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新年明けましておめでとうござ
います。今年もおしどり通信

にお付き合い宜しくお願いします !!
子供の頃、走るのが大好きだった林
公士郎（こうじろう）です。
１月と言えば箱根駅伝です。マラソ
ンに毎年出場している妻の影響でか
れこれ 15 ～ 6 年中継を見ていま

す。結構、埼玉の大学が毎年 2 ～ 3 校出場していて、応
援にも熱が入ります ( 笑 )。

　話は変わりますが、今年の社会人のニューイヤー駅伝
で埼玉のＨｏｎｄａが初優勝しました !! おめでとうござ
います！埼玉県人としては幸先が良いスタートがきれた
2022 年～と微笑むお正月となりました ( 笑 )。

ところで、会社では毎年「仕事」と「個人」で成し
遂げたい目標を決めて、それを毎年仕事初めに宣

言してチャレンジしていきます。因みに 1 年前の目標が
1キロ8分台で歩きたい !!

それには筋肉量を増やし、トレナーのお客さんを持ち、
早く歩ける様な道具を揃える。
本当の情報を知り、常識を疑いより良い人生を目指す !!

と言う目標を掲げていました。

はトレーナを実際にお客さんにもち、トレナーから筋
膜リリース（筋肉を延ばしてもらう）をしてもらい 1 月
の上旬に達成、あまりに早く達成してしまったので 2 月
から坂道（全部で 1 キロ位）だけランニングを始めました。
　そうこうしてるうちに妻から「河口湖 1 週（18 キロ）
を走ってみない」との誘いがあり、人生で長距離を走っ

たのは高校生の時に10キロ、5～6年前に小江戸川越ハー
フマラソンで 10 キロを 2 回しかありませんが、丁度良
い距離なので二つ返事で「参加します !!」と ( 笑 )。
　少し経ってから申込を行ったところ、「河口湖 1 週コー
スはもう定員一杯で締切、フルマラソンなら空いている
けどどうする？」（まぁ～歩いても良いので参加してみよ
う）「じゃ～申込宜しく」が 3 ヶ月前、そして、申込んだ
後に聞いたのがぁ～ 「制限時間が 6 時間… 何と 1 キロ 7
分位で走らないとだぁ～（どうするＧＯする？笑）」
そうだぁ～！私のトレーナーさんは学生時代に長距離を
走っていたので、マラソン完走出来るか聞いてみよう！
  　 「3 ヶ月あればぎりぎり何とかなりますょ !!」
　　「では言われは通りのトレーニングするので、方法を
　　教えて下さい !!( 笑 )」
　マラソン完走するコツは、先ず「心臓を強くする事」 「体
重を落とす事」 「マラソン時の栄養補給」の 3 つだそうで
その教えを胸に刻み早朝練習に勤しむ、2 か月を経過す
る頃には走る距離を 27 キロまで延ばすことが出来、こ
れなら完走出来る自信がついた矢先、左足の人差し指を
捻挫、何事もやりすぎはいかん事を学ぶ。
　2 週 間 休 み、4 キ ロ・10
キロ走り本番へ！ コースは
アップダウン激しく標高が
高いので初めから心拍数上
がりぱなし ( 笑 )。全く練習
の様な走り出来ず（汗）取
り合えず 37 キロで走れな
くなりラスト 5 キロは歩き、
うん～こんなもでも満足。
毎年何でも良いので向上し
ていきます～ ( 笑 )。

については、千葉県の知り合いから色々な情報を毎日
頂きました、常識こそ非常識だと感じる年となりました !!
2022 年始まりました、色々変化が多いと面白い年にな
ると個人的には思っています。変化に期待 !!( 笑 )。

　今年の初めに立てた目標はまともに歩く事、まだ膝が
本調子でありません。今年は 42.195 キロ完全走り切って
みたいです…皆さんは今年は何か目標を立てましたか？

　今年も 1 年宜しくお願いします !!

