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　子供の頃から、結構寒いのが好
きな林 公士郎（こうじろう）です。
2 月といえば雪の季節です。子供
の頃は好きなのですが…大人にな
ると嫌いになるのは私だけでしょ
うか？ ( 笑 )
　積雪時は転倒しないようにお足

元に気を付けてくだいねぇ～ !!

　2021 年お正月は 7 年ぶりに川越で過ごしました。
結婚時、祖母との約束で「お正月とお盆の年 2 回は
三重の実家で過ごしてくれ」と言われていたので殆ど
三重で過ごしていましたが、今年はコロナもあり埼玉
コロナを三重まで運んでも申し訳ないので、、帰省せ
ず川越で過ごす事にしました。
　1 月 1 日、初日の出を拝むために日の出の時刻を調
べたら午前 6 時 52 分。毎日ウォーキングしていて日
の出と富士山が見れるスポットを知っていたので、そ
ちらまで移動。そんなに人はいないだろうと思いきや
50 ～ 60 人もいる。びっくりドンキー !!（そういえ
ば去年川越駅前の丸井の跡地にできました）

　日の出の方向に雲が
あ る 為、6 時 54 分 か
らお天道様登場。今年
も拝めました !! 例年は
妻の実家 ･ 七里御浜か
ら見ていますが、今年
は歩道橋の上からです。

日本には色々な日の出スポットがあるのでしょうねぇ
～。珍しいスポットがあったら教えて下さいねぇ ( 笑 )。
　次に、引っ越して来て 24 年で初
めて近所の氏神様に初詣へ。意外と
人がいて氏子様も出ていてお札を頂
きましたアマ海老ならぬアマビエ (
笑 )。大事に持って歩いていると道
路にお札が落ちていた。罰当たりの
人もいるもんだ（汗）。
　帰宅後お正月膳と日本酒を頂きました。日本酒は濁
りの発泡酒なので、上のアルミのキャップをとると炭
酸で蓋が凄い勢いで天井に !! 久し振りに元旦から焦
る !!（滝汗）。お雑煮と大晦日に購入した巨大ブリカ
マどれをとっても旨し ( 笑 )。去年は枝豆同様、ブリ

カマもよく食べた。ブリはビタミン D が豊富で、ビ
タミン D はコロナに感染した場合に重症化を防止し
てくれるそうです。お試しあれ !!
　夕飯まで時間があるので、庭に自然薯が生息している
事を思い出しスコップを2丁持っていざ自然薯堀に挑戦。
う～ん、土が固いのと木
の根っこが邪魔で掘れん。
あッ !! そうだ、年末に購
入した家庭用高圧洗浄機
で再挑戦。がしかし勢い
が強すぎて顔から全身泥
だらけに…。あっけなく
退散してお風呂へ直行。

　風呂から上がると夕
飯が。最近のマイブー
ムは Iwatani の炉端焼
器「炙りや」。購入以
来ほぼ毎日我が家では
炉端焼きを楽しんでい
ます。意外と餅が美味

しく焼けました !!
　そして本日が私のお誕生日で、子供からケーキをプ
レゼント ! 有難う御座います !! とても幸せな一日で始
まった 2021 年となりました ( 笑 )
今年も、皆様よろしくお願いいたします。
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こんにちは、瀬川です。2021 年を迎え、早いも
ので 2 月に入りましたね。今回は 2020 年後半

を振り返って少しご紹介します♪

夏には友人が行きた
いところがあれば

と車を出してくれ鴨川
シーワールドへ行きまし
た。海に来たのはかれこ
れ 4 年振りくらいで、息
子にとっては初の海で
す。シーワールドはシャ
チのショーが有名ですよね。最初は水よけのポンチョ
の購入予定はありませんでしたが、満席の観客の 9
割は着用していたのでみんなでビビッて購入しました
( 笑 ) ショーが始まって夢中になっていると、最初の
大ジャンプと勢いのある水しぶきがバシャーン！見事
に自分たちもびしょ濡れになり、顔に直撃してしまっ
た息子は大泣きです。私はショーが見たかったので（←
ひどい）ギャン泣きの息子は主人が会場から連れ出し
てくれました。私はシャチのショーを満喫させても
らい大満足でした (^-^) 息子がシャチが怖いと泣いて

