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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

⽗との⼆⼈三脚で作るタカミメロン

いかに畑に⾜を運びメロンと向き合えるか。

タカミメロン

その中で⼀番やりたいこと
は、"⼈にフォーカス"した動画
です。
例えば、地域の歴史を知ってい
る⽅やご⾃⾝の⾃慢（過去、現
在など）を語ってくれる⽅など
地域の⼈にフォーカスした動画
を撮影したいと思っておりま
す。YouTubeは若者のイメー
ジがあると思いますが、実は⾼
齢者の⽅も実際に撮影し、チャ
ンネル運営している⽅も多くい
らっしゃいます。
もしかしたら皆さんの中でもや
ってみたい⽅もいらっしゃるの
ではないでしょうか？
昔はスポーツ選⼿だった！
こんな会社を経営していた！

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

あなたもYouTuberデビュー！？

次は地域の⼈に�フォーカスする！

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

今回ご紹介するのは⽗の伝統を引き継ぎな

がらも進化し続けるタカミメロン。

⽣産者やすひろさんはお⽗様の代から30年
以上作られているタカミメロンを継承する

べく、この味を絶やさないようにと当時の

会社を脱サラし起業の決意に踏み切ったの

です。

ただ、メロン栽培は簡単ではありませんで

した。

⾵の向き、気温によってトンネルの開け幅

を変えるなど管理も⼤変。

そして何より⽇々のメロンの⽣育状態の確

認をしなければいけません。

病気のチェックや状態に応じてケアをする

など本当に⼤変な作業が続きます。

それでも「美味しいメロンを⾷べて欲し

い！」から頑張れると⾔います。

そんな⼿間暇かけて作ったメロンは、⽢味

が増し、やすひろさんの思いも詰まった優

しい味のメロンに仕上がります！

現在も趣味や習い事をしてい
る。
ただただ昔話をしたい。
ご⾃⾝で運営していくのはちょ
っと⾯倒だが、動画に興味ある
⽅や⼀度出演してみたい⽅。
ご⾃⾝じゃなくても、ご家族や
お友達などで興味がある⽅を紹
介してください。
⾃薦、他薦は問いません。
ゴリ⽥と⼀緒に楽しく撮影しま
しょう！

動画の魅⼒はやはり実際に顔が
拝⾒でき、表情や⾔葉が伝わる
ところです。
いきなりカメラを向けられると
緊張して喋れない！
恥ずかしい！そんな⽅もご安⼼
ください。
私ゴリ⽥がサポートしていきま
すので、リラックスした状態で
撮影にのぞむことができます。
少しでもご興味のある⽅は、ゴ
リ⽥までご連絡ください。

【ココナだより辞める！？】
さて、話題は変わりますが、こ
の「ココナだより」を楽しみに
してくれている⽅も多いのです
が、よく「コロナだより」と間
違われます（笑）。
先⽇もあるお客様にも⾔われた
のですが、この際、思い切って
ネーミングを変えようと考えて
おります。
どうせなら、いつも楽しみにし
ているお客様に決めて欲しいと
思い、皆様からアイデアを募集
させていただきます。
最終的には社内で決定いたしま
すが、皆様からいただいた候補
の中から決定させていただきま
す。皆さんの考えたネーミング
がタイトルのなるかもしれませ
ん。どんなタイトルでも構いま
せんので、皆さんからのアイデ
アお待ちしております。
下記、QRコードを読み取り、
ご応募ください。

皆さんこんにちはゴリ⽥です。
5⽉は暑い⽇が続き、もう夏が
きたのかなと思うぐらいの⽇も
多くありました。
ただ6⽉は暑さに加えて、⾬が
続く嫌なシーズン。
⾬が多いと、お出かけするのも
嫌になっちゃいますが、天候の
良い⽇は外の気持ちいい空気を
すってリフレッシュしてくださ
いね。ゴリ⽥が講師のウォーキ
ング教室もおすすめです。

【YouTubeを始めて2年】
私ゴリ⽥がYouTubeを始めて
から2年が経ちました。
板橋区や練⾺区のお店などを中
⼼に地域活性化チャンネルとし
て運営してきました。
ただ、最近は動画撮影ができ
ず、皆様にお届けできないこと
が今の悩みです。
もっと⾊々なお店を紹介した
り、それ以外にも実はやりたい
企画がいっぱいあるんです。

メロンの中でも⾼⽔

準の18.8度もあるんで
す！（平均糖度16〜
17度前後）多汁で⾁
質もしっかりしてい

るので⾷べやすいん

ですよ♪

やすひろさんのタカミメロンは、千葉県の

旭市というメロンづくりに恵まれた⾼環境

で作られていて、露地トンネル栽培を採

⽤。露地トンネルで栽培している産地も多

いそうなのですが、この地域では⾮常に強

い⾵が吹くためトンネル(メロンの家)作りで
の栽培が特徴的なんです。

送料込みの価格となります。

◆⻘⽟2⽟セット

5,400円5,400円（税込）

◆⾚⽟2⽟セット

5,400円5,400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。

6⽉中旬から⽉末頃のお届けとなります。
（出荷量により変動がありますため⽬安として
お考え頂けたら幸いです）

思いのつまったタカミメロン。

皆様もお⼀ついかがでしょうか？

ご応募は

こちら→



GORITA WILL GO  

グッチのコラム�

YouTubeでも紹介してます→

＜⿇雀クラブ4⽉スタート＞
健康⿇雀が流⾏っているとの噂を聞き、昨年より準備を進
めて来ました。エアドックや体温測定器、⼆酸化炭素測定
器を⽤意し、コロナの状況を鑑みながらタイミングを待っ
ておりましたが、4⽉スタートしました。

