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果汁注意報！！！贈答品として知ら

れる⾼級柑橘「せとか」

改めて、このキレイゴト甲⼦園
を説明させていただきますと、
「"キレイゴト＝カッコイイ"を
⽇本の常識」にという主催者の
思いを形にしたスピーチ⼤会で
す。
私は、予選60名の応募から予選
を勝ち抜き、決勝スピーカーと
して選出されました。
【結果は・・・？？】
初めてのスピーチ、そして舞台
に⽴つということで、今までの
⼈⽣で味わったことのない緊張
とプレッシャーでした。
決勝までの1ヶ⽉、スピーチと
向き合い、⾃分と向き合い、他
の仕事が出来なくなるぐらい
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ゴリ⽥は残念ながら負けた・・・・・

キレイゴトは俺の⼈⽣そのものだ！

幸せのおすそ分け。⽣産者の思いがつまったトドクヨ

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

今回、皆さんにご紹介するのは

B級品になります。

せとかの1級品は本来、⾒た⽬も美し

くなければいけません。

ただ、枝と枝の間が近いと、枝に当た

ってしまい傷になることがございま

す。定期的に剪定しているものの、ト

ゲにあたって傷になってしまいます。

そうすると1級品としては出すことは

できなくなります。それぐらい妥協を

許さず、品質に拘っています。

B級品だからと⾔っても味は確かで

す。

実は、ゴリ⽥も事前に購⼊し、⾷べさ

せていただきました。

「果汁が⾶び出すほど果⾁が詰まって

おり、濃厚で⽢い！」

でした。
ただ、この舞台に⽴てる喜びと
今まで⾃分が成⻑してきたもの
を発揮する舞台でもある。
緊張やプレッシャーの中でも、
どこか⾃信や喜びを感じている
⾃分もいました。
いよいよ迎えた当⽇。
前⽇は緊張感が⾼まり、ほとん
ど睡眠ができず、当⽇を迎える
ことになりました。
ただ、会場に到着すると、それ
までの緊張が嘘だったかのよう
に冷静な⾃分がいました。
周りのスピーカーたちの緊張が
伝わってくる中で僕は「⾃分を
信じてやり切ろう！」そんな思
いでおりました。
司会者の素敵な紹介の後、VTR
が流れ、舞台袖のスタッフに背
中を押され、いざ舞台に⾶び出
しました！
そこには⼤きな拍⼿と温かい眼
差しで迎え⼊れてくれたお客様
の光景が⽬に⼊ってきました。

知らない間に⾼いチケットを購
⼊し、最前列で応援してくれた
所⻑やアイドルを応援するよう
なうちわを持って応援に来てく
れた仲間たち。
本当に僕にとって嬉しい瞬間で
した。
そんな後押しもあり、スピーチ
は⾃分の思った通り、全てを出
し切ることができました。
いよいよ表彰式。
スピーチするときよりも、緊張
しており、ドキドキが⽌まりま
せんでした。結果・・・
残念ながら、特別審査員賞にも
最優秀賞にも選ばれず、ゴリ⽥
は負けました。
⾃分に失望しました！
出れただけでも凄い！挑戦した
ことに意味がある！仲間に励ま
されても僕は悔しくてたまりま
せん。それだけ本気に向き合い
挑戦してきたからこそ悔しさが
込み上げてきたのだと思いま
す。ただ、ここで終わるわけに
はいきません。必ず次回優勝し
て、皆さんに喜びを報告できる
よう頑張ります！

皆さんこんにちはゴリ⽥です。
4⽉に⼊り、ようやく過ごしや
すい季節になりましたね。
桜も満開でしょうか？4⽉1⽇に
は既に散ってしまっているかも
しれませんが、僕はこの季節が
⼤好きです。
花粉症の⽅にとっては⾟い時期
かもしれませんが、春は始まり
でもあり、桜の季節。清々しい
気持ちになるのもこの季節です
ね。

【キレイゴト甲⼦園】
さて、2⽉号でお伝えいたしま
した、ゴリ⽥が初の舞台でスピ
ーチをした、「キレイゴト甲⼦
園」についてお届けいたしま
す。

⻑⾕部さんが作る

「せとか」

果汁

ジュワーッ！

1つ1つの実に丁寧にサンテ（ストッキン
グのような薄い⽣地の果実袋）を被せま

す。美味しいせとかを作るにはこのよう

な努⼒が積み重なってできます。もちろ

ん美味しく⾷べて喜んでもらう為に、こ

れからも体を張り続けていくつもりです

実はせとかって作るの本当に⼤変なんです

(笑)
せとかは、2⽉末から3⽉中旬にかけて収穫
されるのですが、実は寒さに弱い品種のた

め、1⽉や2⽉にひどい寒波が来ると寒害が
出て、畑ごと全滅しちゃうこともあるんで

す。 3,900円3,900円（税込）

送料込みの価格となります。

◆2kgセット（8〜12⽟前後）

◆5kgセット（20〜30⽟前後）

6,800円6,800円（税込）

◆10kgセット（40〜50⽟前後）

10,900円10,900円（税込）☎03-5998-４７１４☎03-5998-４７１４
お申し込みは今すぐお電話ください。

病みつきになりそうです（笑）
ご⾃⾝へのご褒美や贈答⽤に絶対に喜ばれ
る味です。ぜひご賞味ください！

中島のせとか（B級品）
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YouTubeでも紹介してます→

