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こんにちは！
息子が小学校 4 年生のとき、「ねえ
ママ、うちに来ているサンタさんは
本物だよね？」と聞かれてドギマギ
した林亜由美です。「も、も、もち
ろん！！」と言ったものの、「サン
タさんは小さい子のお家から順番に
回るから、今年からはもう寝てから

来るね」と抜かりない会話を交わしたことは良い思い出
です笑。ということで今月もおしどり通信スタートです。

　11 月 26 日、富士山マラソンにチャレンジしました！
今回はなんとオットも一緒です。エントリーしたのが 8
月末、当日までは 4 ヶ月あるしなんとかなる！と張り切っ
て練習してきたのですが、張り切りすぎて 10 月末にな
んと股関節故障！一時は歩くだけでも激痛で、しばらく
の間練習ストップ。マラソンのために頑張ってきた筋ト
レも休んで、結局 11 月に入ってからは一度も走れず…。
　一方オットはかなり順調に
練習してきたのですが、これ
またやりすぎて足の中指を痛
めてしまいコチラもイマイチ
な状態に。はい、やりすぎ夫
婦です ( 汗 )。こんな調子で
ふたりとも不安を抱えたまま
当日を迎えました。一緒に
誘ったホノルルマラソンメン
バーの天間さん、山ちゃんと
も合流していよいよスター
ト！出発前はみんな元気いっ
ぱいです！
　当日の気温 1 度。サム～イ！！けど、天気最高！！富
士山マラソンは、河口湖と西湖をぐるっと一周するコー

スとなっています。今回が記念
すべき第 10 回目開催！ 10 年前
の第 1 回に河口湖一周のハーフ
マラソンに出て以来の参加です。
このレース、至るところから様々
な角度の富士山が見えてロケー

ションは最高！しかし！コースがめちゃくちゃきつい上
に、6 つの関門がありそれぞれ制限時間内に通過しなく
てはなりません。スタートしていきなりの上り坂で早く
も心拍数 180( 笑 )。その後も、フラットな道はほぼなく
て、上り・下り・カーブの斜めなどハードコースが次々
と展開されます。いや～、キツイ！もっと下調べしてか
ら申し込めばよかった、と反省。しかも、3km 地点で早
くも故障した右股関節の痛みがどんどん強くなってきて、
そこをかばうせいか左の膝まで痛くなってきました。「や
ばい、もう 5 キロでリタイアかも…」しかし、救護所の
前を通るとリタイアするのがもったいない。「完走メダル
欲しい！」→「もう無理かも」→「千里の道も一歩から」
→「次の救護所でリタイアしよう」と心の葛藤を繰り返し、
足がバラバラになりそうな感覚のままなんとか第 3 関門
の 30 キロ地点まであと 200 ｍの看板発見。その時「あ
と 14 秒です！急いでー！」の声が！えーっ！だめだー、
私の人生最速タイム 100m ＝ 9 秒 2( 遅！ )。無残にも目
の前で門が閉じられてしまいました。
　「はい、お疲れ様でしたー！バスに乗って下さいね～」
とスタッフさん。見ると観光バス並みの大きな収容車が 3
台も。その後も命からがらここまでたどり着いたと言わん
ばかりの選手たちがヨロヨロと乗り込んできます。途中棄
権は残念な結果だけど、人生初の貴重な体験でした。
　一緒に参加した他の 3 人は、山ちゃん 10km、天間さ
ん 35km でタイムアップ、そしてなんとオットは唯一
初フルマラソン完走！！さすが鋼のメンタルを持つ男！
すごい！！かわいい完走メダルと記念タオルが我が家に
やってきました。良かった良かった！
　今回は残念な結果です
が、来年必ずリベンジし
て完走しようとみんなで
誓いました。一緒に行き
たい方、ぜひご連絡くだ
さいね！！
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皆様初めまして！ 8 月より税理士法人サム・ライズ
へ入社いたしました、城下 楽晴（じょうか よしはる）と

申します。
　私は、高校生の時に初めて簿記を学びました。最初の
頃は何をしているのかよくわからず、ひたすら取引と仕
訳を対応させて暗記していました。やがて試算表や決算
等について学ぶうちに全体を体系的に理解することがで
きました。会社の 1 年間の取引がわずか数ページの貸借
対照表及び損益計算書に集約されることに驚きました。
　また同時に会社のことを会計の視点でもっと深く学び
たいという意欲が生じました。そこで私は税理士を志し
ました。現在はようやく日商簿記 1 級に合格し、税理士
になるためのスタートラインに着きました。
　これからは仕事と勉強の両立をはかり、皆様のご期待
に添えるよう精進いたします。どうぞよろしくお願いい
たします。

