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ごあいさつ 

有 志 竟 成 

だったのですが、３度目の正直で今回は延期はできそうに

ありません。景気の動向が気になる首相は、「あらゆる施

策を総動員する」と景気対策の検討を本格化させました。

『免震不正』『制振不正』として列島を揺るがしたのが、

日本を代表する油圧機器メーカーＫＹＢによるオイルダン

パー検査データの改ざんです。都庁、大病院、原発さらに

マンションに使用されていて震度６強～７の揺れにも耐え

るはずの重大な不正の余波は留まるところを知りません。

自動車メーカーなど不正が後を絶たず、日本のモノづくり

が根底から揺るがす異常事態は一向に終わりが見えませ

ん。いつ新たな問題企業が出てもおかしくない状況です。 

 将棋界が『群雄割拠』の状態に突入し、一時８大タイト

ルを８人の棋士が保持する状態が３１年ぶりに起こりまし

た。将棋界の最高棋戦、第３１期竜王戦７番勝負は、羽生

善治永世竜王に広瀬章人八段が挑み、現在で羽生竜王が２

勝１敗とリードしています。羽生竜王が勝てば前人未到の

通算タイトル１００期獲得、敗れれば２７年ぶりの無冠と

なるだけに『１００か０か』の大勝負になっています。 

 １１月１１日初日の大相撲九州場所が満員御礼で始まり

ました。秋場所で史上最多の４１度目の優勝を全勝で飾っ

て、さらに幕内千勝の偉業を果たした横綱白鵬は残念なが

ら体調が完全ではなく、鶴竜と欠場です。引退危機を回避

した一人横綱として稀勢の里の真の復活があるのか楽しみ

です。            (平成３０年１１月吉日) 
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 一万羽が越冬する鶴の第一陣２羽が、出水平野に渡って

来たと新聞で知りました。暦をめくれば１１月、山々が美

しい紅葉に彩られ観光客や登山客を楽しませています。年

賀はがきが売り出され、欠礼の知らせが届き始め、忘年会

の予約が続いて来ています。一年を通して日曜の夜の楽し

みは、ＮＨＫ大河ドラマを観る事です。明治維新１５０周

年を記念した大河ドラマ〝西郷どん〟では、最終章の明治

編に入り激動の時代を生き抜いた西郷隆盛と盟友大久保利

通の活躍にテレビの前で感動し続けています。 

 がん免疫療法の開発の功績が認められ、本庶佑(ほん

じょたすく)京都大学特別教授のノーベル医学・生理学賞

の受賞が決定しました。免疫のブレーキ役機能を持つ分子

『ＰＤ-１』を発見して、治療薬『オプジーボ』として実

用化、がん治療に光明をもたらしました。受賞の会見で

は、色紙に「志があれば成し遂げられる」という意味の

『有志竟成』（ゆうしきょうせい）と揮毫して若い研究者

を励ましました。常に独創的に研究を貫く事が大切で、オ

ンリーワンになることが独創への近道だと強調されていま

した。 

 日中平和友好条約が２３日発効４０年を迎えました。紆

余曲折を経てきた両国の歴史的な節目に合わせ、安倍首相

は日本の首相として７年ぶりに公式訪問して、「日中関係

が『改善』とまでいかなくても、目指すのは『安定』だ」

と語っていました。安倍政権にとって外交の成果を国内外

に印象付けられ、また中国にとっても日本との関係改善を

アピールしたいのは同じです。貿易に限らず軍事など多く

の分野でトランプ米政権との新冷戦は激しくなる一方で

す。日中双方で利害が一致したと言えます。習国家主席は

「来年の訪日を真剣に検討したい」と安倍首相に伝達しま

した。安全保障関連で危機が発生すれば、中国指導部は対

日強硬姿勢に豹変するのが、目にみえるだけに過度の肩入

れは許されません。 

 安倍首相は１０月１５日の臨時閣議で消費税の税率につ

いて平成３１年１０月１日に１０％に引き上げると改めて

表明しました。直前に世界同時株安が勃発したのが誤算 
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税務カレンダー 税金等の納付・ 
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９月決算会社申告書提出 

