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供の頃、歴史が好きだっ

皆様も購入してみては、いかがでしょうか？因みに、可

た日、 林 公 士 郎（こうじ

愛いですが食べられません(笑)。

ろう）です。今でも、カーナビに
城跡が映ると、時間があったらい
ってみたいなぁ～と言う欲求がで
てきます。また、子供にも歴史
が好きになるように名前に「史」
をつけましたがその結果はいかに？(笑)。

鳩サブレー 豊島屋本店

鳩サブレーをかたどった手鏡 おみやげに！

そして、鶴岡八幡宮前まで。こ
こで時間きれ、次の予定へ。次
回は、時間をかけて見学したいで

林 公士郎の

す。鎌倉は何故か、小学校の時

ぶらり鎌倉
歴史探訪

に何度か夏の家族旅行で来てい
て、何でだろう？今思うとそうい

そんな、歴史好きな私は、結構、大河ドラマをみます。

鶴岡八幡宮参道の風景

えば江の島近くに父の会社の保

今年は「鎌倉殿の13人」が放送されています、物語は

養所があった事を思い出しました。そうか‼鎌倉は江ノ

源平合戦から鎌倉幕府成立、次の二代目将軍の物語で

島電鉄で一本で行ける為に江ノ島鎌倉がセットになって

内容は詳しく知りません‼

いたと推測されます。

鎌倉時代は、
「いい国作ろう鎌倉幕府」と「いざ鎌倉」

あと印象に残っているのが大仏様です。また、２０

と「畠山重忠」の名前しか知らないので、ドラマを見て

代半ばに江ノ島近くの銭洗弁天に職場の同僚にドライ

勉強していきたいと思います‼ と言う事で早速、鎌倉に

ブで連れていってもらい１万円札をざるに入れて洗って

行ってきましたと言うほどでもなく、ちらっと見てきまし

いたら「１万円札かぁ～みんな小銭なのでやる事が凄

た(笑)。

い」とお褒めの言葉をいただいた事も思いだした、や

先ずは駅前、ポスターが貼っ

はり鎌倉付近は良い思い出が多い、この辺に昔住んで

てあります。主役の小栗旬のポ

いたのではと…。また、中学生の頃東松山市にもよく

スター、意外と彼のドラマは見

遊びに行っていて、大好きだった岩殿観音があり、そこ

てしまいます。

もドラマを見ていて比企氏が関係していた‼ また、今後、
畠山重忠はどうなるのか？

次に向かったのは鶴岡八幡宮

今年は大河ドラマから目が離せません‼

へなんと狛犬がマスクを(笑)。
駅前の「鎌倉殿の13人」ポスター

比企一族と武蔵武士

もう少し歩くと鳩サブレ―が

比企氏（ひきし）は、藤原氏の流れを
くむ日本の豪族・武家。平安時代末期
から鎌倉時代前期にかけて武蔵国比企
郡（現在の埼玉県比企郡と東松山市）
を領し、鎌倉幕府の有力御家人となる。

有名な豊島屋本店さんへ。子
供の頃から鳩サブレーが好きで
チュチュ吸いながら食べました。

岩殿観音

昔も今もその味は全く変わりま

鎌倉時代初期に源頼朝の命で比企能員
が復興し、頼朝の妻北条政子の守り本
尊だったと伝わっている。

せん。また、本店にだけ鳩サブ
狛犬にも大きなマスクが！

レー型の鏡が販売されています。
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東松山市にある岩殿観音。歴史を感じます。
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ッチは親から見てもすごく楽しめる内容なのでみんなで見入っ
てます。

Staff Monthly Column No.47 By Maiko Segawa

ノージーのきらめき工房の中で釣り
の工作とごっこ遊びを機に釣りがやり

私の部屋 シリーズ

たい！というようになりました。そんな

第 47 話

中、友人から釣り竿をプレゼントして
もらい、室内で何度か練習して、川で
釣りデビューをしました。（私は虫や
魚を素手で触るのが無理なので主人
担当です笑）まだ実際に魚を釣り上げ

