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　子供の頃、ピーナッツ味噌が好き
だった林公士郎(こうじろう)です。

10月といえば川越祭りの季節で
すが、今年は早々と中止になりまし
た。このご時世なので、仕方がない
ですねぇ(^^;。来年は盛大に実施され
る事を願います(^.^)。

　さて、前回からの続きです。
待ち合わせ場所の十和田食堂で
同級生と再会。お昼ご飯をいた
だく前に十和田神社と十和田湖
に行き、昔同級生と写真を撮っ
た高村光太郎作「おとめの像」
で24年ぶりにパチリ。彼女と妻
の2人は今でもお歳暮を互いに
送り合う仲で、年末には我が家
に青森の新鮮な魚介類が沢山届
きます（笑）。
　さぁ〜、腹ごなしの散歩も終わり十和田食堂で昼食(^.^)。
十和田バラ焼を頂きました。牛のバラ肉と玉ねぎに特製タレ
をかけた鉄板焼き。甘辛い味付けでお酒が進みます。同級生
夫婦とも会話が弾み、とても楽しい時間を過ごせました。
　そうこうしているうちに2日目の宿「青荷（あおに）温泉・ラ
ンプのお宿」へ到着。ところが、なんと予約がされていない
というハプニング（笑）。T社長が宿の手配をしてくれていた
のですが、どうやら予約が前日になっていたらしい(^^;。本
来ならば、キャンセル料100%請求発生＆この日の宿泊料も
取られるところを、宿のはからいにより前日の宿泊代を充当
してくれました！お気遣い有難うございます(涙)。
　非常に良い湯&美味しい食事が提供されます。ただ、携帯
が圏外になるので電源を切っていた関係で写真が撮れなかっ
たです…。是非一度は宿泊してみて下さい！おすすめのお宿
です(^.^)。

　3日目は、城巡りが好きな私
の為に弘前城に行く事に。実は
桜が有名で、城自体は小さいと
いう印象でしたが、行ってみて
とても気に入りました！弘前城
は、本丸や城門等がほぼ当時の
まま残されています。通常のお
城は一部だけしか残っていない
のがほとんどです。今度は、是
非桜の時期に来てみたいです。

　次は、今晩の宿がある写真に
も写っている岩木山へ。その前に岩木山神社を参拝。龍神様
のパワーが凄すぎです！。
　参拝を終え帰ろうとすると、神職の方と会い、帰る前に左
右の狛犬と一緒に写真を撮ることをすすめられました。良縁
と金運に恵まれるという事で、早速皆様にお届けする為にパチ
リ。これで皆様の運はバッチリです（笑）。
　そして、3日目の宿である「嶽（だけ）温泉・山のホテル」へ
到着。温泉はめちゃくちゃ熱く、そして料理長が変わったと
いう事で、食事のボリュームが凄い！名物のマタギ飯(きじ肉
や舞茸や人参が入った混ぜご飯)を全く食べられず、おにぎり
にしてもらい朝食前にいただきました(^^;。
　最終日は、白神山地にある暗門滝（あんもんのたき）を目指して
自然歩道をハイキング。今年は梅雨が長かったことから、こ
の旅行中もなかなか天候に恵まれませんでしたが、何とハイ
キング中だけ晴天！約２時間、自然を満喫出来ました(^^)。

　最後に青森県ツアーの企画、そして青森県の全ての道のド
ライバーとなって頂いたT社長、有難うございましたm(_ _)m。
次回も宜しくお願いします(^.^)。

写真上左から：岩木山神社 とにかくパワーが凄い！
◆岩木山神社山門の左右にある狛犬 良縁と金運に恵ま
れます。
写真下：白神山地　暗門滝　水量もマイナスイオンも
凄いです！

【岩木山神社】
岩木山神社は、青森県弘前市百沢の岩木山の南東麓に
ある神社。別称、「お岩木さま」「お山」「奥日光」。旧
社格は国幣小社で、津軽国一宮とされる。

ランプのお宿・岩木山
　　　　　　　そして白神山地へ

青森へ Go Go! Part2
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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

　
　
絶
賛

開
催
中
！

開催日程：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/

　こんにちは！メイキットのオミです。
灼熱の太陽や、思わず笑わずにはいられないドっっシャ降り
ゲリラ豪雨など、年々夏がレベルアップしてましたね。今年
の冬はどんな感じかな〜。

　
　さてさて、そんな中私はコロナ禍で
ずっと会えなかった大親友 ( 以前ブロ
グにも登場笑 ) と今年初めて会ってき
ました♡ あー今思い出しても最高に
楽しくて、幸せな時間でした。
　まず、待ち合わせの場所は羽田空港
だったのですが、もう行く前からオミ
は久々の空港にワクワク ( ←搭乗はし
ない )。合流時間より先に行って展望デッキで大好きな飛行機

たちを眺め、ジェット音に心躍らせ、
マーシャラーを激写 ! が… 遠くて映ら
ず（笑）。
　そしていよいよ友だちと再会 !! マス
クを着けようが、どんなに遠くに居よ
うが、一発で分かります♡ 毎日のよう
に LINE で連絡をとったりオンライン
で逢っていても、直接逢えなかったの

は寂しかったです。
　大興奮の再会を果たし、
そのまま空港でランチ…か
らの昼ビール（笑）。
　ちょうどテラスでビア
ガーデンが開催されていた
のでビール党の友と乾杯し

