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ゆうメール

子公士郎（こうじろう）です。
供の頃から、桜が好きな林

４月と言えば花の季節です。最
近、散歩して気が付いたのですが春
の花は一気に咲き一気に散りますね
ぇ !! なので綺麗で目立つんですねぇ
～皆様もお見逃しないように(笑)。

KOJIRO & AYUMI

公士郎＆亜由美 おしどり夫婦の

開業・結婚 25年目のお祝い
2021 年は、色々な節目
の年で色々な記念の年とな
ります。父が開業して 40
年、私が税理士として開業
し て 25 年、 更 に 結 婚 25
年の銀婚式を迎えることが
出来ました。それを記念して結婚式を挙げた川越プ
リンスホテルでは近すぎるので The Prince Gallery
Tokyo Kioicho に 2 泊してきました。
先ずは 1 泊目のお
部屋に到着するとバス
タオル鶴がお出迎え。
おぉ～何と綺麗なんだ
ぁ～ !! 感動しました。
また、そこにはスタッ
フ一同さんからお祝いのメッセージカードが。私は、
これで感動 2 倍 2 倍（高見山）( 笑 ) 昔の丸八真綿の
CM 分かんないだろなぁ～ ( 笑 )。流石 !! プリンスホ
テルおもてなし最高です !! また 34 階なので東京一
望、部屋からスカイツリーと東京タワーが見えます。
高い所が好きな私はテンション上がりぱなし ( 笑 )。
写真左がスカイツ
リー、右が東京タ
ワ ー。34 階 の 私
たちの部屋から見
渡せる景色は、東
京の名所が贅沢に
見渡せましす。

そして夕方から夜景を見ながらラウンジでお酒を、
ゲストに昔、サム・ライズに勤務していたかみさん同
級生の長井さんと 20 年振りに再開。久しぶりに話も
弾み楽しかったのですが…何故か治療している歯がか
けてしまったので次の日の朝、歯の治療の為だけに川
越に帰りました ( 笑 )。更に紀尾井町に戻る電車、久
しぶりの貸し切り。「わぁいわぁい！去年は 5 回体験
したが今年初めて」と喜ぶ公士郎でした ( 笑 )。
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少しチェックイ
ンまで時間があっ
たので紀尾井町を
ウオーキング。ホ
テルの全景を撮影
していると城の門
の様なものが目に
入る。何だろうと
赤坂門跡へ。城好きの私にはこれまた、たまりません !!
そして、昨晩から気になっていた建物があるので見
に行くと衆議院議長の御家で隣は参議院議長の御家。
この辺は政治の中心、永田町、警視庁の職員がいるわ
いるわ。次が自民党本部。参議院宿舎 1 号 2 号、衆
議院宿舎 1 号 2 号、
国会議事堂（小学校 5 年生以来）。
最後に総理官邸、警視庁職員多く写真は撮りませんで
した。
総理官邸前で一人の男が拡声器持って「PCR 検査
の陽性者はコロナ感染者ではない ! いい加減な事言う
なぁ ! 早く緊急事態宣言を解除せよ」と演説してい
る。勇気あるなこの人。言っている事は前半は正解、
後半は惜しいが他の要因あり。特別に書きますが、ワ
クチン接種は控えた方がよいでしょう。厚生労働省の
HP にも劇薬と書いてありますので…。
しかし、永田町見学して立派な箱物に税金の無駄遣
いだなぁ～と強く思いました !!
2 日目のチェックイン！
本日も武道館や東京ドーム
が一望です。よくこの辺りに
通勤・通学しました（泣）
。
ホテル内で確定申告書の
チェックと ZOOM で MTG。そしてラウンジでケー
キの盛り合わせをい た だ き ま
す。昨日、私の歯の詰め物を取
り、更に歯を欠いたのは右のお
菓子です！でも気を付けながら
2 日連続でいただきました !!
夜もラウンジで飲み幸せな 2
泊でした。次の朝とどめのサービスでデザートの盛り
合わせが、体重が増加させた
のは言うまでもありません。
あ～ヤバい 2 人の写真撮って
もらうの忘れた ( 笑 )。
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Staff Monthly Column No.33 By Haruka Omi

私の部屋 シリーズ
第 33 話

尾身 はる香 編

こ

んにちは！メイキット尾身です。新生活の 4 月
号担当で光栄です !! と思ったら、私去年の 4 月
号も担当してました ( 笑 )。1 年ってあっという間で
す。あ！過去のおしどり通信はサム・ライズの HP か
ら遡って見ることが出来るんですよ！ぜひ、時間のあ
る時に覗いてみてくださいね★
泣き笑いの 5年間