たのでこのままではシャ
チが嫌いになってしまう
…と思いスピードクジに
チャレンジしてぬいぐる
みを get しました！今で
は一緒に寝るくらい大好
きになり、また行こうね、
と話しています。自宅で
はプールにも活躍してもらいました！息子の楽しそう
＆気持ちよさそうな姿を見て足だけお邪魔していまし
たが、後半は自分も一緒にプールに座って涼みました。
家だとすぐお風呂にはいれるし、必要なものがすぐに
持ち込めるし、中々快適でした♪

秋には保育園の運動会
が あ り、 今 回 は 別

の園庭でクラス別開催で
した。１クラスずつの開
催は子供たちの間近で応
援する（声援の代わりに
音の出る応援アイテムを
作ってくれました♪）こ

とが出来て嬉しかったです (^^）マット、跳び箱、鉄
棒とみんな上手にクリアしていく姿に感動しました。
集合写真はなかったけれど、１つ１つのイベントを出
来る形で開催してくれる保育園に感謝感謝です。

年末には姉からお蕎麦、実家からお餅が届きました。
離れていても同じものを食べれるのは嬉しいです

ね。会えない分、連絡す
る回数が増えました。

　2020 年は本当に色んな
想いをしましたが、嬉し
かったことも思い出も増
えました。2021 年も、み
んな笑顔で元気に過ごせ
ますように。

OSHIDORI STAFF 通信OSHIDORI STAFF 通信
Staff Monthly Column No.31 By Maiko Segawa

私の部屋 シリーズ私の部屋 シリーズ
第 31 話第 31 話

瀬川 舞子 編瀬川 舞子 編

Memories of the Segawa family in 2020

瀬川家の 2020年 後半戦2020

おも
いで

ホームページ
リニューアルしました！
お役立ちブログや動画もど
んどん更新中です！
皆さん、是非のぞいてみて
くださいね。

https://some-rize.jp
税理士法人サム・ライズ



OSHIDORI TSUUSHIN  SINCE 2015OSHIDORI TSUUSHIN  SINCE 2015

OSHIDORI TSUSHIN  11

2021 年、明るい 1 年が始まるはずが・・・緊急事態宣言でまた籠り生活
になってしまいました。今まで通り友人知人と気軽に誘い合い飲みに行く

事は出来ない生活。このような時にこそ、家族とたくさん会話したり、または
子供の話をゆっくり聞いたりしながら今は自宅でこのように過ごすしかないの
ですね。1 日でも早く普段通りに過ごしたいです。さて今月のお題は、今は叶
わぬこの思い・・・コロナがおさまり、普段の生活に戻ったら・・

思いっきり旅行に行きたいです！海外に
行けたら嬉しいですが、海外は相当先に
なりそうですね ( 泣 ) 国内であれば、ディ
ズニーランドも行きたいですし、昔から
好きな沖縄や北海道にも、何も気にせず
行きたいです♪沖縄や北海道の料理が大
好きなので、お酒を飲みながらお腹一杯
食べるのが夢ですね☆また、家族や友人
との時間も増やしたいです！私の甥や姪
の成長スピードは凄まじく、年に 2 回は
会わないとついていけないです ( 泣 ) 会っ
てたくさん話したいですし、抱きしめた
いです～！

気兼ねなく外食や遠出したいです♪もう
かれこれステイホームも 1 年になってし
まいますね (´・ω・`) 子供はあっとゆ
う間に大きくなるし、思っている以上に
行くのを我慢したり、会いたいときに会
おうと言えない…というのは辛いですね。
でも贈り物したり、お手紙書いたり、ア
ルバムを作って送ってみたり、行きたい
ところリストを作ったり、と引き続き楽
しんでやりたいです♪あとはディズニー
リゾートなどテーマパークへルンルンで
お出掛けして疲れたー！って遊びまくり
たいです。