4⽉は25名のお申込みを頂きましたので、1⽇2部制とし2⽇
間で４回開催しました。各回、始めたばかりの⼈から経験
豊富な⽅まであらゆるレベルの⽅が６∼７名お越し頂き、
⾃⼰紹介から参加⽬的などお話しいただき、和気あいあい
と進⾏することが出来ました。

＜クラス分け発表＞
今後、より楽しんでいただくためにはクラス分けが必要と
思い、３つのクラスに分けることとしました。

【⼊⾨クラス】
 あまり経験はないけれど興味がある⽅。

【ビギナークラス】
 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。

な
る
ほ
ど
！

【レギュラークラス】
 経験も豊富で、⾊々な⽅と楽しみたい。という分
 け⽅で、クラス分けを発表しました。

＜予想が超えて･･･＞
5⽉からはビギナークラスとレギュラークラスは実
際にゲームを始めていきます。また、新たに申込を
受付けすることで⼈数が増えることが予想されるこ
とから、雀卓1台では間に合わなくなると思い、も
う１台購⼊しました。
ところが、結果的に40名を超える申込を頂き、ご要
望に応え切れず申し訳ありませんでした。

＜新規受付お休みします＞
6⽉以降どうしようかと悩み、雀卓3台⽬を購⼊する
ことも考えたのですが、私たちが当⽇サポート出来
なくなってしまう可能性があるため、開催⽇を3⽇
間にすることで対応させて頂きます。イベント開催
の難しさを痛感しているところです･･･
まずは、お申込み頂いた皆さまのご要望を確認しな
がら、運営が落ち着くまでは新規の受付をストップ
させて頂きたいと思います。
進展がありましたら、連絡させて頂きます。

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

〒175-0094板橋区成増１−７−22
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。

リアルってイイですね！！

居酒屋さつき
【住所】和光市⽩⼦1-9-32

T�E�L�:��048-462-7131

(定�休�⽇ ⽉���⽕

営�業�時�間 17�:�00��〜��22�:�00
��住宅街の⼀⾓にある居酒屋さつき メニューも豊富です豚平焼き

豚平焼きは鉄鍋に"これでもか"と
いうぐらいふっくらでボリューム
満点で中⾝は"ふわっとろっ"。
⼦供から⼤⼈も⼤好きな味で1⼈で
もペロリといけます。
串揚げのメニューも豊富で定番豚
バラをはじめ、海⽼、ホタテ、ア
スパラなどあります。
どの串カツも抜群に美味しい！
⾐はあっさりしているので、ゴリ
⽥は永遠に⾷べてられるかもしれ
ません（笑）。

2011年にご夫婦で開業され早11
年。以前も別の場所で飲⾷店を営
んでおりましたが、多くの⽅に美
味しいものを届けたいという思い
で、この地にやってきたそうで
す。地域の⼈たちに愛される憩い
の場。⻑年通う常連さんや極楽湯
の帰りに寄る⽅など地域の⽅に愛
されております。お近くの⽅はも
ちろん、お⾵呂帰りに⽴ち寄って
みてはいかがでしょうか？
ゴリ⽥太⿎判のおすすめのお店で
す。

お店は極楽湯和光店の裏の住宅街
の⼀⾓にあります。
これぞまさに"隠れ家"。
家の近くにあったらいいなぁと思
わせる落ち着いた空間です。
お酒を呑む⽅も呑まない⽅も楽し
める料理は絶品です。
今回ゴリ⽥が頂いたのは、よだれ
鶏
、豚平焼、串揚げ。よだれ鶏はピ
リ⾟の味付けで、柔らかくジュー
シーな味わいでお酒が進みます。

今夜の⼀杯は居酒屋さつきに決まり！

＜スマホ教室＞
ゴリ⽥こと成⽥が担当させて頂いています。
スマホは使いこなすと便利な⼀⽅、うまく使えずスト
レスになることもあろうかと思います。
こちらも以前からご要望があり、開催のタイミングを
計っていたところでしたが、新聞折込でご案内をしま
したところ、あっという間に30名程のお申込みを頂
きました。

＜リアルの有難さ＞
コロナの我慢期間が⻑かっただけにリアルでお会い出
来ることの有難さを感じる⽇々ですが、今回の参加状
況から皆さまも同じ思いではないかと思いました。
これからも⾊々な企画をして参りますので、ご期待下
さい。

追伸

この原稿を書いている5⽉17⽇ついにおじいちゃんと
なりました…ご報告まで。

ご意⾒・ご要望は下記までメール下さい。

E-mail yama@nhc-b.jp

総務部総務部総務部

インフ
ォメーシ

ョン

インフ
ォメーシ

ョン

インフ
ォメーシ

ョン

こんにちは♪総務部の菊池です。

朝⽇新聞出版から毎年発⾏され⼤好評の「スマホ

で困ったときに開く本」ですが、今回はそちらの

最新版をご紹介いたします♪

今回の特集では、GORITAが講師として5⽉より始

まった「スマホ教室」でも、知りたい・始めた

い！とお問い合わせの多かった「LINE」や、昨年

版でも⽀持の多かった「アプリの追加と削除」の

⽅法などを、画⾯イラストでわかりやすく解説し

ています。

急な「スマホの困った！」のために、ぜひこの1

冊をお家に準備しておきましょう。

①はAndroid＆ iPhone�対応��②はAndroid対応

です。

1,210円（税込）

朝⽇新聞出版

2022-2023

スマホで
困ったときに開く本
❶スマホの困ったに

Q＆Aで答えます！

❷ はじめてのスマホで
困ったときに開く本

990円（税込）

スマホデビューの⽅へは

こちらもおすすめです。

最初にこれだけは知っておきたい！


