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こんにちは！

も遅かったとのことで、妹の私は「丈夫で早く歩んでい

昨年筋トレ＆ジョギングに燃えて

けるように」という思いを込めて「歩（あゆみ）
」となる

いたのは夢だったのか…というく

予定でした。ところが、同じ日に同じ病院で生まれた男

らいぐうたらしている林亜由美で

の子が「歩（あゆむ）君と名付けられたので、「五木寛

す。見るに見かねた夫に連れ出さ

之さんの「恋歌」という本に出てくる次女の亜由美が可

れて、久しぶりに朝散歩に行きま

愛らしかったから亜由美って付けたんやで」とよく聞か

した。桜が終わり、新芽が芽吹

されていました。本好きだった母らしい発想だなと思い

4 4 4 4

き始めた雑木林を歩くとなんとも言えず爽快な気分です。

ます。おかげで歩くのが早いとよく褒め? られます(笑)。

心を入れ替えてまたトレーニング再開します！ ということ
で今月もおしどり通信スタートです。

5～6年前にそのことを思い出
して初めて「恋歌」を読んでみ
ました。恋歌に出てくる亜由美

「名前の由来」は何ですか？

は私よりも保守的で慎重派です

小学校の時、自分の名前

が、いつもお姉ちゃんをちょっ

の由来を調べてくるように、

とライバルのように意識している

という宿題出ましたよね。息

次女気質は共感するところも多

子・賢史朗がその宿題を持

く、母の好みを知ることができ

ち帰ってきた時に冗談で「北

た感じがしました。

ちなみに夫の名前は「公士郎」ですが、税理士だっ

斗の拳のケンシロウのように
なってほしくて付けたんだよ」
と言ったら本気にしてしまい、

私の名前の由来は「恋歌」から

｢賢史朗｣ は異国の友にもKENと親しま
れ、いつも明るく朗らかに育ってほしい
名づけました。

た父が「公認会計士」になってほしいという願いを込め
て付けてくれました。公認会計士と言ったのはきっと「自

「なんて適当な親なんだ！」とずっと傷ついていたことを

分を超えてほしい」という思いだったんだろうな、と想

先日知りました(笑)。本当の由来もちゃんと伝えている

像しています。その名に恥じることなく父から受け継い

のですが、インパクト大だったのですね。イタイケな子

だ事務所を発展させていこうと、心に誓った今朝のお散

供にこういう冗談はいけないなと反省しました…。

歩でした。

年末から私の周りでもスタッフの石田さんと中西さん

皆さんの名前の由来も是非教えて下さいね！

が出産したり、友人のところに孫が生まれたりしていて、
名前の由来を聞くたびに親の愛情そのもので感動します。
と同時に、私も両親が何日も考えてくれたんだなぁと感
謝の思いが湧いてきます。
私も大人になってからよく名
前の由来を聞かれます。私は3
人兄姉の末っ子次女なのですが、
唯一私の名前だけは母がつけて
くれました。
姉が子供の頃から身体障害者
であまり体が丈夫ではなく（今
母からもらった名前に感謝です。

は超元気）、歩けるようになるの
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「亜由美」
「公士郎」
「賢史朗」 名前には親の念いがつまっています。
その念いを大切に、これからも素敵な家族で歩んでいきます！
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行いました。こねるときも夫→私→娘と順番にこねましたが、
女性陣だと”力が足りない！” ”力が必要！” ということになり、
年末作るときは、粉を混ぜるのは娘、こねる・伸ばすは夫・
切るのは私と分担することにしました。その結果、コシもあ

私の部屋 シリーズ

ってちゃんとすすれるとても美味しいそばができました！
お塩で食べても美味しい！ そばの香りが感じられてとても

第 46 話

美味しかったです。1時間ぐらいで作れますし、楽しいし、
美味しいので、年末以降は、「そばを食べる＝作って食べる」
になり、購入したそばを食べることがなくなりました。娘も
そばの美味しさを知って、3週間に1回は、「今日、そば食べ

