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暑い夏に考えること
毎年 8 月は暑い夏の行事が連なっている。
「東北の夏祭り」が青森の「ねぶた」秋田の「竿燈」山形の「花笠踊り」
・・・
とスタートする。
「広島・長崎の原爆の日」がやって来る。「全国高校野球」が開催される。
「お盆のお墓参り」。そして「終戦記念日」が訪れる。
1941 年（昭和 16 年）12 月 8 日未明、我が国はハワイ島の真珠湾においてア
メリカ太平洋艦隊に対する奇襲攻撃を行い米国との開戦に突入した。米国へ
の宣戦布告が遅れたため米国内で「騙し討ち」との批判の声が拡大した。
「アジア太平洋戦争」（大東亜戦争）の始まりである。
1942 年 6 月 5 日から 7 日にかけてミッドウェイ島をめぐって海戦が展開さ
れたが、司令官の采配ミス（と思われる）も加わり我が国は航空母艦 4 隻と
艦載機を多数失い海洋における主導権を失うこととなった。
1942 年 8 月太平洋ソロモン諸島のガダルカナル島の戦いにおいて、我が国
は制空権を確保するため同島に飛行場建設を試みたが、米国との激しい戦闘
となり、総力 31 千人余りを投入したものの、前線が伸びきっていたこと、杜
撰な計画の下での作戦であったため、ここでも手痛い敗北を喫し死者・行方
不明者 2 万名強（戦死者 5 千名、餓死・病死 15 千名）、航空機はミッドウェ
イの 3 倍と言われる損害を出し、制空権は完全に米国に握られた。
これ以降戦況は悪化の一途を辿り、米国は 1945 年 3 月 10 日東京大空襲（死
者 10 万人）、同 8 月 6 日広島に原爆投下（死者推定 16 万人・後日死亡者含む）、
同 8 月 9 日長崎に原爆投下（死者推定 14 万人・後日死亡者含む）するなど一
般市民を標的とした無差別攻撃を行った。米国は戦争を終結させるために原
爆投下に踏み切ったと述べているが、人類史上最大の「戦争犯罪」と言わな
ければならない。
8 月 8 日にはソ連が中立条約を破って日本に宣戦布告して満洲に進攻し、一
般市民の殺害や略奪、暴行を繰り返した上、捕虜を含む約 60 万人をシベリア
に連行し過酷な労働に従事させ約 10％の死者を出した。（これも許されない）
鹿児島県知覧町には特攻平和会館があるが特攻隊員 1036 柱の写真や遺書が
展示されている。この大戦で 310 万人（軍人・軍属戦没者 230 万人、外地一般
30 万人、内地戦災死者 50 万人）が犠牲になっている。
この大戦は何故引き起こされたか、何故これだけの犠牲者を出すことにな
ったか。戦争責任は一体どうなっているか。等々、
「深く歴史を読み解き」十
分に検証を加えておく必要がある。
平和の大切さを噛み締めると同時に、徒らに紛争に巻き込まれないように
備えを怠りなく、二度と同じ過ちを繰り返さないためにも国民がしっかりし
た意識を持つことが肝要である。

自 己
との

対 話

平澤

興 語録より

定年を迎えた人に、
「長い間ご苦労様でした。これからいよいよあなた自身を探求する
時が来たのです。人生において最も大事な時機が来たのです。
仕事は大事で、仕事によって自己の社会的立場がきまるが、然し社会
的活動は、人間活動の全部ではなく、もっと根本的に考えれば、
そしてもっと重要なことは、この宇宙に二人とはない自己とは何か、
ということの探求です。
これは人間として、はじめて可能なことで動物では絶対不可能なこと
です。この独特な人間の特性は、残念ながら多くの人々には忘れ
られ、とかく年をとると淋しいとか、退屈などというが、これは考え
てみれば極めて残念なことです。
社会的な仕事から解放されてこそいよいよ絶対二つとない自己自身
の探求が思うままにやれるのです。それは全く自由な自己自身との
対話です。
」
と申し上げたい。