瀬川 舞子 編

こ

たことはないので、今年はちょっと遠

釣り人デビューの息子

んにちは、瀬川です。2022年も5月に入りましたね。 出しながら『魚を釣る』を体験させてあげたいと思います。
今年のお花見は主人と休みが合わなかったり雨だった

息子が釣りを楽しめると

りで諦めムードでしたが、なんとかお花見に間に合いました♪ ころを 探しているうちに、
シートを広げてお弁当を食べて、ゴロゴロしてるうちに気持ち

せっかくだからキャンプに

よくてお昼寝してしまいました(笑)。

行こう! と計画することにし
ました。元々主人はキャン

我が家のマイブーム

今

プに行きたがっていたので、

家族でキャンプへ行くために情報収集から

やっと私がその気になり3
『ピタゴラスイッチ』と
『ノージーのきらめき工房』 年越しで動き出しました(笑)。 これまた数年前に面白いよ、
回は我が家のマイブームをご

と勧められていた『ゆるキャン△』というアニメを機に、キャ

紹介したいと思います。息子

ンプ場やキャンプ用品を色々と見たり、あれこれ話すように

が教育テレビの『ピタゴラスイッチ』

なりました。コロナ禍でキャンプブームになりましたが、私

と『ノージーのきらめき工房』の番

も今更ながらキャンプに夢中です(笑)。次は行ってきました！

組にハマりました。テレビはもちろん、

とご報告できるといいな(^^♪

リビングはピタゴラ装置と工作により
誕生した作品に占領され、セロテー
プ、折り紙の消費が早い早い！ ある
時、私の携帯の保護フィルムに複数

子供の想像力は凄い！

のヒビが入っていることに気が付いたのですが、どうやら原
因はピタゴラ装置の一部に組み込まれ、数回バタンバタンと
倒れたのが原因のようです。テーブルやソファーに置いてい
るとドンドン装置の一部に仲間入りします(笑)。ピタゴラスイ

免税事業者も関係があります

テントは設営して決めました♪

2023年（令和5年）10月1日開始

消費税インボイス制度
重要
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早めの

対応が

必須で

解説＆対応セミナー in

す！

インボイス制度の概要と、
制度を導入するための
実務上のポイントを解説します。
講師

林 亜由美
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おがさわら

編集長 の

今月 は
コレについて語ろう！

５

月といえば新年度が始まってちょうど 1 か月。ゴールデンウイークをはさみ、多くの人が学校や仕事に行きたくなくなる時期で

もありますね。そんな一過性の疲れを表す言葉として「5 月病」が有名です。
正式な病名ではありませんが、不眠や食欲低下など毎日続くと生活の質を落としてしまう厄介な状態でもあります。5 月の旬な食材
を摂ったり、お風呂でゆっくり体を温めたり、なるべくストレスのない生活を心がけるのがおすすめですよ！

さてさて、今月のお題は「私のストレス解消法」です！

小笠原 恵美

Emi Ogasawara

新井 梨奈子

Rinako Arai

清水 有美

Yumi Shimizu

長谷川さおり

Saori Hasegawa

私のストレス解消は、ゴルフ♪ 大自然の中で
スポーツをする！
！しかし、スコアーが悪いとイ
ライラし余計ストレスになると最近思うように
なったので ( 笑 ) 身近でストレス発散は、休
日にお風呂で半身浴をしながら、映画や海外
テレビドラマを見ることが最近のお手軽ストレ
ス発散です。 基本平日はゆっくりテレビも見
ることが出来ないほど、毎日バタバタ過ごし
ている日々ですが、子供が少し大きくなり自
分の時間というものが徐々に確保されつつあ
るので、その中でゆっくりと湯船に浸かる時
間は私の息抜き＆リフレッシュになっています！

私のストレス解消法は、
トレーニングです！「安
静・休養・睡眠」などの消極的休養（パッシ
ブレスト）に対して、積極的休養（アクティブ
レスト）と言うそうです。ものすごく疲れた日
こそジムに行くと、すっきり元気になります！
また、最近食事ではまっているのが、舞茸の
ポタージュです。腸内環境を整えてくれるし、
なによりとっても美味しいです！ 舞茸がお買い
得に大量に購入できたので、最近毎日飲んで、
きのこパワーを試してます。笑

昔は、TVドラマの録画をためて、それをみて、
号泣するのがストレス解消法の定番でした。
今は、テレビをみる時間が少なくなり、ストレ
スが溜まってきたから何かするということが思
いつきません…。ストレスが解消されること
といえば、家族でキャンプへ行ったり、旅行
へ行ったりすること。他には…ぐっすりたくさ
ん寝ることです。娘がなかなか寝かしてはく
れませんが（笑）。ストレスは、時間が経てば
なくなっていることが多いです。でも劇的にス
トレス解消できる方法をみつけたいです！

