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仕事は始めが肝心で
す。
取引先の仕事開始日
を踏まえて、新年の
挨拶回り等を滞りな
く実施すると、気持
ちよいスタートがき
れるでしょう。

年末のごあいさつ

本年はいろいろとお世話になり、誠にありがとうございました。

今年はラグビーワールドカップが開催され、日本チームの活躍で日本中が盛り上がりました。そして流行
語大賞は『ONE TEAM』。後半はラグビー一色で、彼らの戦う姿からたくさんのことを学びました。
弊所も、父とスタッフ３名、インターンシップ生５名、総勢10名で力を合わせ様々なことに取り組んでき

ました。一人一人が役割を持ち、それぞれの持ち味を活かし、『ONE TEAM』で進むことができたと思いま
す。
そして、この通信では、弊所とご縁のある方にインタビューさせて頂き皆さんにご紹介したり、弊所の取

り組みや父の様子を記事にしたりと、私たちのことを知っていただけるよう工夫してきました。一瞬を写真
に残し、紙面やホームページ、Facebookで皆様にご紹介できることを私たちも楽しんでいます。楽しんでご
覧いただければ幸いです。

来年も本年以上にご満足いただけるサービスを『ONE TEAM』としてご提供していく所存ですので、変わ
らぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

長田会計事務所 所長 長田雅子
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事務所１０大ニュース！

2019年、皆の心に、記憶に残ったことはどんなこと？
楽しいこと、寂しいこと、痛いこと！、いろいろありましたが、
振り返ってみると今年も楽しいこといっぱいの１年でした。
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事務所の新しいHP用に1日がかりで写真撮影が行わ
れました。本当にこのスペースで撮られた写真なの
かと思うぐらい、渋くて雰囲気のある写真だったり、
笑顔のあふれる写真であったり、どんな写真なのか、
目的によってガラリと違った写真を撮っていただい
たので、プロのカメラマンってすごい！と皆で感動
していました。
当日は私の誕生日だったので、なんとサプライ
ズのケーキが用意されていて、驚いたその瞬間
も写真に収められていました。

慰安旅行最初の集合写真を台北101のてっぺんで
撮ってもらいました。近くにいた女性にお願いし、
４人でカメラに笑顔。そして、写真を確認してみ
ると「あれ？３人？」映っていたのは私
の影。なんで～？？
みんなでお腹を抱えて大爆笑！

ち
ゃ
ん
と
い
ま
す
…

スタッフ森田です。
私はこの事務所で初
の新卒社員として今
年の4月に入社しま
した。会計の仕事は
奥深く、勉強の毎日
です。

今年の遠足は、事務所全
員で他事務所見学。かわ
いいロボットが迎えてく
れ、中井先生から事務所
の紹介や業務についての

お話を聴か
せていただ
きました。

朝礼当番サイコ
ロで初のゾロ目！
と思ったら２回
目も出た！！

用事のために出かけてから2時間、
自転車から転げ落ち、自力で病院
へ行って7針も縫った所長が帰っ
てきました。しかも財布には千円
で、治療費が払えない事態に！！
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今年も「はなむけの会」でインターン生２名が卒業しました。

リーズナブルですが、お好み焼きのボリュームはすごいです。

毎年恒例のお花見。所長の写真でわかるように、今年は極寒でした…

頂き物のはも鍋。
所長不在のため、インターンシップ生がいただきました。

来春から他の会計事務所で働くことが決まった田村くんが卒業しました。

事務所１０大ニュース 番外編

2019年、他にもいろいろありました！
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３月木坂くん、４月白岡さん、
８月小澤くん。
今年はインターンシッ
プ生が３名入社して
くれました。

４月の未来そうぞう塾
は過去最多20名の方に
ご参加いただきました。
普段お会いしない方々
と絵を通して
じっくり対話
できました。

パワーポイントの使い方セミ
ナーをさせていただきました。
それだけでも自分にとって緊
張するイベントだったのに、
突然外部からのお客様が参加
されることになり、驚きまし
た。
大変でしたが無事に終わって
よかったです。

