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ゴリ⽥
の
独り⾔

探究学習を開校するゴリ⽥の思い
これからの時代を⽣き抜くために

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

りと⽣きてきて、それなりに幸
せで充実した⽇々を送っており
ます。
学歴や学問をバカにしているわ
けでも不必要と思っているわけ
では決してございません。
ただ、それだけでは今の時代を
⽣きていくことが難しくなって
きており、⾃分で考える⼒も必
要になってきたのです。
私も⼤⼈になった時に必要な能
⼒や学びは⼦供の頃から養うこ
とが⼤事と感じておりました。
僕には国語、算数、理科、社会
を教えることはできませんが、
探究学習であれば誰かの役に⽴
てると思い、今回探究学習塾を
この地域で開校しようと思いま
した。
私が今までやってきた⾃分探
究、地域探究などそれらの経験
が1つカタチとなります。
詳しくは別のチラシでご案内い
たしますが、無料体験もござい
ますので、ぜひお⼦さんやお孫
さんのためにもご検討くださ
い。

皆さんこんにちはゴリ⽥です。
本格的な寒さを迎える2⽉にな
りましたが、皆さは体調崩され
たりしてませんでしょうか？
私は相変わらず寒がりなので、
1⼈で「寒い寒い」と嘆いてお
ります（笑）
春が待ち遠しいです。

【こぶしハーフマラソン】
さて、今年は3年ぶりに光が丘
の名物イベント、こぶしハーフ
マラソンが開催されます。
ゴリ⽥は3年前にマラソンデビ
ューし、フルマラソン2回、ハ
ーフマラソン1回と完⾛してお
ります。
それから時は経ち、久しぶりの
⼤会になります。
ただ、マラソンの練習は全くし
ておりません（笑）
完⾛できるかもわかりません

が、この地域を⾛れる喜びを感
じ、笑顔で楽しく⾛りたいと思
います。
ぜひお時間のある⽅は応援に来
てください。
噂では、ゴリ⽥ファンクラブの
応援団が集結するそうです。
⾛っているゴリ⽥を⾒つけたら
「ゴリ⽥」とお声がけくださ
い。皆様の声援が僕の⼒になり
ますので、どうぞよろしくお願
いいたします。

【探究学習塾について】
話題は変わりますが、先⽉号で
お伝えいたしました探究学習塾
について早速お問い合わせをい
ただきました。
本当にありがたいです。
今回は私の思いを少しだけお伝
えしたいと思います。
時代の変化と共に学習に対する

考え⽅や学び⽅が⼤きく変わっ
てきました。
その1つに探究学習＝⾃分で考
える⼒をつけることが学習指導
要領にも⺬されております。パ
ソコン、スマホやITの普及によ
り、新たな時代になった昨今、
⽣き⽅も⼤きく変化してきまし
た。昔では考えられないような
職業やライフスタイルが確⽴し
てきております。
より個⼈が尊重され、発想⼒、
⾏動⼒、思考⼒が⽣かされる時
代でもあります。
そんな時代を⽣き抜くために
も、徐々にですが、探究が求め
られるようになりました。
僕は成績が良かったわけでもな
く、ましてや⼤学も⾏っており
ません。
昔であれば劣等⽣ですね。
そんな僕でも今こうしてしっか

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。

2⽉9⽇(⽊） �
2⽉15⽇(⽔)  
2⽉21⽇(⽕)

①2⽉18⽇（⼟）10:00
②2⽉18⽇（⼟）13:00
③2⽉25⽇（⼟）10:00
④2⽉25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。

①2⽉18⽇（⼟）10:00
②2⽉18⽇（⼟）16:00
③2⽉25⽇（⼟）10:00
④2⽉25⽇（⼟）13:00

①2⽉18⽇（⼟）13:00
②2⽉18⽇（⼟）16:00
③2⽉25⽇（⼟）13:00
④2⽉25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）
   2⽉8⽇（�）
【受付】9:45【時間】10:00-11:30

