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〜ご縁をいただいた、あなたにお届けする〜

料金後納郵便
お客様と共に
走り続けるパートナー

Jun 2021

ゆうメール

公士郎版 Vol.36

子供の頃から、柏餅が好きな林
公士郎（こうじろう）です。
６月といえばそろそろ、梅雨の季
節です。ここ 2 ～ 3 年はあまり
雨が降って無い印象で 1 年を通し
て、降る時はまとめて降ります。
季節も四季がはっきりせず、暑い
か寒いか極端になってきた印象を受けますが、皆様は
どう思われますか？

場所は千代田区の平河町。最寄り駅は永田町 2 番出
口から 3 分位です。
料理は写真 OK 出ましたが、店の中は、隠れ家的に
なっいているので撮影は NG。私は、ミシュランの星
を貰っている店にはまだ行った事がないのですが、密
かに星を狙えるのではないかと思っています !! 飲み
物は、やはり日本酒の黒龍を二合頂きました !!
コースでは、温かい食事もでてきます。大将曰く、
「お鮨屋って冷たいものが殆どで身体が冷えてしまう
ので途中で温かいものを入れてるんですよぉ～」
なるほど、大将の気配りなんですねぇ～店内の写真が
ないのが残念ですがとても落ち着けるつくりとなっ
美味しいお鮨を
ております !! 是非、
食べに行って見てくださいねぇ～、
食べてきました！
綺麗な女将さんもおります。
顧問先のお鮨屋さんが、3 月に OPEN。早速、先
次は、都内に出た時にランチも行ってみたいです。
日 同じく 4 月から起業した方のお祝いもかねて 3
人で食べてきました !!
お店の名前は「鮨 誠虎（すし まこと）」。大将は熊本出
身、銀座の有名店や他のお店にも修行していて全国
の美味しい食べ物を良く知っています !! 紙面下段に、
鮨 誠虎
メニューの写真を一気にお見せしますが、どれも産地
東京都千代田区平河町 2-14-14
TEL:03-6272-9152
にこだわっていて、私も殆どが初めて食べる産地のも
昼 :12:00 ～ 14:00
のでした ( 笑 )。夜のコースは 2 万 3 千円（税込）で
夜 :17:00 ～ 19:30
19:30 ～ 22:00 (2 部制 )
完全予約制となっています。
※夜のみ完全紹介制、完全予約制
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ご馳走様でした！

1. 炭焼きそら豆 2. 鯛の刺身としめ鯖の軍艦巻き 3. 毛蟹と熟成蟹みそ 4. 稚鮎唐揚げと蟹クリームコロッケ 5. 茶碗蒸しウニ乗せ 6. 天然本マグロ千葉沖大トロ
7. 車エビ 8. 道産ウニ 9. 煮アナゴ 10. 玉 11. デザートのほうじ茶アイス
出てくるものどれも絶品！日本酒がすすみます（笑）
埼玉県川越市新宿町 1-2-13 川建ビル 2F A
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OSHIDORI STAFF 通信
Staff Monthly Column No.35 By Hiroko Yamaguchi

私の部屋 シリーズ
第 35 話

山口 ひろこ 編
こんにちは！在宅スタッフの山口です。私はヨーロ
ッパにある人口 400 人の田舎村から川越へインター
ネットを通して出勤しています。
早いもので、こちらに住み始めて 11 年が経ちまし
た。最初のうちは、こちらで仕事をしたり学校に通っ
て会計の資格を取ったりと慌ただしい生活を送ってい
ましたが、子供が産まれた事をきっかけに、田舎に引
っ越してのんびり暮らしています。周りにお店もほと
んどなく、自然だけはたくさんあるので、週末は自然
と戯れる生活をしています。
今日は、田舎での夏の週末の過ごし方をちょっと紹
介していきたいと思います。