今回、私は日頃の運動不足解消を兼ねて、川越運動公
園へ行ってまいりました。

公園内には、総合体育館や陸上競技場、テニスコート等
があります。私が行った日は、秋の涼風が吹くなか日差
しの暖かさを肌に感じる絶好の散歩日和でした。
とても広い公園ですが、たくさんの方がいらっしゃって

いるので活気があります。犬
の散歩をされている方も結構
いらっしゃいました。いずれ
私も犬を飼った際には、こち
らの公園の常連になること間
違いなしです！ そんな公園の
中で私は外周を散歩しました。

　道の両脇には木々が生えて
おり、自然を感じながら歩く
ことができます。公園に入っ
て右手へ進むと総合体育館が
あります。こちらは外から見るとその大きさに圧倒され
ます。さらに奥へ進むとテニスコートがあります。道は
変わらず、両脇に木々があり心地よさで胸がいっぱいに
なります。そのまま道なりに進むとちょっとした広場が
あります。階段があり、下の方へ降りられるようになっ
ています。

　こちらの広場の手前を左手
へ進むと陸上競技場の正面口
があります。公園内で最も大
きい施設です。陸上競技場の
正面口から見て右側に自由広
場という場所があります。こ
ちらは一面が芝生に覆われ、
友達と一緒に来た方や親子連
れの方や犬と一緒に来た方な
どが楽しそうに運動をされて
いました。今回この公園を 1

周しただけですが、とても心地よい気分になりました。
また行きたくなるようなとても落ち着く場所でした。

　今度行く時は 1 周だけでなく、何周か回りたいと思い
ます。これから冬になりますので、もしかしたら行ける
のは来年以降になるかもしれません。その時は桜を見な
がら歩くことになることでしょう。また楽しみが一つ増
えました。
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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/
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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
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M erryChristmas ‼‼ついに 12 月です。とってもいろ
んなことがあったはずの 1 年も、年のせいでしょうか…

記憶が曖昧なほどあっという間な 1 年だった気がします。こ
れ、毎年言ってます ( 笑）今年最後 12 月号は産休に入った 2
名（石田・中西）が抜け、新たに 8 月入社の森田・城下が仲
間入りとなります！今年もお世話になりました。そして、今後
ともどうか皆様よろしくお願いします。

　長かった保育園生活が終わり、無事次
女もピカピカの 1 年生になった 2021 年。
本当にあっという間でした。気付けば来
年は長女最後の小学校生活。母ちゃんは
色々適当で且つ、頼れない分 ( 笑 ) 娘達
は逞しく母の苦手な分野を特化して強く
なってくれました ( 裁縫・虫退治・洗濯畳 )
今年が一番娘達の成長を強く感じた 1 年
です。そしてその母ちゃんは老いを強く
感じた 1 年となりました ( 笑 )。来年は娘
達と旅行やお出かけを存分に楽しみたい
です！今年も大変お世話になりました！
よいお年をお迎えください。

　2021 年を振り返っても 1 月からずっ -
と慌ただしかった気がします。毎年言っ
ている気がしますがあっという間でした
ね。昨年のふるさと納税で 1 月ぐらいに
届いたいくらをやっと先日食べました。
冷凍ものだったので期限は意外と平気で
した。美味しかったのですが、量がそこ
そこ多く、正直飽きてしまいました。2パッ
ク入っていたのでまだ 1 パック残ってい
ます…。今年はどこのふるさと納税をし
ようかと思いつつも今年はやらない可能
性もかなり高いです。皆さんのおすすめ
の返礼品があれば是非教えて下さい。

　ちょうど今、年賀状の写真を選んでい
るところなのですが、今年も見事にマス
ク顔ばかりですが良い顔してます ( 笑 )。
最近の息子は、なかなか会えないとわか
っている人と遊んだ時のお別れが寂しく
て泣くようになりました。ここ 2 年は家
と保育園との往復でいつでも会える人間
関係が中心だったので、なかなか会えな
いことを理解してるんだな、と成長を感
じました。2022 年はもっと色んなこと
をして遊んだり、みんなと一緒に過ごせ
る時間を増やしてあげたいな、と思いま
す。今年もほんとうにありがとうござい
ました！

瀬川 舞子　
Maiko Segawa

尾身 はる香　
Haruka Omi

　早いものですね…もう 1 年が終わりな
んですね。今年は父親が倒れ 3 度の手術
をし、休みは病院の毎日でした。その中
で夫が独立、そして子供の学校行事 etc
…仕事では会社移転 ( 笑 ) と暇な時間がな
い程、1 日 1 日が過ぎ去っていきました。
普段自分のスケジュール帳は白紙なのに、
今年に限っては真っ黒に！！うまりまし
た。本当は穏やかな毎日を過ごしたかっ
たのですが (^^ ♪　やはり、健康管理は
大切だと思いました！来年こそは、コロ
ナも収まりつつあるので旅行や楽しい予
定でスケジュール帳埋めたいです☆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

