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　新年あけましておめでとうござ
います。今年もどうぞよろしくお
願いいたします。
　年々早く過ぎ去る一年。今年は
新しい年を川越で迎えました。毎
年三重の実家に帰っていたので海
からの初日の出が見られず寂しい

ですが、家族みんな元気で一年をスタートできて感謝
です。ということで今月もおしどり通信スタートです。

　春に竹の子をいただい
た岐阜の水野社長から、
秋に栗をた〜くさんいた
だきました！我が家にも
栗の木はあるのですが
10 粒くらいしか採れず、
しかも今年は小さくて硬
くて全然ダメだったので
とっても嬉しい〜　「ど
うやって食べてます？」
と聞いたところ、「岐阜
で栗と言ったら “ 栗きん
とん ”だよ」とのこと。作り方を聞くと、栗を茹でて
半分に割って身を取り出し、裏ごししてお砂糖を入れ
るだけで出来るよ、と。「お〜！それなら簡単！私に
もできそう！」と思い、お正月用のものも併せて早速
作ってみることに。ところが、これが大変なことに・・・。
　大量の栗を鍋に入れて茹でます。たくさんいただい
たので、半分は渋皮煮にすることに。私は渋皮煮を担当
することにして、オットを栗きんとん隊長に任命 (笑 )。

渋皮煮隊長の私はひたす
ら鬼皮剥き。渋皮煮にす
るときは下の部分の堅い
ところは剥かないでその
ままつけておいて良いと
いう情報を聞き、その通
りにやってみました。こ
れはかなり有益な情報で
した。まず、鬼皮を剥く
時間がかなり短縮されま
す。しかも堅いところを
つけたまま茹でると、茹

でた後、渋皮と太い筋を取るときにその硬い部分から
筋までがつながって簡単にぽろっと取れるのです。こ
れはなかなかの快感です。きれいになった栗は 1.2kg
ありました。手間はかかるけれど、出来上がりが楽しみ！
　一方栗きんとん隊長に
はあらかじめレシピを送
付。そこには「栗を裏ご
しするのだけが面倒なの
ですが、これだけで極上
のおやつができるので頑
張ってください。」との
文字が。「極上」の言葉
に俄然やる気を出す隊
長。早速「茹でる→切る
→ほじる→裏ごし」の地
道な作業開始。いや〜、
この作業に必要なのは何と言っても忍耐力！！決して
弱音を吐かないオットがいて本当によかったです。税
理士試験で培われた強靭な精神力をこんなところでも
発揮し、黙々と大量の栗をほじる隊長。半分くらいほ
じったところで、単年度計画を立てるために来社し
ていた山ちゃんこと山田社長にも手伝わせ（いい迷
惑 (^^;)）、大人 2人がかりで栗と格闘。5時間を費や
し栗の裏ごし完成です！総重量、なんと 1.1kg ！す、
すごい！
　この日のために買った和三盆と混ぜて、丸めて絞る
を繰り返し、完成しました！裏ごしのザルの目の違い
か、少しツブツブが残り市販品ほどの滑らかさにはな
りませんが、美味しい栗きんとんが出来上がりまし
た！！和菓子職人さんって凄いですね。尊敬です。こ
うして完成した渋皮煮と栗きんとん、お正月まで楽し
むことができました。たくさんの美味しい栗を送って
くださった水野社長、ありがとうございました！！！
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栗！栗！栗！栗！栗！栗！
初挑戦！我が家の「栗きんとん」

自家製「渋皮煮」と「栗きんとん」  美味しくいただきました！
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　新年あけましておめでとうございます！ 2021 年
になりました。昨年はどんな 1年でしたか？？小笠
原 2020年を振り返りランキングにしてみました。

　　　第5位【どうぶつの森】
　任天堂 switch を
子供の為に購入した
のにもかかわらず、
私がハマってしまっ
た。ゲーム機は毎日
奪い合い、大人の権

力を使い毎晩やりこんでいました ( 笑 )。どうぶつの
森はオンライン上で友達と繋がることができる為、子
供の学校の友達や、私の友人家族たち等コロナ禍で直
接会えない時も、ゲームを通じて遊ぶことができました。

　　　第4位【バーベキュー】
　自宅の庭で色々焼きまし
た。お肉は勿論、餃子や冷
凍庫で眠っていた干し芋ま
で…。緊急事態宣言中、外
食もせず飯炊きババァに
なっていたのですが、バー
ベキューをする事でずいん
ぶん助かりました。

　　　第3位【バレエ】
　子供のバレエの発表会が
ありました。4 歳から習っ
ているクラッシックバレエ
ですが、1 年に 1 度発表会
があります。これが、何と
いってもお金がかかるので
すよ（涙）。そして、衣装の
サイズ直しは親がやらなく

てはならず、裁縫が何よりも苦手で、玉結びも出来な
い私は一苦労（汗）。しかし今年に入ってやっとトー
シューズが履ける年齢になった娘の為、老眼鏡をはめ
ながら (笑 ) 頑張りました！ 1年頑張り成長した娘の
姿を見た私は…鬼の目にも涙…。

　　　第2位【鬼滅の刃】
　世の中の流行りにのっ
かりました！鬼滅グッズ
貰う為くら寿司へ、映画
は初日に行くためチケッ
ト戦争に参戦したり…。
好きすぎてハロウィンの
子供の仮装を強引に登場
人物にさせてしまいまし
た。※本人もまんざら嫌
ではなかった様子 (笑 )。

　　　第1位【stayhome】
　買い物以外、殆ど家か
ら出ることもせずジーッ
として過ごした 1年。子
供とのたくさんの時間を
過ごしました。TV の前
でダンスしたり、朝早起
きして公園をウォーキン
グしたり、普段の生活で
しないような事を色々や
りました。

　私にとって 2020 年は本当に思い出に残る 1年で
した。そして今年 2021 年はコロナがおさまり普通
の生活に戻れることができるように…願っています。
　皆様にとっても良い 1年になりますように。
　

OSHIDORI STAFF 通信OSHIDORI STAFF 通信
Staff Monthly Column No.30 By Emi Ogasawara

私の部屋 シリーズ私の部屋 シリーズ
第 30 話第 30 話

小笠原 恵美 編小笠原 恵美 編

小笠原家 カウントダウン 2020 ! 小笠原家 カウントダウン 2020 ! 

