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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

成⽥清司（なりたせいじ）GORITA（ゴリタ）
まごころサポート成増・光が丘店オーナー 兼 地域密着YouTuber
⽣年⽉⽇/1981年12⽉1⽇ ⾎液型/O型 趣味/筋⼒トレーニング

ココナだより
C O C O N A  D A Y O R I  東京都板橋区成増1-7-22

TEL�:�03-5998-4714�/�FAX�:�03-3930-4551
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ゴリ⽥
の
独り⾔

地元名古屋に帰省！その理由とは！？
親孝⾏とは何かを真剣に考えた！

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

存在でしめすためにも、今でき
ることを真剣に更なる⾶躍をし
ていかなければいけない！
⽴ち⽌まってはいけない！
だから僕はこの地域で⼈気者に
なり、地域の皆様に⽀えられ、
地域と共に⽣きていく！
そんな⾃分が成⻑した姿を⾒せ
られるよう頑張ります！
また明⽇からの⼈⽣が⾃分を変
え、未来を変え、親孝⾏に繋が
ると信じ、今後も⾛り続けよう
と思います。
皆様、これからもゴリ⽥をどう
ぞよろしくお願いいたします。

皆さんこんにちはゴリ⽥です。
11⽉となり、そろそろ本格的に
寒さが増してきますね。
私は恐怖に怯えております
（笑）。なんせゴリ⽥は極度の
寒がり・・・。
すでに、1⼈だけ冬の格好をし
ております。
皆様も⾝体を冷やさないよう、
健康にお過ごしください。

【名古屋に帰省】
先⽉、久しぶりに帰省しまし
た。普段はお正⽉に帰ることが
多いのですが、今回は従兄弟の
呼びかけで帰ることになりまし
た。
8⽉号のココナだよりでもお話
しさせていただきましたが、今
年7⽉に叔⺟が亡くなりまし
た。

その時に久しぶりに親族が集ま
り悲しい時間を過ごしました。
今後もこのまま時が経つと、
「久しぶりに集まるのが誰かの
葬式となってしまう。」
「それは悲しいよね。。。」と
いうことで従兄弟の呼びかけ
で、⺟親兄妹はじめ、総勢22名
の親戚が集まったのです。

僕は、1⼈だけ東京で暮らして
いますので、初めましての顔が
8割でした。
たしかにこの歳になると、親戚
が集まるのが誰かの葬式となる
ことが多く、それだとやはり寂
しいですよね。
主催してくれた従兄弟には感謝
とともに、改めて親孝⾏とは何
かというものを考えさせられ
た。

【親孝⾏とは何か？】
「どこか旅⾏に連れて⾏く！」
「何かを買って感謝を伝える」
もちろんこれも素敵な親孝⾏の
カタチ。
ただ、僕の親孝⾏は、
「⽴派に成⻑した姿を⾒せるこ
と」「あなたの⺟親で良かった
と⼈⽣の最期を迎えさせてあげ
ること」
モノ、コトの親孝⾏も⼤事です
が、⾃分という存在をしめすこ
とが、何より⼤事なのではない
かと感じました。
この歳まで⽣きてこれて、それ
なりに成⻑し、今の⾃分がいる
のは⺟親のお陰。
でも、まだまだ今の⾃分では⽴
派な息⼦と誇れる⼈間ではな
い。

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。

11⽉10⽇(⽊） �
11⽉15⽇(⽕)  
11⽉30⽇(⽔)

①11⽉5⽇�（⼟）10:00
②11⽉5⽇�（⼟）13:00
③11⽉12⽇（⼟）10:00
④11⽉12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。

①11⽉5⽇�（⼟）10:00
②11⽉5⽇�（⼟）16:00
③11⽉12⽇（⼟）10:00
④11⽉12⽇（⼟）13:00

①11⽉5⽇�（⼟）13:00
②11⽉5⽇�（⼟）16:00
③11⽉12⽇（⼟）13:00
④11⽉12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。

