
　子供の頃から昆虫が好きな林 公
士郎（こうじろう）です。
　9月といえば勿論、クワガタ虫や
カブトムシ虫の季節です。大人に
なってから、オオクワガタの養殖を
始めました。なかなか大きなサイズ
が出来ずに難しかったです(笑)。直
接手で触らず、キッチリと温度管理

をし、餌を与えるとカブトムシは年末迄生きていました。
9月末には死んでしまうと思っていた私もこの生命力に
は、びっくりしました‼

　

　Go Toトラベルキャンペーンで7月25日～28日に3泊4
日で青森に行って来ました‼メンバーは5名（東京都在住
3名、埼玉在住2名）、本来は去年行ったシャスタに行く予
定でしたがアメリカへの渡航は許されず、あっけなく中止
に。その代わりに国内の旅行に行く事になりました‼
　私達は新幹線で新青森駅に行くため大宮で合流し、社内
で昼食を食べ、約3時間で新青森駅に到着。レンタカーで
特別史跡「三内丸山遺跡」にＧｏ‼
　乗車しながら青森県の地図が頭の中に出てきました。青
森県には日本海も太平洋もあります。そして気候も場所に
よって異なり、日本を龍体に例えると青森は喉に当たる。
以前来たのは確か、十和田湖と奥入瀬渓流。大間のマグロ
とねぶた祭りとリンゴが有名くらいしか知らない（汗）。で
も凄く面白い県だなぁ～と感じる。そうこうしてる間に三
内丸山遺跡に到着。遺跡は日本最大級の縄文集落跡で、今
から5900～4200年前のものとされて、当時の生活が復
元されています‼大型堀立柱建物跡は、地面に穴を掘り、
柱を建てて造った建物跡でかなりの技術があったんだな

～と感心しまし
た‼
　なかなか気持
ちの良い場所で、
建物近くの芝生
で30分くらい寝
てしまいました
(笑 )。意外と広
く、遺跡内に縄文
時遊館があり当
時の生活や出土
品が展示されて

　　　　　　　　　　　　　　　　　                        

います‼縄文人と戯れ楽しそうな妻(笑)。次は青森市文化
観光交流施設「ねぶたの家 ワ・ラッセ」に行き、大型ねぶた
を観ました。テレビでは何度か観たことはありますが、実
物を見るのは初めてで豪華絢爛!!これは去年のねぶた大
賞の作品です。この様なねぶたが沢山出る「青森ねぶた祭
り」をぜひ生で見学してみたいと思いました。
　今年はコロナの
為に中止だそう
で、残念です‼そ
して観光も無事終
了して1日目の宿
「浅虫温泉ホテル
秋田屋」さんへ。青森なのに秋田(笑)。
まず出迎えてくれたのは、昔流行った
ウーパールーパー(笑)。何故こんな所
に？久し振りに出会え感動‼部屋か
ら臨む夕日に心が落ち着きます。本日
の日の出から日の入と、細やかなサービスがありました。
夕食も朝食も魚介が中心でボリューム満点。とても美味し
かったです‼
　2日目は八甲田山の近くを通り、十和田湖と奥入瀬渓流
に行きます。その途中で睡蓮沼に立寄りました。小さい沼
ですが、そこのパワーが凄かったです。周辺のエネルギー
が集まる場所みたいです。行く機会がありましたら、是非
お立ち寄り下さいねぇ～。そして奥入瀬渓流に到着。相変
わらず水が綺麗です。この水は、十和田湖から流れて来て
いるそうです。どうりで綺麗なはずです。そして前回来た
時は見なかった雲井の滝を観ました。水量豊富でマイナス
イオン出まくりでした(笑)。
　実は今回、行きの新幹線から妻が専門学校時代の友人に
「今日から青森に行くので明日、都合が合えば会わない？」
とLINEしたところ、十和田湖で昼ご飯を一緒に食べる事
に‼ 待ち合わ場所は十和田食堂。

　睡蓮沼
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September 2020

～ご縁をいただいた、あなたにお届けする～

公士郎版 Vol.31

おしどり通信

ねぶたと大自然の
青森へGo Go!

ウーパールーパーがお出迎え

写真上：部屋からの夕日
写真下：日の出・日の入り時刻

写真上：睡蓮沼（スイレンヌマ）
写真下：奥入瀬渓流

写真上：雲井（クモイ）の滝　マイナスイオンがスゴイ！
写真下：待ち合わせ場所の十和田食堂

写真左上：特別史跡 三内丸山遺跡 入り口　写真右上：大型掘立柱建物跡
写真左下：縄文人と妻　　写真右下：ねぶたの家ワ・ラッセ

To be continued！
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私の部屋 シリーズ
第26話

こんにちは。
税理士法人サム・ライズ スタッフの東海林将斗です。
　あっという間にもう９月ですね。夏が終わり秋が近づ
いてきた今日この頃ですが、私がこの記事を書いている
ときはまだ夏季休暇前です。ですが、現時点ではどこに
も出かける予定はありません！（笑）。
　政府からもお盆の帰省については慎重に考えならなけ
ればならないとの発言があり、GoTo キャンペーンが実
施はされておりますが、どこか旅行へ出かけるにはなか
なか気が引ける状態ですね。もし出かけるのだとしても
マスクは必須だとは思いますが、これまでの人生でマス
クをあまりしてこなかったせいか、それとも顔が大きい
せいなのか、最近はマスクのゴムの影響で耳の裏が痛く
なってきております。また暑がりな私は年中汗をかいて
おりますが、マスクをすると更に汗をかき、マスク越し
に会話をしようものなら滝のように汗が流れ出ます。早
くマスクをせずに大手を振って街を歩きたいものです。
　遠くへ旅行は出来なくても、近場でお祭りや花火大会
でもと考えたりしましたが、どこも軒並み延期や中止と
なり、この調子だと今年は花火を観るのも難しそうです。