　お餅が大好きで嚙まないですぐに飲み込んでしま
う小笠原です。皆さんはちゃんと噛んでくださいね♪

2021 新春恒例 

発表！カウントダウン 2020 年 No1発表！カウントダウン 2020 年 No1

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

I wish you a year full of love, joy, 
　　　　　　　　　　 and good luck!
　　　　　　　　　　　　　Emi Ogasawara
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新年あけましておめでとうございます！
2021年になりました。歳を取ると、1年が本当に早く経過しますね…。特に昨年は色々

あった為『あっ！』という間に過ぎた 1 年のような気がします。今年は何事もなく、そし
て待ちに待ったオリンピックも始まります。川越もゴルフの競技会場となっていますので、
とても楽しみです♪
またサム・ライズ社員一同新たな気持ちで進んでまいりますので、今年もどうぞ宜しくお
願い致します！

本年もよろしくお願い致します！今年
は、オーブンを使った料理にたくさんチ
ャレンジしたいと思っています♪普段は
夫に６～７割料理をお願いしているので
ｗ、私でも美味しく作れる料理をマスタ
ーしたいと思い、半年くらい前にオーブ
ンレンジをプレゼントしてくれました。

（もっと料理を頑張れ！と夫から言われ
ているようですがｗ）社内でも、昔に比
べたら料理が出来るようになったよ！と
いうお褒めの言葉をいただいたので、こ
の調子で頑張っちゃいます♪

明けましておめでとうございます。今年
もどうぞよろしくお願い致します。今年
は家事に力を入れて行きたいです♪昨
年、長年放置していた場所の掃除を年末
ではなく暖かい時期にやったのがとても
快適でした。その気持ちを大切に 3 ヵ
月毎、6 ヵ月毎など年末に集中せずサイ
クルを決めて家事も充実したものにして
行きたいです。またそれぞれの実家に帰
省できたらと思っています。早くリアル
で元気な姿を見せたいなー (*’ ω ’*)

新年あけましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願い致します。
2021 年、私は山登りに挑戦してみたい
と思っています！将来、南アルプスのト
レランに挑戦するのが夢なのですが、い
かんせん本格的な登山をしたことがない
ので（笑）まずは走るどころか普通の山
登りからスタートしたいです。大の虫嫌
い尾身には大変、極めて過酷な挑戦です
…まずは高尾山から始めたいと思います
←弱気。笑 コロナでまだまだ不安な日々
ですが、少しでも笑顔溢れる瞬間が増え
る事を祈ります！

新年あけましておめでとうございます。
今年絶対にやる！と心に決めた事があり
ます。それは、、【ダイエット】です。毎
年のように増加していく体重にピリオド
を打ちます！！毎月 1 キロ年間で 12 キ
ロ。いやいや 12 キロとまではいかなく
ても、5 キロ以上は減量します。そして
マラソンはしないですが ( 笑 ) 筋力 up
します。昨年はサム・ライズ代表の公士
郎先生が痩せた姿を見て、うらやましく
思った為、私も決心がつきました。明日
からお菓子を少なめにします ( 笑 )

新年あけましておめでとうございます。
キャンプやアウトドアの料理の動画を
ずっと観ていて、やってみたいなぁと思
いつつ何年も過ぎました。バーナーをか
なり前に買ったのですが、一度も使った
ことがありません。最近観ている動画は
自宅でバーナーとホットサンドメーカー
を使って料理しているのを観ているので
すが、調理は適当で、見た目もひどいの
ですが、とても美味しそうに見えます。
とりあえずクッカーすら手元にないので
ホットサンドメーカーを買うことから始
めていきます！

明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。私は今年
こそは骨盤矯正に行きたいと思ってい
ます！一昨年の夏に子供を出産した際、

「あれ？私産んだよね？」と思うくらい
中々お腹がへこまず…不思議に思い調べ
てみたら、骨盤の歪みが原因だと判明！
昨年のうちに行きたかったのですが、子
育てに追われて中々行けずじまいでした
( 泣 ) 今年こそは骨盤矯正に行きお腹を
スッキリさせたいです！矯正してもへこ
まなかったら…その時は筋トレ頑張りま
す！！笑

　VOICE OF ALL STAFF

石田　香　
Kaori Ishida

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

中西 亮子　
Ryoko Nakanishi

 今月はコレについて語ろう！今月はコレについて語ろう！

今月のお題 2021年これをはじめたいなぁ・・・

次号も
お楽しみに

1小笠原
編集長の

2021
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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

OSHIDORI FILM

今月の一枚今月の一枚
３年前のお正月はドバイでラクダに乗っ
ていました ( 笑 )。 
ラクダって意外と乗り心地悪く、落やし
ないかとドキドキだったことを思い出し
ます。 
世界が落ち着いたらまた行きたいなぁ。

by 亜由美




