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ゆうメール

子

供の頃から焼きそばが好きな
林公士郎
（こうじろう）
です。
8月といえば夏休み。
市営プールに
行っては、
近くのお店でキャベツし
か入っていない焼きそばをよく食
べたものでした。
まだそのお店はあり、
今でも年
に何回か食べに行きます。
場所は童謡
「通りゃんせ」
の発
祥地、
三芳野神社近くです。
私だけが気に入ってるこの店
に、
私が案内する
「川越ツアー」
でも無理やり連れて行き
ます。
毎回好評です(笑）
。
ツアー申込希望の方は、
私まで
直接お申込み下さいね!!(笑）

Go!! Fight!! Win!!
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全日本女子チア部☆
LIVE に行って来ました！

公士郎版 Vol.37

こめ

③応援米
（大切な人へ、
心を米て応援を届けましょう!!）
お
たい
（食べて元気パワーみなぎる鯛塩
④御めで鯛ラーメン
ラーメンチア部応援動画付き!!）
なかなか、
良い品ばかり(笑）
。
話は脱線しましたが…、
開演前タオルとボンボンで応
援と盛り上がりの準備万端の私たち!!

全日本女子チア部☆AJO LIVEはこんな感じです！

月26日に全日本女子チア部☆AJOの
「YouTube登録
1,000人ありがとうLIVE」
に行って来ました!!
AJO全日本応援協会は
「応援の力で日本を元気にする」
をコンセプトに11年間、
通算1,000回以上にわたりサラ
4 4 4 4 4
リーマンや学生さんたちを無償で勝手に応援をし続けて
きたメンバー９名からなるチア部です。
妻「明日、
応援を応援しに行くから」
私（うん～よく分からない？(笑）
）
妻「あぁ～部長はクミッチェルだから」
私（外国人？まぁ～良いか(笑）
）
当日、
埼玉県某所のLIVE会場到着。
入るとそこは、
すごい
熱気と興奮が…!! LIVEに来るのは何年ぶりだろう？
このLIVEは前半と後半の2部構成。
前半は会場限定、
後
半はYouTubeで全国配信。
私たちは通しで参加しました!!
開始前に応援商品の販売が。
思わず購入した
「Go!! Fight!!
Win!!」
の応援かけ声が入っている今治産高級タオル(笑）
。
肌触り良し！

①

②

③

④

①今回出演チア部 5 名の皆さん。左から、まっつん、ばんび、クミッチェル、
かなぶん、ゆなてぃさん ②メンバー紹介写真 ③④盛り上がる LIVE

他にもギフトが沢山あります。
①応援動画
（お名前を呼んでエールを送ります!!）
②応援お守り
（頑張るあなたへ!!お守り＆あなただけの
特別応援動画）
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今回ライブに行って気が付いたのは、
応援する方もさ
れる方も元気が出るし、
勇気もわく!!とても楽しかったで
す。
このような現象を
「応援学」
って言うみたいですよぉ
～(笑）
。
これからも全日本女子チア部を応援します!!
Go!!Fight!!Win!! 皆様も応援宜しくお願いします!!
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Staff Monthly Column No.37 By Emi Ogasawara

突ろはキティーちゃん♪が大好きで好きな色もピ

然ですが、皆さんは何色が好きですか？若いこ

私の部屋 シリーズ
第 37 話

小笠原 恵美 編

飛をブンブンと田舎の暴走族のような羽音で黒い
ぶ虫が大っ嫌いの小笠原です。最近網戸や玄関

物体が飛んでいます。ゴキブリ？？違います。クワガ
タ＆カブトムシです！色艶がゴキブリと一緒なので怖
いです。捕獲し現在８匹虫かごで暮らしています。中
でも少し大きめで暴れん坊のクワガタ『番長』が、新
入りクワガタをバックドロップ～瀕死の状態にするな
どし、上下関係を見せつけています。

小笠原家の

小

What color do you like?

休日の過ごし方

I LIKE
MONOTONE

開 20
催 21
中
！

笠原家では、休日たま
に近くの珈琲店もしく
はファミレスにモーニングを
しに行きます。先日の日曜日
も仲良く家族で…えっ？？？
ええっつ‼夫の着ていた T
シャツを２度見。オシャレに
英語で inosuke…そしてイノ
シシの顔面…そう鬼滅の刃の
Tシャツを堂々と着てました
（爆笑）
。父の日に娘がプレゼントした Tシャツでした♡

