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　　 子供の頃から、さつま芋が好きな林 公
士郎（こうじろう）です。
今年は 2 回、近くの農園で芋掘りをし
ました !! 農家の社長に大きいサイズの
さつま芋をゲットする方法を聞きまし
た !! 来年の芋掘りで是非とも試してみ
たいと思っています ( 笑 )。

　今年は例年行事である、BBQ、社員旅行、ハーフマラソン
大会が早々に中止となり、「う～んこのままでは、行事がゼロ
になってしまう（汗）何か出来ないものか？」と深く考えて
みた…。毎年、東松山市で開催しているスリーデーマーチ（3
日間、10 キロ・20 キロ・30 キロ・50 キロのコースを歩く
大会）に全員で参加してゴールしてから同級生が経営する寿
司屋で寿司を腹一杯食べる行事を実施していた。
　そこで、隣にいたカミさんに「ここからいさみ寿司さんま
で何キロあるんかい？」と聞くと「ちょっと待ってね？うん
～ 20 キロだねぇ～」　なんとそれは毎回参加している距離と
一緒だぁ～ ( 笑 )。でも 10 キロしか歩けない社員がいるので

「ちなみに、坂戸駅からいさみ寿司さんまで何キロ？」と聞く
と「おぉ～丁度 10 キロ ( 笑 )」というではないか！というこ
とで、自由参加スリーデーマーチ、独自開催決定！題して「ス
リーデーマーチ風」( 笑 )。雨が降ったら電車で寿司だけ食べ
てこようと ( 笑 )。一週間前から天気を確認。これはいけるぞ
ぉ～とテンションが上がる !!
　いよいよ、当日天気は快晴、13：00 ゴールを目指して川
越組は 7：50 川越駅出発（メンバー山田昭浩社長、寺橋恭子
社長、私達２名の 4 人、平均年齢 53 才）。坂戸組は 10：00
坂戸駅出発（メンバーは小笠原恵美編集長、石田香先生、東
海林将斗君 3 人平均年齢 36 才）う～ん年寄の方が距離が長い、
どないなっとんねんと言うことでいよいよ出発 !!　

川越の観光地の時の鐘を通り北上すると、なんと私が卒園し
た幼稚園の看板が。懐かしくてプロカメラマンの山田社長に
一枚撮って頂く。更に北上すると映画「翔んで埼玉」にも出
ていた山田うどんが…中学・高校時代によく食べたカレーう
どんを思い出す。当時 280 円で 2 番目に高いメニューだった
が、伊勢うどんを細くしたタイプで、まずくもうまくもない。
たいした思い出でもないが、ここも山田つながりと言うこと
で一枚撮ってもらおう。
　更に北上すると長閑な田園風景が広がる川島町へ。ここは
武田信玄と上杉謙信が合戦をした川中島に似ている所から「川
島（かわじま）」と名付けられたそうだ（著名人は日興証券の創
設者の遠山元一さん）。そこから 2 キロ程歩くと東松山市の手
前の吉見町の吉見百穴（よしみひゃくあな）の看板が。「これはゴー
ルまで近い !!」とペースを上げる 3 人。ラスト 2 キロの稲荷
箭弓神社の大鳥居でパチリ。さすがペースが落ちないアスリ
ートチーム（私を除く）。遂に 12：45 にゴール !!。遅れるこ
と 1 時間 20 分、坂戸組も到着、皆で記念写真。その後みん
なで寿司を食べる。今回もとても楽しく充実した 1 日を過ご
すことができた。皆と同じものを食べる喜びに感謝だ～！！

　1 週間後の 11 月 8 日、私はもう 1 人の同級生の税務相談
で東松山市へ。丁度お昼時になったのでいさみ寿司さんへ。
大将の新井正巳君と本日のメニューを右からすべて大人食。

