「あかさたなはまやらわの法則」というのをご存知でしょうか？とても興味深い内容だったので、ぜひ紹
介したいと思います。「あ」から「わ」まで 44 の言葉で構成されていて気づきのある言葉ばかりです。
【あ】
「ありがとう」は何度言っても良いこと

【ぬ】抜かりなく準備すること

【い】
「忙しい」と言う人は頼りにならないこと

【ね】熱意があれば、人は動いてくれること

【う】運を引き寄せるためには努力し続けること

【の】残り時間を意識すること

【え】笑顔は最大の武器であること

【は】早く失敗して、早く改善すること

【お】お礼はすぐにすること

【ひ】一人で頑張るのには限界があること

【か】学生時代の友人を大切にすること

【ふ】プライドなんて持っても意味がないこと

【き】今日から始めること

【へ】偏見に出会ったら断固として戦うこと

【く】苦しいときこそ諦めないこと

【ほ】本当にやりたいことに集中すること

【け】健康を当たり前と思ってはいけないこと

【ま】迷ったらすぐにやってみること

【こ】心を鍛えるには体を鍛えること

【み】みんなという言葉に安心しないこと

【さ】最低限のお金がないと自信を失うこと

【む】群れずに「違い」を意識すること

【し】叱られるのは２０代の特権であること

【め】目上の人に甘えてもいいこと

【す】素直になること

【も】目的がない行動は無駄であること

【せ】成功談よりも失敗談から学ぶこと

【や】やり直すのに遅いことはないこと

【そ】外に目を向けること

【ゆ】勇気は体験から生まれること

【た】他人の意見は無責任であること

【よ】余裕がないと人を傷つけること

【ち】小さなことで大騒ぎしないこと

【ら】ライバルがいたほうが良いこと

【つ】強がらなくて良いこと

【り】リラックスを心がけること

【て】できないと言う人は必要ない人であること

【る】ルールを破っても良いこと

【と】どんな状況でも家族は裏切らないこと

【れ】冷静になって考えること

【な】涙を流すのは恥ずかしくないこと

【ろ】ロマンを忘れないこと

【に】人間は弱いこと

【わ】わかっているのとできるのは違うこと
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昨年の漢字は「金」(おかねではありません・笑)でした。東京五輪、パラリンピックで日本選手が多数の
金メダルを獲得したことが理由でした。
2 位は、1 位と同じくオリンピックの五輪の「輪」
3 位は「楽」で、コロナが収束に向かっている雰囲気から、行事などが
再開され、楽しみが期待できる。
4 位は「変」新型コロナの変異株
5 位は「新」新しい生活様式、新首相就任

どれも人生に大切な言葉ばかりで、大切なことを思い出すきっかけになればと思いました。心に留めてお
きたいですね。
青木

紀彦

金

オリンピックとコロナで 1 年が終わってしまった感じですね。
ちなみに「金」が選ばれたのは 4 回目で、2000 年(シドニー)2012 年
(ロンドン)2016 年(リオデジャネイロ)いずれも夏季の五輪があった年だそうです。今年の漢字は何になる
でしょうか？まだ気が早いかな…
アメリカでは昨年 7 月に気温 47℃を記録した記録的熱波が襲った。12 月は季節外れの竜巻、ハリケーン
並みの強風、ドイツやベルギーでは洪水、日本でも台風 14 号が西日本に停滞し大雨が起きました。今年も

昨年は、妻が他界し 10・11・12 月は空白の 3 か月で、テレビのドラマを見ているようで、まるで人ごと
のようでした。でも事実なので受け入れるしかないですね。作家の荻野アンナさんが老いと死への心構えと
して「起こったことは
て

みんないいこと。病気も介護もすべては受け取り方次第です。」
「希望は状況によっ

変わっていくもの。流れに任せることも

ときには必要です。」をモットーにしています。良いですよ

ね。見習いたいです。

世界的に異常気象が発生するのでしょうか？また 2 月 4 日から開催される北京 2022 オリンピックは盛り上
がる(スポーツにおいて)のでしょうか？
税制においても、消費税のインボイス税制、電子帳簿保存法と企業の負担が増えます。また贈与税の改正
(昨年末の改正には盛り込まれませんでした)等増税が予想されます。コロナ災いもあり、今年は色々と厳し
い年になりそうですね。