娘の成長、ママの涙 ……

さまり発信してこな
てさて、今まであ

私のコレクション♥️ C-1

話何かコレクションする程
は変わりまして、皆さん

好きなものはありますか？私
は何といっても、ご存じ飛行
機好きですが特に航空自衛隊
の C-1 輸送機が好きです。我
が家の冷蔵庫には沢山の飛行
機が羽田空港に着陸する航路
で張り付いています。軍用機
なのに羽田着 ( 笑 )。元々私は航空業界に居たことも
あり、ここは細かく位置付け。自己満です ( 笑 )。
話は戻りまして、C-1 は正面から見た顔がなんと
もかわいくてたまりません。ドラマ「空飛ぶ広報室」
にも出てましたよ～。関東圏なら是非ともアクセスの
いい入間の航空祭で陸上自衛隊空挺部隊による降下展
示をご覧いただきたい！毎年 11 月の文化の日に開催
され、当日は松島基地所属のブルーインパルスを見る
ことも出来ます。
去年はコロナで航空祭は中止となり、おそらく今年
も難しいとは思いますが (´; ω ; ｀ ) いつか再開した
ときにはぜひ現地でお会いしましょう！私の影響で飛
行機好きになった娘達が各自双眼鏡を持って空を見上
げている姿に、きっと笑ってしまうと思います ( 笑 )。

開 20
催 21
中
！

かったんですが、私に
は 娘 が ２ 人 お り ま す。
そして、先日次女が保
育園を無事卒園しまし
た。 姉 妹 合 わ せ て 約 8
年間の保育園生活。最後はコロナ禍での卒対役員だっ
たので、バッタバタしているうちにあっという間に卒
園してました ( 笑 )。
園生活では、保護者会長を務めさせていただいた年
もあったり、クラスの仲がとても良かったのでみん
なで色んな思い出を作れて幸せな時間を過ごせたと
思います。過去の写真を見返すと次女在籍 5 年のう
ち、入園してから丸 4 年は毎朝大泣きして玄関から

脱走・捕獲する、という
ルーティンを繰り返して
いた我が子。ラスト１年
はしっかりお姉さんに成
長し笑顔で登園していた
事等思い出が蘇り、ウル
ウルしちゃいます。
さー、4 月からは新 5
年生・新 1 年生！きっと
卒業までもあっという間なんだろうな～。一つ一つの
出来事を大切にしていきたいと強く思います！

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
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

2021 5/13【木】7/22【木】

塾の様子を
公開中！

埼玉県川越市新宿町 1-2-13 川建ビル 2F A

開催日程

9/16【木】11/11【木】

詳細・お申込はWEBにて

全日程 14：00 スタート

※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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小笠原
編集長の

VOICE OF ALL STAFF

今月はコレについて語ろう！

春の黄色やピンク等かな？と思います。街には色鮮やかなスプリングコートを身にまと
ですね♪春の色は？と聞かれると皆さんは何色を思い浮かべますか？パステルカラー

った女性もいて華やかな季節です。そして桜や蝶などもひらひらと舞い、気温もちょうど
よく、本当に春はよいですね♪…しかし !! 花粉症の人にはとぉ～ってもつらい時期でもあ
ります。みなさんは花粉症ですか？？事務所スタッフもほとんどの人が花粉症です。ティ
ッシュの消費もはやい ( 笑 )。国民の半数以上が花粉症なのでは？と思いますが、劇的に治
るまたは、花粉症にならない特効薬は無いものですかね？？？誰か良い情報があれば教え
てくださいね !!!

4月のお題

石田

香

Kaori Ishida

瀬川 舞子

Maiko Segawa

税理士法人サム・ライズはこんな事務所です！
（あんな人がいたり～
メリハリのある会社です！オンとオフの
切り替えがハッキリとしていて、仕事を
する時は無表情でパソコンに没頭する社
員たち。←テレワークが浸透してからは
さらに集中力が増しました。しかし外の
食事会になると、どこの団体よりも目立
ってしまう声の大きさ、絶えない笑い声、
時には涙を流す人、、、この人たちは税理
士の専門家集団なのか？と思わせる位の
うるさい集団になります。そのため、小
さめの貸切りのお店は最高です！ そし
て、大食いなのもサムライズ文化です。
「大
盛無料」と書かれていたら、
「じゃ大盛で」
という会話になります ( 笑 )
サム・ライズはオンとオフがしっかりして
いて、チームワークがとても良い事務所だ
と思います！コロナ過ではありますが、も
ともとリモートワークが出来る環境を取り
入れてくれているので大きな混乱もなく、
色々なツールを使い分けてそれぞれ連絡を
取り合って業務を行っています。勤務中は
zoom で繋がっていることもあり、お互い
顔を見てお仕事ができるのはとても近くに
感じることが出来て良いですね♪この期間
でより一層チームワークがパワーアップし
たのではないでしょうか (^^)/

