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ご意⾒ご感想などお気軽

にご連絡ください
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ゴリ⽥
の
独り⾔

スポーツの⼒が活⼒に・・・・・

氷上のブルーインパルス！？に感動

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

⽇本には本当に良い⾷材がたくさ

んあります。

そこには⽣産者の努⼒や⼯夫があ

って、こだわって作られたもの、

想いを込めて作られたものがたく

さんあるんです。

でもそんな中、⽣産者さんたちに

は報われない⼀⾯がたくさんあり

ます。

⼿間、暇かけて作られたものが、

安くたたき売られてしまう現

実。。。

安く買われてしまうため、経済的

に回らず⼈材の確保が難しいケー

スや後継者不⾜。。。

実際に現場に⾏ってみると、本当

にこだわりをもって毎⽇考えなが

らどうやったら美味しく育つか？

どうやったら新鮮に⾷べられるか

など。

⽇々努⼒をされている⽣産者さん

の姿があります。

現場に⾏った時に1kg10円で買い

たたかれるみかんの話を聞いた時

は衝撃的でした。

ネットでの販売も普及してきまし

たが、まだまだ弱い⽴場の⽣産者

がたくさんいます。

こんな努⼒や思い⼊れを持って⽣

産している⽅たちのこだわりと商

品の良さを、トドクヨを通じて消

費者の皆様にお届けさせて頂きま

す。

【オリンピック】
ゴリ⽥はスポーツが好きでサッ
カー、野球、ラグビーなど、ス
ポーツというスポーツが⼤好き
です。
先⽉は冬季オリンピックが開催
されリアルタイムではなかなか
⾒ることはできませんでした
が、ニュースや動画などで拝⾒
いたしました。
オリンピックという舞台は選⼿
にとって憧れでもあり、夢の舞
台。ここに出場できるだけでも
特別なことなのにメダルを⽬指
す姿は本当にカッコイイもので
した。
スノーボードの平野歩夢選⼿の
⾦メダルには素⼈ながらも⾒て
いて興奮しました。
悲願の⾦メダル。本当に素晴ら
しいなぁと思います。
個⼈的には⼥⼦パシュートに感
動しました。
結果は残念ながら最終コーナー

残り100m。まさかの転倒で惜
しくも⾦メダルを逃してしまい
ましたが、リスクをとり、果敢
に攻めた結果なので誰も責める
ことはできません。
この競技は速さを競う競技なの
でスピードが重要です。
ただ、僕は⽇本の隊列をみて、
「氷上のブルーインパルス」と
思うぐらい隊列が綺麗で何か違
う競技を⾒ているぐらい”美し
い”と感じました。
スタートの⼀歩⽬から3⼈が揃
っている。
どこか⽇本⼈の規律や⽂化があ
らわれたような素晴らしい形で
した。
結果としては伴わなかったもの
の、世界に誇れる銀メダルで
す。何より⾒ている⼈が勇気や
感動をもらえたのではないでし
ょうか。選⼿は悔しい気持ちが
あると思いますが、前を向いて
欲しいと願っております。

ゴリ⽥はスケートを⾒ると昔を
思い出します。
実は、私はスピードスケートや
アイスホッケーなども少しやっ
ていました。
名古屋出⾝ということもあり、
スケートが⾝近なもので⼩さい
頃はよくスケートリンクに通っ
ておりました。
なぜかわかりませんが、フィギ
ュア選⼿は名古屋出⾝が多いで
すね。僕たちが練習している
時、同じリンクでずーと⼋の字
をバックで滑っている⼥性の⽅
がいました。何時間も何時間も
同じことを繰り返し、いつしか
リンクには綺麗な⼋の字が描か
れていました。後から知ったの
ですが、その⼥性、ご存知の⽅
も多いとは思いますが、伊藤み
どりさんでした。
昔は今ほど練習環境が良くない
ため、⼀般の⽅と同じリンクで
練習していたのが懐かしいで
す。
このような昔の思い出や感動を
もらえるスポーツの⼒ってホン
ト素敵だなぁと感じました。

