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　一度だけ付き添いで救急車に乗っ
た事がある林公士郎 ( はやしこうじ
ろう ) です。あまりの乗り心地の悪
さに病人としては絶対に乗らない
ぞ！ と誓いました（笑）。
　何故かしら、最近やたらと救急車
が走っているなぁと思っているのは
私だけでしょうか？

とある秋の日、自治会の
理事会をサボって妻の

友人・河村亜紀さんが主催す
る「ごはん会」に、参加して
来ました ^_^　今まで、3 回
予定をしていたのですが、マ
ンボウやら緊急やらで行けず、今回やっとの参加！
　亜紀さんは、淡路島で古民家をリノベーションした宿
泊施設と、三大アレルゲンフリーのお菓子の通信販売を
している会社を経営しています。JOYCIRCUS(https://
joycircus.com/)　妻は亜紀さんのお菓子の大ファンで、
ウチには毎月お菓子の定期便が届きます。どれも自然な
味がして私も毎月楽しみにしています。先日、妻の出張
中に定期便が届き、あまりの美味しさに妻の分迄食べて
しまい激しく怒られました ( 滝汗 )。
　当日の場所は、新宿にあるキッチン付きのレンタルス
ペース。コロナ前までサム・ライズ新宿支店があったす
ぐ近くで、懐かしかったです。そうそう、「ごはん会」と
は何かというと、亜紀さんがつくったごはんを、みんな
で食べるというシンプルな会です。ただ一緒に御飯食べ
るだけだけど、なんとも言えない幸福感。
　では、食事会の様子をお知らせします。お酒を飲む人は、　
持参して下さいという事で近くのコンビニでハイボール
( 濃いめ )500mI×2 を調達 ^ ^　いざ！ごはん会へ！

　河村亜紀社長が調理している様
子。次何が出るのか、つい立って
見に行ってしまう（笑）子供のよ
うです。
　同じテーブルについた、亜紀
ちゃんごはんが大好きな方の携帯
アルバムずらり今迄の料理が！そ
れだけ参加者を虜にしてしまう料

理という事ですねぇ。食べて納得です。

　それでは、私たちが「ごはん会」で
いただいた絶品 Menu のご紹介です！
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実は私、芋栗カボチャが大好きです！これは大ヒッ
トしてしまい、ほとんど私が食べました ^ ^

いちじくと焼きなすのサラダ1皿目
Aki’s Launch

カボチャと胡桃のサラダ2皿目
Aki’s Launch

鮭と紫蘇の実のおにぎり3皿目
Aki’s Launch

思わず又、人の分までも食べてしまった（笑）

里芋とキノコの炒め物4皿目
Aki’s Launch

ここで気がついたのだがぁ、食材が全て旬のもの
だぁ、美味しい楽しい ^_^

秋刀魚の塩焼紫蘇巻き5皿目
Aki’s Launch

年々漁獲量が減ってきていて高級魚になってます
ねぇ、脂と紫蘇のバランスが絶妙です  ̂̂

豆腐とエノキの煮物6皿目
Aki’s Launch

鳥のつくねと枝豆のきんぴら7皿目
Aki’s Launch

ボリュームが半端ない（笑）

亜紀ちゃん
手造りデザートと紅茶8皿目

Aki’s Launch

　ちなみに現在減量中ですが、体
重が増えすぎてトレーナーから怒
られたのは、言うまでもありませ
ん（笑）。美味しい物は人を幸せに
しますねぇ～。
　亜紀ちゃん、ご馳走様でした。

Aki’s LaunchAki’s Launch  MenuMenu

亜紀ちゃん「ごはん会」

これだけの食べてもまだ、食べられる！ とても美味
しかったです。

中央が亜紀ちゃんこと河村亜紀さん

いちじくも焼き茄子も両方柔らかいのだがぁ、
この柔らかハーモニーが実にマッチング!美味しい!

