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こんにちは！「おしどり通信」
などというお便りを書いておき
ながら、毎年9･28の結婚記念日
を忘れる林亜由美です。しかも
夫婦で忘れて、ダイーブ経って
から「そういえば！」と思い出
す始末(汗)。仕方がないので11
月22日（いい夫婦の日だそうで

す）に乾杯することにしました(^^;　ということで今
月もおしどり通信スタートです。

結婚おめでとう！！
　弊社税理士の石田香さんがこの度めでたく結婚いた
しました！！嬉しい！嬉しすぎる！！石田さんは入社
9 年目の社員で、メイキットを立ち上げた時も新宿事
務所を出した時もずっと一緒にやってきたので、私は
娘が結婚するような境地で結婚式へ ( 笑 )。純白のウ
エディングドレスを身にまとった石田さんはとっても
幸せそうで、世界一キレイでした

　コロナウィルスの影響もあって式を挙げるかどうか
とっても悩んだことと思いますが、本当に挙げてよか
ったね！って思います。結婚式は参列した人も関わっ
た人もみんな幸せな気持ちになりますよね。こうして
今思い出しても幸せ感で満たされます。石田さんらし
くアットホームで、終始温かな雰囲気を感じるとって
も良い結婚式でした。
　結婚式の後は、久しぶりにスタッフみんなで近くの
バーへ。よく考えたら、みんなでお酒を飲むのは新年
会以来！最近ずっとテレワークで、２〜3人ずつしか会
ってなかったので、久しぶりのリアル再会で大いに盛
り上がり、気が付いたら5時間も飲んでいました(笑)。
こんな時間を共有できたのも石田さんのおかげです
結婚おめでとう 　世界一幸せな夫婦になってね　
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こんにちは！在宅スタッフの中西です。
今回初めて私の部屋を担当しますので、自己紹介がてら、
以前駐在していたタイでの生活をご紹介します！

自由気ままな南国生活
　私は 2018 年からサムライズの在宅スタッフとして働
いていますが、それまでは 2年余りタイに住んでいまし
た。夫の海外赴任で駐在してましたが、当時はまだ子供
も居らず週 5で習い事に通っていました（笑）
　タイ駐在妻の習い事と言えば、カービングです。カー
ビングとは、ナイフで果物や石鹸に模様を彫るタイの伝
統文化なんですが、私これにハマってしまいまして、週
5で通う事になります（笑）

　果物を彫るなんて勿
体ないと思われるかも
しれませんが、タイは
なんと言っても果物が
激安！！スイカは屋台
だと 1 玉 100 円程で
買えます。なので罪悪
感なく彫る事ができま
した (笑 )。

　このカービング、果物の他に石鹸を彫るソープカービ
ングもありまして、私はそのソープカービング100回コー
スをあれよあれよとマスターしてしまい、なんとサーティ
フィケートも頂きました（笑）タイ人先生曰く「コレガ
アルト、ニホンデ、センセイデキル」らしいですが、趣
味は趣味のままで、思い出は思い出のままでそっとしまっ
てあります。
　今は 1歳になった子供の育児に追われ、趣味で楽しむ
事も出来ていませんが、いつか子育てが落ち着いた時に
楽しみたいです。(果たしてその時まで覚えていられるで
しょうか・・・汗 )

タイで学んだ「マイペンライ」
　海外で生活していると、日本との価値観の違いに戸惑
う事がありますが、タイも「ゆった〜り、のんび〜り、
気にしな〜い」といった感じで、最初は私もイライラし
ました。ですがある時、私の失敗に「マイペンライ！ (大
丈夫だよ )」と笑顔で言うタイ人に気づかせて貰いました。
(この人達自分に甘いけど、他人にもとっても優しい・・・
こんな風に生きられたら幸せだろうな )と。
　このマイペンライ精神は、現在おもに子育ての場面で
大活躍してます！どうしても悲観的になってしまう時に
「マイペンライ！なんとかなる！」と切り替える事ができ、
心が楽になったりします。

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
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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/
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Staff Monthly Column No.28 By Ryoko Nakanishi

