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サブアリーナです。サブアリーナです。

平成２4年分の所得税、個人事業者の消費税及び地方消費税、贈与税の確定申告会場は、

焼津市総合体育館焼津市総合体育館焼津市総合体育館

確定申告会場のお知らせ

焼津市保福島1050番地所在地

平成２5年２月１8日（月）から３月１５日（金）まで開設期間

９時から17時開設時間 （会場の混雑の状況により、案内を早めに終了する場合がありますので、ご了承ください。）

【会場案内図】　※お車で来場される方は、第２駐車場をご利用ください。

確定申告会場等の問い合わせ先は藤枝税務署です。

注）焼津市総合体育館への電話での問い合わせはご遠慮ください。（申告会場との取次ぎはいたしません。）

㈹ 054-641-0680
個人課税部門
資産課税部門（譲渡・贈与関係）

税務署では電話受付を自動音声により案内しております。
ご用件に応じて番号を選択してください。
「０」⇒所得税、消費税及び地方消費税の確定申告並びに贈与税の申告に
　　　関するご相談の場合（確定申告電話相談センター）
　　　［平成25年3月15日（金）まで、ご利用できます。］
「１」⇒国税に関する一般的なご相談の場合（電話相談センター）
「２」⇒税務署からの照会やお尋ね又は職員にご用の場合（税務署）

に贈与税の申告に

◇　当会場では、主にパソコンを利用した確定申告書等の作成を行っております。
　　なお、昨年申告会場において、パソコンを利用して確定申告書等を作成された方は、確定申告資料
　（緑色の封筒）、電子申告・納税等に係る利用者識別番号の通知書をご持参ください。
◇　開催期間中、藤枝税務署内では申告書等の提出のみ受け付けております。確定申告書等の
　作成指導を行っておりませんので、ご了承ください。
※　昨年、パソコン（e-Tax、申告会場でのe-Tax、国税庁ホームページ等）を利用して確定申告書等を作
　成した方には、確定申告書等の用紙を送付しておりませんので、必要な方は、税務署もしくは各市役所
　の市民税係（担当）の窓口にお越しください。
　　なお、国税庁ホームページでは、確定申告書や決算書の様式をダウンロードすることができますので、
　是非ご利用ください。

（シーガルドーム）

 （土・日は除きます。）

� 税 務 署 だ よ り �
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　記帳・帳簿等の保存制度の詳細や「記帳説明会」等のご案内については、国税庁ホーム
ページ（httｐ://ｗｗｗ.nta.go.jp）の「個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の
保存について」をご覧いただくか、最寄りの税務署にお電話いただき、自動音声にした
がって「２」を選択後、所得税担当までお問い合わせください。

　税務署では、新たに記帳を行う方や記帳の仕方がわからない方のため
に、記帳・帳簿等の保存制度の概要や記帳の仕方等を説明する「記帳説
明会」を実施しています。

　事業所得等を有する白色申告の方に対する現行の記帳・帳簿等の
保存制度について、平成26年１月から対象となる方が拡大されます。
※　現行の記帳･帳簿等の保存制度の対象者は、白色申告の方のうち前々年分あ
　るいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超える方です。

平成 26年１月から

記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます

　売上げなどの収入金額、仕入れやその他の必要経費に関する事項を帳簿に記
載します。
　記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額のみをまと
めて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。

　収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受
け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。

　事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方です。
※　所得税の申告の必要がない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。

【帳簿書類の保存期間】

税務署だより
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税務署だより
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税務署だより
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税務署だより
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税務署だより
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山　本　宗　平

