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令和「不戦の誓い」
戦後 74 年が経ち「令和」になって初めての戦没者追悼式が開かれた。
戦後生まれの天皇陛下はお言葉で「過去を顧み、深い反省の上に立って、再
び戦争の惨禍が繰り返されぬことを切に願う」と述べられた。
上皇様が抱いていた戦争への反省や、平和を願う思いをしっかりと受け継ぎ、
過去の戦争による惨禍の上に、現在の日本の平和や繁栄があり、戦争の記憶を
風化させないとの思いが込められている。
先の戦争では 310 万にも及ぶ犠牲者を出した。その記憶の中には、沖縄での
悲惨な戦いや、東京大空襲(死者 10 万人以上、罹災者 100 万人超)、広島と長崎
で 35 万人とも言われる原爆投下による被爆者をだし、終戦直前になってソ連が
参戦、70 万人にも及ぶ日本人を満州などから強制連行しシベリアなどで過酷な
強制労働に従事させ約 7 万人の餓死や過労による死者をだした。しかもソ連は
日本の敗戦が濃厚になった 8 月 9 日に宣戦を布告し、8 月 15 日以降、戦う意志
のない日本の領土千島列島に軍を進め北方 4 島を奪い取り自国領土として正当
性を主張し、現在も北方領土返還交渉が続けられている。
先の大戦で人間が犯した最大の罪は「原爆投下」であり「ソ連のシベリア等
さつりく
への強制連行」だったのではないか。銃を持って戦った人たちの殺戮ではなく、
何も戦闘能力を持たない一般市民をターゲットとしての原爆投下や戦う意志の
ない軍人や軍属などの強制連行は決して許されるべきものではない。しかし、
現実には戦闘能力も戦闘意志も持たない一般市民が犠牲となったのである。
また、戦後 74 年間は戦争がない平和な時代だったかというと、1945 年以降、
「中東戦争」(イスラエル・アラブ戦争)、朝鮮戦争、ベトナム戦争、イラン・イ
ラク戦争、中越国境紛争、湾岸戦争、米国アフガン侵攻、イスラエルガザ地区
侵攻、シリア内戦など世界各地で紛争・戦争が途絶えることなく続いている。
戦争・紛争の悲劇は常に弱い立場の人々を苦しめ多くの難民を排出し、近隣諸
国に様々な深刻な問題を投げかけている。
戦後、日本は平和憲法の下、
「日米同盟」によって戦争に巻き込まれることな
く平和を享受してきたが、米国トランプ大統領は「米国が日本を守るため血を
流して戦っている時に、日本人はテレビを見ていられる」と、日米同盟の不平
等に言及した。
日本では「基地を提供し応分の資金も拠出している。」との認識が強いが、未来
永劫それだけで、相手国を納得させることができなくなる怖れがあることも想
定しておく必要がある。平和国家として専守防衛に徹することは当然としても、
自国と国民の生命と財産は自らの手で守るという決意と他国から付け入る隙を
与えないためにも戸締りだけはしっかりとしておきたいものである。
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策略を知っていても使わない
権勢や利益、豪華な生活やきらびやかな装飾類に関心がない人は、たしかに清
潔である。
しかし、こうしたものに関心を持ちながらも、それにどっぷりと浸らない生き
方ができる人こそ、実は最も清廉潔白な人だといえる。
また、人を陥れたりだましたりする策略や駆け引きのたぐいを知らない人は、
たしかに賢明である。
しかし、こうした権謀術数を知りながらも、それを使わない生き方ができる人
こそ、実はもっとも賢明なのである。
(前集 4)

志を最優先する
事業や学問でどんなに大きな功績を残しても、その人が死んでしまえば、それ
も終わってしまう。しかし、築き上げてきた精神は、その人が死んでも、時代が
変わっても、後継者に脈々と受け継がれていくものだ。
名誉や財産は、時代とともに移り変わるが、人間の信念や志は、後の世までず
っとたたえ続けられるものである。
功績や財産、地位や名誉に心を奪われ、自らの信念や志を曲げるような愚かな
ことをしてはならない。
(前集 147)

本質を理解する
人は、文字を使って書かれた書物を読み理解することはできるが、文字で書か
れていない書物、すなわち、森羅万象の真理を読み取り理解することはできない。
また、弦の張られた琴を弾くことはできても、弦のない琴、すなわち、自然界
の音楽を理解することはできない。
人はとかく、目に見えるものや、耳で聞くことができる音には理解を示すが、
目に見えないものや心でしか開けない音には理解を示さない。
形にのみとらわれ、その精神を理解しようとしなければ物事の真髄に迫ること
はできない。
(後集 8)
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(戦後の混乱期、日本の復興に取組んだ総理大臣・外交官)