日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30  

勤労感謝の日 

2018年11月 

１１月１２日まで 
・源泉所得税の納付     

・住民税の特別徴収税額の納付 

１１月３０日まで 
 

・９月決算法人の確定申告   

・３月決算法人の中間申告（半期分） 

・消費税、地方消費税の中間申告  

 １２月決算法人  第３四半期分 

  ３月決算法人  第２四半期分  

  ６月決算法人  第１四半期分  
・３・６・９・１２月決算法人・個人事業者の３月 

 ごとの期間短縮に係る確定申告 

・消費税の年税額4,800万円超の８、９月決算法人を 
 除く法人・個人事業者の１月ごとの中間申告 

・特別農業所得者の予定納税額の納付 

・所得税の予定納税額の納付（第２期分） 

１１月１５日まで 
・所得税の予定納税額減額 

 申請 

１１月中の各都道府県の 

     条例で定める日 
・個人事業税の第２期分の納付 

文化の日 



２０１８年１１月の経理・税務チェックリスト 

業務に漏れはありませんか？チェックしてみましょう！ 

□ 今月は、賞与の支給額を決めるための準備があります。業績や勤務成績などの情報を整理し、人事評価

資料の配布などを行う必要があります。 

年末賞与の支払準備 

年末調整の準備 

□ 年末調整は、どこまで段取り・準備をすすめておくかで業務効率が大きく異なります。 

従業員全員から扶養控除等申告書や保険料控除申告書など必要資料を収集したり、所得税の精算をする必

要があるため、かなりの時間と手間が必要となる業務です。提出もれや添付忘れなどがないように、回収期

限を早めに設け、確認しましょう。 
★年末調整の配偶者控除・配偶者特別控除については、次ページの「会計・税務のQ＆A」にて詳しく取り扱っております 

 ので、ご参考ください。 

売掛金の回収 

□ 年末から年度末にかけての資金繰りを確保するためにも、得意先管理を徹底して売掛金の回収に努める

必要があります。営業に対して売掛金の回収状況などをまとめた資料を提出するなどのサポートを行いま

しょう。 

□ これから年末にかけては特に忙しくなり、思いがけない処理の誤りが生じがちです。日常的な業務も気

を抜かず、スケジュールを立てて事前準備とダブルチェックを加えるなど、ミスが起こりにくい体制を整える

ことが大切です。 

年末の多忙時の対策 
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おすすめスポット（あこがれの場所・行きたいところ） 

 ： オ ー ト キ ャ ン プ 森 の か わ な べ 

このコーナーでは、当事務所職員がひとりずつおすすめ

のスポットや憧れの場所などを紹介していきます。 

お出かけの際の参考にしていただければ幸いです☆ 

職員コラム 
～PART2～ 

 最近は、キャ

ンプをオシャレ

に楽しむ方が増

えているようで

す。SNSでも、多

くの方がそれぞ

れの楽しみ方を

紹介されており、見ているだけでも楽しい気分に

なります。 

私の身近にも気候のいい季節になるとキャンプ

を楽しむ友人がおり、これまでは話を聞くばかり

でしたが、最近は時折お邪魔して一緒に雰囲気を

味あわせてもらったり、少しずつチャレンジして

いるところです。 

 その友人が、先日「オートキャンプ森のかわな   

   

 今月の担当：経営支援部 竹添 寿虞美 

べ」を利用して、キャンプを楽しんでいました。 

私も、夜だけ合流して宿泊こそしませんでした

が、キャンプ気分を楽しんできました。そこ

は、”森のかわなべ”というだけあって、周囲を

緑に囲まれ、とても空気が美味しく、星空が綺麗

な場所でした。そんな中で、友人たちとBBQや野

外でゆったりコーヒーを楽しみ、大いにキャンプ

気分を堪能してきました。 

こちらの「オートキャンプ森のかわなべ」、施設

も充実していて、トレー

ラーハウスで宿泊するこ

ともできるようです。た

まには、身近で非日常を

味わって、気軽に気分転

換もいいものです。 
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★ 
★ 

★ 
★ 

★ 
★ 『 平成29年度税制改正（案）について 』 

会計・税務のＱ＆Ａ！ 

先月号で「次回は、区分記載請求書等保存方式の具体的内容を紹介します。」とお伝えしましたが、  

    今年も残り2か月を切り、年末調整の時期が近づいてきましたので、今回は、平成30年分の年末調整に 

    関して、配偶者控除・配偶者特別控除に項目を絞り、留意事項や改正事項を紹介していきます。 

『 平成30年分 年末調整 』 テーマ 

給与所得者の扶養控除等申告書等の様式変更 

 平成29年分の「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」や「従たる給与についての扶養控除等（異動）申告書」に