清水 有美 編

た～い♡」と言うようになりました。美味しさを両親にも！

こんにちは！清水です。今回は、昨年の年末から始めたこと

と思い、車で1時間ぐらい離れている実家にも持っていった

を紹介したいと思います！

のですが、ゆでると切れ切れのそばになってしまいました。

昨

まだまだ修行が必要です。夫に修行に行ってもらおうと思っ

清水家 そば打ち奮闘記

ています！（笑）
余談ですが…初めてそば作りをしてすぐにふるさと納税で

年の12月に日用品を買い

そば粉とお塩をゲットしました！

にホームセンターへ行っ

たところ、そば打ちセットが目に

皆さんも、是非チャレンジしてみて下さい！

入りました。その時は「買いた
いね～」と言って終わりました
が、その後何日経ってもそば打
ちセットが頭から離れず･･･。以
前から気になっていたこともあり、

購入した ” そば打ち ” セット

「年越しそばは、家で自分達で作ってみよう！」ということに
なりました。
初めて作って失敗したら年を越せないと思ったので、年末

① そば粉を混ぜる

② 水を足しこねる

③ 打ち粉をふり伸ばす

の数日前に練習で作ってみました。工程は「粉を混ぜる→水
を足しながらこねる→伸ばす→切る→ゆでる→食べる（笑）」
です。セットについていた説明書通りにやったのですが、初
めて作ったそばは、ボソボソ・切れ切れのそばでした（涙）。
それからインターネットでなぜボソボソになるかを調べて、
水加減とこねる力ではないかということになりました。
④ 集中してほどよい細さで切る

⑤ ゆでて出来上がり！ いただきます！
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初めて作ったときは、すべての行程を家族みんなで交互に

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】
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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！

気 だったのが今ではスギ花粉か大暴れするほど暖かくなりましたね♪花粉症の症状は嫌ですが、春の気候は気持ちがよ
が付けば 1 年の 1/3 が経過しました。年始にたてた目標は皆さん順調にすすんでいますか？ 先日まで、震える寒さ

くて日本に生まれて良かったと実感しますね。花も咲いて、街がパステルカラ～ ( 笑 )。しかし、せっかくよい季節でお花
見最高！
！お酒飲んで～お花見て～食べて～が出来ない ( ;∀;) 早くふだんの生活に戻りたいです ( ﾉД `) ｼｸｼｸ…
さてさて、今月のお題は「新しい仲間が増えたよ！自己紹介」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

サム・ライズで働いて、振り返れば…お局に
なっていた小笠原です。この事務所通信編集
後記の編集長をしています。私の自己紹介で
すが、、
、小笠原家はとてもとても可愛い♡ (
笑 ) 小学生の娘が 1 名（※この事務所通信
を必ず見ているので・・）
、そして大食いの夫
の 3 人家族です。大食いとありますが、うち
の炊飯器は一升炊きです！お米の消費量が半
端ないし、米を研ぐのも一苦労。この炊飯器
が本当に大助かりです！子供も、お米が大好
きで、3 時のおやつはお菓子ではなく【おに
ぎり】なんです。将来が怖い…

サム・ライズで勤務を始めてから丁度 1 年が
経ちました。昨年は新しいことだらけで、あ
っという間の 1 年でした！税務の仕事は未経
験で入社しましたので、皆様のおかげでここ
まで勤務を続けることができました。新しい
仲間も増え、暖かくなり、すっかり春ですね！
普段はジムでトレーニングをしていますが、
天気がいいので外で運動したくなりますね！で
すが、昨年ついに花粉症になってしまいまし
た…今まで、花粉症？？
！ と他人事でしたが、
とても辛いです…来年こそは対策をして春を
迎えたいです…

在宅スタッフとして働いています。 性格は、
真面目で心配性とよく言われます。記帳代行
の仕事が楽しくていつも時間を忘れてしまい
ます（笑）。熱中しすぎて、周りが見えなくな
ることもしばしば…。そんな私を支えてくれ
ているのは、夫と娘です。娘は何でも一生懸
命チャレンジします。その姿をみてパワーを
もらっています。夫はいつも家族のことを考
えてくれて、家事をやってくれたり、遊ぶ計
画をたててくれたりしてくれます。日々感謝
です。皆様への感謝を忘れずがんばりますの
で、よろしくお願いいたします！

