
こんにちは！サンタさんは知り合

いのおじさんだったということを

年中さんの時に知ってしまった林

亜由美です。お菓子が入った長靴

を大きな袋に入れてやってきたサ

ンタさん。「わぁ！」と思ってサ

ンタさんの顔を見たら、よく会う

おじさんの顔・・・。なんだか妙

に寂しかった子供の頃の記憶です。夢は壊さないよ

うにしましょうね！ということで、今月もスタート

です。

私は独立前、四谷にある田中
孝志先生の下で実務経験を積

ませていただきました。先生

のところでお世話になったの

は、入社した 22 歳から結婚・

独立する 27 歳までの約５年

間。まだ税理士科目も１科目

しか持っておらず、初めての

事務所勤務で、実務を一から

教えていただきました。どんな小さな質問にも必ず

条文や事例を見せて教えて下さり、そんな先生の姿

勢から「カンでやってはいけない仕事」「法律を扱う
仕事」というプロ意識をつけていただいたと思って

います（それなのに、今の私の教え方ったらひどい

ですけどね。みんなごめん！）。

　私は結婚と同時に独立をしたので、田中先生のと

ころでの経験が唯一の税理士事務所経験です。５年

という短い期間でしたが、本当にたくさんのことを

教えていただきました。

　そんな田中先生が 9 月に事務所を事業承継された

ということをお聞きし、先生

へのこれまでの感謝の気持ち

を込めて食事会を企画させて

もらいました。先生ご夫妻と

私たち夫婦の４人の食事会で

す。オットにあっては、先生

ご夫妻とお会いするのは結婚

式以来！勤務時代の仕事のことや、独立してから気

づいたこと、息子のこと、両親のこと・・・。話は

尽きず、本当に楽しく幸せな時間でした。

　勤務していた時から先生には本当にお世話になり

感謝しておりましたが、何と言っても自分で独立し

て初めて先生の偉大さがわかりました。自分がもらっ

ていた給与を社員に払って初めてその金額の重さを

知りましたし、自分の名前で申告書に署名をする責

任感、一番大切にするべきものは誠実さであること

など、辞めてから先生

が教えて下さったんだ

なぁ・・と気付くもの

は多かったです。そん

な充実した時間を過ご

させていただいたこと

に感謝です。田中先生、
どうかいつまでもお元
気でご活躍ください。

今年も、サム・ライズ

ハーフマラソン部は川
越マラソンに出場しま

した！    今年は過去

最多の 7 名！うち初

出場３名（全て女子）！

全員で完走を目指しま

したが、なんと女子４
人は全員完走、男子３人は全員リタイアという、あ

ちゃーっな結果に。

女子が強いって、サム・ライズ

の社風そのものだね ( 笑 )、な

どという声を聞きながら、

4km に出場した林も交えて８

人で打ち上げです。来年こそは、

全員で完走してさらにホノルル

マラソンを目指したい！そんな

新たな目標設定ができた今年の

川越マラソンでした。
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ご縁をいただいた、あなたにお届けする・・・・

亜由美版 Vol.20おしどり通信

恩師とお食事

川越マラソン、完走！



こんにちは、サムライズの相

蘓です。

１１月に入り、一段と寒さが

増しておりますね。そして鍋

がおいしい季節です。

最近は、１１月に川越でマラ

ソン大会があるのでそれに向

けてランニングしてます !

今回は、ランニングをしていた時に見かけたり、今

は埼玉の鶴ヶ島市民ですが、元々は和光市民で今か

ら４年ほど前に引っ越してまいりましたので、あん

まり知っているわけではありませんが、私の知る限

りの地元情報でお届けいたします。

　