葬儀の際などに温かい励ましのお言葉をいただき、元気をいただきました。たくさんのお気遣いをいただ
き感謝しております。本来はお伺いすべきところですが書中をもちましてお礼に代えさせていただきます。
岩本

富雄

自分を元気づける 最善の方法は
ほかの誰かを 元気づけようとすることだ

マーク・トウェイン

何があっても、世の中がどう変わっても、私たちの企業は生きていかなければなりません。
皆様とともに元気に頑張っていきたいと思います。どうぞ今年も宜しくお願いいたします。
岩本

富雄

お正月は、映画初めということで元旦に映画を 1 本みるという山本オリジナルのルーティンがあります

70 歳（古希）の節目となりますが、生涯現役でいきたいと望んでおります。

߉。今年は何を観ようか考え中ですၠ
߈
߇
߆
ၡちなみに去年はラ・ラ・ランドを観ましたᶆ
ᶊ
ᶉ
ᶈ
ᶇ

平均寿命（2016 年データ：男性）は 80.98 歳で 80 歳を超えていますが、

最近観た映画で久しぶりに痺れた作品があります。ビートたけしの若き頃を描いた作品「浅草キッド」で

健康寿命は 72.14 歳となっております。両者の差は約 10 年ありますが、
健康寿命でとらえると、平均の寿命に近づきつつあります。健康を維持す

す。ビートたけしの下積み時代と、師匠である深見千三郎との師弟愛が人情深く綴られた作品となっており

るために積極的な取り組みをしていきたいと考えております。

ます。思い出すだけでも胸が熱くなる作品です。たけしを支える周りの人たちの温かさや、師匠との師弟関

また、ここ 2 年間は新型コロナ感染症の影響で、社会生活が大きく制約され、活動の自粛を余儀なく

係を超えた親子のような関係にとても胸を打たれました。鑑賞後、余韻が凄すぎて、居てもたってもいられ
ずに、映画の舞台となった浅草にある「東洋館」を見に電車に飛び乗りました（笑）

された状況でした。これからは、With コロナに立った生活が求められることと思います。
しかし、このような中にあっても、皆様方の繁栄・成長に役立ちたいという気持ちは、税理士として出
発した時と些かとも変わっていないと自負しております。私自身が苦手としている電子化への取り組み

下積み時代のたけしのように、私も周りの方々に恵まれているなと感じております。入社して 1 か月が経
ちましたが、岩本会計の皆様に温かく支えられているおかげで、楽しく仕事ができています。

ですが、時代の流れで、電子機器や電子データの利用拡大が著しく進化しているなか、これに対応す

2022 年は学びの年にしたいです。簿記の資格の勉強は勿論ですが、長年避けてきた英語の勉強を今年こ

べく事務所スタッフの力を借り、取り組んでいるところです。電子帳簿保存法の改正にも適切に対応し

そは頑張りたいです！そして毎日笑顔でいることを忘れずに、人にやさしく、周りに感謝して生きたいです。

なければならないと取り組んでおります。まだまだ、情報処理を始めとした資質向上が求められますので、

まだまだ至らない点が多々ありますが、少しでも早く貢献できるように日々精進してまいります。よろしく

精進していきたいと思っています。

お願いします。

最後に、新年を迎え、皆様方のご健康を祈念し、また、事業のご繁栄のため適時・適切なアドバイス

山本

等皆様方の力になりたいと存じますので、よろしくお願いいたします。

茉実

濵田 康雄

今年は寅年ですが、寅は寅でも「五黄の寅（ごおうのとら）」と言う九星と十二支を組み合わせたもので
す。九星とは、古代中国から伝わる民間信仰で東洋の占星術とも言われ、日本でも九星気学という占いとし
て知られており、以下の 9 つに分類されています。
・一白水星（いっぱくすいせい）・二黒土星（じこくどせい）
・三碧木星（さんぺきもくせい）
・四緑木星（しろくもくせい）
・五黄土星（ごおうどせい）・六白金星（ろっぱくきんせい）
・七赤金星（しちせききんせい）・八白土星（はっぱくどせい）・九紫火星（きゅうしかせい）
九星気学は、生まれ年から九星のどれかに当てはめ、その人の運勢や相性、方向の吉凶を占うものです。十
二支は皆さんがご存じの通り、子丑寅卯辰巳午羊申酉戌亥のことです。