地�アプリを使ってみよう�（��
�）
 11⽉3⽇（⽊）、7⽇（⽉）
【受付】9:45 【時間】10:00-11:30
【受付】12:45【時間】13:00-14:30

【スマホ使い���】

  中�レギュラークラス
（��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。



エアコンクリーニングで伺った際に「ついでに、もう1
台やってもらおうかな？」と依頼されることがありま
す。浄法寺がエアコンの状況を⾒ると使⽤頻度が少な
いせいか、あまり汚れていないことがありました。そ
んな時、浄法寺は「今やると、もったいないです。」
とお伝えしております。

【安さの理由は･･･】
当社に依頼を頂くメリットは、価格が安いことです。
安さの理由は、①近隣エリア限定なので移動時間が少
ない ②浄法寺を中⼼に数名のスタッフで対応してい
るため余剰⼈員がいない ③宣伝ＰＲが⾃社で⾏える
ため宣伝コスト抑えられる�の３つが⼤きな理由です。

【当社が優先している】
ご希望の時間が限られている⽅には、⽇程が合わずご
希望に添えず申し訳ございません。皆さまの指定時間
を優先するには余剰⼈員を置く必要があり、そのため
にはコスト⾼になってしまいます。
また、移動時間が⻑いこともコスト⾼に繋がります
が、当社は近隣エリアに限定することでコストを抑え
ることを優先しております。
浄法寺が「今やると、もったいないです。」と⾔える
のもご近所さんならではです。

グッチのコラム�

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】

GORITA WILL GO   ので、飽きずに楽しめそうです。
取材中も⾚ちゃん連れのママさん
がテイクアウトで買って⾏った
り、「たまにひ孫を連れてくるの
よぉ」とイートインされているお
ばあちゃまなどでにぎわってお
り、オーナー中⽥さんの地元愛あ
ふれるあたたかな空間でした。
UberEatsでのお取り扱いもあ
り。全商品お持ち帰り可能なの
で、お近くにお越しの際はぜひ⼀
度お試しを。

【浄法寺�明とは？】
突然ですが…「浄法寺�明」（じょうほうじ�あきら）
という名前はお聞きになったこと、ございますか？
先⽉、ちょうど⼊社10年となった当社社員です。
もともと新聞事業部で配達や集⾦、営業を担当してお
りましたが、6年前からまごころサポートやハウスクリ
ーニングを担当するようになり、今では専属スタッフ
として年間1000軒以上のお宅に伺わせて頂いておりま
す。
すぐにピンと来て頂いた⽅は嬉しい限りです。「あの
⼈かな？」など気になって頂いた⽅は、下記のQRコー
ドより顔写真を確認できます。

【浄法寺こんな⼈です･･･】
さて、その浄法寺から新たな
サービスの提案がありました
ので、今⽉はそのことを書き
たいと思います。
浄法寺という⼈物を紹介する
際に、よくお伝えするエピソ
ードがあります。

【新サービス構想中です】
前置きが⻑くなりましたが、浄法寺から提案の
あったサービスは、汚れが気になる部分をスマ
ホで写して送って頂き、お掃除のタイミングや
⽅法を提案するサービスです。

先程のように汚れが少なく、このタイミングで
依頼するのはもったいないですとお伝えした
り、「ハウスクリーニング業者に頼むのがもっ
たいない！」思われる⽅には、お客様ご⾃⾝で
効率的に掃除が出来るように洗剤や掃除道具を
ご紹介するなど“お掃除ドクター”のような提
案をするサービスです。