ついては、「控除対象配偶者」を記載していましたが、平成30年分の各様式については、「源泉控除対象配偶者」を記

載することになりました。 

 配偶者控除額・配偶者特別控除額が改正され、合計

所得金額が1,000万円を超える給与所得者について

は、配偶者控除及び配偶者特別控除の適用を受けられ

ないこととなりました。 

 また、配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所

得金額が38万円超123万円以下とされ、その控除額が

右表の【改正後の配偶者控除額及び配偶者特別控除

額の一覧表】のとおり、改正されました。 

 控除額は、給与所得者の合計所得金額が900万円以

下の場合は38万円、900万円超950万円以下の場合は

26万円、950万円超1,000万円以下の場合は13万円の

3区分で逓減されます。 

【改正後の配偶者控除額及び配偶者特別控除額の一覧表】  配偶者控除額・配偶者特別控除額の改正 

平成30年分の年末調整から、申告書・源泉徴収簿の様式が変わります！ 

給与所得者の配偶者控除等申告書の改正 

  

  

 

  

 平成30年分の年末調整において、配偶者控除または配偶者特別控除の適用を受けるためには、 「平成30年分 

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「源泉控除対象配偶者」欄への記載の有無にかかわらず、「平成30年分 

給与所得者の配偶者控除等申告書」を給与支払者に提出する必要があります。 

 給与所得者の保険料控除申告書 兼  

  給与所得者の配偶者特別控除申告書 

    （兼用様式） 

 給与所得者の保険料控除申告書 

 給与所得者の配偶者控除等申告書 

【平成29年分の年末調整】 【平成30年分の年末調整】 

2種類の様式に
分かれます！ 

源泉徴収簿の様式変更 

 配偶者控除額については、平成29年

分の源泉徴収簿においては、⑯欄の「配

偶者控除額、扶養控除額、基礎控除額

及び障害者等の控除額の合計額」に含め

て記載することになっていましたが、平成

30年分の源泉徴収簿においては、⑮欄の「配偶者（特別）控除額」に記載することとされました。 
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① 給与所得者の合計所得金額の見積額の計算 