1878 年9 月22 日（明治11 年） 高知県宿毛出身の自由民権運動の闘士で板垣退
助の腹心だった竹内綱の五男として東京神田駿
河台に生まれる。
1881 年 8 月（明治 14 年） 旧福井藩士で貿易商の吉田健三の養子となる。
1901 年（明治 34 年）
旧制学習院高等学科卒業。
同年 9 月外交官養成のある学習院大学科入学、
大学科閉鎖により東京帝国大学法科に編入。
1906 年 7 月
東京帝国大学政治科を卒業。9 月、外交官試験
に合格、外務省に入省。同期入省者には後に総
理大臣となる広田弘毅がいる。
1939 年 3 月（昭和 14 年） 中国・米国・英国で書記官、駐伊大使などを歴
任し外務省退官。
1945 年 4 月（昭和 20 年） 近衛上奏文事件で憲兵に拘束。
1945 年 9 月
外務大臣就任。
1946 年 5 月
内閣総理大臣兼外務大臣（第 1 次吉田内閣）
1953 年 5 月
内閣総理大臣（第 5 次吉田内閣）
1954 年 12 月
造船疑獄などの影響により内閣総辞職。
1963 年 10 月
政界を引退。
1967 年10 月20 日（昭和42 年） 神奈川県大磯の私邸で永眠。享年 89 歳。
1967 年 10 月 31 日
戦後唯一の国葬。
【栄誉・栄典】
1964 年
大勲位菊花大綬章。
1967 年
従一位大勲位菊花章頸飾。
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作者は今年作家生活 15 周年を迎える。
「かがみの孤城」で本屋大賞に選ばれ、
「鍵
のない夢を見る」で直木賞を受賞している実力派だ。
本書は婚活で知り合った男女がまもなく結婚式を迎えるときになって、突然結
婚相手の女性が姿をくらます。
ストーカーにつきまとわれていると話していたので、過去の婚活などを辿り
失踪の原因を探り出そうと捜査を始める。しかし、意外な方向へとドラマが展開
し終結を迎えるが、ミステリーじみた異色の恋愛小説だ。面白い。

くらしと保険のおはなし

火災保険では対象外！
地震による火災は地震保険でカバー
世界中で発生している大きな地震の約
2 割が日本で発生しているというデータ
があるほど、日本は世界有数の地震国で
す。30 年以内に「首都直下地震」は 70％
程度、
「南海トラフ地震」は 70～80％とい
う高い確率で巨大地震が発生すると予測
されています。地震への備えである地震
保険は必要保険ではないでしょうか。
☆知っておきたい地震保険！
①地震の被害は火災保険でまかなえる？
地震・噴火またはこれらにより発生した
津波による損害（地震等を原因とする火
災等）は火災保険では補償されません。
地震保険は、単独で入ることができず
主契約となる火災保険とともに入り
ます。（地震で車が損傷した場合も自
動車保険の車両保険は使えません）
②地震保険の内容は保険会社で異なる？
地震保険は「地震保険法」に基づいて
政府と損害保険会社が共同で運営して
いるので、補償内容や保険料は保険会
社で同一です。
③地震保険で補償される金額はいくら？
主契約である火災保険の保険金額の
1/2 が最高額となります。
損保会社の担保力や国の財政にも限
度があるため、50％までに制限してい
ます。建物は 5,000 万円、家財は 1,000
万円までが限度額となります。
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④地震保険だけを単独で契約できる？
火災保険（主契約）に付帯する契約なの
で単独加入は出来ません。また、主契約
に家財の契約が無く建物のみの契約の
場合は、地震保険の家財を対象にするこ
とはできません。
⑤地震保険で支払われる保険金は？
鑑定人等による調査が建物・家財（契約
がある場合）ごとに行われ、損害の大き
さによって、
「全損」
「大半損」
「小半損」
「一部損」の 4 段階に判定されます。
支払われる保険金額は、実際にかかった
修理費や再建費、再購入費ではなく、損
害規模と契約金額に応じた金額です。
これは、大地震が発生した場合でも、短
期間に大量の損害調査を行い、公正に迅
速に保険金を支払う必要があるためです。
以上のように地震で家を焼失しても保
険金額は最大でも火災保険の保険金額の
半額となっているので住居を再調達する
ことはできませんが、生活を再建するため
の経費（生活費や仮住まい費用など）は賄
えますので、地震保険の役割は大きいとい
えます。
天候が荒れると保険料が値上げされ
る？来月から大手損害保険会社の保険料
が引き上げられます。地域によって異なり
ますが、全国平均で 5～10％程度となるよ
うです。災害リスクが高まる中、火災保険
と地震保険を正しく理解し、今後のリスク
に備えましょう。

【編集後記】
全英女子ゴルフオープン戦で渋野日向子選手が世界の
トップゴルファーを抑えて見事優勝を果たした。
メジャー制覇をなしとげたのは日本人で男女を通じて
1977 年全米女子プロ優勝の樋口久子選手以来、実に 42 年
ぶりの快挙だ。
渋野選手は昨年プロテストに合格したばかりの 20 歳。
4 日間をノーボギーで連日 60 台にまとめあげての優勝。
強気のパットが光った。プレイ途中お菓子を食べ、いつも
ニコニコして「スマイリングシンデレラ」とギャラリーの
人気者となった。