尾身 はる香

距離は関係ないチームワークと切替力が長
けていると思います。弊社はコロナ渦にな
る前から在宅で働くスタッフが多く、こ
まめに連絡を取り合ったり、時には Zoom
でコミュニケーションを取っています。川
越のサムライズメンバーとは年に数回しか
会えない現状でもちろん寂しいですが、仕
事において不便に感じる事はあまりありま
せん！各自よく周りを見てお互いにフォ
ローし合う体制が自然と出来ています。オ
ンオフがしっかりしているからびっくりす
る程の無表情で集中している時や、涙が出
る程大笑いする時も ( 笑 ) 各瞬間を充実さ
せていることは間違いないと思います！

山口 尋子

働く前の私の完全在宅スタッフのイメー
ジは、完全にアウェイな下請けさんのイ
メージでした。が、実際に働いてみると、
サムライズの皆様はチームワークが素晴
らしく、様々なツールで密に連絡を取り
合い、時差もある完全在宅な私も、しっ
かりチームの一員として働く事が出来て
います。お互いの事を細かく思いやって
かつ柔軟です。以前は、日本が恋しくホー
ムシックになることが多かったのですが、
働き始めてから、チームワークを大事に
するサムライズメンバーのおかげで心が
安定しています♪

Haruka Omi

Hiroko Yamaguchi
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こんな人がいたり～

(*´ 艸 `*) ｳﾌﾌ）

小笠原 恵美

Emi Ogasawara

東海林 将斗

Masato Shoji

中西 亮子

サム・ライズは女性が強い！！全てにお
いて ( 笑 ) 普段の仕事～お酒にいたる迄全
部です！そして、全員声が大きい！！食
事に行って店員に何度注意されたことや
ら…。しかし、仕事中はみんな黙々と仕
事し、私語もほとんどありません。但し、
独り言は多い。※私が一番かな？？そし
て、楽しむときはとことん楽しみます♪
でも最近は飲み会もコロナの影響でなく
なり、在宅などでみんなに会えないのが
寂しいです。寂しいので Zoom 越しにみ
んなの横顔やオデコを見つめています♡
最近はコロナではなく東京五輪の組織委
員会の会長の辞任や新会長の就任等がテ
レビや新聞で取り上げられていました。
更に組織委員会の女性比率などが問題視
されておりました。そんな中、税理士法
人サムライズの男女比は大体 2：8 となっ
ております。日本の職場における男女比
率は 6：4 と言われておりますので、結構
珍しいのだと思います。そんなサムライ
ズですが現在、在宅勤務と事務所勤務を
交代で行なっております。在宅でも作業
できる環境があるのはとてもありがたい
です。
私が一緒に仕事をしているサムライズメン
バーは殆どが女性です。( 計算してみると
女性割合なんと 85％以上でした！）多様
な働き方を応援するサムライズならではと
感じますね。皆さん子育て・家事と仕事を
両立し頑張っています。小笠原編集長はじ
め、明るく楽しい方が多いのもサムライズ
らしく、アメブロを一読して頂けるとその
面白さを分かって頂けると思います！サム
ライズのブログ、是非一度ご覧になって下
さい (^^ ♪そんな面白いメンバーですが仕
事はきちっとやる時はやる！頼りになる方
達です！

Ryoko Nakanishi

清水 有美

Yumi Shimizu

OSHIDORI TSUSHIN

今月より参加させていただく真面目が取り
柄の清水です。このおしどり通信を毎月楽
しみに愛読していました。まさか参加する
とは。
（笑）よろしくお願いいたします！
さて、私は、在宅で働いているため、皆さ
んと直接お会いできていないのです ...。連
絡は、主にチャットワークでしているので
すが、皆さんレスが気持ちいいぐらいに早
い！いいタイミング！丁寧！そしていつも
感謝の一文が！！その言葉で、頑張れてい
ます。そんな素敵なスタッフがいる税理士
事務所だと思います！コロナがおさまった
ら皆さんに会いに行きたいです♪
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思い出のこの一枚

A PHOTO OF MEMORIES

OSHIDORI FILM

今月の一枚
25年前、幸せ絶頂の二人 (笑 )
初めての夫婦共同作業、ケーキ
入刀も終えました♥️
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
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