主要改正の中⾝と、そのお得な利⽤法と増やし

⽅をわかりやすい⾔葉で完全解説。そのほか、

退職⾦・企業年⾦・「じぶん年⾦」なども解説

しており、⽼後資⾦に完全対応している。

【今⽉も⾝内ネタで恐縮です】

今⽉はゴリ⽥こと成⽥清司について書かせて頂き

ます。

表⾯に�“キレイゴト甲⼦園”に出場した結果に

ついて書かれていると思います。私にもお誘いが

あり軽く返事をしたのですが、実はこっそりと数

万円する最前列のVIP席を購⼊し、応援してきま

した。この⽇に⾄るまでのことをゴリ⽥とは異な

る⾓度から報告をさせて頂きます。

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

〒175-0094板橋区成増１−７−22ASA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。

就任し、その頃からのゴリ⽥の成⻑スピードが加

速度を増して来ました！

その頃は全くと⾔ってよいほど本を読まなかった

ゴリ⽥ですが、⾊々な本を読むようになり、セミ

ナーなどにも参加するなど、よく勉強するように

なりました。

また、社内のミーティングでも緊張するほどのゴ

リ⽥が、⼈前で話す機会が増えたこともあり話す

ことが上⼿になって来たことです。

【思い⽴ったら即⾏動！⼀⽅で･･･】

その後、2016年2⽉に当社が⽀店を⼿放すこと

となり、本店へ戻ったことを機会にまごころサポ

ートに⼒を⼊れるようになり、活動の幅が広がっ

て来ました。

ハウスクリーニングはもちろんのこと、健康教室

やウォーキング教室を実施するようになり、鑑定

サポート、メルカリ教室、ユーチューバーなど多

岐に渡ります。

思い⽴ったら即⾏動！⼀⽅で熱しやすく冷めやす

い⼀⾯もあるため、その他にも多数あったと思い

ますが私も覚えきれていません･･･（笑）

【あのゴリ⽥がスピーチ⼤会？！】

そんなゴリ⽥が、今回はスピーチ⼤会に出ると聞き

ましたので、せっかくだから最前列で⾒よう！と思

ったという流れです。

参加者は⾟く厳しい体験をしている⽅が多く、⾊々

な出逢いや学びによって道を切り拓いていく様⼦を

⾯⽩おかしく、そして熱く語られており、10分程

のスピーチの間に引き込まれていく感じがして、正

直かなりレベルの⾼い⼤会だと思いました。

【私の想い】

そんな中で成⽥も奮闘しましたが、残念ながら賞を

頂くことは出来ませんでした。

しかし、挑戦することにも⼤きな意義があり、その

姿を最前列で⾒届けられたことは私にとって感慨深

いものがありました。今後も更なる進化を期待した

いと思います。

また、第２第３のゴリ⽥が出現するよう、スタッフ

が成⻑する環境づくりに⼒を⼊れていきたいと思い

ます。今後も当社スタッフの変化を⾒守って頂けれ

ば幸いです。

最後までお読み頂きありがとうございます。

           E-mail yama@nhc-b.jp

⼈の変化って⾯⽩いです。

2021年から2022年3⽉までに「ゴ
リ⽥が⾏く」でご紹介した店舗は
13店舗。みなさん気になるところ
はございましたでしょうか？
これからもゴリ⽥は地域の店舗や
施設などご紹介させていただき、
皆様の暮らしに役⽴つ情報など発
信していきます。
ここのお店を紹介してほしい！
ここに⾏って欲しい！
皆様からもご要望などありました
ら、お気軽にご連絡ください。
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         こんにちは♪総務部の菊池で

す。今回ご紹介する書籍は朝⽇新聞出版から発売

された【∼⼈⽣100年⽼後資⾦完全対応∼年⾦⼤

改正 得するもらい⽅・増やし⽅】です。

皆さん 年⾦にかかわるルールが⼤きく変わるの

はご存じでしたか？？？

2020年5⽉に成⽴した改正法が2022年度（令和

4年度）４⽉より順次施⾏される、いわゆる年⾦

⼤改正が始まります。

40代の私にとってはもうあまり期待できないだ

ろうと思っていた年⾦制度…。しかし、今回の改

正によって得して増やせる⽅法があるかもしれま

せん。わかりやすい解説でしっかり学べる！40

∼50代の⽅にもぜひ読んでいただきたい１冊で

す。

1,000円（税込）

朝⽇新聞出版

得するもらい⽅・増やし⽅

年金大改正

「ゴリ⽥が⾏く」でご紹介した店舗を紹介！

【⼊社∼店⻑になった頃】

ゴリ⽥が⼊社したのは2006年

10⽉です。ちなみにこちらが履

歴書の写真です。⾵貌からは想

像しにくいですが、仕事は真⾯

⽬で新聞配達、訪問集⾦、営業などを経験し、周

囲からも信頼される存在となって来ました。

2013年当社が北区に⽀店を出した際、⽀店⻑へ

⼈⽣100年⽼後資⾦完全対応

なんとな∼くしかわからなかった年⾦制度。

⾖知識覧では年⾦の基礎の基礎をわかりやす

く解説があります。

新ルールの解説あり、基礎も教えてくれる！

年⾦に詳しい⽅・詳しくない⽅どちらにもオ

ススメです♪

な
る
ほ
ど
！

オススメ

  POI
NT

年金制度の新ルール！？
知って得する1冊です。

2021年

2022年