詳細は改めて発表させて頂きますので、もう暫
くお待ち下さい。

⼊社して10年、36歳、寅年の年男！働き盛りの
浄法寺にご期待下さい。

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。

寅年・年男の提案！

いてお話をさせていただきました。
不動産の取引のほかに税理⼠、司法書⼠、⾏政書⼠
たちと⼀緒にお客様の「遺⾔書の作成」、「相続税
対策」、「任意後⾒契約⼿続き」などの各種相続に
まつわる⼿続きをコーディネートしていく⽴場にあ
ることが多いとお話をさせていただきました。
これらのことについて、いくつか反響をいただきま
した。本当にありがとうございます。
今回は、その中でも普段から質問を受ける機会が多
い「任意後⾒契約」についてお話をさせていただき

ます。
後⾒制度には、「法定後⾒」と「任意後⾒」の⼆
つの種類があります。
法定後⾒は、痴呆症などが発症してご⾃⾝の財産
を守れなくなった時に親族等が裁判所に申し⽴て
てスタートします。
任意後⾒は、ご⾃⾝が健康な状態の時に「任せた
いこと（お⾦の運⽤等）」や「⼈物（⼦ども
等）」を指定しておき、認知症が発⽣した時にス
タートできるように契約をしておきます。※
どちらも、ご本⼈の財産を守ることには違いがな
いのですが、「任意後⾒」が選ばれる理由には、
①希望する後⾒⼈を選ぶことができる（法定後⾒
では裁判所が選ぶ）
②医療内容・介護⽅法・資産運⽤等の希望を伝え
られる（法定後⾒は本⼈の意思が反映されにく
い）
③監督⼈がつくので後⾒⼈は監視されるため安⼼
できる。

このあたりが主な理由と考えられます。
⾃分の⽼後のお世話はお願いしたい⼈にしても
らいたいのは共通の考えかと思います。
「⾃分の意思が反映」される制度ですので「⽼
後の備え」を考えている⽅々からは、⼀度話を
聞いてみたいとの問い合わせが増えているのだ
と思います。 
もし、話だけでも聞いてみたいという⽅は遠慮
なくご連絡をお願いいたします。
無料にて電話相談をさせていただいておりま
す。
※制度の違いを伝えるために簡略的に記述して
います。

＜ＡＳＡ光が丘公園　⼭⼝より＞
コラム始まってから皆さまに多くのご相談を頂き、あり
がとうございます。
齋藤先⽣への電話相談ご希望の場合は、まずは私がお
話を聞かせて頂きます。その後、齋藤さんへお繋ぎしま
すので、当店までお気軽にご連絡下さい。

第４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。
前回のコラムで私のお仕事につ

NP（エヌピー）
【住所】板橋区⾚塚2-10-19-103
【営業時間】10：00-17：00
【定休⽇】⽕曜⽇
※臨時休業あり。Instagramや店頭にてご確認く
ださい

ぷりぷりフワフワのパンケーキをお試しあれ！

リ！ふわふわだけどプリっとした
⾷感もあり、めちゃくちゃ美味し
かったです。途中、トッピングの
メープルシロップとホイップクリ
ーム(各￥50)を追加。また違った
味わいで⼤満⾜でした。⽇替わり
のスコーンは⽢い系だけでなく、
珍しいしょっぱい系もあり(この⽇
はローズマリー＆ペッパー)。⼗数
種類の中から毎⽇4-5種並ぶそうな

下⾚塚駅北⼝から徒歩1分！カフェ
『NP(エヌピー)』さんへお邪魔し
てきました。お⽬当ては、注⽂が
⼊ってから1枚1枚ていねいに焼か
れるパンケーキ！！ゴリ⽥は“焼
きたてパンケーキ2枚(￥750)”を
いただきました。⽣地を混ぜてい
るところをカウンター越しに⾒て
いましたが、最初パンケーキの⽣
地だと思わず、（あ。⽣クリーム
を泡⽴てているんだな）と思って
いました。そのくらいフワッとし
た軽い⽣地だったんです！そして
待つこと15分…じっくりと焼きあ
げられたパンケーキを☆型に抜か
れた可愛いバターと⼀緒にパク

お店の情報は下記QRコード
（Instagram）より