昨年を振り返りますと、色々な変化があった 1 年間だなと感じます。
まず大きな変化としては、岩本会計への入社です。転職自体が初めての事でしたので、当時は右も
左も分からずオドオド…という感じだったのを今でも鮮明に覚えています（笑）毎日頭の中をいっぱ
いにしながら業務に取り組んでいたのが懐かしいです。（今でもたまになりますが…◣
◨）
◧
◦
◥
◤
2 つ目は歯列矯正に関してです。一昨年より矯正器具を付け始めまして、
2 月で約 2 年になります。1 年目は歯の重なりや高さの調整のため、
長くゆっくりと動かしていた様ですが、昨年からは本格的な歯の移
動がメインとなり口元の印象がものすごく変わりました。あと 1 年
程で外れる予定なので、頑張りたいと思います。
また業務でもまだまだ未熟ではございますが、一生懸命精進して
参る所存でございます。
本年も何卒よろしくお願い申し上げます。
亘

そして、五黄の寅とは、九星の五黄土星と十二支の寅年が重なる年のことです。九星は 9 年周期、十二

由似

支は 12 年周期ですので、五黄の寅は、その最小公倍数である 36 年に 1 度だけ巡ってくることになりま
す。五黄土星の生まれの人は「周囲を圧倒するほどのパワーの持ち主で運気が強大」
、寅年の生まれの人は
「強い正義感と信念の持ち主で、困難を克服する強い意志と行動がある」と言われています。そのため、

令和 4 年、今年の干支は「壬寅」(みずのえとら)

五黄土星と寅年が合わさった「五黄の寅」に生まれた人は最強の運勢を持っていると考えられているので

「壬寅」は、冬が厳しいほどの春の芽吹きは生命力に溢れ、華々しく生まれることを表している。

す。五黄の寅の人が生まれた年は、大正 3 年（1914 年）108 歳、昭和 25 年（1950 年）72 歳、昭和 61 年

60 歳になると「還暦祝」をします。これは生まれてから 60 年で干支が一巡し、元に戻ることに由来して

（1986 年）36 歳、令和 4 年（2022 年）生まれになります。ちなみに今年は 5 人目の孫が生まれる予定で
す、五黄の寅です。私は次の年の卯でした。今年も健康で感謝の気持ちを忘れず、この貴重な 1 年を楽し
く、穏やかに過ごせるようにと思っています。税理士法人岩本会計と顧問先全社員の健康を心よりお祈り

います。

何年か前に夫婦で、子供達が「還暦祝」をしてくれたことを思い出します。

昨年、手相占いで「ますかけ線」の希少な手相を紹介しましたが、当事務所にも「ますかけ線」の手相の
方がいました…大吉相だったかな？
妹が親の介護で仕事を辞め、コロナ禍もあり在宅でアレンジフラワーを始めました。趣味の一環ですが…

申し上げます。本年も変わらぬご指導のほどよろしくお願いいたします。
草野

勝夫

花に囲まれた生活、生き生きと見えます。でも予期せぬ夫の死…姉妹揃ってお独り様です。よりきずなが深
まったように思う、長く続くコロナ禍の中、穏やかで安定した一年になる様祈ります。今年も
宜しくお願いします。
久保木

