
こんにちは！

最近はトキメキのないバレンタイン

を過ごしている林亜由美です。

若い時はドキドキしながら編み物し

たり、手作りチョコ作ったりしたん

ですけどね。大人になると行事になっ

ちゃいますね。トキメキが欲しい今

日この頃。今月もおしどり通信スタートです。

２月３日は、息子・賢史朗の引越しでした。

昨年の６月、私たちが敬愛する SMC 税理士法人の

曽根先生から奇跡の教育者・森均先生をご紹介いた

だきました。森先生は、岐阜で一流の税理士・公認

会計士を育てる「会計プロフェッショナルコース」
を主宰されています。私は一度会っただけで、モリ

キン先生の大ファンになってしまいました。まさに、

人をやる気にさせる天才！私も先生のような師のも

と税理士受験をしたかった！と羨ましく思ったほど

です。そのモリキン先生に息子を連れて来いと言っ

ていただき、連れて行ったのが昨年の 10 月 26 日。

　翌日会計プロを見学させていただいたところ、な

んと息子が即決で税理士の資格を取ることを決めて

しまったのです！

　自室で明け方まで動画を見て引きこもり、昼ごろ

起きてダラダラと大学に行っていた息子が、信じら

れないことに帰ってきた翌日から朝 6 時に起きて簿

記の勉強を始めました。「こんなことってある

の！！！」夫婦驚愕でした。

　でも、続かないんじゃないか、やっぱりやめるっ

ていうんじゃないか、と疑って

いたのですが ( 笑 )、なんと大

学を休学して本当に会計プロに

入校してしまったのです。モリ

キン先生恐るべしです。川越か

らたくさんの荷物を積んで朝早

く出発。岐阜の各務原まで約５

時間、途中山本勘助と写真撮っ

たりしながら ( 笑 )

無事アパート到着で

す。アパートに着く

と、会計プロに在学
中の仲間たちが待っ

ていてくれ、荷物を

あっという間に運び

込み、ベットを組み立てたり荷ほどきしたりと、み

んな本当によく働きます。片付けながら、学校のこ

とや先生のこと、授業のことなどたくさん話してく

れて、みんな礼儀正しくコミュニケーション能力高
い！なんて素晴らしい若者たちなんでしょう、と感

激しました。　

夜はモリキン先生と食

事をさせていただき、

たくさんのやる気とパ

ワーをいただきまし

た。税理士試験は本当

に難しい試験ですが、

生きる上で大切な忍耐

力と精神力が鍛えられます。長い道のりになります

が、頑張って欲しいと思います。

昨年末、ホノルルマラソンの

10 日前にうっかり部屋で机の

角に足の小指をぶつけてしま

い骨折。泣く泣くホノルル行

きをキャンセルしました。（浮

かれたネイルと痛々しい小指

がなんともいえないので記念

に写真アップ笑）。２ヶ月以上トレーニング中止し

やっと完治。これからトレーニング再開します。今

年のホノルルマラソンは12月8日。もう飛行機の

チケットも取りました！只今一緒に行く人絶賛募集

中です！あと 10 ヶ月ありますから今からでも十分

間に合います。

          是非一緒にホノルル行きましょう！
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賢史郎の旅立ち

骨折完治！今年はホノルル行きます！
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 休日は基本的にこたつにいる

インドア派の東海林です。

そんな出不精の私ですが、年

末の休みぐらいは出かけよう

かなと考え、東京都の豊洲へ
出かけて参りました。

　