10月にホームページをリニューアルしました。
事務所のメンバー紹介、毎週更新予定のブログなど、
ぜひ覗いてみてください。
未来そうぞう塾のお申込みもこちらからできます！
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長田会計事務所 社員旅行2019 ～台湾の旅～

二泊三日で台湾へ社員旅行に行ってきました。

台湾に行くのは２年前の研修旅行に続いて2度目です。前回は研修だったため行け
なかった「故宮博物院」「九份」に行ったり、日本でも人気のタピオカミルクティー
は台湾が本場なので飲んでみたり、「行きたいところに行くぞ！美味しいもの食べ
るぞ！」という意気込みで、楽しんで参りました（笑）

台湾の素晴らしい歴史と文化、現地の皆さんに助けられ、楽しい体験ができました。

再び

『國父紀念館』
孫文の生誕100年を記念し、教えを語り継ぐために1972年に建設されました。
孫文の大きな像の前では、衛兵交代式が行われていました。
キリっと寸分たがわぬ動きをしていて、
とってもカッコよく見えました。

１日目 9：30関西国際空港発のチャイナエアラインに乗っ
て出発！
約３時間のフライトで台湾桃園空港に到着します。

『台北１０１』
台北101は509.2ｍと東京タワーよりも高いです。観光客は91階390ｍまで上がることがで
きます。私は高所恐怖症なので、前回は足がすくんで窓から離れていたのですが、今回は夜
だったからか意外と平気で、街を見下ろしたり写真を撮ったりと満喫できました。
しかしここで集合写真を撮ってもらおう
と他の観光客にお願いしたら、まさかの
ハプニングが！詳しくは10大ニュー
ス第３位をお読みください！

２日目 メインは『九份（きゅうふん）』の夜景です。
夕方の出発まで台北の街を散策しました。

『迪化街（リホワチエ）』
この通りは古い建物が多く、リノベーションしたおしゃれな建物も多くあります。
日本と同じですね。
雑貨屋さんや乾物屋、お土産などが並んでいます。特にかごが豊富です。

『UberEats』ならぬ『foodpanda』が街中を走り回っていま
した。



2020．1 長田会計事務所 NEWS LETTER 5

『九份（きゅうふん）』
かつて金を採掘していた鉱業の街として栄えたそうです。今はその面影はありませんが、
独特の雰囲気をもつ観光の街となっています。「千と千尋の神隠し」で参考にしたという
われるフォトスポットは写真を撮るのに苦労するくらい人の混雑でしたが、インターンシッ

プ生の福本君によく似た韓国人の
お兄さんに無事に集合写真を撮っ
てもらいました。

『故宮博物院』
故宮博物院は国共内戦で形勢不利になった中華民国政府が第一級の所蔵品を移動させたのが始まりです。目玉

は「翠玉白菜」。なんと葉の上にはキリギリスとイナゴが這い上がっており、子孫繁栄の願い
が込められているそうです。
紀元前4500年前の新石器時代から1924年の清王
朝に至る約6000年の宝物が展示されているので
すが、多くの物の中で、やはり会計人。
そろばんも見つけました。

３日目 所長お待ちかねの『故宮博物院』に向かいます。
とても混雑するということなので、開館前から待ち構えました。

１日目『双連円仔湯』台湾スイーツ
『ＤＲＥＡＭＥＲＳ』お茶
『鼎泰豊』小籠包

２日目『京鼎樓』小籠包
『ＴＩＧＥＲ ＳＵＧＡＲ』タピオカミルクティー
『阿妹茶樓』中国茶（千と千尋の神隠しのモデル）
『度小月』ルーロー飯
『二吉軒豆乳』豆花、豆乳ソフト

３日目『故宮晶華』小籠包、翠玉白菜
『ＪＩＡＴＥ ＬＩＦＥ』チーズティー
『泰昌餠家』エッグタルト

番外編～台湾グルメ～ 台湾は美味しいものがいっぱいです！

所長はいつでも「まずはビール！」

自分たちで調べて電車やタクシーで移動したり、見つけた店で食事をしたりする旅
の中で仕事では見えない個性や能力をたくさん見つけることができました。こんな
風にいつもと違う場所で、共に様々な体験をすること、それを話すこと、それぞれ
が役割を果たし、一緒に思い出を作ることなどが、チームの成長につながる
のではないかと思います。来年も楽しみです。