喜美枝

春からいくつかの団体の役職を得たのですが、たいして活動ができずにいました。昨年秋ご

「トラが木の周りをぐるぐると回り、バターになりました」

ろから日常生活（コロナ禍前）に戻りつつあるような雰囲気の中、徐々に活動が入り来年度の

そう聞いて「ああ、アレね」とわかる方はある作品のタイトルを思い浮かべると思いま

視野も見えつつあります。

す。そうです。絵本『ちびくろサンボ』のクライマックスです。しかし、ある世代からは

また先日は、２年ぶりの再会などもあり、ひと時の楽しい時間を過ごし改めて無理しても今
を大事にしたいと思いました。

この言い回しを伝えるとキョトンとした顔をされるばかりで、ジェネレーションギャップ
を感じさせられます。

この先も確かなことはわかりませんが、コロナ禍を経験して得たものを再認識し、貴重な経

ちなみにこの『ちびくろサンボ』なのですが、あらすじは次のような内容になりま

験として、変わらなければいけないもの、変えてはいけないもの、この先の時代の変化にうま

す。

く対応していきたいと思います。

――帽子や洋服を新調して散歩にでかけたサンボくん、出会ったトラたちに食べられそうになったので、身に着けている

やはり人と関わり合えるというのは、とてもいいものです。メディアなどの情報を受け入れ

ものを譲ることで許してもらいます。裸にされて泣くサンボくんの一方で、戦利品をめぐって仲間割れをするトラたち。奪

るだけでは、やはり何か寂しくつまらなく、人といろいろな考え方を面と向かって交わすのは

い合いをしながらヤシの木の周りをぐるぐるぐるぐると回っているうちに、トラはバターになってしまいます。サンボくんは取

刺激になりますね。

られたものを取り返し“トラのバター”を使ってパンケーキを焼いて食べました。――

さあ今年はどのような年になるのでしょうか。新年っていいですね。

今読み返すとトンデモナイ話ですね(笑)

健康には無理をせず、今年も己のトシとの勝負です。攻守のバランスを

ただ、私たちの世代からすると非常になじみ深い懐かしいストーリーで今でも覚えてます。

保っていきたいです。

Wikipedia『ちびくろサンボ』の項目によると、１９９８年には“一斉絶版”になり、「事実上すべての出版社がこの絵本を

過ぎた失敗は忘れ、目の前のショットに専念し次のチャンスに賭ける

自主的に取りやめてしまった」とされています。

（ジャック・ニクラス）

つまり、この話を知っている方の年齢は…年がバレそうなのでここまでにした方がよさそうですね(笑)

粟飯原

昭治
最後になりますが、皆様のご健勝と貴社の益々のご発展を心よりお祈り致します。
来年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

岩本 剛幸

昨年 10 月の事務所通信においてゴルフを始めました〜とご報告致しました石澤です。あれから一度コー
スに出ましたが最高記録＋1 打で 100 切りなどは夢のまた夢状態でございます。これじゃあいかんというこ
とで、その後しばらく練習場に通っておりましたが、最近はめっきり行かなくなってしまいました…。だっ
て寒いんですもん。
寒さのせいもありますが、練習場に足が向かなくなってしまった要因はもう一つあります。それは私の買
う買わない論争にも遂に決着がつき、電子ドラムを買ってしまったからです。しばらく買うか悩んでおりま
したが、お酒で酔ったときにアホな自分が大いに優勢になり、結果ポチっとしてしまいました。時を戻そう
とかふざけている内にすぐ注文受付メールは届きました。

新しい年になりました。
昨年、大きく変わったことと言えば、猫を飼い始めたことです。事務所でも猫を飼う人が増えたので、それに影響
されて、１０月に初めての猫ちゃんを迎えました。
家に来たときは二か月未満の子猫で、500 グラムくらいしかなかった
です。ペットボトルより軽かった気がします。少し前に体重を計ったら 1
キロ到達していました！どんどん成長しています。
最初は脱走しようとしたり、怯えて立てこもられたりしましたが、今で