② ①で計算した見積額の判定区分（区分Ⅰ） 

③ 配偶者の合計所得金額の見積額の計算 

④ ③で計算した見積額の判定区分（区分Ⅱ） 

 ⑤ 控除額の計算欄の表に②で求めた区分Ⅰと④で求めた区分Ⅱの判定結果を控除額の計算の表に  

  当てはめることにより、配偶者控除又は配偶者特別控除の控除額を計算することができます。 

「給与所得者の配偶者控除等申告書」で配偶者控除・配偶者特別控除の控除額が計算できます！ 

①～⑤の手順により、控除額を計算することができます。詳細は国税庁のHPをご覧ください。 

配偶者控除等申告書 記載事項チェック表 ～平成30年分 年末調整のしかた：年末調整を受ける際の注意事項より～ 

□ 給与所得者本人の合計所得金額は1,000万円以下ですか。 

□ 配偶者の合計所得金額だけでなく、給与所得者の合計所得金額に応じて控除額が正しく計算されていますか。 

□ 配偶者控除と配偶者特別控除との区分は正しくされていますか。 

□ 配偶者控除額・配偶者特別控除額を源泉徴収簿の「年末調整」欄の⑮欄の「配偶者（特別）控除額」に正しく記入  

  されていますか。 

配偶者に関する定義の範囲が見直されました！ 

給与所得者と生計を一にする配偶者
（※）で、合計所得金額が38万円以下の

者をいいます。 

同一生計配偶者のうち、合計所得金

額が1,000万円以下である給与所得者

の配偶者をいいます。 

配偶者控除の対象となる者です。 

同一生計配偶者 控除対象配偶者 源泉控除対象配偶者 

給与所得者の合計所得金額が900万円

以下で、かつ、その生計を一にする

配偶者（※）の合計所得金額が85万円

以下の者をいいます。 

（※）生計を一にする配偶者は、青色事業専従者として 

 給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。 

配偶者控除・配偶者特別控除の適用を受ける時期 

源泉控除対象配偶者の場合 

①毎月（毎日）の源泉徴収、②年末調整の2段構えで配偶者控除または配偶者特別控除の適用を受けることになります。 

 本年の最初の給与支払日の前日までに給与所得者の扶養控除等申告書を給与支払者に提出し①毎月（毎日）の源泉

徴収が行われ、②年末調整時において給与所得者の配偶者控除等申告書を提出する2段構えの対応です。 

源泉控除対象配偶者以外（※）の場合 

 年末調整時に一括処理で配偶者控除また配偶者特別控除の適用を受けることになります。 

 年末調整において、給与所得者の配偶者控除等申告書を給与支払者に提出することで、配偶者控除または配偶者特

別控除の適用を受けることができます。 

 ★源泉控除対象配偶者のように、毎月（毎日）の源泉徴収税額の計算では考慮されません。 

（※） 上記表の    部分の者 



 昭和35年、先々代がこの地に

開業して以来、長年にわたり地

域医療に携わって参りました。去

る10月9日、旧診療所横に新

築移転いたしました。 

▲院内設備 

 新医院では、CTなど新たな検査機器も導入し、これまで同様、子どもからご高齢の方まで、内科・外科問わず総

合診療を行うとともに、在宅医療にも、さらに力を入れて地域医療に貢献します。グループホーム、通所リハビリ

テーションも併設しており、地域の介護ニーズに対応しています。 
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お問い合せ  医療法人 心晴 菱刈中央医院 〒895-2701 伊佐市菱刈前目790-1 TEL 0995-26-0140 

▲
 

  受  付 ▲ 

医療法人 心晴 菱刈中央医院 新築移転医療法人 心晴 菱刈中央医院 新築移転  
お客様情報 

コラム 

【歴史】 

【主な銘柄】 

【健康効果】 【毎年１１月１日は“紅茶の日”】 

【鹿児島との縁】 

 紅茶は紅茶ポリフェノールやカ

フェインなど健康に役立つ成分が

含まれています。世界的にも様々な

研究が発表されているとの事です。 

 1983(昭和58)年に日本紅茶協会によって制定されました。 

 1791(寛政3)年11月1日、伊勢の国(三重県)出身の船頭・

大黒屋光太夫がロシア女帝・エカテリーナ2世のお茶会に招

かれました。そこで日本人が初めて外国の正式な茶会で

本格的な紅茶を飲んだことに由来されます。 

 NHK大河ドラマや朝ドラでも有名な薩摩藩(鹿児島)の五代友厚が薩摩藩英国留学生を提案

した「上申告」の中で日本の輸出品の１つにお茶（紅茶）を提案していたそうです。 

 17世紀前半にヨーロッパで飲ま

れていた中国発祥のお茶(緑茶)が

人気になり、イギリス人の嗜好に合

わせて中国(福建省)で酸化発酵

を進めていく中で生まれました。 

※酸化発酵…お茶の葉の中に含ま
れる酸化酵素の働きを利用して製造

する作用の事。 

・アールグレイ（アールとは、“伯爵”の事。1830年代にイギリス首相を務めたグレイ伯爵の名を冠したお茶。柑橘のベルガモットの香りをつけたフレー

バードティーの元祖。ストレートティーがおすすめ。） 

・ダージリン（高級紅茶の産地として有名なインド北東部ヒマラヤ山麓の地名を冠したお茶。世界3大銘茶の1つ。ファーストフラッシュ（春摘み）、セカ

ンドフラッシュ（夏摘み）、オータムナル（秋摘み）と年に3回の旬がある。） 

・アッサム（ミルクティー向きの紅茶を多く産出する地域名を冠したお茶。茶葉をつぶし裂き丸めるCTC※製法の発祥地で、インド最大の生産量を誇

る。夏が旬。）   ※CTC…Crush(押しつぶす)、Tear(引きちぎる)、Curl(丸める) 