税理士法人サム・ライズ

料金後納郵便
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初参戦フルマラソン 感動のゴ～～ル！

「一年の計は元旦にあり」

お客様と共にお客様と共に
走り続けるパートナー走り続けるパートナー
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こんにちは！サム・ライズスタッフの東海林将斗
です。あけましておめでとうございます！本年

も宜しくお願い致します。

昨年末に友人から誘われて「庵野秀明展」へ行っ
てきました。国立新美術館で開催されていたの

で都内へ久々の外出となりました。

庵野秀明展は、日本の
アニメーターの庵野

監督の創作活動に触れるこ
とのできる展覧会で、過去、
現在、そして未来に分かれ
ての展示がされていました。
　公式 HP には『庵野秀明
をつくったもの 庵野秀明が
つくったものそして、これ
からつくるもの』という表
記がありましたが、過去で

は原点として幼少期のころに影響されたものが展示さ
れ、現在ではエヴァンゲリオンなどの絵コンテや模型
などの展示がされ、未来では『シン・ウルトラマン』、『シ
ン・仮面ライダー』などのこれから作成していくもの
が展示されていました。

訪れる人は自分と同じ年
代の人ばかりかと思っ

ていましたが、実際は老若男
女問わず、様々な年代層で構
成されていました。私自身は
庵野監督の熱狂的なファンと
いうわけではないのですが、
当時の資料や絵コンテなどを
見ると映像への登場が一瞬し
か出てこない小道具や構造物
などにも設定がしっかりと練られているのが感じ取る
ことができ、鑑賞していてとても楽しかったです。し
かし、私は前半の過去の展示物をじっくりと鑑賞しす
ぎて、現代の絵コンテなどの展示物の時には腰が痛く
なってしまい、後半は駆け足でみることになってしま
いました。自身の非力さを痛感致しました。
　滞在時間は大体 2 時間ぐらいでしたがとても充実
した時間を過ごすことが出来ました。出口付近に物
販があったので T シャツとクリアファイルを購入し、
その場を後にしました。

その日は寒かったので帰りにモツ鍋? を食べて帰り
ました。店内はとても狭かったのですが、鍋を囲

むのではなく、定食のよう
になっていたのでサクッと
食べれて良かったです。最
近の休日は家にいることが
多かったのでとても良い気
分転換になりました。誘っ
てくれた友人に感謝です！
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Staff Monthly Column No.43 By Masato Shoji

私の部屋 シリーズ私の部屋 シリーズ
第 43 話第 43 話

 東海林 将斗 編 東海林 将斗 編

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！

キャッシュ戦略
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

課題認識が強くなる 競争意識が持てる 刺激的な交流

特 徴

詳細・お申込はWEBにて https://www.smc-g.co.jp/all-seminar/manage-seminar/11999/

20
22

開
催
し
ま
す
！

塾の様子を
公開中！
塾の様子を
公開中！

開催日程
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

    1/20【木】    3/17【木】　５/19【木】
2022  1月スタート2022  1月スタート



あけましておめでとうございます！
年末年始はみなさんゆっくり出来ましたか (*’ ω ’*)
今年の干支、トラは「決断力と才知」の象徴と言われているそうです！
コロナでなかなか会えなかった人とも、今年は会いタイガー ( 笑 )。
2022 年もサム・ライズグループをどうぞ宜しくお願い致します。

　2022 年の抱負は【時間の使い方を工
夫する】です。毎年同じようなことを反
省しては抱負に挙げているような気がし
ますが、昨年は「ちょっと待って」が多
かったようで「忙しいもんね」と何度か
息子から言われてしまってガツンと来ま
した涙。まずは自分の口癖から意識して
いきたいです。1 日 24 時間はみんな一
緒なので、色んな人をお手本にしながら
気持ちも環境も整理整頓しつつ、しっか
り家族時間も重ねて行きたいと思いま
す！そして健康第一！今年もよろしくお
願いいたします。瀬川 舞子　

Maiko Segawa

尾身 はる香　
Haruka Omi

小笠原 恵美　
Emi Ogasawara

東海林 将斗　
Masato Shoji

荒井 梨奈子　
Rinako Arai

山口 ひろこ
Hiroko Yamaguchi

　明けましておめでとうございます。今
年もよろしくお願い致します。お題は今
年の抱負とのことですが、「読書・旅行・
運動」です。毎年掲げているような気が
してますが、去年は特にダメでしたねー。
今年こそは「虎」頭蛇尾にならないよう
に年始から年末までしっかりと気を付け
て日々を過ごしていこうと思っておりま
す。とりあえずは旅行先でスポーツをし
て移動中に本が読めるような計画を立て
ることが出来れば最高ですね。こんな私
ですが、あらためて今年もよろしくお願
いお願い致します。