暇なときに遊んでいますが手と足バラバラに動かす指示がくると、は？ってなってます。

はすっかり慣れました。

中学生のころ友人の家でギターを始めようとしたときに、初心者最初の壁 F コード

とても可愛いです。（可愛がりすぎて少々甘やかしている気もしま

が全然鳴らずに投げ出してしまったことを思い出しましたが、今回は負けずに修行

す・・・）猫のいる暮らしに癒されています。今やペットフードも子猫から

を続けてみようと思います。最終的にはツーバスでメタルプレイヤーに…(笑)

シニアまで様々で、種類もたくさんあって選ぶのが大変です。動物病院

今年はゴルフで 100 切り、ドラムで 1 曲完コピ、体重 63kg 台キープ、情報弱者

も増えて、昔よりもずっと長く生きられる世の中になった気がします。出

脱却を目標にして生きていきたいと考えておりますのでどうぞ宜しくお願い致し

来るだけ長く元気でいてほしいですね。まだ猫飼いとしては初心者なの

ます。

で、日々勉強しつつ、猫とのんびり暮らしていきたいです。

とりあえず冬用のゴルフウェアを持っていないので、この年始のお休み中にゴル

仕事も頑張ります。今年もよろしくお願いします。

フブランドの福袋でも運試しに買いに行ってきます。
石澤

篤

山田 祐子

コロナ禍の中で、なかなか出掛けることが少なくなりましたが、

新年を迎えるにあたりこの頃思う事は、歳を重ねる毎に前を向かず、過去を振り返ってしまいます。なか

知り合いから低山ハイキングおススメで、土浦にある小町山を

なか今年の抱負とかは？・言えない・書けない・そんな年齢になったことをしみじみと感じます。とは言え

教えてもらいました。

些細な事ですが今年の目標（やりたい事）を掲げてみました。

小野小町が越えたとされる峠道や墓と伝えられる五輪塔な

一つは、ゴルフをもう少し上手くなってみんなと一緒にプレイしたい。
（まだまだ時間がかかりそうです）

ど、数々の小野小町伝説が残っている山です。水車小屋がシ

一つは、絵画の真似事をして趣味の幅を広げて楽しみたい。（画材等道具を揃え最近始めてみましたが…
なかなか難しい）・・どれも素質、才能の問題で難しいかなと思いますが努力してみます。

ンボルの「小町の館」には 50 台くらい停められる駐車場がある

勿論！仕事は真剣に向き合い、後、何年出来るか分かりませんが一生懸命やっていく所存ですので今年も

ので、ここからスタートします。

よろしくお願いいたします。

ハイキングコースもいくつか整備されてあり、「小町の館」でコ

最後に新型コロナの終息を願い、みんなが健康で笑顔で過ごせる日々を願うばかりです。

ースの地図をもらい、地図を片手に初心者向けのコースで朝

中田

日峠展望台公園へ向かいました。往復 2 時間くらいで下山できるコースです。途中もみじ谷を通りますが、モミジ

孝憲

谷を越える木道が老朽化で通れなくなっていたのは残念でしたが……
無事、目的地の展望台公園にと到着！土浦市やつくば市、霞ケ浦が一望できる見晴らしの良いスポットで、と
ても開放的な気持ちにさせられました。下山後は、石岡市にある「ゆりの郷」の日帰り温泉に浸り、ハイキングの疲
れを癒してきました。下山後の温泉は格別でした(^^♪
小町山のハイキングコースがいくつもあるので、今年はもう少し難度の高いコースに挑戦し．．．やがては、宝篋

昨年一年を振り返ってみて、５月に当社の石澤プロがゴルフを始めたのをきっかけに、自分も数年ぶりに
ゴルフの練習をちゃんとするようになりました。自分はゴルフを始めて 10 年くらい経過していますが、近

山や筑波山と・・・ハイキングを楽しみたいと思っています。
永井 美智子

年ではお付き合い程度で年に 3、4 回しかゴルフをしていませんでしたので、プレーの前日ちょっとだけ練
習に行っての気休め程度でしたが、
、社内でのプチゴルフブームになりその後は週 3〜4 日練習場に通って
いました。5 年間無くなくなることのなかった練習場のカードが１カ月でなくなるほどになっていました。
そしてなぜが道具はあるはずの自分が、８月にアイアンを買い替え 10 月にキャディーバッグを買い替え 11
月にウェッジを買い替え、そして 12 月にはドライバーの買い替えも行っていました。
長年使っていてかなり消耗していたので、買い替えのタイミングだったのは間違いな