　まず初めにお薦めな

のは白髭神社です！

なんといっても、この

神社の特徴は４年に一

度、オリンピックの年

に行われる「脚折雨乞」
が有名です。これはテ

レビにも放映されているほどで、なんと江戸時代か

ら続く伝統行事です。国選択無形民俗文化財、指定

されているなど、国にも認められているほどの鶴ヶ

島市が誇るものすごい伝統行事です。特徴としては

長さ 36 メートル重さ３トンほどにもある「龍蛇」
を池に入れて雨乞いをし必死に叫ぶというもので

す。この重さなので 300 人以上の男性たちが背負

い叫びます。その姿はまさに圧巻です。ちなみにこ

の行事は第１７回ふるさとイベント大賞という日本

各地のユニークな個性的なイベントと紹介して、表

彰するという大会で見事、大賞に選ばれました。埼

玉県内では初だそうです。

　そして、次に紹介するのはこれまた鶴ヶ島市にあ

ります。ラーメン屋さんのきむら屋さんです。

  なんと営業時間が夜の２０：00
～2：00まで夜の営業ですがたま

たま休みの日にランニングをしてい

るとラーメンのいい匂いがして、思

わず寄っていきました。カウンター

が９席と、小さいラーメン屋さんで

はありますが、麺が太麺と細麺で選

べ、また、味噌チャーシューメンを

頼みましたが、手のひらぐらいの大きさのチャー

シューと柔らかさ、太麺、味が

濃い目の味付け等、がっつり

ラーメンを食べたい方々に

はお薦めです。

ランニングも楽しみを見つけると継続できるかもし

れません。
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STAFF通信
私の部屋シリーズ

OSHIDORI TSUUSHIN  

崇人の部屋  

今月は、

です。

2019’ 新春  1 月開催セミナーのお知らせ
「２年で売上を２倍にする

●日時：1月11日（金） 14:00～16:30

会場：東新宿ボードルームB

お問合せ：03-6457-6072　担当：那須野主催：未来会計法人メイキット株式会社　

●日時：1月 16日（水） 15:00～17:30
未来計画の作り方セミナー」

「集客からも、営業の不安からも解放される 
   　フロントエンドセミナーの作り方」

1月 24日（木） 14:00～16:30

相蘇

1990年３月２１日生まれ　牡羊座
●血液型O型
●東京都練馬区生まれ埼玉育ち
●趣味：ランニング、散歩、ネットサーフィン（YOUTUBE　
　　　　の動画を見る）
●ここ最近の悩み事　体重の肥大化が止まらない‼　
                              STOP THE体重　

相蘇 崇人（あいそ たかと）プロフィール

た か と



2018 年が始まった！と思っていたが、12月になってしまいました…。
年をとると 1年が早く過ぎると言いますが、まさにその通りですね。
2018年を振返ってみると
春☆桜の開花が早かった～。そして梅雨入り明けも同様に早く夏が長かったですね。
夏☆気温が異常に暑く毎日のように最高気温更新していました。
秋☆まだまだ暑く 20度超えていた日もありました。
冬☆これからなので例年通りなら良いのですが…。
来年もこの事務所通信を発信していきますので宜しくお願い致します。今年 1年お世
話になりました。

石田

黒田

瀬川

那須野

小笠原

相蘇

東海林

編集
後記

STAFF

今月のテーマ

「Wish you have a Merry Christmas and a Happy New Year」

私は、4月から BNI というビ
ジネス交流会に入ったことが
大きなﾆｭｰｽです♪
毎週同じ時間に同じﾒﾝﾊﾞｰが集
うため、結束力や信頼関係を
作れるスピード感が新鮮です。
ここから自分の強みって何だ
ろう？を模索できました。学
びの多い 1年になりました♪

私の今年 1番のニュースは、
息子の保育園入園＆仕事復帰
です！通園当初は息子が毎週
のように風邪をひき、熱を測
るたびにドキドキでした。相
変わらずバタバタですが、息
子も出来ることが増え、成長
と共に身体も丈夫になってき
ました♪

私の今年一番のニュースは兄
が結婚し、甥っ子が生まれた
ことです＾＾娘２人にとって
も弟のような存在で、２歳の
娘も「そうま～～～」と寝て
いる甥っ子に声をかけている
姿がたまらなく可愛いです♡
お正月にまた会えるのが楽し
みです＾＾

私の今年 1年のニュースは、
子供が小学生になりました！
サムライズに入社当初はまだ
小さく、会話もままならない
程の幼児でした。そんな娘が
小学生に！入学後は今迄の生
活ががらりと変わりました。
ランドセルを背負う姿はまだ
まだ、小さいですが成長した
なぁ～と感慨深いです。

私の今年のニュースは初の海
外旅行をしました。場所は韓
国でした。学生時代は韓国ド
ラマや K-POP などがありお
隣りということもあり、身近
な国でしたが、行く機会もな
かったのですが料理がおいし
く景色がきれいでとっても大
満足です。海外旅行もまた行
きたいと思います。

私の今年 1年のニュースは
携帯を買い替えたことです！
前に使っていた携帯は少し古
かったせいかWIFI がルー
ターの近くでしか拾ってくれ
なかったので、家での生活範
囲が限られていましたが・・・
携帯を買い替えたことによ
り、家のどこでもWIFI につ
ながる様になりました。

良いお年をお迎えくださいませ！

2018ありがとう！今年 1年、自分自身ニュース

人生 30年目にして海外デ
ビューを果たしました！今ま
で頑なに国内旅行だけをして
参りました。バイクに乗るよ
うになってからはバイクでい
けるところが多くなっていま
した。せっかくパスポートの
作ったので、これをきっかけ
に積極的に海外旅行に行き、
色々な体験をしたいです。

今年もお世話になりました


