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日、明けましておめでとうと

日母が甘辛く煮てくれたんですけど、天ぷらよりもこっち

挨拶したと思ったらもう３月‼

が楽しみでした。

月日が経つのははやいですねぇ～

好きなものといえば、父が亡くなった時に棺桶には生

（笑）
。 子供の頃、亀が大好きだっ

前好きだったものを入れてあげるという話になり、父が

た林公士郎（こうじろう）です。
祭りの縁日で亀すくいをして小さ

好きだったものを持ち寄りました。
そのとき、私が持っていったのは「万世カツサンド」

な緑亀を自宅にもってきましたが何

だったのですが、それを見た妻から「あなたのときは何

故かすぐに死んでしまいます。はなから弱っているので

入れてほしい？」と聞かれ、間髪入れず「からあげとソ

しょうか？

ーメン」と答えました（笑）
。唐揚げとソーメン、ゴール

３月と言えば息子の誕生月です、あれから２３年‼誕
生の日を懐かしく思い出しました‼

きはシメサバいれて♥️」との答え。なんと安上がりな夫
婦なんだ。焼き鯖になってしまうがそれでもいいのかと

食欲の春！
？

聞いたのは言うまでもありません（爆）
。

好きな食べ物の話

最

デンコンビです。お返しに妻にも聞いたところ、
「私のと

他にも、男では珍しいと言われますが、芋栗かぼち

近どこも出かけていないので今回は私の好きな食

ゃが大好物です。酒も好きだが本来甘党です。夕食で

べもの特集にします（汗）
。

かぼちゃが出るとついつい最後に残してゆっくり食べる。

一番好きな食べものは、煮物です。

子供の時から好きなものは最後主義です。今日の夕飯の

おでん、牛すじとこんにゃく煮（通称スジコン）
、肉じ
ゃが。全部好きですが、懐かしいのは実家メニューの天
ぷらの甘辛煮。子供の頃、前の日の天ぷらの残りを翌

かぼちゃサラダもおいしかったなぁ～。
好きなものは色々あるけど、やっぱり家飯が一番だな
ぁと思う今日このごろです。

林家のおでん
我が家のおでんは、私の大好物ばかり。
牛すじ・こんにゃく・玉子・大根などな
ど…

ついついお酒が進んでしまいます

（笑）。煮込んだ出汁も最高！
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事が多いので、春がきて、ガーデニングをするのが、今の楽
しみです。

Staff Monthly Column No.45 By Hiroko Yamaguchi

2021年は、 春は冬のように寒
く、夏は雨ばっかりで、お庭のお花

私の部屋 シリーズ

も、畑のお野菜も全然上手く育ち
ませんでした。今年は、良い天気

第 45 話

が続くといいです。昨年晩秋に植え
た、チューリップをはじめとするた
くさんの球根植物とパンジービオラ
が綺麗に咲いてくれるのが楽しみです。

山口 ひろこ 編

今年は、畑の面積も増やして、春から秋にかけて、自分の

こんにちは！在宅スタッフの山口です。ヨーロッパの田舎か

畑で取れるお野菜達が食卓に並ぶ割合をふやせたらなって思

らです。いつの間にか冬が終わって、日がどんどん長くなっ っています。ミミズは、生ごみを分解して最高の肥料にしてく
てきていますね。こちらは冬場は日が短く、夏は夜の２２時

れるらしいので、見た目にちょっと抵抗がありますがが自然

ごろまで明るいので、日が長くなってくると、春が近づいて

が一番かなと思って、春からは、みみずコンポストを挑戦し

きたな～と体感します。

てみたいなって計画をしています。出来るかな～汗。肥料も
高いですし自然が一番なのでやってみます！

Message From Europe

冬

2021年は天候のせいで思ったようにガーデニングが出来

春はガーデニングの季節

なかったのですが、お庭の様子を少し写真でし紹介しますね。

には、 絶 景の山に良い

ペチュニアは、やっぱり簡単で花が咲く期間も長いので豪華

雪が降り、ウィンタース

な雰囲気がでます。紫陽花はゴルフボール大のヒョウに2回

ポーツをする人々は、毎週末、

も襲われてボロボロになって花がつきませんでした涙大葉・

嬉々としてスキーなどに出かけ

パセリは豊作！トマトは冷夏だったので、5株中1株しか育ち

ています。私は残念ながら、ウ

ませんでした。すいか、メロン、かぼちゃもダメでした。キュ

ィンタースポーツはスピードの

ウリやズッキーニは簡単でした～。色々実験して楽しんでい

出るものが多く、苦手で、行っても初心者コースを何度もゆ

ます！

～っくり滑っているだけなので、あんまり行きません。学生
の頃は友人とウィンタースポーツに行っても、少しだけ参加し
て後は温泉に浸かってゆっくりしていました（笑）。でも、こ
の国にいてウィンタースポーツをしないのは、もったいないな
あ。娘も息子も、主人に近くの山に連れていかれてたくさん
練習しているし、私も、もう少し一緒に参加しようかなあと
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中
！

思ったりもしている今日この頃です。このご時世、家にいる

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
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

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

開催日程
塾の様子を
公開中！
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2022 スケジュール

全日程 14：00 スタート

５/19
【木】7/21
【木】9/15
【木】11/17
【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
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今月も、スタッフのエピ
ソード満載で〜す！