ンクでした。可愛かったなぁ～あの頃。しかし、40
歳を過ぎたあたりから、キティーちゃん♪を封印し着
る服、選ぶ品、すべてが白黒グレーの３色に。生活家
電から皿まですべて白黒グレー！冷蔵庫を開けると、
ドレッシング・ソース・ワサビのチューブ等カラフル
な色がとっても気になり全て容器へ入れ替えていま
す。面倒くさいのでは？と言われますが、はいめんど
くさいです！自己満足です。よく家族に使いずらいと
言われますが、聞く耳もたん !! 卵も、オレンジ？赤？
等もありますが、統一するために白色を買います。牛
乳だってカバーをかけて黒へ。グラス類ももちろん白
黒。最近ネイルに行き、爪まで黒。
もう魔女か悪魔みたいになってい
ます。最近の悩みは子供がお気に
入りの「麦茶クッション」が居間
にどっしりと鎮座しています。モ
ノトーンで揃えている家も、この
カラフルなクッションが…（泣）
。
家に入ってきて何よりも目立つ存
在！！どうにもならない。
今後ものんびりモノトーンの物を増やしていきます。

特徴

会社のキャッシュを増やすノウハウを学べ、
毎回課題を実践することで

キャッシュ戦略

課題認識が強くなる

競争意識が持てる

刺激的な交流

健全な資金調達方法、
キャッシュフロー経営、
キャッシュ戦略が学べる

共通のテーマによる課題
の抽出とディスカッショ
ンにより、課題の深堀り
ができる

他の経営者と一緒にキャ
ッシュを増やしていくの
で、
競争意識が持てる

キャッシュ増加の目的を
持った塾の仲間から刺激
を受け、
行動を持続できる

自社のキャッシュが増える
いろいろな業種の経営者と、
意見交換や交流ができる！
2

開催日程
塾の様子を
公開中！
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2021 9/16
【木】11/11
【木】 全日程 14：00 スタート

2022 1/20
【木】 3/11【木】 ５/19
【木】

詳細・お申込はWEBにて

※右記 QR コードよりお申し込み下さい

https://www.smc-g.co.jp/all-seminar/manage-seminar/11999/
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VOICE OF ALL STAFF
尾身
副編集長の 今月はコレについて語ろう！

1

ヵ月があっという間に過ぎていきますね！この後記を書くことで 1 か月の早さを
改めて思い知ります。夏が苦手な尾身ですが、旬の食材が大好きです！枝豆やトウ
モロコシを茹でている匂いも「THE・夏」を感じます (*’ ω ’*) 本当は窓全開のバルコ
ニーでトウモロコシに噛り付き、ビール片手に花火を眺めたい所ですが、人一倍蚊に
刺されると腫れやすい体質なのでいつもクーラーの元、テレビを見ながらビール飲ん
でます。そういえば、「蚊」って【ブ～ン】って飛ぶから「文」⇒「蚊」という字が使
われていると聞いたことがあります。ホントかよ！と突っ込み入れたくなるところで
すが、鰹節の固さから「鰹」となったカツオの由来を聞くと、蚊のような安易な由来
でも納得できちゃう尾身でした。さてさて、今月のお題は！

8月のお題

今年のお盆休みプラン or やりたい事！

香

今年のお盆休みでは、夫と私の実家
に帰りご先祖様に挨拶はしますが、
それ以外は特に決めていませんでし
た ( 笑 )。夫の実家は千葉、私の実
家は埼玉なので、いつも「翔んで埼
玉」の映画が蘇ってきます♪また、
お盆の時期とは異なりますが、石田
家の実家で家族旅行をしようと思っ
ております。埼玉の秩父付近の予定
で、日帰りでも行ける所ですが、大
きな一軒家を借りて自由に家族のみ
で過ごす予定です！昨年は大家族旅
行もできなかったので、可愛い姪や
甥と遊ぼうと思います！かき氷や蕎
麦も食べたいです♪

瀬川 舞子

大自然を満喫したいです♪せっかく
遠出するなら日帰りより泊まりで
ゆっくり行きたいし、キャンプで行
先を渓流にすればキャンプに行きた
がっている主人は喜ぶし、私は鮎の
塩焼きが食べれるし、川遊びや釣り、
カヌーや虫取りなど、息子も色々と
体験できるし楽しく遊べるのではな
いか…いっぺんに良いとこどりが出
来るじゃん！なんて欲張った妄想を
しています ( 笑 )。そこまで出来なく
ても昨年はベランダのプール遊びが
メインだったので、公園やプールな
ど外の施設で伸び伸びと水遊びをさ
せてあげたいです。