トドクヨは地⽅創⽣など社会課題を

解決することが⽬的です！

皆さんこんにちはゴリ⽥です。
3⽉に⼊り、少し⽇が⻑くな
り、春の気配を感じるようにな
りました。
ただ、まだまだ朝晩は冷え込
み、寒い⽇も続きますのでお体
には⼗分お気をつけください。

【キレイゴト甲⼦園】
さて、先⽉号でお伝えいたしま
した、私ゴリ⽥がキレイゴト甲
⼦園の決勝スピーカー（6名）
に選ばれた話をさせていただき
ました。
2⽉26⽇に決勝⼤会があり、こ
のココナだよりをお届けしてい
る時には結果が出ております
が、原稿の締め切りもあり、そ
の結果を今⽉号でお伝えするこ
とができません。
もしどうしても早く聞きたいと
いうゴリ⽥好きの皆様は私まで
お気軽にご連絡ください。
gorita@nhc-a.jp



GORITA WILL GO  

グッチのコラム�

店主さんとツーショット

YouTubeでも紹介してます→

【ご報告】
私事ですが、２つご報告があります。

1つ⽬は11⽉より髭を⽣やそうと思い、コロナ禍

にひっそりとマスクの中で育てました（笑）

お気付きかもしれませんが、左上の私の写真も髭

⾯の写真へ変更させて頂きました。賛否⾊々ある

かとは思いますが、ご承認いただければ幸いでご

ざいます。

2つ⽬は、先⽉号でも少し触れましたが、娘の結

婚式のことです。コロナ禍でどうなることかと思

っておりましたが、無事に挙げることが出来まし

たのでご報告させて頂きます。

【お⽗さんは泣くのか？】
私が泣いたかどうか気になられている⽅はいらっ

しゃるでしょうか？結果は兎も⾓として、皆さま

はいかがでしたでしょうか？

【頭が痛い、肩がこる、⽬が疲れた……⽇々のち

ょっとした不調を緩和してくれるのが「ツボ」。

体中にあるツボから「まずはこれだけ覚えておけ

ばOK」という、とっておきの30のツボを、⽬⽩

鍼灸院の院⻑が伝授します。⼤きくわかりやすい

イラストでツボの位置を⾒つけ、痛いところ、気

持ちいいところを、ポイントをおさえた解説にし

たがって刺激すれば、⾃分の体がわかり、体がぐ

っとラクになります。

⾃分の主治医になるお⼿伝いをする本です。】

⻄遊記 成増店�
【住所】板橋区成増3-41-14
【営業時間】

＜ランチ＞11:30�〜�14:00
＜ディナー＞17:00�〜�23:00（ラストオーダー22:30）

��

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

〒175-0094板橋区成増１−７−22ASA光が丘公園

03-5967-3070

TEL ０３−５９９８−４７１４

お電話・FAX・メールでASAまでご注文ください。

店舗はこちら 中華店特有の丸テーブルもございます。真剣にメニューを⾒て悩むゴリ⽥

「娘さんの結婚でお⽗さんは泣くのか？」という

アンケートをしてみようと思います。娘さんがい

るお⽗様ご⾃⾝の回答でも結構ですし、奥様から

ご主⼈の報告でも、ご⾃⾝のお⽗様がどうだった

かなど教えて頂けないでしょうか？私は皆さまが

どうだったのか興味津々です。

【アンケート⽅法】
スマホのカメラから右上のQRコードを読み込む

か下記のURLよりアンケートフォームを⽴ち上げ

て下さい。

https://forms.gle/jHbD2bj2RLtys2H86

無記名⽅式ですのでお気軽にご回答下さい。ご回

答下さいました⽅には、私の結果報告として２枚

の証拠写真とその想いをご報告させて頂きます。