小笠原 恵美

瀬川 舞子

Maiko Segawa

山口 ひろこ

Hiroko Yamaguchi

2022

OSHIDORI

月になりました。卒業式シーズンですね。学生の頃は在校生の交互に飛び交う『僕たち・
私たちは 忘れません！』などの贈る言葉を体育館で聞き、憧れていた先輩の制服のボタ
ンをドキドキしながら貰う ( 笑 ) そんな昔でしたが、今はどうやらコロナの影響で、在校生への
贈る言葉はなく、贈る曲も歌うと飛沫が…との事でなんと歌わず『手話』らしいです。
少し寂しいですね。また社会人は、そろそろ異動など人事が動く時期です。
人とのお別れは寂しいですが、新たなる素敵な未来への一歩ということで笑顔でお別れしたい
ですね♪

今月のテーマ

Emi Ogasawara

今 月は「コレ」について語ろう

ALL STAFF

FREE TALK

卒業式・退職・引越しなどの思い出

私の思い出は『退職』ですね。昔１０
年以上勤めていたホテル時代に、送別
会を宴会場貸切って全社員で行っていた
だきました。宿泊課に所属していました
が、レストランの方たちから施設管理の
方々、そして社員食堂！！の人たちまでも
(笑)。当時、喫煙していた私はサボるた
めに色々な所に出没し交友関係を広めて
いた結果ですね！送別会当日、辞めるこ
とを凄く後悔しました。また送別品も車
に乗らない程、花などを頂きました。あ
んなに花を貰ったのは生涯最初で最後
です(笑)。
今でもとても良い思い出です♪
この時期になって思い出すのは息子
がお世話になっている保育園の先生へ
贈る寄せ書きやアルバムです。今も通っ
ているので進行形になりますが、0歳か
らお世話になっているので今年の3月で
4回目になります。保護者同士で相談し
て毎年担任の先生へ寄せ書きやアルバ
ムを作成して贈っています。1年間を振
り返って先生へメッセージを書くのです
が、たくさんありすぎていつもまとまら
ず悩みます(笑)毎年先生方にも大変喜
ばれるので提案してくれたママ友に大感
謝です(^^)。
今年もそろそろそんな時期です♪

やっぱり、３０年住んだ日本からヨー
ロッパに引っ越した事が私にとって大き
な出来事でしたね。その頃は、勢いだ
けで不思議なくらい何にも考えずに決
断しました。日本で家族も友達もいる
し、かる～く移住して来て１０年以上。
前はいつでも日本に帰れると思っていま
したが、日本の家族は少なくなり、一
時帰国でさえ、帰る場所の確保がちょっ
と難しくなってきました（汗）。こちらに
家族も出来、友人もたくさん出来てい
つのまにかこちらが基盤となって楽しく
やっています(^_-)-☆

新井 梨奈子

Rinako Arai

清水 有美

Yumi Shimizu
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昨年、埼玉県に引っ越してきました！
埼玉県といっても埼玉の山奥なので、同
じ埼玉県の川越市と天気や気温が異な
り、びっくりしています…！1月の雪の日
には、大雪が降りました…！！
初めて住む土地なので、寒すぎて凍えて
ます笑。引っ越してきた春には、つばめ
がベランダに住んでました♡ 親鳥２匹が
毎日戻ってくる姿、ベランダにちょこんと
座っている姿は可愛いすぎました♡ ちょ
うど土曜日の午前中に巣立ったので、飛
び立つ姿を見ることができました。おう
ちの周りを周回して、まるでありがと～
と言っているようでした。もうすぐまた春
ですね♪

2年前のことですが、娘の保育園の
卒園式です。2歳児で卒園だったので、
子供は、あまり実感が湧いていないよ
うでしたが、親のほうが号泣でした。
まだミルクを飲んでいて、歩くのもま
まならない時代からみんな静かに座っ
て、名前を呼ばれて返事ができたり、
子供の成長に感動しました。コロナの
始まりのころで制限もありましたが、
心に残る式でした。式が終わったあと、
先生に「始まった瞬間に泣いてました
ね～」と言われてしまいました（笑）。
次は、来年、幼稚園の卒園式。コロナ
が収まっていますように☆
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分

分。

エドブルワリー・ザ・レストラン

は 川 越 駅 西 口か ら 徒 歩

3

喜んで御案内いたします ！

かがですか？ お声がけいただければ、

江戸の風景とビールを楽しまれてはい

テイクアウトして、お花見しながら小

これから桜の季 節。コエドビールを

トすることができます （写真上中央）。

で専用容器に詰めてもらいテイクアウ

お気に入りのできたてビールをその場

4 4 4 4 4 4 4

ル販 売 所 「コエドキオスク」 があ り、

そしてレストランの隣にはコエドビー

ちらで味わえます。

コエドビールの定番は 種類。 すべてこ

めのアルコール分の伽羅色のビールまで、

紅赤色のオリジナルエールから、やや高

ート。 現在ではサツマイモからつくった

を醸造することに成功したことがスタ

に川越特産のさつまいもを用いてビール

コエドビールの始まりは、１９９６年

ューが楽しめます。

ガニックの野菜を取り入れたフードメニ

たてのコエドビールと地元の食材・オー

醸造所とレストランが併設され、作り

コ
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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。

ム・ライズがある町

小江戸 川越の風景

● ＪＲ・東武東上線「川越駅」から徒歩
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第二回
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