無料

※さらに特典を追加していきます。

＜費⽤＞

当社取扱紙購読料＋⽉額500円

S会員

＜特典＞

・A会員の特典全て

・当社ハウスクリーニング20%割引

・エンディングノート書き⽅個別セミナー

・終活関連相談&専⾨家紹介

※さらに特典を追加していきます。

＜費⽤＞

当社取扱紙購読料＋⽉額1,000円

詳細は改めてご案内申し上げます。

ご意⾒ご感想など頂けますと私たちのエネルギ

ーとなります。下記までご連絡下さいますよう

どうぞよろしくお願い致します。

【NHC倶楽部（仮称）】

パター専⽤シュミレーター

本格的なシュミレーター（6台）クラブも豊富。⼿ぶらで通えます。

YouTubeでも紹介してます→

https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&sxsrf=ALeKk03TaeV3EvXzaixaxsaFXnSVzsyHwQ:1629190014712&q=29+%E6%9D%B1%E4%BA%AC+%E3%81%A8%E3%82%8A%E3%81%96%E3%82%93%E3%81%BE%E3%81%84+%E8%B5%A4%E5%A1%9A%E5%BA%97+%E9%9B%BB%E8%A9%B1&ludocid=13220922373662402373&sa=X&ved=2ahUKEwi-weTg1bfyAhXIa94KHWOgCQ8Q6BMwHHoECDMQAg