城下 楽晴 　
Yoshiharu Jyoka

　皆様お世話になっております。私の
２０２２年の抱負は資格の取得とダイ
エットでございます。仕事と勉強を両立
し、税理士になるべく精進してまいりま
す。また健康な体になるべく、ダイエッ
トも継続して行ってまいります。散歩だ
けでなくジョギングや食事制限なども行
いたいと考えております。１月は一層寒
さが厳しくなりますので、どうか皆様も
健康にお気を付けくださいませ。引き続
き２０２２年も皆様のお役立てるよう精
進してまいります。どうぞよろしくお願
いいたします。
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おみ はるか
副編集長の

　あけましておめでとうございます！子
供達が赤ちゃんではなくなってきったの
で、少しずつ子育てが楽になってきまし
た！まだまだ、自由な時間は少ないです
が、今年は私の趣味の為の時間を作れた
らなーって思っています。まずはゆっく
り本を読んだり散歩したりから始めたい
と思います。陶芸も昨年末から始めまし
た！！子供が産まれる前は、オーケスト
ラに所属していて本当は復帰したいので
すが、楽器を相当練習しないとなので、
この趣味はもう少し子育てが落ち着いた
らにします！充実した 1 年になります
よーに！

 今月は今月は「「コレコレ」」  について語ろう！について語ろう！

　明けましておめでとうございます！み
なさんはどのような年明けでしたでしょ
うか？さて、我が家の年始の恒例行事の
一つに書き初めがあります。1 年の目標
を漢字１字で表し、その文字を書きます。
さて今年は、彩りの「彩」。彩りの意味の
一つに「おもしろみや変化を求めて工夫
を凝らすこと」があります。仕事もプラ
イベートも昨年より＋α工夫をして楽し
みたいと思っています。今考えているの
は、仕事に関係する資格の勉強を始めて、
資格の取得をする、毎月１回は季節を感
じる食事を作るです。これが私の今年の
抱負です！

清水 有美
Yumi Shimizu

今月のお題今月のお題

　あけましておめでとうございます。昨
年は入籍いたしまして、沢山の方に祝福
いただき幸せいっぱいの年でした。今年
もどうぞよろしくお願いいたします。　　　　　　　　　　　　　　　
今年は、なにげない日常を幸福に！過ご
していきたいです！　　　　　　　
今計画しているのは、” 川辺で最高のコー
ヒーを ” です！お家の近くに川がたくさ
んあるので、休日の朝ごはんを川辺で食
べようと計画中です。キャンプ用のイス
などを吟味して買い揃え中です。

2022年 今年の抱負2022年 今年の抱負
　今年の抱負は【笑顔の伝染】です！
コロナ感染で話題となったオミですが
( 笑 )2022 年は尾身が周りの人をも巻き
込むほどの笑顔で毎日過ごせるよう意識
して生きたいと思います！今まで色んな
ことがありましたが、その色んなことが
なければ私はこのおしどり通信をご覧に
なってくださっている方々にも出会うこ
とが出来なかったんだ～と思うと、全て
に感謝だと感じます。ご縁あって繋がれ
た皆さんと一緒に、笑顔爆発の年にして
いきたいです！よし！まずは出勤の度に
足が攣ってしまうこのダラケボディを鍛
えるぞー！←これも今年の抱負です！笑

　あけましておめでとうございます。今
年もどうぞ宜しくお願い致します。今年
の抱負は、【今までになく充実した１年を
過ごす！】一昨年・昨年とコロナ禍と言
う良い言い訳をしている中で、ダラダラ
と過ごしていました。それなりにその生
活も楽しかったのですが、ダラダラと過
ごした自分に後ろめたさを感じつつ・・・。
そこで！！今年はやりたい事を全て実現
させます。やりたい事の一例ですが、大
好きゴルフを月１行く！本を毎月読む！
等・・頑張るぞ！！
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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

次号も
お楽しみに

謹賀新年謹賀新年

今年も、サム・ライズグループをよろしくお願いいたします。
2022

1.5.2022 川越 喜多院にて