どれも美味しかった !! 幸せ !!　また、同級生の 2 人の車に同
じ日に乗ると言う人生初体験も出来た !! あぁ～満足 !!
　今年は経験したことの無いことがおきた年となりましたが、
おしどり通信で少しでも笑いをと出筆しました。来年も大変
な 1 年になると思いますが「今一瞬を全力で」をモットーに
頑張っていきましょう !! 今年1年有難う御座いました。
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上左：小江戸川越の街並みを通り、いざ出発！ 上中：私が卒園した幼稚園 懐かしい〜 上
右：埼玉といえば「山田うどん」  下左：川島町の田園風景 下右：「吉見百穴」 ゴールは近い！

上左：近づくゴールにラストスパート！ 上右：稲荷箭弓神社大鳥居 ゴールまであと２ｋ
下左：坂戸組と合流！全員ゴールしました！ 下右：今日の健闘に全員でカンパーイ！

左：同級生の新井正巳君。
咲顔が素敵です。右 : 本日の
メニュー はコレ！

いさみ寿司
東松山市材木町 13-11
0493-22-0266

11 月 1 日 20 キロ歩いてきました！
スリーデーマーチ風　ウォーキング大会開催

お客様と共にお客様と共に
走り続けるパートナー走り続けるパートナー
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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：1/21(木）・3/18(木）・5/20（木）　
2021

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

OSHIDORI STAFF 通信OSHIDORI STAFF 通信
Staff Monthly Column No.29 By Kaori Ishida

私の部屋 シリーズ私の部屋 シリーズ
第 29 話第 29 話

石田 香 編石田 香 編

上左：ちびっ子カメラマンのカメラ 　上右：リングボーイのたくみ君とリングガールの
あかりちゃん　下左：2 歳ましろ君撮影　下右：5 歳あかりちゃん撮影　二人ともベスト
ショットを撮ってくれました。

左から :  8 歳ちなつ・2 歳ましろ・5 歳たくみ・
5 歳あかり　ちびっ子カメラマン大活躍でした。

皆さん、ありがとうございました！
涙と感動

　今年最後のスタッフ通信を任されました、サムライズ
の石田香です！ついこの前、オーブントースターにクッ
キングシートを敷いてブロッコリーを焼いていたら、トー
スターの熱部分にクッキングシートが触れていたらしく、
案の定、火がついてしまい一人で大騒ぎしてしまいまし
た（ ;  ; ）火事にはならず本当に良かったです！

　さて今回は、前回のおしどり通信でも大きく取り上げ
ていただきました、自身の結婚式の裏側をご紹介したい
と思います。
　まずは、結婚式を挙げられたことに、感謝の気持ちで
一杯でした。こんな時期に挙げること自体どう思われる
か何度も考えましたが、結果、参列者・関係者誰も感染
はなく、皆さんから盛大に祝福され幸せな 1 日を過ごす
ことができました。
　私自身、挙式や披露宴の始めは緊張していましたが、
披露宴の席に着いた時、目の前に「なんか見覚えのある
立ち姿だなぁ」と思ってよくみた所、「あ！サムライズ
の広報担当の山田さんではないか！！」と気がつき大爆
笑！山田さんは式場のカメラマンさんを押しのけて、私
達の目の前でシャッターを切ってくれるというナイス

パフォーマンスでした
(^^)。それがあまりにも
面白くて、おかげさまで
一気に緊張が解けまし
た。サムライズ全員で大
爆笑して、和やかな雰囲
気に包まれ楽しい披露宴
がスタートしました。そ
のまま披露宴は笑いが多
くて、普通に楽しんでい
る自分がいました♪
　また、私からの披露宴の仕掛けとしては、4 人の姪っ
子甥っ子達による、ちびっ子カメラマンの演出でした。「写
ルンです」の使い捨てカメラと、専用のカメラカバーの
紙を購入してペタペタと貼り付け作業を行い完成！首に
かける紐は、今流行りの鬼滅の刃の柄をチョイスしまし
た♪こちらが思った通り大活躍で、4 人のちびっ子達は
披露宴中にしっかり任務を果たしてくれました。それで
撮れた写真を 2 枚ご紹介します (^^) 私にとって可愛すぎ
る姪達が、天使のように披露宴会場を動き回ってくれて
一生の思い出となりました。
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早いもので、もう 12 月。今年も残すところあと数日です。振り返ると、オ
リンピックが延期、日本の喜劇王志村けんさんがお亡くなりになったり、