★地�アプリを使ってみよう
   2⽉8⽇（�）
【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

 2⽉4⽇（⼟）【時間】10:00-18:00
（お⼀�40�）先�順

※前回と同じ内�です。



＜彼の記憶＞
本⼈によると、⾼校を中退して家出状態で友達の家に
居候しており、そろそろ働かなければと思い、求⼈誌
を買って応募したそうです。
⾯接で即採⽤となり、その⽇のうちに私が⾞で江⼾川
区の実家へ必要な荷物を取りに⾏き、販売店2階の寮に
⼊り、働き始めたとのことです。
⾼校を中退し、学歴が無いことを気にしている達也に
私は⾞の中で⾊々と励ましたようです。
「学歴なんか気にしなくて⼤丈夫！過去は変えられな
い！これから頑張れば良いんだよ！」という話をした
そうです。私は全く覚えていないのですが（笑）
仕事は⼤変ながら楽しく充実していたのですが、当時
やりたかった⾳楽の道で勝負したいと思うようにな
り、半年で退職したそうです。お世話になったにも関
わらず、半年で辞めてしまい不義理をしたことが、彼
の⼼残りであったそうです。

＜彼の⾏動＞
最近になって昔のことを思い返し、私の名前を検索し
て当社を知り、連絡をくれたということです。そして
後⽇、会いに来てくれました。
当時のことをよく覚えており、昔ばなしから現在に⾄
るまでのお互いの⼈⽣を話していたら、あっという間
に1時間半が経っていました…

グッチのコラム�

GORITA WILL GO  

想いをつむぎ、�
をつなぐ 

2⽉25⽇（⼟）
親⼦サッカー⼤会参加者募集中！　

対象：年⻑∼2年⽣
時間9:00-12:00　
場所：秋の陽⼩学校

参加費：無料
申し込みはHPから。

チャンネル登
録してお

いてください
ね！

＜怪しい１本の電話＞
「以前に所⻑にお世話になった」とおっしゃってます
が、お繋ぎしますかと内線で掛かってきました。内⼼
ちょっと怪しいと思いながら電話に出てみました。

「〇〇達也と申します！⼭⼝さんが綾瀬で店⻑の時に
お世話になりました！」
〇〇達也…？！綾瀬の店⻑の時代と⾔えば22∼26年前
のことです。
達也？達也？達也？お∼あの達也かな？ 私の記憶で
は、“すごく短い期間だった”、“18歳くらい”とい
うことと、何となく当時の
顔は思い浮かびました…

右の写真は達也が後⽇送
ってくれたものです。
ちょっとぼけてますが、
当時のＡＳＡのユニホ
ームを着て、⼤好きだっ
た浜崎あゆみさん等⾝⼤
パネルと撮った写真です。

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。

22年ぶりの再会！

く、涙したと話してくれました。
ゴリ⽥も取材しながら思ったの
は、「⼦供たちが元気にスポーツ
をしている姿はやはり輝かしい」
時代と共にスマホやゲームなど室
内で遊べる時代になりましたが、
外で⾛り回る姿は本来の⼦供たち
の姿のような気がしました。
光が丘ユナイテッドは1⼈でも多く
の⽅にサッカーを知って欲しい！
体験してもらえるよう様々なイベ
ントも開催されております。
親⼦で参加できるイベントや練習
も体験（無料）できますので、ぜ
ひお⼦さんやお孫さんとご⼀緒に
ご参加してみてください。
初めての⼦でも安⼼して参加でき
るよう環境が整っています。
コーチの⼈数も豊富で、チームに
いる仲間たちも皆優しくサポート

光が丘ユナイテッドFC
練習：⼟⽇祝⽇を中⼼に実施。＠秋の陽⼩学校
試合：HJSL（光が丘少年サッカー連盟）主催⼤
会を中⼼に参加。＠光が丘地区周辺グランド
⽉謝�：1,700円
初期費⽤：10,000円程度（ユニフォーム代）
※体験期間中（１ヶ⽉）は費⽤は発⽣いたしま
せん。
※保険料、合宿費⽤等は別途実費負担となりま
す。

少年サッカーチーム 光が丘ユナイテッドFC

した。Jリーグも発⾜され、サッカ
ーブームでもあったと同時にゲー
ムも流⾏っていた時代でもござい
ました。まさにゴリ⽥も同世代！
納得です。そんな発⾜から今ま
で、地域の⽅々に⽀えられ、ここ
までやってこれたとしみじみと語
られている姿に歴史を感じます。
また、昨年光が丘カップU-10が初
めて優勝したことが、本当に嬉し