・ニルギリ（現地語で“青い山”の事。南インドの山岳地帯の名を冠したお茶。アイスティーやレモンティーがおすすめ。1〜2月頃が旬。） 

・セイロン（インド洋の熱帯の島の名を冠したお茶。英国式の伝統を引き継ぐ「紅茶らしい紅茶」が揃っているといわれる。産地は標高によって、ローグ

ロウン（610m未満）、ミディアムグロウン（610m〜1,220m未満）、ハイグロウン（1,220m以上）の3つに分類される。） 

・ウバ（セイロン（スリランカ）を代表する高山の茶産地の名を冠したお茶。世界3大銘茶の1つ。７～８月頃が旬。） 

・祁門
キームン

（中国祁門県の名を冠したお茶。世界3大銘茶の1つ。英国女王の誕生日に飲まれるお茶としても有名。ストレートやミルクティーがおすすめ。） 

・和紅茶（日本産の茶葉で作られた紅茶。渋みが少なく甘みがある事が特徴といわれる。） 

“ 紅 茶 を 飲 も う ”“ 紅 茶 を 飲 も う ”  
 今月１日は“紅茶の日”です。紅茶ときいて皆さんは何を思いつきますか？アイスティー、レモンティー、アフタヌー
ンティーや、銘柄、よく飲む事で有名な国の事を思いついたりと様々だと思います。 
 今回はその人その人により、様々な印象を持つ紅茶についてお話しします♪ 



事業承継対策のすすめ ～ Part７ ～ 
当事務所は、 Ｍ＆Ａ業務に関して㈱日本Ｍ＆Ａセンターと提携する地域Ｍ＆Ａセンターであり、日本Ｍ＆Ａ協会の理事

会員です。 このコーナーでは、Ｍ＆Ａによる事業承継など事業承継対策についてご紹介致します。 

Ｍ＆Ａの４つのメリットＭ＆Ａの４つのメリット  

   上川路Ｍ＆Ａセンター 

Ｍ＆Ａｼﾆｱｴｷｽﾊﾟｰﾄ 

事業承継ｼﾆｱｴｷｽﾊﾟｰﾄ 

             岩下 正太 
まずは当事務所へお気軽にご相談下さい。 
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２ 会社へのメリット 
 
先行き不安解消と事業の発展 大手と組む事で会
社の基盤が安定し、相手企業とのシナジー効果により
レバレッジ成長が見込めます。 
 
人手不足、採用不安の解消 グループ全体で行う
人材採用で安定した応募数確保を期待できます。 
 
経営一新による成長の可能性 人事交流により新し
い風が入る事で、社内の風土や社員のモチベーション
の活性化にもつながります。 

１ 譲渡企業経営者のメリット 
 
後継者不在問題の解決 「子供がいない」「継がない」「継がせられない」「子供に好きな職業を歩ませたい」という問
題を解決できます。 

 
創業者利潤の獲得 上場しても全ての保有株式を換金する事
はほぼ不可能です。Ｍ＆Ａは“ミニ上場”ともいえる手法です。 
 
連帯保証・担保提供の解除 経営権の移転と共に経営者の
連帯保証は解除されます。 

 
第二の人生を送る時間 日本人の平均寿命は８３歳といわれ
ています。Ｍ＆Ａにより第二の人生を楽しむ時間を多く作ること
ができます。 

引用・抜粋 ㈱日本Ｍ＆AセンターＨＰより 

３ 社員へのメリット 
 
雇用の継続・安定 単独経営は経営者個人に健康不安が
出てきた場合、会社も共倒れのリスクがあります。Ｍ＆Ａで資
本と経営を分離しておけば、安定した存続と発展につなが
る可能性があります。 
 
成長機会の拡大 大手の企業グループに入る事で、研修制
度は充実し、待遇改善、福利厚生の拡大の機会にもなりま
す。 
 
グループ全体でのキャリア形成 パートナーの転勤等
で、それまで退職せざるをえなかったような場合も、拠点が
増える事でグループを含めて継続勤務可能になり、キャリア
形成をあきらめなくてもよい場合が出てきます。また買収
対象となったグループ会社での社長や役員登用等、互いに
活躍の場が拡大できます。 

４ 地域社会へのメリット 
 
地元企業の発展による地域活性化 雇用確保の実現、相手企業の地域と
の交流が促進され、それぞれの地域に人が集まり、経済活動が存続・活性化し
ます。地域の経済活動をなくさない事は、地元への一番の貢献です。 
 
取引先の継続 地方では企業数が少なく互いの依存度も高いのが通常で
す。Ｍ＆Ａで会社を存続する事は、地域の連鎖倒産等の悲劇をもたらさない為
の手段になります。 

 
地域インフラの確保 医療や介護など、公共性の強い業種に関しては、その事業がなくなることそのものが地域インフ
ラの崩壊につながります。Ｍ＆Ａで存続する事で、地域へのサービス継続が可能になります。 