年明け早々に 2 回目の緊急事態宣言が発
表され、また自粛生活に拍車がかかって
しまった中ずっと入会を悩んでいたディ
ズニープラスへついに入会しました。毎
日ディズニー映画やマーベル作品鑑賞で

「もっと早く入会しておけばよかった！」
と後悔するレベルです。笑 そして、観て
いるとやっぱりディズニーへ行きたくな
るー (´; ω ; ｀ ) 最後に行ったのはいつ
だったか…季節すら覚えていません。コ
ロナ禍が落ち着いたら家族や友人の笑顔
を見ながらディズニーではしゃぎ倒した
いです。

コロナがおさまったら、やりたい事 2 つ
あります !! v①海外旅行に行きたいです。
それもハワイ !! 先日ハワイに行きたいあ
まり、ハワイのショッピングサイトを眺
めていたら欲しくなり…英語を駆使して
お取り寄せしてしまいました。本当は現
地に行って買いたかったのですが。しか
し今は行かなくても購入できてしまうの
も便利ですよね ( 笑 ) 次にやりたいこと
②は友人とバーベキューや飲み会ですね。
昨年から家の庭で家族 3 人バーベキュー
はしていましたが、やはり友達大人数で
ワイワイとお酒飲んだり過ごしたいです。

もともと外出する方ではないので、どこ
に行きたいとは正直あまりないですね。
私の最近の週末は友人たちと LINE で通話
をしながら桃太郎電鉄をやっております。
オンライン上でやるのもいいですが、実
際に顔を合わせつつ、飲み食いしながら
やりたいなぁと思ったりもしますね。ま
た、どうしても運動不足になりがちには
なるので体を動かしたいとは思いますが、
走るは嫌いなので何か集まってスポーツ
やレジャーをやりたいですね。今季はス
ノーボードに行けるか微妙なところです
が、2 回ぐらいは滑れたらいいなとは思い
ますので、コロナが早く収束するように
祈りながら家に籠ります。

　VOICE OF ALL STAFFVOICE 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 コロナがおさまり、普段の生活に戻ったら　何する？何したい？？

次号も
お楽しみに

2小笠原
編集長の

2021

初めまして！ヨーロッパより在宅で働か
せて頂いている山口です。今月から参加
させて頂きます。よろしくお願いします。
コロナが収まったら日本に帰省して、家
族や友人に会いたいです。美味しい日本
食が食べたいです。温泉に行ってリラッ
クスしたいです。一緒にお仕事をしてる
サムライズのメンバーと実際に会ってお
話がしたいです。現在、ｺﾛﾅ大流行のヨー
ロッパから日本への帰国は多くの規制と
手続きが必要になるため簡単に帰れませ
ん。早く日本に自由に帰れる日が来ます
ように。

山口 尋子
Hiroko Yamaguchi

今のところコロナ収束が見込めず、くじ
けそうになってしまいそうですが。普段
の生活に戻ったらまず、私の祖母に息子
を会わせたいです。一昨年誕生した息子
に会えるのを心待ちにしてくれてたので
すが、高齢の祖母に会いに行くのはこの
ご時世、恐くて出来てません。収束した
ら真っ先に会いに行きたいです !! また、
大宮の鉄道博物館にも行ってみたいです。
新幹線が大好きな息子のために一度は行
くことも考えたのですが、これもやはり
人込みは避けようと断念しました。好き
な所へ自由に行ける日が一日でも早く訪
れますように。。
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A PHOTO OF MEMORIESA PHOTO OF MEMORIES

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
かぁかぁかぁかぁ〜絶景かぁ絶景かなぁ !!

27 歳の夏 福島の温泉にて。昔は、気がつ
かなかったが、良く見るとオーブが 3 つも
写りコンドル！

by 公士郎