全世界がロックダウンで学校が数カ月休校になったりと…今迄に経験したこと
がなく、また昨年の今では想像できなかったほどの 1 年でした。来年 2021 年
こそはみんなが happy で、そしてコロナが終息し無事にオリンピックが開催
できるとよいですね。それでは！今年 1 年お世話になりました。来年もどうぞ
宜しくお願い致します (^^)/

2020 年も大変お世話になりました！今
年は自身の環境の変化が大きい年でし
た。春にはテレワークが導入され、自
宅で 9 時から 18 時まで働くというスタ
イルが普通となり、お客様面談や社内で
は ZOOM が基本となっています。1 年
前では想像もしていませんでした。以前
から一緒に働いていた在宅スタッフと
ZOOM で顔合わせできるようになり嬉
しいです♪また、結婚もしたので新しい
苗字になれず病院等で名前を呼ばれても
無視してしまい、申し訳ない気持ちでい
っぱいです ( 笑 )

今年も 1 年間、ありがとうございまし
た <(_ _)> ほんとうに色々なことがあり
ましたが、息子がアレルギー外来を卒業
できたこと＆石田先生の結婚式に参列で
きたことがとても嬉しかったです！息子
はお友達と一緒のテーブルで給食も食べ
れるようになり、プリンとオムライスが
大好きになりました。めでたく瀬川家の
食卓も卵解禁となりました ( 笑 ) 今年は
周りに支えてもらっていることを実感し
た年でした。ずっとその気持ちを大切に
して行きたいです。

本年は大変お世話になりました！この一
年、世の中悲しいニュースが多かったで
すけど、何だかんだ今までとは違う時間
の過ごし方、家族や友人との時間を経験
出来てとっても充実したものとなりまし
た。そして、今年私の中では唯一のイベ
ント！石田先生の結婚式に参列させても
らい、その後普段滅多に会えない皆と楽
しく飲めたのは最高でしたし、幸せでし
た。2020 年、「ありがとう」が目いっ
ぱいに溢れた一年です！

今年は時間の大切さを改めて知ることが
できた 1 年でした。小学校が休校にな
り子供との時間がこんなに多く過ごせた
のは、生まれてから 1 歳 2 歳以来のよ
うな…( 笑 ) 籠りがちだった生活を改善
するため、朝起きて近くの公園へウォー
キングに行ったり、YouTube を見なが
らダンスしたり…普段なら子供とこんな
時間を共有しなかったと思います。一緒
にいるのでイライラも多く毎日怒鳴って
いたと思いますが、それでも貴重な時間
を過ごせたと思います。今は普通の生活
に戻ってしまいましたが ( 笑 )

本年も大変お世話になりました。今年
はコロナウイルスの影響が大きかった 1
年でしたね。中国で新型ウイルスが流行
している話を聞いたときここまで影響が
出るとは思っていなかったので、とても
驚いております。経験したことのないこ
とは想像することが難しいのだと改めて
学びました。私の一番の影響は、映画館
でポップコーンが食べれないことです。
早くポップコーンを食べながら映画が観
たいです・・・。こんな私ですが、来年
も宜しくお願い致します。

思えば年始の「武漢で謎の感染症流行」
というニュースに「大変そうだね～」と
呑気に話していたのが、まさかこんな事
になるなんて。。思いもよりませんでし
た。個人的には 4 月に育休から復帰す
る予定が、保育園の休園で 2 ヶ月延び
てしまいましたが、なんとかスタートで
き , 一安心。しかし、息子は入園後わり
とすぐに発熱し、それから 1 月に 1 回
ペースで発熱することに（泣）保育園の
洗礼を受けながら、ワーキングマザー 1
年生、仕事＆育児＆家事に奮闘したあっ
という間の 1 年でした。来年も頑張り
ます (; ･` д ･´)

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 2020 年を振り返って…

次号も
お楽しみに

12小笠原
編集長の 2020

MERRY CHRISTMAS
and

HAPPY NEW YAER
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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

宴会シリーズ第二弾！

犬でどや顔の編集長とペンギンに

癒される代表の図（笑）

                                     by 亜由美