※写真を⾒るにはGoogleフォトのアプリが必要

となりますのでご了承下さい。

QRコードやＵＲＬが難しい場合は、お名前は分

かってしまうかもしれませんが、メールでも結構

です。右記のメールアドレスまでご回答下さい。

【質問内容】

Q1.年代 

Q2.アンケート回答者

 ①お⽗様ご本⼈ 

 ②奥様よりご主⼈の報告 

 ③娘さんよりお⽗様の報告 

 ④その他

Ｑ3.涙は流しましたか？

 ①泣いた

 ②⽬頭が熱くなったが、涙はこぼれなかった

 ③泣かなかった

 ④その他

Ｑ４.その結果はどんな想いからでしょうか？

Ｑ５.どんなシーンでしたか？

私事の報告と私の勝⼿なお願いですが、お時間と私

の結果にご興味ございましたらお付き合い頂ければ

幸いです。

E-mail yama@nhc-a.jp

泣いた？泣かなかった？

ながら、ちょっぴり⽢めで⽇本⼈
好みの味付け。ご飯がめちゃくち
ゃ進みます！定⾷にはスープ、漬
物、杏仁⾖腐がついており、⾷べ
応えアリ。ちなみに取材は昼過ぎ
だったのですが、ヘルメット姿の
配達員が出たり⼊ったりで、かな
り忙しそうでした。…と⾔うの
も、こちらのお店、中華宅配の
『孫悟空』も同時営業しており、
コロナ禍の昨今⼤好評を博してい
るのです。週末には平均50∼60件

のオーダーが⼊るそう。実店舗
は“⻄遊記”、そして宅配は“孫
悟空”…同じお店なのに、それぞ
れ名前が違って⾯⽩いですよね。
『孫悟空って⾶び回ってて、スピ
ードが速いイメージがあるでし
ょ。だから出来⽴てをできる限り
早くお届けしたい…という意味を
込めているんです』とオーナーの
有⾺さん。宅配メニューの中華麺
はゆで時間や容器にもこだわって
いて、⼿元に届いて⾷べる時に1番
美味しい状態になるよう、かなり
研究したとのこと。メニュー表を
⾒せてもらいましたが、実店舗と
変わらず100種類以上のメニュー
が注⽂可能でした。UverEatsや出
前館でもご注⽂頂けます。ぜひ家
庭で本格中華をお楽しみくださ
い。

成増駅北⼝「⻄遊記」さんへお邪
魔してきました。
北⼝商店街を歩いていくと、⾚い
窓枠に、⾚い⼤きな看板がパッと
⽬を引く店舗で、すぐにわかりま
す。⼊⼝そばにあるメニュー看板
には美味しそうな定⾷メニューが
ずらりでさっそく悩むゴリ⽥…
ランチは定⾷と中華麺がメイン。
悩んだ末、豚⾁と⽟⼦炒め定⾷
と、ニラレバー定⾷を注⽂しまし
た。お味の⽅は、本格中華であり
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         こんにちは♪総務部の菊池で

す。今回は当店での最近のヒット書籍をご紹介い

たします。

当店取扱いの東京新聞社より「かんたんBEST３

０ツボ」が1⽉２６⽇に発売されました。B6判変

型で⼩さめなので持ち運びがしやすく、いつでも

どこでも体の気になる箇所のツボが押せます。

発売当初から東京新聞をご購読のお客様よりご好

評をいただいておりますが、他の新聞をご購読の

お客様へもぜひご紹介したいと思います！

また、今後も当店取扱紙【朝⽇新聞・⽇本経済新

聞・毎⽇新聞・東京新聞】より発⾏されているオ

ススメ書籍のご案内をさせて頂きますので,気に

なる書籍のご注⽂やお問い合わせがございました

らお気軽に当店までご連絡ください♪

1,100円（税込）

⽬⽩鍼灸院院⻑ 柳本真⼸ 著

まずはこれだけ！推しツボ３０！

かんたんBEST３０ツボ

⼤⼈気中華！⻄遊記成増店＆デリバリー孫悟空