2 月より入社しました長谷川さおりと申しま
す。縁あって亜由美先生にお声をかけていた
だき、サム・ライズでお世話になることにな
りました。今まではどちらかと言うと頭より体
を使う仕事をしてきたので、ここに入り毎日
脳みそに刺激を受けまくっております。そし
て今は一年の中で最も忙しい確定申告の時
期なのですが、皆さんのスピードにはまだ到
底追いつけず、戸惑う場面も多々ありますが、
日々勉強させていただいております。サム・
ライズは歴史ある街、川越にあるので、ゆっ
くり散策出来る日を夢見て頑張ります。

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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東北出身の瀬川です。上京してからの方が長
くなり、サムライズには業界未経験で入社し、
一からたくさんのことを学ばせて頂いてます。
税務・総務と色んな仕事を担当させて頂き、
みなさんのおかげでやってこれました。これ
からも自分らしく、みんなが仕事がしやすい
環境を目指して頑張りたいです。最近は気候
も春らしくなり、とても嬉しいのですが今は
花粉症がとっても辛いです…( 笑 )。私はイン
ドア派ですが、息子がキャンプや釣りに興味
を持ち出したので、積極的にチャレンジして
いきたいです (^^)/

こんにちは！そして、多くの皆様、はじめまして！
私は在宅なので、事務所の方と顔を合わす機
会がないので、自己紹介コメントで皆様を知
ることができ嬉しいです。 私はヨーロッパの
田舎から仕事をしており、小学生と幼稚園生
の子供が二人いります。日々、子育てに仕事
にとバタバタしながら楽しく暮らしています。
最近の趣味はガーデニングと陶芸です。本当
はもっと色々あるのですが、今はお休み中で
す。すっごく低血圧で、行動がスローで、よ
くソファーで休んでいます。 みなさま宜しく
お願いします！

昨年の 12 月暮れから常勤で総務で働かせて
いただいています。今までとは全く異なる業
種の総務なのであたふたしています。3 か月
たった今でも、やはりあたふたしてます。1
日も早くあたふたせず、落ち着いて仕事がで
きるように精進していきます。趣味は、旅行
です。頻繁には行けませんが、特に飛行機に
乗っての旅行が大好きです。前々回に行った
ところは、石垣島と石垣島からフェリーでの
離島めぐりでした。はやくコロナが落ち着き
以前みたいに自由に旅行に行ける日までは、
仕事に専念します。よろしくお願いします。

初めまして、佐々木峻太と申します！埼玉県さ
いたま市生まれ、神奈川県藤沢市育ち、先
日まで東京都新宿区で一人暮らしをしており
ました。入社にあたり川越市に引っ越したの
ですが、生活に必要なお店が近くに揃ってい
て街のにぎわいも心地良く、お蔭様で快適に
日々を過ごせております。最近はコートが要
らないほど暖かくなり、桜の開花が待ち遠し
いですね！まだまだ未熟者ですが責任感を持っ
て業務に励み、お客様に頼っていただけるよ
うな担当者になりたいと考えております！今後
ともよろしくお願いいたします！
https://some-rize.jp/
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ム・ライズがある町

小江戸川越 の風景

● 東武バス「川越駅」乗車 「氷川神社前」下車
Photo & text Akihiro Yamada

第三回
し ん が し が わ

」

今月も最後までお読み頂きありがとうございました。

越 氷川神社の裏手を流れる新河

岸 川。 川 岸には桜 並 木 が 続 き、

この時 期は桜が咲 き 誇る絶 景のお花 見

ポイントです。 週 末はもちろんですが、

年に川

32

平日も多くの方が訪れ賑わっています。

新 河 岸川の桜 並 木は、昭 和

越の和菓子店 「亀屋栄泉」 当主が、戦

没者慰霊のために約３００本の桜の苗を

寄 贈 したことが始 ま りです。 この桜は

別 名 「 誉 桜（ほまれざ くら）
」 とも 呼

ばれています。

氷川神社で参拝をすませ、境内を通

す。 まさに「 神 社 を 抜 けると、そこは

り 抜 けると目の前に桜 並 木が広がりま

満開の桜だった！」 といったような光景。

川 越には、まだまだ桜の花 見 所はた

くさんあ りま すが、ここ「 氷川 橋 」 に

は是非足を運んでいただきたいおすすめ

の場所です。
新河岸川に架かる氷川橋。毎年多
くの花見客が訪れます。 川越駅か
らバスで 20 分。

氷川橋

川

「 新河岸川

次号も
お楽しみに
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