　豊洲といえば 2018 年 10 月に中央卸売場

築地市場が移転し、市場はとても賑わっている

とのことです。しかし、私の今回の目的は豊洲

市場ではなく、

「Team Lab Planets 
TOKYO DMM.com」
に行って参りました。

どんなところか簡潔に

伝えるならば「体験で
きるデジタルアート」
が楽しめる場所となっ

ております。建物内部に 7 つの作品が展示され

ており、順番に周っていく形で楽しめます。

 TeamＬab　は新豊洲

駅から徒歩 1 分ほどに

ありました。到着すると

まずは建物の目の前に売

店があったため、腹ごし

らえをしました。寒空の

下でホットサンドやクラ

ムチャウダーを食し、風情とはこういうものな

のかなと余計なことを考えつつも、期待を膨ら

ませ、いざ場内へ。

　場内は全体的に薄暗くなっておりました。

ロッカーが完備されているので荷物を持つこと

なく、靴を脱ぎ裸足で進んでいくためか没入感

がとても高いです。場内には 1 メートル以上の

大きさの光っているボールが無数にある作品や

巨大なクッションが敷き詰められている作品、

光が照らされた水の中へ入っていく作品なども

あり、とても新鮮な体験でした。

　その数ある作品の中で一番印象的なものが

「The Infinite Crystal Universe」です。

全面鏡張りの空間に無

数の光が輝いており、

自分自身が万華鏡の中

に入っている様な感覚

でした。暗くなったり、

鮮やかな色とりどりの

光へ変化します。最初

は写真をひたすら撮っ

ていたのですが、途中

から時の経つのを忘れ、

ただ眺めておりました。そんな　Team Lab

は豊洲以外にもお台場でもまた違った作品を展

示しているとの事なので、次はお台場にも足を

運んでみようかなと思います。機会がありまし

たら皆さんもぜひ Team Labの世界観へ没入

してみるのは如何でしょうか。
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私の部屋シリーズ

将斗の部屋  

今月は、

です。東海林

ま  さ  と

2019’  ３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：3月12日（火） 14:00～16:30

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：３月 ８日（金） 14:00～16:30

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」
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東海林 将斗（しょうじ まさと）プロフィール
1993年 4月1日　埼玉県ふじみ野市 生まれ
・趣味　スノーボード
　※今年は2回行きました。
・悩み事　視力が低下してきた。
　※運転時に眼鏡の着用が義務付けられました。
・今欲しい物　新しい眼鏡



皆さんこんにちは！やっぱり冬は寒いですね (´・ω・`)
事務所の中は暖く外を見ると晴天でも、一歩外に出ると毛穴が
キュッとなるほど寒いです。インフルエンザも流行っていますね。
予防接種をしたのにもかかわらず、引いてしまうと悲しくなりま
す。私も毎年 11 月に予防接種しています。税理士事務所は今の時
期、絶対休めないので少しでも防ぐために！！！皆さんも風邪を
ひかないようにしてくださいね♪

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

昨年 11 月に、やっと税理士の
資格を取ることができました。
現在登録申請中です。税理士
を目指して 11 年。途中諦めた
時もありましたが、大学院の
道を選び無事取ることができ
て、両親含め周りの方々には
大変感謝です！ありがとうご
ざました。

今暮らしている部屋から引っ
越す予定です。とにかく今よ
り広い部屋が第一条件で、今
と同じ川越にするか、都内に
近い場所に借りるか検討中で
す。他にも希望は色々あるの
ですが、人を呼んでも十分な
広さが欲しいですね。今の部
屋は他に人がいると狭すぎ
て・・・。

昨年 12 月に甥っ子が誕生し
ました！！甥っ子 4人、姪っ
子 2人の叔母さんです ( 笑 )
息子にとっては初めて自分よ
り小さい従兄弟になります。
会いに行けるのはまだ先です
が、初対面時の反応が今から
楽しみです♪早く暖かくなら
ないかなぁ～♪

人に言いたかった～♬個人
ニュースは２歳の次女の保育
園のお友達と私がすれ違った
時に「あ！ネズミちゃんのマ
マだ！」言われたことです。
はい、ネズミではなくイズミ
のママでした。。。小さい子供
の言い間違いは可愛くてププ
プと笑ってしまいます。

子供がインフルエンザ A型に
かかりました（涙）毎年 11
月には家族全員で予防接種を
しています。そして、うちの
夫は別名【アライグマ】と呼
ばれるほど手洗いにうるさ
い！そんな小笠原家でも、発
症してしまいました。予防接
種するとかかっても軽い？い
えいえ、40 度近くが 2日続き
ましたよ～

人に言いたかったニュースい
いニュースではございません
が身長が１センチ縮みまし
た。どうやら調べると平均で
男性は 45 歳から４９歳ぐら
いのときに身長が縮むそうで
す。自分は今２８なので１７
年も早いということでだいぶ
ショックです。（笑）３キロ
やせたので唯一の救いです。

IQOS を 1年半ぐらい使って
いたのですが、とうとう壊れ
てしまいました。壊れたら喫
煙を辞めよう思っていたので
しばらく禁煙をしていまし
た。しかし電気屋で新型の
IQOS が販売しているのを見
かけてついつい購入してしま
いました。まだまだ喫煙を辞
めることはなさそうです。

個人ニュ～ス！人に言いたかった～♪

運転免許を取得して 25 年以
上になりますが、昨年初めて
1人で高速道路を運転しまし
た。車の運転は全く好きでは
なく、免許取得して 10 年間
ペーパードライバーでした。
そのような私なので、一生高
速道路は運転しないだろうと
思っていました。初めて運転
した感想は全く余裕がなく楽
しくなかったです。

～来月号もお楽しみに！～

♪犬は喜び 庭駈けまはり、猫は火燵で丸くなる♪

村瀬