光が丘ユナイテッドFCは、1993年
に⽥柄第三⼩学FCとして誕⽣し、
2010年に現チーム名に改称して、
今年で30周年を迎えます。チーム
の理念はエンジョイ・フットボー
ル∼可能性を信じ、仲間とともに
サッカーを楽しむ∼
地域の⼦供たちがサッカーを通じ
て⼼と体を育むことができる環境
が整っております。
創設者の⽥中さんにお話を伺いま
した。光が丘ユナイテッドを創設
した理由は？
「息⼦が家でゲームで遊んでる姿
を⾒て、外で何かやらせたいと思
った」と意外な答えが返ってきま

＜彼の現在＞
達也は現在、有名なA社（ヒント：次の⽇に来る）
で、マネージャー職をしているとのこと。
更に、4⽉から学⼠号を取得するために通信制の⼤学
で学ぶそうです。
⽴派に成⻑している姿を⾒て嬉しく思いました。

今回をきっかけに当時のメンバーが集まることになり
ました。
不動産会社を経営している
“トシ”、2⼈のママで
⼩学校先⽣の“よっちゃん”
看護師で3⼈のパパ“和哉”
そして当社総務部⻑の菊池
達也と私、計6名のメンバー
となります。

達也の⾏動から成⻑している皆と久しぶりに会えるこ
ととなり、とても嬉しく思います。

皆さまも思い出の⼈に連絡してみませんか∼

E-mail yama@nhc-b.jp

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

＜はじめまして。あいらいふです＞
私たちは、23年にわたり有料⽼⼈ホームをご紹介し
ている会社です。
2000年に「あいらいふ⼊居相談室」を開設しまし
た。以来、ご家族さまのご要望、ご本⼈さまのお⾝
体の状況やご希望など、ご相談者さまのお話をじっ
くり伺い、病院や居宅介護⽀援事業所、地域包括⽀
援センター、有料⽼⼈ホーム運営会社などと連携し
ながら、多種多様な施設の中から安⼼して⽣活でき
るお住まいをご紹介し続けています。
近年では、住み替えにともなうお引越しやご⾃宅の
管理、保険や相続などのお困りごとに対しても、よ
り幅広くきめ細やかにサポートできるよう、サービ
スを拡充してきました。

＜ご⾃宅暮らしのお⼿伝いも＞
昨年9⽉には、ゴリ⽥さんこと『ココナだより』編集
発⾏⼈・成⽥さんもオーナーを務める「まごころサ
ポート事業」に加盟しました。「まごころサポート
東京武蔵野あいらいふ店」として、吉祥寺・三鷹エ
リアを中⼼に、⽇々の⽣活の中で起こる「ちょっと
困った」ことや「こんなことがしたい︕」というご
要望にお応えしています。

＜想いをつむぎ、縁をつなぐ＞
「よりよいシニアライフ」の実現へ、お困りごとに
真摯に⽿を傾けてお⼀⼈おひとりの想いをつむぐ。
「より明るい未来」の実現へ、出会うすべての⼈々
と⼼を合わせて、つむいだ想いを縁としてつないで
いく。これが、私たちあいらいふのコンセプトで
す。

今後は、偶数⽉にこちらのコーナーで、皆さまの暮ら
しに寄り添い、役⽴つような情報をご紹介してまいり
ます。有料⽼⼈ホームの「⾒学バスツアー」なども企
画中ですので、どうぞご期待ください。

創刊20年のシニアライフ情報
誌『あいらいふ』。最新刊2-
3⽉号のお取り寄せはホーム
ページまたはお電話でご依頼
ください。

周辺エリア担当のあいらいふ⼊居相談員です。私たちが、み
なさまのシニアライフをコーディネートいたします。

新コーナー誕生！
より明るい未来の実現へ

してくれます。取材の様⼦は
YouTube「ゴリ⽥の部屋ちゃんね
る」でもアップされますので、お
楽しみに！