散歩とハイキング

Walking & Hiking

私の住んでいる場所は、山と
ブドウ畑と湖に挟まれた場所
なので、家の周りを歩くだけで
もとても気持ちが良いです。

湖水浴

Lake bathing

暑くなると、湖畔は、日光
浴と湖水浴を楽しむ人でいっ
ぱいになります！
冬が厳しい分、太陽が恋し
いのでしょうね！

ガーデニング

Gardening

ポニーと散歩

Walking with a pony

去年、お庭のある場所に引
っ越しましたが、ヨーロッパ
の田舎でお庭を持つことがど
んなに大変か思い知らされま
した。景観を大事にするので、
どの家も、芝刈り、雑草取り、
みずやりを完璧に行っていま
す。時間も労力も必要で大変
です。そして、
お花で綺麗にお庭を演出しているので、
義務ではないですが、
お花のプロデュースも必要です。
でも、ガーデニングってやってみるとハマりますね！
畑を作ったり、花壇を作ったりと楽しんでいます。
今年は異例の寒さで、まだ 15 度を超える日が少な
く、咲いたお花の写真はまだありませんが、次回の記
事でお見せ出来たらなって思います。

毎週日曜日の午前中は、ポニ
ーのお世話をして、その後に娘
とポニーと散歩しています。
寒い冬は大変でしたが、今は
気持ちよく散歩が出来ます。

テラスで白ワイン

Enjoying wine at terrace

開 20
催 21
中
！

暖かくなると、こちらの人たちは、テラスで地元の白
ワインを飲んでゆっくり至福の時間を過ごしています。

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 7/22【木】9/16【木】11/11【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

全日程 14：00 スタート ※2022 年開催日決定 同封チラシをご覧下さい

詳細・お申込はWEBにて

※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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VOICE OF ALL STAFF
尾身
副編集長の 今月はコレについて語ろう！

水

無月・梅雨の季節ですね～！小学生の頃、梅雨なのになんで水無月って書くのか不思
議で必死に辞書で調べたことがあります。今は携帯ですぐに検索出来て便利ですよね。

その分辞書を全く開かなくなったので今辞書を使ったらとても引くのが遅そうです (笑 )。
でも、本のページを開く音や感触が好きで私は今も読書はアナログ（？笑）派です。中学生
の時にドはまりしたハリーポッターは分厚くページ開きが快感でした。そして何より、あ
の分厚さを読破した時の達成感がなんとも溜まりませんでした♡

6月のお題

石田

香

Kaori Ishida

瀬川 舞子

Maiko Segawa

尾身 はる香

Haruka Omi

山口 ひろこ

Hiroko Yamaguchi

密かにハマってる・・・最近のマイブーム！
私は密かに匂いフェチです ( 笑 ) 前々から
で、何人かにはバレていますが、何か新
しいものをみるとすぐに鼻を近づけて匂
いを確認する癖があります。食べ物をは
じめ、柔軟剤の匂いや新築の匂いなど大
好きな匂いがたくさんあります！最近担
当の美容師さんにオススメされハマって
いるものが、ヘアオイルの香りです♪ド
テラというアロマオイルを販売している
会社のヘアオイルなので香りがバツグン
です！この香りを言葉で表すのは難しい
のですが、少しミントのような爽やかな
香りがあるため、シャンプー後もリフレ
ッシュできます！
最近はレゴで動物や乗り物を作ることに
ハマっております ( 笑 ) きっかけは息子が
「ハウルの動く城」にドハマりし、一時期
毎日のテレビはもちろん、ブロックでお
城を作り、セリフを入れてハウルごっこ
をしていました。そんな息子にもっとい
ろいろ作れるようにとクラシックを購入
したことです。レシピを見ながらでも難
しく、そのクオリティーに感動して今で
は私の方が夢中です ( 笑 ) クラシックは細
かいし薄いつくりなので紛失や破損も怖
いですが、息子も自分なりにいろいろ作っ
て見せてくれるので楽しいです♪
この 1 年半、一気に世の皆様に名前を知っ
ていただけた「尾身」こそがブームでは
ありますが ( 笑 ) メイキット尾身のブーム
は部屋の模様替えと整理整頓です♡もと
もと部屋に多くの物を置くことが嫌いで、
尚且つカラフルな色身が部屋のアチコチ
に散らばっているとイライラしちゃう性
格なのでシンプルな家になっていると思
います。が、外出自粛生活でちょっとし
た小物や照明を変えていくうちに模様替
えにドハマり !! 整理整頓はｼﾝﾃﾞﾚﾗﾌｨｯﾄす
る配置に設置出来た時が最高にスッキリ
します！今は季節によってｿﾌｧｰｶﾊﾞｰや電
飾を変えて楽しんでいます !!
私が密かにハマっている事は、お庭の芝刈
りと雑草取りです。芝は奥が深く、芝の
性質をしっかり理解して管理すると、青々
と綺麗な芝になるので日々研究をしてい
ます。芝刈りを行った後に、綺麗に刈ら
れた芝の上で子供たちが楽しそうに遊ん
でいるのを眺めるのが大好きです。芝が
綺麗になると、気になるのが雑草たち。
雑草は抜いても抜いても生えてくるので
すが、雑草を抜いている間は無になれて
一種のメディテーションと化しています。
雑草の種類ごとに対応が違ってくるので、
色々と戦略も必要です。時間さえゆるせ
ばずーっと雑草を抜いていたいです。