数ヶ月前から「寝落ちヨガ」を始めました。

かったのですが、気が付くとほぼすべて買い替えたことに驚いています・・・ちなみに

考え事をしていたり、疲れているとなかなか眠れなくなってしまうことが

すべて中古品の購入なのですが、支払だけ年を越しています(-_-;)

多く、リラックスして眠りたいと思っていたところで、
「魔法の寝落ちヨガ」

天川

純一

岩本

賢明

という本をみつけ、これだ！と思い、即ダウンロードしました。
ヨガにはゆったりしたものから激しいものまで色々ありますが、今回の「寝落ちヨガ」はゆったりとした
ヨガのひとつで、初ヨガの私にも簡単に始められ、今では毎日の習慣になっています。
寝たまま行うポーズが多く、時間も場所も服装も気にせずリラックスして行うことができます。寝る前の
10 分間、ゆっくりとした呼吸とともに身体全体を伸ばしていきます。ベッドの上でパジャマのまま行うの

昨年は嬉しいことも悲しいことも盛りだくさんで自分史的に≪激動≫の一年で

で、眠くなったらそのまま寝てしまうようにしています。最初は伸ばす場所によっては痛みを感じるところ

した。世の中に不変なものは何もなく、日々変化している（仏教でいうところの諸

もありましたが、無理せず自分ができる範囲でやることで、身体の緊張がほぐれ、頭もすっきりして、ぐっ

行無常でしょうか）
。そして時間は有限である…と強く感じました。

すり眠れることが多くなりました。

2022 年は【変化を恐れず、今この瞬間を大事に】を行動指針にし、充実した一年

本の中では、疲労回復ヨガ、ストレス解消ヨガ、安眠ヨガが紹介されていましたが、YouTube では他に
もたくさんのヨガメニュー動画が紹介されており、その日の自分に合ったメニューで体をリフレッシュさ
せています。

なんだか懐かしい名前があると思った方、覚えていてくださりありがとうござ
います。昨年度、東京中央オフィス開設にあたり約 8 年ぶりに岩本会計に戻って

2022 年は好きなことをして、ストレスをためないこと、ゴルフの球をあてるようにすることをちょっと
した目標にして、仕事では謙虚に真面目に笑顔で取り組んでいこうと思います。

にしていこうと思います。

内田

未来

まいりました。お腹回りのサイズだけじゃなく、いろいろ成長して戻ってこれたと思います。
より一層、皆様のお役に立てますよう一生懸命頑張ります。よろしくお願いします！

2021 年始めの占いにて「新しいことを始めるには不向きな年」とでておりました。新人の私は身構えて過
ごしておりましたが、皆様のおかげで 1 年続けることが出来ました。
しかし、小さな事から大きな事まで予期せぬ事態が起こる波乱の 1 年となりました。大きな事態では、車の
事故に 2 回遭い、内 1 回は新調した車を 4 ヶ月でガッシャン！とやってしまい、占いって当たるんだなぁと
実感しております。しかしながら、２回とも人身事故でないことが不幸中の幸いです。この出来事は、自分の
車運転生活において良い教訓になったと思って、
「センターラインのある大きめの道を走る」
「〜だろう運転は
しない」の 2 点を戒めに過ごしていこうと思います。そんな訳で、まずこの冬はスタッドレスタイヤの購入を
決めています。昨年までは「凍っている道なんて走らないだろう」
「滑るときは皆一緒さ」などと完全に舐め
た考えをしておりましたが、他の人に迷惑をかけない為にも、転ばぬ先の杖ですね。
本当に何があるか分からないから用心はしておこうと思います。
2022 年こそは平穏無事に過ごせるよう、何事もやれるだけのことをやって、守り
万全で過ごしてまいります。本年も何卒よろしくお願い申し上げます。
谷田