実は、料理のなかで、1 番煮物好き柔らかい豆腐と
エノキのシャキシャキの歯ごたえがたまりません。
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はじめまして。今年の 5 月よりサム・ライズに入社
しました京澤梨奈子です。コーヒーが大好きで、

いつもコーヒー片手に出勤してます。初めての、そして
2021 年最後のおしどり掲載になるので今年初経験した
ことを振り返りました。

　　　　　 「サム・ライズへ入社サム・ライズへ入社」
　たくさんのご縁をいただき、今年の 5 月にサム・ライ
ズに入社しました。前職では営業職をやっていました。
おっとりゆっくりに見られるのですが…バリバリに売上
を追いかけていました。全く異なる業界に転職したため、
勉強勉強の日々です。
　なぜ転職したのかと言いますと…かなり長くなるので
…短く、税理士を志したことがきっかけです。精進して
いきたいと思います！よろしくお願いします。

　　　　　 「引っ越しとツバメ引っ越しとツバメ」
　今年の春に縁あって埼玉県に引
っ越してきました。そして、いつ
の間にかツバメがベランダに巣を
!! いつも物干しざおの、この位置
にちょこんと止まってました。

　至近距離でカメラを近づけてもびくともしません笑 毎
朝ツバメの鳴き声が聞こえ、癒されましたが、約 1 か月
半もの間洗濯物を外で干せず…浴室乾燥をフル活用して
いたら…電気代が驚愕のお値段になりました !!
　ちょうど雛が飛び立ったのが、土曜日の午前中だった
ので親鳥 2 匹と子ども 5 匹が飛び立つ姿を目撃すること
ができました。お家の周りをしばらく周回し”ありがとう”
と言っているようで、とても良い思い出になりました♥

　　　　　 「ぶどう園めぐりぶどう園めぐり」
　シャインマスカットが大好物で
す！はじめてぶどう園めぐりをし
ました。ぶどう園を 5 園もめぐっ
て、今年は 5 房食べました（1 人
でではありません笑）。朝どれの
シャインマスカットは、皮がパリ
ッパリで最高でした !! 
　1 年の中で 2 ～ 3 週間しか手に
入らないということも、私は刹那

的で好きです♥ また、スーパーでは見かけない品種も知
ることができ、新しい味に感動しました来年も巡りたい
です！

　　　　　 「陶芸 初体験陶芸 初体験」
　引っ越して「お皿がない !!」となり、陶芸でお茶碗を
作りに行きました。はじめてのロクロに悪戦苦闘しなが
らも、なんだか想像以上にとっても素敵に出来上がり、
とってもいい思い出になりました。
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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！
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公開中！

開催日程
全日程14：00スタート
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梨奈子の「今年の出来事」
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出来事その 4出来事その 4
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今年も残るところあと 2 ヶ月。
少しずつ寒さも増してきて、冬のファッションアイ

テムも出番が増えてきましたね！我が家はさっそくおで
んを仕込んで食べました～ !! 好きな具材は親子揃って「ち
くわぶ」です (‘ ω ’) 今年の振り返りにはまだちょっと早
い 11 月…という事でみんなにはこんな質問！

今年から、というわけではなのですが現
在ヘアドネーションをするために髪の毛
を伸ばしています！ご存じの方もいらっ
しゃるかと思いますがヘアドネーション
とは、病気やケガで髪の毛を失った子供
たちに、寄付された髪の毛で医療用ウィッ
グを提供する活動のことです！その寄付
の為、現在着々と髪を延ばしています
(‘ ω ’) 寄付の条件が 31cm 以上なので、
もう少し時間がかかりそうですが、カラー
やパーマもOKなのでしっかりケアをし
つつもロングヘアーを楽しんでいます！
ちょくちょく訪れるショートカット欲に
もなんとか耐えて頑張ります (笑 )

今年から電子マネーを使い始めました。
Paypa ｙは導入当初に登録したまま未だ
に使用していないのですが、昼食時は基
本的に LINEPAYで支払っております。ク
レジットカードの場合は後日引落しがさ
れるのがなんとなく苦手です。その点、
電子マネーは残高があり、その中で使用
するので電子マネーの方が自分に合って
いるのかもしれません。あとは今年から
Suica も携帯に入れて、預金通帳もアプ
リから見れるようにしたのでますます携
帯に依存しているなと実感しております。

プライベートではオーブン料理に挑戦し
た年でした！オーブン料理は見た目の良
いものが多く、料理上手っぽく見えるの
で中々楽しかったです♪まずは生地作り
からのピザ、キッシュ、昨年挑戦したア
ップルパイの再挑戦が代表的です！ピザ
は発酵させることがとても難しくて 2度
膨らみませんでした。しかし今はパンの
ホームベーカリーが手に入り、ふっくら
ピザ生地ができるように♪ちょっと話が
変わってきているような、、、汗。話は変
わりますが、11/8( 月 ) より産休に入ら
せていただくこととなりました。復活し
ましたらまた挨拶させていただきます！