私の部屋 シリーズ私の部屋 シリーズ
第 28 話第 28 話

中西 亮子 編中西 亮子 編

I USED TO LIVE IN THAILAND

タイの夕日　一日の疲れが癒される瞬間カービング　私の力作です！
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早いもので、ついこの間迄窓を開けて涼しい～♪と思っていたのに、今では
寒い～！と思う程季節は着々と冬へ向かっています。先月のハロウィン

が終わると同時に町のイルミネーションはクリスマス仕様へ衣替え。こんな感
じであっという間にお正月が来てしまうのですね ( ; ∀ ;) そんな 11 月ですが、
運動するにはちょうど良い季節！籠り生活だったこの 1 年、そろそろソーシャ
ルディスタンスを守って、体を少し動かしてみてはいかがでしょうか？？

私のお薦めは、バックトゥザフューチャ
ー 3 作品やトイストーリーです！これ
らは何回観ても飽きない映画です。非現
実的で面白みがあって、かつ、最後はハ
ッピーエンドで終わるので誰でも楽しめ
ます。最近は、菅田将暉の「糸」で感動
して涙しました。泣ける映画も好みなの
で良い映画がありましたら教えてくださ
い。また、10 月公開映画の「鬼滅の刃」
も（まだ観ていないですが ( 笑 )）お薦
めです♪今年中に観て思いっきり楽しみ
たいと思います♪

私のお薦めの映画は『ロードオブザリン
グ』です！小説が原作の実写映画で、ファ
ンタジー冒険の 3 部作です♪学生の頃
にドハマりして友人と一緒に公開と同時
にパンフレットを手に映画館へ足を運
び、限定版の DVDBOX も購入しました
( *´ 艸｀ ) スクリーンで観るニュージー
ランドの大自然＆当時最新の映像技術に
も魅了され、映画をたくさん観るキッカ
ケの作品となりました。映画雑誌を揃え
たり俳優さんもたくさん覚えたなぁ♪

オススメ映画と言ったら、どうしてもジ
ブリ「天空の城ラピュタ」が出てきて
しまいます !! それはも〜う大好きで！
Twitter で「バルス」事件が起こる前か
ら、各名場面のセリフ完コピでアフレコ
しながら観るのが定番でした。笑なんな
ら、冒頭飛行船のエンジン音から再現し、
モーレス音を出しながら空き瓶でムスカ
を殴るシーンまで再現します〜！こんな
こと書いてたらまた観たくなってしまい
ました。

私のお勧め映画は、【ハッピーエンドの
物語】です。なぜお薦め？？それは、私
が高校生の頃出演していたので ( 笑 ) 私
の黒歴史です。。。
これ以外ですと、ありふれていますが

【ニューシネマパラダイス】です。映画
をみて涙を流すことが、殆ど・・いや、
全くない私が唯一泣いた映画です。普段
は、1 回観た映画を見返すことがないの
ですが、この映画だけは何度も何度も観
た映画です。また、観たくなってきた！！

私のお勧め映画は、昨年放映された
「JOKER」です。MARVEL の映画はよ
く観るのですが、DC コミックスの映画
はあまり観たことがなく、バットマンも
詳しくないのですが , この映画は見応え
がありました。映画を観終わったあとは、
どっと疲れが襲ってきて、重たい感じが
します。現実味はないけれど人間味が
あって悲劇でも喜劇でもある作品です。
観ると気持ちは落ちるのですが、また観
なおしたいなと思っている映画です。

子供が産まれてからは映画館に行かなく
なってしまいましたが、以前は月に 2、
3 回足を運んでいました。そんな私のオ
ススメ映画は数年前口コミから大ヒット
した【カメラを止めるな！】です。最初
観始めた時の感想は「ん〜まずまずかな
〜」でしたが、何が起こってるか分かり
始めてからは大爆笑！！映画館で初めて
涙が出るほど笑ってしまい、劇場を出る
頃には笑い疲れてスッキリ爽快でした。
基本はコメディ映画ですが、家族愛に
ジーンとする場面もあり、観終わった後
前向きになれる様な映画です。

VVOICE 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 秋の夜・・お薦めの映画鑑賞をしてみては？？

次号も
お楽しみに

11小笠原
編集長の 2020
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思い出のこの一枚思い出のこの一枚
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

3 年ほど前、経営支援先のお客様
との懇親会にて、かぶり物好きの
師匠とその弟子 (笑 )。
歌って踊れる税理士目指してね！

                                     by 亜由美