奈央望

近頃、豊富なメニューをそろえサラダを主食として提供する専門店が増えていて、今「カスタムサラ
ダ」にハマっています。お家でも！と、レシピ本も買いました。
カスタム(CUSTOM)とは、ひとりひとりの好みを知り、
その好みに寄り添う方法。10 人のお客様のオーダーがあ
ったら、10 種類の違うサラダが作られるということで
す。ボリュームいっぱいの主食サラダにカスタムしてい
くというこのスタイル、30 種類もある素材の中から好き
なものを選ぶことも出来ますし、ベースのサラダボール
を決めてから、好みじゃないトッピングをはずし自分の
好きなトッピングを加えたりしてもＯＫです。私はロー
スト豆腐とアボガトがお気に入りです。チキンや穀物も
選べるのでお腹いっぱい、本当に満足なひと皿が出来上
がります。お値段は￥1500 程とお高めですが、食べてみればそれだけの価値はあるなと。街の季節の
景色を眺めながらゆっくりと、20 分くらいかけて食べるのが好きです。
メニューもサービスもカスタムする。これは、私たちの仕事でも大切かもしれないなぁとふと考えま
した。それぞれの会社を知り、それぞれの経営者さんを知り、仕事をカスタムしていく。そんな想いを持
ちながらお仕事に向かっていきたいと思います。微力ながら、少しでも皆様のお役に立てるよう努力し
てまいります。
本年もよろしくお願いいたします。

矢野 佳余子

「アラ還」で過ごした 2021 年も、新型コロナウイルス感染症防止のために、仕事、娯楽、旅行などの生活
行動に制限を受けた年になりました。日本国内においては、年の後半になって、感染者数の減少に伴い、人数
制限などはあっても飲食店の通常営業、他県の移動制限解除など、通常の生活に戻れると歓喜しました。
しかし残念ながら国内においてもデルタ株、オミクロン株の新型ウイルス感染者が確認され、感染拡大第６波
が懸念されている状況です。
仕事では週一程度ですが、テレワ−クも約２年続いており、生活の一部になりました。自宅では効率が悪い
のではと聞かれる事があります。事務所の机と椅子、空調が当然良いのですが、通常業務のほとんどが、関与
先に出向き、関与先毎に違う環境で作業を行っている為、Wi-Fi と携帯電話があれば特に問題ありません。人
と接触しないことが一番の感染防止対策です！
2022 年は寅年の年男で 60 歳、還暦と本厄が重なり、良い歳なのか悪いのかわかり
ませんが、いつもより慎重に行動をして、体調管理をしっかりとして、丁寧に過ごしな
さいと言われている気がします。
皆様、本年もよろしくお願いいたします。
澤木 修一

昨年は公私にわたり、私自身にとって激動の年でした。「公」の面では御存知のとおり、潮来勤務から築地勤務へ
と異動となり、９年ぶりの都内勤務で心機一転、初心に戻ったつもりで業務に従事しているところですが、これまで
総務担当を中心とした周りのスタッフ陣に助けられていた業務も、こちらでは一から実践し、管理までの一連の作
業を行うため、悪戦苦闘の日々が続いております。
「私」の面では、かねてより公言しておりました、東京五輪のボランティア従事で、当初は開催が不安視されてい
ましたが、無観客であるものの開催にこぎつけ、ボランティア活動も規模が縮小されたものの従事することが可能
となり、良い思い出となりました。ちなみに、私は、居住地を考慮されて
か、成田空港における「射撃チーム」の出国のサポートを担当し、米国、豪
州、加国、中国のほか、普段ではなかなか接することのないイラン、イラ
ク、エジプト、キプルス、ジョージアなどの選手団と触れ合ったり金メダル
等を見せてもらったり、と貴重な体験を得ることができました。
現時点では、新年において私自身に関する目新しい行事等は今のとこ
ろありませんが、「健康、且つ平凡」を第一優先に、穏やかな年にしたいも
のです。
勿論、「業務最優先」をモットーとしておりますので、ご安心を！
平野

賢司