私のストレス解消法はおいしいお酒と食事を
楽しむことです。普段は家族のために自分で
食事の準備をし、ダイエット中でもあるので
家での飲酒は基本しません。代わりに週末な
ど時間がある時、外で食事をしたりビールを
飲んだりが至福の時です。特に昼から飲むビ
ールは最高です。一週間頑張った自分へのご
褒美として、毎週ではないですが、楽しんで
います。最近見つけたイタリアンのお店がお
気に入りで月 2 ペースで通っています。リー
ズナブルなのにとてもおいしいです。

瀬川 舞子

Maiko Segawa

山口 ひろこ

Hiroko Yamaguchi

金子 しのぶ

Shinobu Kaneko

佐々木 峻太

Syunta Sasaki
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私のストレス解消法は自然に触れることと
映像作品の鑑賞です♪自然に触れると言って
も散歩しながら季節の草花をキレイだな～と
眺めたり、広い空をぼーっと眺めたりするくら
いです。雨女の私は週末が快晴だけテンショ
ン上がります ( 笑 )。青空の下で洗濯物を干
すだけでリフレッシュになります。夏の空が一
番好きですが、これからの季節は植物も空模
様もとても楽しみです (^^)。 映像作品の鑑
賞は映画館へ足を運ぶのが一番ですが、配
信されているドラマやアニメ作品を一気観す
るのも達成感がありとても好きです。

ストレス解消は、やっぱり買い物と食べる事
が即効性がありますよね。でも、その後に後
悔してしまいます。日本にいた頃は、ストレ
スがある時にデパートに行くと散財するので、
デパートには行かずに、コンビニで好きなも
のをいくらでも買ってよい！というルールを作
っていました。笑
やる気があるときは、編み物や縫物、仕訳の
入力、庭の手入れなど、単純な作業の繰り返
しかつ建設的なものに没頭することが一番ス
トレスが減るように感じます！
！あと、お友達と
のおしゃべりも最高です！

私のストレス解消は、お風呂屋さんに行くこ
とです。もう何十年も一緒にいる大親友と朝
から日が落ちるまで 1 日中お風呂屋さんで過
ごすことが心も身体もすべてリセットできる時
間です。お風呂に入り、のぼせたら外で休憩。
また体が冷えたらお風呂に入り気が向いたら
ご飯を食べたり。。。そこでのたわいもない話
（最近は体の不調の話や薬の話が多いです）
コロナ禍になってから行けてませんがもう少
しコロナが落ち着いたら行きたいです！

普段意識的にストレス解消のためにしている
ことはないのですが、よく寝て、食べたいも
のを食べて、欲しいものを買って、見たい情
報を見て毎日を楽しむことで日々のストレス
を解消しているのかなと思います。海外スポ
ーツが好きなので、大谷選手が先発でホーム
ラン打ってたり、渡邊雄太選手が派手なブロ
ックを決めていたり、冨安選手が世界最高峰
のリーグで欧米や南米の選手相手にディフェ
ンスで無双していたりするのを見ると元気が
もらえて、嫌な事も忘れられます。
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ム・ライズがある町

小江戸川越 の風景

● 東武東上線・
線 川越駅より徒歩

JR

分

20

Photo & text Akihiro Yamada

第四回

「 川越大師 喜多院 」
重要文化財

サ
ム・ライズの新 年は、 毎 年ここ喜 多

年 ８(３０年 、)

今月も最後までお読み頂きありがとうございました。

院での護摩焚きで始まります。

喜多院の起源は、天長

淳 和 天 皇の勅により 円 仁 慈( 覚 大 師 と)い
う僧侶が創建しました。 １２００年の歴

史がある寺院です。山門と鐘楼門、客殿・

書院・庫裏、慈眼堂は国指定重要文化財。

そして慈恵堂、多宝塔は県指定文化財と、

歴史を重ねた建物が多く残っています。

また、 喜多院には江戸城紅葉山（もみ

じやま）を真似て造られた「紅葉山庭園」

があります。こちらの庭 園を見に来る観

光客も多いそうです。 写真上は喜多院本

寺へ行く渡り廊下から庭園を眺めた一枚。

この時 期は特に新 緑が美しく、 縁 側に

座ってしばらくゆったりと庭園を眺めるて

した感覚になります。

いると、まるで江戸時代にタイムスリップ

江戸の歴史が残る喜多院に是非足を伸

ばしてみてはいかがですか？
喜多院は、本尊阿弥陀如来・不動明王・
毘沙門天を祀っています。 喜多院の27代
住職の「天海大僧正」は徳川家康公と親
密な関係にあり、徳川家ゆかりの地として
も有名です。
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