石田

Kaori Ishida

Maiko Segawa

尾身 はる香

Haruka Omi

山口 ひろこ

Hiroko Yamaguchi

毎年夏バテに苦しむ尾身です。どうし
ても、暑さに勝てません…今年は何よ
り元気に過ごしたいです ( 笑 )。予定
はまだ組んでいないのですが、本来 3
月に予定していた劇団四季のライオン
キングを鑑賞しに行きたいです！緊急
事態宣言で中止になってしまった時の
絶望感がいまだに忘れられず…上演し
てくれれば、という前提にはなってし
まいますが、この夏観に行きたいと
思ってます !! また、昨年小笠原家で
開催されていた自宅縁日がとても楽し
そうだったので、今年は我が家でも実
施したいと思います！出来たらブログ
で報告しま～す！
今年の夏の目標はマインドフルな毎
日 を 送 る 事 で す！ 5 年 く ら い 前 か
ら、マインドフルネス瞑想を行って
おり、頭がスッキリするし、顕在意
識の下で常に流れている思考が知れ
て楽しいです。この瞑想は、ご存じ
の方も多いかと思いますが、上座仏
教 が 2500 年 前 に お 釈 迦 様 が 考 案
した瞑想を今でも引き継いでおり、
様々な良い効果があるという事で、
米国で宗教色を無くして再確立され
た瞑想法です。二人目が産まれてか
ら瞑想をする余裕がまったくなかっ
たのですが、今年の夏からたとえ 5
分でも毎日出来たらいいなって思っ
ています。
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Emi Ogasawara

毎年、夫の実家※八戸へ帰省してお
りましたが、今年はコロナや父親の
通院の付添い等もあり今の所予定は
ないです。。。たただ何もない夏は小
学生の子供の絵日記に、YouTube や
ゲームの毎日になってしまい可哀想
な の で、 親 も 必 死 で す ( 笑 )。 遠 出
は出来ないので、近くに旅行や、日
帰りで軽井沢や海などに行きたいと
思っています。また昨年好評でした
【自宅で縁日】は、下調べをし今から
準備して行う予定です。また自宅で
のプールもレベルアップし、ナイト
プールにもする予定 ( 笑 )。子供に少
しでも思い出に残ってくれれば…と
親の思いです！

東海林 将斗

とても暑がりで 1 年中汗をかいてい
る私ですが、春夏秋冬では夏がとく
に好きです。人混みはかなり苦手で
すが、夏祭りの雰囲気はとても好き
です。しかし、今年もお祭りの開催
はどうも難しそうですね。まぁ花火
や神輿が観たいというよりも祭りの
屋台のご飯をぬるい夜風をあびなが
ら食べたいというだけなので、昨年
も実施した自作のお祭りの屋台飯を
今年はもう少し凝った形でやろうか
なぁと漠然と考えております。前回
は室内で食べたので、今回は是非と
も外で食べようとおもいます。

小笠原 恵美

Masato Shoji

中西 亮子

Ryoko Nakanishi

清水 有美

Yumi Shimizu

OSHIDORI TSUSHIN

ワクチン接種が加速しているとは言
え、今年のお盆休みも両実家に帰省
するのは難しいかな…( ; ∀ ;) なので、
おうちでお盆を有意義に過ごす方法
を探してます！個人的に今年の夏は
フルーツが無性に食べたい気分なの
で、夏のフルーツを買い揃えて、毎
日日替わりで食べる贅沢もしてみた
いです。先日、初物の桃が田舎の祖
母から送られてきましたが、今年の
桃はとっっても甘くてジューシーで
美味しかったです♪去年が不作であ
まり甘くなかった分、今年の出来に
感動しました！！甘い桃を堪能でき
るお盆、今から楽しみで仕方ないで
す (^^ ♪
本当は、淡路島か高知へ旅行に行っ
て、きれいなホテルに泊まってゆっ
くりしたいのですが…コロナの心配
もあり、今年は、キャンプに行こう
かと計画中です。ザリガニ釣りや川
で遊べるところでデイキャンプ・野
菜を収穫できるところでキャンプを
予定しています。コロナの予防接種
ができれば、実家に泊まりに行きた
いです。車で 30 分ぐらいの場所で
すが、コロナで１年以上、ゆっくり
会ったり、泊まったりしていないの
で…。しばらく自粛していたことも
あり、あちこち行きたくなってしま
います（笑）。
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思い出のこの一枚

A PHOTO OF MEMORIES

OSHIDORI FILM

今月の一枚
3年前の正月にドバイ旅行した時

の世界一大きな水槽にいた、大き
な鯛と顔は、アイ〜ンです。

※志村けんは、567で亡くなって
ないなんて聞いてない（笑）
by 公士郎

次号も
お楽しみに

今月も最後までお読み頂きありがとうございました。

税理士法人サム・ライズ

未来会計法人メイキット株式会社

☆おしどり通信は、林公士郎・亜由美がご縁をいただいた方に毎月お届けしています。ご意見ご感想などお寄せいただけるととても喜びます☆
発行元：税理士法人サム・ライズ
〒 350 ｰ 1124 埼玉県川越市新宿町 1-2-13 川建ビル 2F A
TEL : 049-249-0222 FAX : 049-249-0220
e-mail : ayumi-hayashi@some-rize.net URL : https://some-rize.jp/ 発行編集責任者：林 亜由美