石田　香　
Kaori Ishida

尾身 はる香　
Haruka Omi

挑戦！！と思って挑んだことはないので
すが、簿記の勉強を始めました。大学時
代は国文科で古典文学を勉強していた私
にとって、数字は宇宙と同じくらい遠い
存在となっています。税理士事務所に長
く勤務はしているものの、総務というこ
ともあり数字アレルギーが…。そんな私
ですが、今年から勉強を始め、最終目標
は簿記 1級を目指していこうかしら？と
思っております。焦らずゆっくりとです
が、改めて検定を取るとなると何気に休
みの日勉強したりしています。大好きだっ
たゲームもほとんどやらず、子供も机に
向かっています。

小笠原 恵美　
Emi Ogasawara

東海林 将斗　
Masato Shoji

中西 亮子　
Ryoko Nakanishi

山口 ひろこ
Hiroko Yamaguchi

前から欲しかった電動自転車デビューを遂
に果たしました！２歳の息子を後ろに乗せ
て、スイスイ～♪のはずが…私はもともと
自転車の運転があまり得意ではなく、一人
で乗っていてもバランスを崩す事が度々あ
りました (*_*;　こんな事ではいかん！！
と、一人自転車特訓をはじめ、買い物に行
くときなど日々練習していました！この歳
で（笑）まだ息子を後ろに乗せたことはあ
りませんが、憧れの２人乗りを夢見て頑張
ります♪　話は変わりますが、今月から第
二子出産の為、産休を頂く事になりました。
育休が明けましたら、また元気に職場復帰
したいと思っておりますので、どうぞ宜し
くお願い致します。

清水 有美　
Yumi Shimizu

今年の 4月から、英会話教室へ通い始め
ました！道に迷ったり、駅で困っている外
国の方のお手伝いをしたい、でも英語が話
せない…とずっと思っていました。今年、
やっと挑戦する決心がつきました。子供は、
昨年から通っていて、子供のレッスン中、
何をするわけでもなく待っていたので、時
間がもったいない！と思って、同じ時間に
私もレッスンを受けることにしました。子
供が予習と復習をやっているので、私もサ
ボるわけにはいかず…。予習をしていると、
子供に「ママ、発音違うよ～」と言われな
がら頑張っています！

瀬川 舞子　
Maiko Segawa

　今年から始めた挑戦！…コレ！と紹介
出来ることはないのですが、ゆる～く続
けられていることが就寝前のストレッチ
です♪ストレッチは運動不足解消と身体
を柔らかくしたい！というところから家
族みんなで始め、最初は息子もノリノリ
で付き合ってくれましたが今は気の向い
たときにお披露目してくれます (笑 ) スト
レッチをしてから寝ると気持ちよく秒で
夢の中です (^^) これからの季節、冷え性
の私はいつも靴下などに頼ってしまうの
で、今年はストレッチで冬でも快適な睡
眠に繋げたいです！
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おみ はるか
副編集長の

挑戦！！というわけではありませんが、
私が最近新たに始めたことは、ガーデニ
ングとマインドフルネス瞑想ぐらいで
す。今は、どちらかというと、子供達の
挑戦をｻﾎﾟｰﾄしています。子供の頃って
何をやっても挑戦で、たくさんの出来
た！！を積み重ねて大きくなって行くの
ですよね。一緒にその瞬間に立ち会えて
幸せに思います。この人生の貴重な時期
にもっと色々な体験をさせてあげたいの
に、忙しい時はどうしてもテレビのお世
話になりがちです (* ﾉωﾉ ) 私はもっと子
供達に色々な体験をさせる！挑戦をして
みようかと思います。

 今月はコレについて語ろう！今月はコレについて語ろう！

はじめまして。今月から参加する京澤で
す。宜しくお願いします。毎年やろうやろ
うと思ってはじめられていなかった事は…
トレーニングです。今年ついにジムに入会
しました！！毎回びっちり２時間ほどスク
ワットや肩のトレーニングなど頑張ってま
す。びっくりしたのが、つらかった肩こり
がすっかり良くなりました！今のところス
パルタパーソナルトレーナーのおかげで続
ける事ができてます。笑　ジム終わりには
ちゃっかりプロテインを飲んだり、トレー
ニングウェアを新調したり…続けられるよ
うに頑張ります！

「今年から始めた挑戦は ?今年から始めた挑戦は ?」

京澤 梨奈子
Rinako Kyozawa

今月のお題
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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

OSHIDORI FILM

今月の一枚今月の一枚

by 公士郎

3 歳位かなぁ〜 母とのツーショット

写真。小さい頃は、可愛い（笑）。

上福岡町の上野台団地にて。
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