埼玉県川越市新宿町 1-2-13 川建ビル 2F A

小笠原 恵美

Emi Ogasawara

東海林 将斗

Masato Shoji

中西 亮子

Ryoko Nakanishi

清水 有美

Yumi Shimizu
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流行りですかぁ～それはですね。。ズバ
リ！！韓国ドラマです。クオリティが高
く毎回引き込まれてしまいます。恋愛も
のも好きですが、私自身もうワクワクす
るような恋愛とはかけ離れた生活で、人
間的にも冷め切った性格になってしまっ
たので…今はワクワクラブラブ♡ドラマ
より、ドロドロとした人間関係やゾクゾク
するようなサスペンスが大好物です ( 笑 )
そして韓国ドラマでよく食べている料理
にも目が行ってしまい、スーパーでも韓
国調味料をジッーとみたり、キムチをお
やつ代わりに食べたりしています。
最近ハマったものは先日友人宅でやった
「かつのう」の立体 4 目並べです。ルール
はシンプルで黒と白を交互に置いていき、
先に 4 目を並べたほうの勝利です。高さ
の要素が加わるだけで無数に 4 目の作り
方のパターンが生まれます。回数をこな
せばこなすほど、縦の動きに意識が向か
い、単純な横の動きの 4 目に気づかなかっ
たりします。ひたすら攻めるのではなく
相手の置ける場所を制限していくと勝て
るような気がします。ルールがシンプル
がゆえ攻め方に性格が出て面白いです。
機会があれば是非お試しください。
私が最近…というより数年前からハマっ
ているものは「K-POP」です♪まさか自
分がこの歳で K-POP にハマるなんて…と
最初は戸惑いましたが、一歩踏み出して
みるとそこはもう沼！ズブズブにハマっ
てしまって抜け出せません！ ( 笑 ) 沼にハ
マる要素はいくつかありますが、何より
もパフォーマンスのクオリティの高さが
凄い！一糸乱れず揃ったダンスは圧巻で
す。このパフォーマンスの裏には並々な
らぬ努力があるんだ…と感動してしまい
ます ( ; ∀ ;) 今はコロナの影響で生のライ
ブには行けませんが、収束したらオタク
活動を再開したいと思います！
気 候 も よ く な り、 ス テ イ ホ ー ム も あ っ
て、最近は、家庭菜園にハマっています！
GW の間に玄関前には、ハーブを数種類・
庭にはトマトやキュウリ・ヤングコーン
などの野菜の苗を植えました。キッチン
には、土・プランター・種・肥料の入っ
ている簡単家庭菜園を購入して、種を蒔
きました。5 日ほどで芽がでてきて、家族
で大喜び！子供と一緒に今日はどのくら
い成長したかな～？？とお庭やキッチン
のプランターをみる楽しみが増えました。
夏には、おいしい野菜が食べられること
をイメージして朝からウキウキ気分な今
日この頃です。
https://some-rize.jp/
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思い出のこの一枚

A PHOTO OF MEMORIES

OSHIDORI FILM

今月の一枚
税理士に登録した直後の正月の写真。
ラップに包まれる私、お刺身の気持
ちが分かりました（笑）。
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。
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