 冬に流行するｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞが早い内から猛威をふるっています。9
月初旬の時点で27都府県で学級閉鎖・学年閉鎖が108件におよび

ました。その理由は猛暑で免疫力が低下した事、季節が逆の南半球等からｳｲﾙｽが持

ちこまれた事が原因だそうです。もはや“ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞは冬だけの感染症ではなくなっ

た”と言う専門家もいます。①こまめにお茶を飲む事、②こまめにﾏｽｸを変える

事、③ﾋﾞﾀﾐﾝD豊富なきのこがたくさん入った料理を食べて免疫力をあげる事が予防
法として適しているそうです。よろしかったら皆様も試してみてください☆ 

 編集後記 

ご 相談 は 上 川路 ま で  ・・ 
 税務や会計、経営や保険な

どについて、分からないこと

があれば（税）上川路会計に

ご相談ください！ 

 また、お知り合いに開業予

定の方がい

らっしゃいまし

たら是非ご紹

介ください！！ 

編集委員 上川路美恵野 赤塚 盛喜 福留 坪山 川口 小川 

 連絡先：税理士法人 上川路会計  
 

 〒890-0056 鹿児島市下荒田4-1-9     
  Tel 099-252-7070 Fax 099-252-6400 
  E-Mail kamikawaji@tkcnf.or.jp 
         URL http://kamikawaji-kaikei.com/ 

上川路会計   検索 
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小春日や昭和の頃を語り合い   美恵野 

 紅葉や銀杏が『平成最後』の秋を艶やかに彩り、11月です。 

 平成最後の云々、という言い回しにやや食傷気味とはいえ、今月から売り出された年賀状が『平成最後』

と聞くと行く年を送る心持ちと相まってしみじみとしてしまいます。 

 このところ、平成という時代を考察する中で皇室の歩みについても多くが語られています。その中で私は

美智子皇后の読書にまつわるエピソードに惹かれます。もう一度学生時代のように本屋さんで立読みをして

みたい、とか、退位後は今まで時間が無くて読めなかった推理小説を読みたい、とか本を読むのが本当にお

好きなのだなということが伝わってきます。 

 また、皇后さまは『ぞうさん』で知られるまど・みちおさんの詩を英訳するなど児童文学との係りが深

く、御自身の子供時代の読書の思い出をテーマに講演をしたこともあります。この『橋をかける』と題され

た講演録を改めて読み返してみました。 

 平成十年にインドで開かれた国際児童図書評議会の世界大会「子供の本を通しての平和」においてビデオ

上映された基調講演です。 

 講演の中で子供時代の読書について『ある時には私に根っこを与え、ある時には翼をくれました。この

根っこと翼は、私が外に、内に橋を架け、自分の世界を少しずつ広げて育っていくときに大きな助けとなっ

てくれました。』と語り、講演の主題であった「平和」との係りを踏まえて『生まれて以来、人は自分と周

囲との間に一つ一つ橋をかけ、人とも、物ともつながりを深め、それを自分の世界として生きています。こ

の橋がかからなかったり、かけても橋としての機能を果たさなかったり、時として橋をかける意志を失った

とき、人は孤立し、平和を失います。』と述べています。 

 元々は読書の意義を説く話ではありますが深く考えさせられる事柄です。 

『橋』は、今まで行き来できなかった二つの場所をつなぐ役割を果たします。そのことで自分の世界が広

がり、今まで知らなかったことを知り、手に入らなかったものが得られるようになります。 

しかし、橋をわたってやってくるものが自分にとって都合の良いものばかりとは限りませ

ん。新しい世界を知る事で悲しみや苦しみを味わう事があるかもしれないのです。それを恐れ

てどこにも橋をかけずに狭い世界に閉じこもるか、せっかくかかった橋を壊してしまうのか…

どのように橋の先の新たな世界と対峙するのかで未来が変わってきます。 

最近の世界情勢の中で台頭してきている自国中心主義や、差別や軽蔑に満ちたヘイトスピー

チなどはかかった橋を壊そうとすること、他者との間に橋をかけることを拒む

ことと言えるでしょう。昭和、平成そして次の時代へともうすぐ橋がかかりま

す。人と人、社会と社会、国と国との橋が良く機能する未来であればと願って

います。 

mailto:kamikawaji@tkcnf.or.jp
http://kamikawaji-kaikei.com/