　私は花火が観たいというよりも屋台で買い物したいと
いう側の人間なので、今年は頑張って屋台風の料理を作
って自宅で味わってみようかなと思っております。
　

　
　こんなご時世なので必然的に
家にいることが多いので料理を
する機会に恵まれております。
Youtube などで料理動画を見て
はそれを真似して作ってみたり、
また圧力鍋をプレゼントで頂い
たので無水カレーなども作るよ
うになりました。圧力鍋を使う
と全て柔らかくなるのでとても
感動しております。普段ならや
ろうとも思いませんが、自宅にいる時間が多いこんな時
だからこそ鶏ガラを煮込んでラーメンのスープを作って
みたいなと考えております。なので今年の夏季休暇は自
宅で満喫します！　
　次に私が文章を書くころには感染を気にせず出掛けれ
るような日常に戻っていることを祈っております。

Staff Monthly Column No.26 By Masato Shoji

東海林 将斗 編
しょうじ　  まさと

With
コロナ コロナ禍の夏休み　過ごし方の

自宅屋台料理でENJOY！
圧力鍋活用で

我が家の圧力釜

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

　
　
絶
賛

開
催
中
！

開催日程：9/17（木）・11/19(木）・1/21(木）・3/18(木）・5/20（木）　
2020 2021

詳細・お申込はWEBにて https://www.smc-g.co.jp/all-seminar/manage-seminar/11999/
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石田 香

瀬川 舞子

小笠原 恵美

東海林 将斗

最近、埼玉の実家に住んでいる姪と甥
の成長に幸せを感じます。春頃はコロ
ナの為、実家へ帰る頻度も減っていま
したが、8 月は夏季休暇をもらい少し
長めに帰省しました。5 歳の姪はよく
喋り可愛いワガママを連発しますが
w、トイレの時には必ず私を連れて行
き成長した姿を見せてくれます。2 歳
の甥はまだ舌足らずですが一生懸命言
葉を発して伝えようとしてきます。大
人が言う事を何度も繰り返して覚えて
いる姿に成長を感じます！

私の小さな幸せ、それは何といって
も instagram のオススメ ?( 笑 ) で
出てくる投稿を見ることです ! 動物
系の動画ばかりみているので、紐づ
いてオススメされる投稿を見ては
キュンキュンしています。見ている
ときは完全に口元緩んでます (笑 )。
電車で見る時なんて、本当気を付け
ないと変な人です。笑マスク越しで
もばれます。どの投稿も可愛いかっ
たり、クスっと笑えるものだったり
で大変癒されます～

尾身 はる香

kaori ishida

maiko segawa

emi ogasawara

masato shoji

haruka  omi

小笠原編集長の
今月は、
これについて語ろう！

9月になりました。
　今年は梅雨が長く、また子供たちの夏休みも8月に入っ
てからだった為夏が短く感じます。皆様、夏休みはどのよ
うに過ごされたのでしょうか？？殆どの方は、遠出はせず
にいつもと違った夏休みを過ごされたかと思います。来年
の夏は、今年行けなかった所・やりたかった事など、楽しく
過ごせる夏になりますように！！！！
　さて今月のお題ですが、こんな世の中だからこそ、みな
さんの小さな幸せ～♪をおすそわけ。。。

毎日毎日 happy に過ごしていると
思っている小笠原です ( 笑 ) 小さな出
来事も、些細な事でも幸せ～と思って
います。最近では、お土産で頂いた唐
揚げが美味しくて幸せ～♪誕生日月
だった為、色々頂いたり３１アイスが
無料だったり…スケートボードが 1
発で乗れたり…。売り切れで今年は食
べられないと諦めていたレイニアチェ
リーが買えた！！など ( 笑 ) 小さな事
ですが私には嬉しく happy な出来事
でした！

私の最近の幸せは、息子が無事 1 歳
の誕生日を迎えられた事です。こんな
世の中ですから、大きな病気やケガな
くこの日を迎えられた事が何よりもあ
りがたく感じます。とはいえ、折角の
誕生日なのにコロナの影響で何処にも
連れて行ってあげられなかったので、
来年の夏こそは盛大にお祝いしてあげ
たいです。

最近の幸せな出来事は、事務所の近く
にリンガーハットが出来たことです。
夏バテの時にはいつも皿うどんを食べ
ておりました。麵がパリパリしている
ので食欲がなくてもなんとか食べれま
した。今までは日高屋で食べていたの
ですが、皿うどんは大盛が出来ません
でした。しかし、リンガーハットの皿
うどんは麺がなんと 2 倍に出来ます。
でも 2倍にすると結構苦しいです…。 

先日迎えた誕生日に、主人からお花と
息子からハッピーバースデーの歌をプ
レゼントしてもらいました ( *́ 艸｀)
大好きなひまわりの花には手作りの
メッセージカードがついていて、主人
の心遣いと息子の成長がとても嬉し
かったです。それから数日かけて息子
は何度もオリジナルのハッピーバース
デーを歌ってくれました♪

中西　亮子
ryoko nakanishi

今月のお題

最近の幸せ～♪
Happy ～♪
な出来事は？？

Have a nice month!
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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
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今からおよそ 27年くらい前。
福島？か栃木？の鍾乳洞で撮っ
た一枚、顔がチョッと怖い（笑）。 

今月の一枚
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By 公士郎