　2021 年を振り返って…今年は変化の年
でした！　転職に、引っ越しに盛沢山で
した。様々な変化がありましたが、特に
思い出に残っているのは、食中毒にかかっ
たことです…。鳥刺しを食べて食中毒に
かかり、高熱と食事がとれない期間を 10
日も過ごしました！！気持ち悪すぎて病
院に行けず（起きあがる事もできず）、やっ
と病院に行けるようになった頃には良く
なりました。それ以来、生肉は避けるよ
うになりました笑 10 日後…強制デトック
ス？！でお肌がきれいになりました。笑

森田 康太郎   　
Morita Koutaro

城下 楽晴 　
Yoshiharu Jyoka

　皆さん初めまして。今年の 8 月から入
社しました。城下 楽晴と申します。私は
今年サム・ライズへ就職してから生活が
一変しました。新人として学ぶことが多
く、日々を過ごすことでやっとです。し
かし忙しい日々でも散歩をしたり読書を
したりなど楽しく過ごさせていただいて
おります。また、勉強をしていく中で得
た知識を実務に活かすことができること
に喜びを感じております。今後とも末永
くサム・ライズの一員として皆様に貢献
いたしたく存じます。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

　2021 年は、引き続きコロナな一年で
したね。10 年前に東京からヨーロッパ
の田舎に引っ越してきて、コンビニもｱﾏ
ｿﾞﾝもなく、人って、今まで当たり前な
ものが、実はなくても生きていけるんだ
なって思っていました。が、コロナ禍で
さらにレストランも閉まり、旅行も行け
ず、友人とも自由に会えなくなってしま
いました。それでも、楽しく暮らせる事
がわかりました。人間、衣食住さえしっ
かりしていれば、それ以上は生きて行く
上でおまけなんだなーと学んだ一年でし
た。でも、やっぱり日本には帰りたいで
す。来年こそは日本に帰れますよーに！

 今月はコレについて語ろう！今月はコレについて語ろう！

　2021 年は、家族の大切さを改めて感じ
た年でした。コロナの影響で外出が自由
にできませんでしたが、家の中での遊び
を考えたり、少し外出できるようになる
とキャンプへ行ったり、また家の片付け
や掃除などみんなで協力してやることが
でき、怒ったり、怒られたりは諸々あり
ましたが (?!)、総じて楽しく感謝でいっぱ
いの 1 年でした。また、以前はお手伝い
にきてくれていた母も来ることができな
くなり、改めてありがたさを感じました。
そして仕事も楽しくできました。いつも
気遣ってくれるスタッフの皆さんに感謝
です！

「2021年を振り返って?2021年を振り返って?」

清水 有美
Yumi Shimizu

今月のお題

　はじめまして！ 8 月に入社しました森
田康太郎と申します。新人です！（サム・
ライズでは、ですが）。日々新しいことに
チャレンジしてまだまだ成長していきた
いと思っています。入社した時は真夏で
半袖ノーネクタイのクールビズだったの
に、もうすっかり冬でコートの季節です
ね。私のサム・ライズでの期間は 5 か月
とはいえ、あっという間に年が終わろう
としていることにびっくりです。12 月
の源泉徴収票をもらったら、ふるさと納
税をするのを楽しみにしています。毎年
果物の返礼品を選んでいますが、旬にな
ると届くみずみずしい果物は格別ですし、
忘れたころに届くのもうれしいものです。



☆おしどり通信は、林公士郎・亜由美がご縁をいただいた方に毎月お届けしています。ご意見ご感想などお寄せいただけるととても喜びます☆
　　　　　　　  発行元：税理士法人サム・ライズ
　　　　　　　　〒 350 ｰ 1124  埼玉県川越市新宿町 1-16-4　カワイビル 2F 　　TEL : 049-249-0222     FAX : 049-249-0220
　　　　　　　　e-mail : ayumi-hayashi@some-rize.net  URL :         　　　　　　　　発行編集責任者：林 亜由美

OSHIDORI TSUUSHIN  SINCE 2015OSHIDORI TSUUSHIN  SINCE 2015

https://some-rize.jp/

SOME･RIZE & MAKEIT HISTORY

思い出のこの一枚思い出のこの一枚

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

OSHIDORI FILM

今月の一枚今月の一枚

by 亜由美

一歳とは思えない眼光と骨格！

特に張り出したアバラボネは、生まれ

た時から変わらず、トレーナーさんも

ビックリの開き具合です (笑 )。生まれ

た時からたくましく生きていくことを

約束されていたのですね。感謝！
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