宮沢 賢治（大正・昭和時代前期の詩人、童話作家）
1896 年（明治 29 年） 8 月 27 日岩手県花巻川口町で質・古着商を営む父
宮沢政次郎、母イチの長男として生まれた。
浄土真宗の濃密な信仰の中で育つ。
1903 年（明治 36 年） 花巻川口尋常高等小学校に進学。石や昆虫採集、綴
り方に長じていた。
1909 年（明治 42 年） 旧制盛岡中学校に進学。哲学書を愛読。短歌の創作
を始める。
1915 年（大正 4 年） 盛岡高等農林学校（現岩手大学）に首席で進学。
地質調査研究を行う。
島地大等編（漢和対照妙法蓮華経）を読んで感動、
終生法華信者となる。
1918 年（大正 7 年） 同校卒業。同学の研究生となる。
1921 年（大正 10 年） 花巻農業高等学校の教師となる。
「どんぐりと山猫」「かしはばやしの夜」など童話
数篇を出版。
1924 年（大正 13 年） 詩集「春と修羅」童話集「注文の多い料理店」を自
費出版。
1926 年（大正 15 年） 花巻市郊外で開墾自炊生活に入り、羅須地人協会を
設立し農民指導に奔走。
1931 年（昭和 6 年） 手帳に「雨ニモマケズ」を書き留める。
多数の詩・童話を作成。
1933 年（昭和 8 年） 9 月 21 日 急性肺炎で死去。享年 37 歳。

オススメの BOOK

『謀る力』
作者 松平 定知 小学館新書

著者はＮＨＫアナウンサー。「その時 歴史が動いた」を長年担当した。
本書は戦国時代に生きた織田信長・豊臣秀吉・徳川家康の他、軍師として活
躍した竹中半兵衛・黒田官兵衛などの知略や情報の活用など現代にも通ずる極
意が記述されている。「本能寺の変」以降「山崎の合戦」までの流れについて
「勘兵衛」は先読みしていたのではないかとの見解も吐露している。さらに、
夫を出世させた戦国女房の影の力がいかに大きいか「秀吉の妻・ねね」「山内
一豊の妻・千代」「前田利家の妻・まつ」題材としてそのエピソードを紹介し
ている。

くらしと保険のおはなし

無関係ではない？ 相続税

《相続税の改正点》
☆基礎控除額の引き下げ。
現行；5000 万円 +（1000 万円×法定相続人の数）
改正後；3000 万円 +（600 万円×法定相続人の数）

2015 年 1 月 1 日に施行される相続税制の
改正が近づいています。この改正では、相
続税が増税となり、無縁だった層も課税の
対象者となると言われています。
「相続税は
資産家の話であり、うちは大した資産がな
いから相続税なんて無関係！」と思ってい
る人は多いでしょう。
困るのは現金はないのに土地はある人で
家を売却せざるを得ないケースが激増。相
続対象者は全国で 1.5 倍、地価が高い首都圏
では 2 倍以上になり、増税額は 2780 億円に
なると言われています。
控除縮小に伴い地価が高い東京都心など
では、富裕層でなくても、一軒家やマンシ
ョンを持つ人が納税するケースが増加する
とみられます。
年金、医療など社会保障に必要な金額は
年間 30 兆円、毎年 1 兆円のベースで増え続
けているため、消費税を数％上げただけで
は追いつけないのが背景にあるようです。

☆相続税率の段階と最高税率のアップ。
現行 ； 6 段階で最高税率は 50％（3 億円超）
改正後；8 段階で最高税率は 55％（6 億円超）
具体的には、妻と子供 2 人が現金や不動産、
株式などの夫の遺産を引き継ぐ場合、基礎
控除の合計が現行 8000 万円から 4800 万円
に縮小。遺産が 1 億円だと相続税額は 315
万円と現行（計 100 万円）の 3 倍以上にな
ります。
相続が発生した場合「突然多額の相続税
を納付しなければならない。が、遺産のほ
とんどは不動産で現預金は少ない」といっ
たケースにおける相続税の納付財源をど
う調達するか、比較的簡単な手続きで有効
な対策が生命保険への加入です。人が死亡
した場合に突然襲ってくるのが相続税の
負担なら、人が死亡したことにより突然現
金が入ってくるのが生命保険です。生命保
険は意外にも相続対策に活用できる優れ
ものです。次回は生命保険の活用法です。

）

【編集後記】
高校野球秋田県大会は角館高校が能代松陽を 3－1 で下
し初の甲子園出場を決めた。
角館高校は昨年も決勝で延長の末サヨナラ負けを喫し
悔し涙を飲んだ。
今回は春の大会、優勝の大曲農業高校・準優勝の秋田南
高校が本命視されていた中、見事に強豪チ－ムを打ち破っ
ての甲子園切符である。
角館高校は創部 80 年以上を経ての悲願達成であった。県
南地区からの出場は 69 年の横手高校以来 46 年ぶりである。
今大会はこれまで常に上位に名を連ねていた秋田市内
高校がベスト 4 に一校も残らなかったという異変が起きた
大会でもあった。群雄割拠戦国時代の到来を思わせる。そ
れぞれが切磋琢磨してより高いレベルへ挑戦して欲しい。