ました。テラスということもありとっても解放感があって、
しかも全然人がいなかったので貸し切り状態で最高でした。
　レストランの店員さんとも仲良しになって終始大笑い。あー
本当サイコー！と二人で何度言ったか。
　そのあと白ワインまで飲み、せっ
かくなので移動して横浜へ。ここで
も解放感を求めシーバスに乗船。こ
の日はとっても天気が良く、外で飲
むビールが格別でした。暑い中歩き
疲れた私たちは二人でお揃いの激安
ビーサンを調達し、港近辺を散策。
地元民ならではの場所ばかり歩いて
いたので、とても静かな場所を気兼
ねなく大笑いして過ごせたのはとて
も良かったです。
　お互いの近況や他愛もない話で盛
り上がり、夜はラーメンを食べて解
散 ( もちろんここでもビール付き )。
散々食べて、飲んで、笑って…充実
の休日でした。
　翌日、朝起きると思い出す記憶が断片でしたが（笑）起き
た時にとっても Happy な気持ちだったので最高にストレス発
散出来た１日となりました。次の日はもちろん長めに、しか
もハードに走り込みましたよ〜（笑）。

OSHIDORI STAFF 通信OSHIDORI STAFF 通信
Staff Monthly Column No.27 By Haruka Omi

私の部屋 シリーズ私の部屋 シリーズ
第 27 話第 27 話

尾身 はる香  編尾身 はる香  編

大親友との素敵な 1 日
Wonderful Day with My Best Friend

みなとみらいの観覧車　楽しい時間はあっという間すぎ帰りの時間が…
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10月に入りました！さて季節はもう秋。食べ物が美味しい季節になりました。
秋の代表的な食べ物サンマ。先日スタッフとの会話でサンマが最近高いと話

題に！昔は１尾 100 円位だったのに、今では 300 円前後になってし
まいました。また、たまに安く売っているサンマはダイエット中？？
と思う位痩せています。また以前のように丸々に太ったサンマを気軽
に食べたいですよね♪

昨年の秋に、長野県へ行き家族で蕎麦を
食べたときに行った、「懐古園」がオス
スメです♪懐古園は、長野県小諸市にあ
り、何度も再建された江戸時代の城跡と
いうことですが、今は道が整備されてお
り、紅葉がとても美しかったです！懐古
園は動物園と遊園地も併設されています
〜！聞いただけでは、なんて広そうな場
所なんだ、と思いますが、動物園も遊園
地も、あわせて 1 時間で回れる広さで
すｗイベントやペンギンの散歩タイムに
遭遇すればもう少し長く居られるかと思
います♪

お薦めのスポットは軽井沢の【軽井沢ホ
テルブレストンコート】です！軽井沢に
石の教会があるよ、と聞いて連れて行っ
てもらったのが秋だったのですが、紅葉
と石の教会の景色というか空気感がとっ
ても素敵でした♪教会からホテルまで石
畳の道があるのですが、森の中なので季
節ごとに訪れても楽しめると思います
し、何より近くのハルニレテラスには美
味しい物がたくさんありますよ ( 笑 ) ま
たゆっくり行きたいなーと思います♪

私のオススメスポットは東京葛飾区の水
元公園です。水元公園は小学生の頃に遠
足で行っていた思い出の場所なんですが
( 完全地元感でますね笑 ) 大人になって
からはランニングで訪れるようになりま
した。丁度去年の紅葉時期にランニング
していてとってもきれいな紅葉を眺めて
走れたのは気持ちよかったです。色んな
路があるのでグルグル回りながら様々な
種類の木々を楽しめます。ただし、広す
ぎて迷子になるので要注意です。

どこも出掛けなくてもベランダから秩
父の山々が見える家に住む小笠原です
( 笑 ) 私のお薦めは入間にあります【彩
の森公園】という公園です。ここには噴
水や池があり、紅葉の時期には木々が赤
色や黄色に染まり、素敵な景色が見られ
ます。休日には子供と絵具を持ってス
ケッチしたり。公園なのでお弁当を持参
でのんびり過ごす場所 !! とても良いで
す！川越からも 30 分くらいと近いので
是非みなさん行ってみてください。

紅葉のお薦めのスポットは特にありませ
ん！というよりも紅葉を観に行くという
行為をした記憶がほとんどありません！
出先でたまたま紅葉を見かけることは
あったかもしれません・・・。有名なスポッ
トも分かりませんが、紅葉といえば花札
の鹿が思いつくので奈良とか京都だった
りするんですかね。今まで紅葉自体を意
識したことがないので皆さんのお薦めス
ポットに是非行ってみたいなと思いまし
た。

私のおススメ紅葉スポットは、ベタベタ
ですがやはり京都です。京都の紅葉ス
ポットは本当に沢山ありますが、中でも
高台寺はライトアップの効果も相まっ
て、時間を忘れてしまう程綺麗でした。
私自身が京都出身というのもあり（因み
に夫は埼玉の坂戸出身です）この高台寺
近くで結婚式を挙げたのですが、丁度紅
葉が綺麗な時期で列席者の方々にも喜ん
で頂けました。いつも紅葉の時期は世界
中からの観光客でいっぱいの京都でした
が、今年は意外と穴場かもしれませんね。

VOICE 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

小笠原編集長の小笠原編集長の「 今月はコレについて語ろう！今月はコレについて語ろう！」

秋深き　隣は何を　する人ぞ秋深き　隣は何を　する人ぞ
松尾 芭蕉

今月のお題 紅葉を見にいコウヨウ？？お薦めスポットは？？

2020.10

次号も
お楽しみに
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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

OSHIDORI FILM

今月の一枚今月の一枚

賢史朗 1歳の夏

トウモロコシ争奪戦勃発！

マジ真剣勝負だー！

by 公士郎