17：25 桃園空港発で帰国しました。帰りは２時間半ほどです。
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僕はお正月に特別何かをするということはありませ
ん。大みそかには大掃除をし、年越しそばを食べて、
年が明けると初詣に行き、お雑煮とお節料理を食べる
と、後はもう寝るだけです。
お正月というものはただ、去年の全てに感謝をし、
今年も皆元気に楽しく健康に過ごせるよう願うこ

とに意味があると思っているので、お正月に
特別何かをすることがないというより、そ

もそもその必要はありません。でも、
お年玉はあともうちょっとの間欲しい
です。

お正月といえばバーゲンです。
家族全員洋服好きなので、1月2日は朝から夕方まで出
かけます。バーゲン初日はとても混雑していて、帰る
と行ったことに後悔するほどの疲労感です。でもバー
ゲンだと普段は手の届かないようなブランドを買って
も罪悪感が出ない値段になっていたり、バーゲン限定

の商品が出ていたりするので、必ず
行きます。終盤には種類もサイズ
も限られてくるので、初日が
おすすめです。

（インターンシップ生）

我が家のお正月の過ごし方は昔から決まってい
て、今もその過ごし方をしています。
８時頃に起床して、元旦から規則正しい生活するのが

小澤家流です。８時半から朝食で、まず鏡餅を食卓の中
央に置いて、新年の挨拶をします。一人ずつ今年の抱負
を発表した後、お節料理を食べます。10時頃から親戚
への挨拶回りが始まります。社会人になるまでお年玉を
貰えるようで、未だに貰っているのが少し申し訳ないで
す。11時頃に初詣をします。近所の天満神社に学業祈
願と交通安全を願いに行きます。家族と初詣に行くのが、
恥ずかしい時期もありましたが、今では家族ぐるみで新
年の挨拶をすることもあります。12時に家族写真を撮
影します。家族が全員揃うことがあまりないので、毎年
元旦に記念の写真撮影をします。父が率先してするんで
すが、他の家族はあまり乗り気でないため写真の表情は
父を除いて眠そうです。元旦にお風呂に入ると福が逃げ
ると、元旦にはお風呂は入りません。
子供の頃から変わらぬお正月の過ごし方です。

（インターンシップ生）

我が家のお正月は「ダラダラ過ごす」です。
私の家の大晦日は毎年、某バラエティー番組を見な

がらお鍋を食べて、年越しの瞬間もゲラゲラ笑いなが
ら迎え、家族全員で夜更かしをするからです。
私を含め家族全員お笑い番組が好きなので、
テレビに夢中で年を越したことに気づかな
いということもしばしば…(笑) なので家族

みんな、正月の朝はゆっくり寝て、活動を始めるのは
お昼ご飯を食べる頃です。 お雑煮と、お節をもぐも
ぐ食べながらテレビを見るという、本当に
ダラダラとしたお正月を過ごしています。
このお節というのも、唐揚げがお重の一段
を占領し、家族の好きなものしか入ってい
ないもので、毎年私と兄で唐揚げを奪い合うように食
べています。
初詣や買い物などのイベントがない、特別感の無い

我が家のお正月ですが、地方で一人暮らしをしている
兄が帰省し、家族みんなが揃うという私にとっては楽
しい1日です。来年もこんな楽しいお正月を過ごせた
らと思います。

長田会計事務所の
○○なコト
今月のお題

「お正月といえば」

この言葉は、この世界に水程柔らかくしなやかなものはないという意味です。
今年の台風19号では、多くの河川が氾濫し、関東甲信越地方で甚大な被害をもたらしました。
水は怖いという印象が強くなっています。しかし水が無いと生きていけません。水という本
質は変わりませんが、時や状態により形が変わります。人も変わらないことを持ちながら、
世の中の変化に対応して変わっていくことが必要なのかもしれません。

天下に水より柔軟なるは莫しな

宮下真著「心の疲れがすうっと消える 老子 上善の言葉」より引用

老子「上善の言葉」

小向 紗妃 （スタッフ） 木坂 公宣

白岡 美奈
（インターンシップ生）

小澤 宏亮