～日常を描く～

　僕が今こうしてのびのびと絵を描くことが出来ているのは、故郷の藤枝にいるからなのだと

思う。ここには見慣れた風景があり、人がいる。藤枝で育まれたものは数々のきっかけとなっ

たし、この街は画家という僕の目を通して、今も柔らかく心を満たし続けている。ここには、

足りないものがたくさんある。でも、ここにしかないものが、僕を育てた。

　これから僕は、世界に向けて絵を描いていきたい。そのなかで、どこの国にいても、どこの

街に行っても、僕は藤枝を思うだろう。藤枝より優しいか、藤枝よりも厳しいか、その基準と

して。故郷って、そういうものだと思う。そういう故郷があるということが、とても幸せなこ

となのだと思う。

略　歴　

１９８０年生まれ。１９歳で渡米し、２００６年にサンフランシスコのAcademy of Art 

University油画科を卒業、帰国し藤枝に仕事場、”色彩文庫”を構える。人のいる風景を主軸

に置き、日常の何気ないなかに光を探している。最近の主なテーマとしてポルトガルを描き、

画集に収蔵されている。画集出版記念展には、在日ポルトガル大使も来られ、本人はまさかの

展開にガチガチであった。２０１３年の今年、初めて藤枝、焼津を扱った連作を描く。冬の淡

い光は難しく、そして美しかった。６月には静岡カントリー浜岡コース＆ホテルにて、秋には

福岡にて個展を予定している。

山本宗平画文集　“世界は物語で出来ている”　求龍堂刊　　

全国書店で発売中

特集・画家



「支え」　　紙に鉛筆　２０１２年
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特集・画家



「雫」　　紙に鉛筆　２０１２年
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特集・画家



　このたび、藤枝法人会の会報に特集を組んでいただき、大変嬉しく、光栄に思っています。地元に根

付いておられる方々に、名前だけでも知っていただけたらと、これまでやってきました。そのなかでた

くさんの方の応援をいただき、たくさんの幸運に恵まれました。胸を張って、しかし自惚れずに、これ

からも頑張ります。心に残る絵を描いていきます。皆様に、実際に絵を見ていただける日を楽しみにし

ながら、今日も藤枝で絵を描いております。ありがとうございました。
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特集・画家
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個人住民税の特別徴収（給与天引）について税 （ 天 ）住住住住住住住住住住住住住住住住住住 徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴 （（（（（（（（（（（（（給給給給給給給給給給給給給給給与与与与与与与与与与与与与 ）））））））））））個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税ののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののの特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給与与与与与与与与与与与与与与与与与与与与与与与与与与与与与与与与与与与与与与与与与与与与与与与与与与与与天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天引引引引引引引引引引引引引引引引引引引引引引引引引引引引引引引引引引引引引引引引引引引引引引引引引引引引）））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））にににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつついいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいてててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててて
　静岡県と県内市町は、法定要件（所得税の源泉徴収義務のある事業主）に該当する全ての事業主
に個人住民税の特別徴収を実施していただくための手続きを平成24年度から推進しています。（ア
ルバイト・パートに関わらず、所得税が源泉徴収されている従業員の方は原則、特別徴収による納
付となります。）ご理解とご協力をお願いします。

【個人住民税の特別徴収制度の概要】

静岡県藤枝財務事務所からのお知らせ

焼津市課税課　☎０５４－６２６－２１４９　　
藤枝市課税課　☎０５４－６４３－３１１１（内線６４２）
静岡県藤枝財務事務所管理課　☎０５４－６４４－９１２０

お問い合わせ先

②「市町・県民税特
別徴収税額通知
書」配布

①「特別徴収税額通知書」
　送付（特別徴収義務者の指定）

④翌月10日までに納入

⑤退職者等の届出（随時）

従

業

員

事

業

所

等

市

町
③給与等から住民税
天引き（６月支給
分から翌年５月支
給分まで）
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　自動車税は、毎年4月1日現在運輸支局に登録されている自動車（軽自動車を除く）の所有者に
対して課税されます。下取りに出したり廃車した場合は、名義変更や廃車の登録手続きを3月31
日までに完了しないと、手離した車の税金を納税しなければならないことになります。
　また、身体や精神に一定の基準に該当する障害のある方が所有する自動車で、本人が運転する、
生計を一にする、常時介護する方が運転するものについては、申請により自動車税が減免される場
合があります。

静岡県藤枝財務事務所課税第 1課自動車税班
　☎０５４－６４４－９１２２

お問い合わせ先
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　税の公平性を確保するため、税金の納付が滞っている人に対し、県と県内全市町が一丸となって
捜索･差押等の滞納整理を実施しています。
　適正な税務の執行にご協力をお願いします。　

静岡県藤枝財務事務所納税課
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　徳川家康が亡くなったのは元和２年（1616年）で
すから、2015年が没後400年忌になります。こない
だ新聞報道にありましたけれども、川勝静岡県知事
を初め、田辺静岡市長、鈴木康友浜松市長が、３人
そろってＮＨＫに、「ぜひぜひ大河ドラマに徳川家康
を」ということで陳情に行っていました。うまくそ
れが実れば、400年忌という形で静岡県はすごく盛り
上がるかなと思うんですけれども、2015年というと、
大坂落城400年にもなるんですね。それで今結構盛り
上がっているのが、長野県の上田市を中心に、「ぜひ
ぜひ真田幸村を」と。戦国武将の人気度からいうと、
家康より真田幸村のほうが上なんですよね。しかも
徳川家康は、既に滝田栄さん主演でやっているし、
西暦2000年、関ケ原から400年目という節目のとき
に「葵・徳川三代」をやっていますので、ちょっと
微妙なところもあるんですけれども、できるだけ私
も後押しはしていきたいなと思っております。きょ
うは、その家康の生き方から何を学ぶべきかという、
ちょっと大きなテーマでお話をさせていただきたい
と思います。

◇時代で変化する徳川家康の評価

　最初に、家康の人物像というものが、必ずしも固
定されてはいないというところから、まずお話しし
ていきたいと思います。
　よく「棺を蓋いて定まる」、人間の評価というのは
亡くなった後に決まるんだという言い方をしますけ
れども、亡くなった後でも、その時代の見方、考え方、
捉え方によって随分違ってくるという側面がござい
ます。
　私が若いころ、近江の湖東三山という、紅葉の名
勝で有名なお寺を回ったときに、住職さんが本尊を
案内してくれたんですが、いきなり窓を全部閉めて、
真っ暗な中で懐中電灯で仏像に光を当ててくれたん
です。その表情が、普通に見たときとは全然違うと
いうことに、ちょっとびっくりしたことがありまし
た。これは歴史上の人物の評価にも使えるというふ
うに思いまして、戦国を生きた武将たちにも、違う

光の当て方をするという研究姿勢を、そこで私自身
つかんだんですね。
　その１つの成果として、例えば今川義元ですけれ
ども、従来は、「お歯黒なんかつけて、お公家さん風な、
なよなよした武将だ」というふうな言われ方をして
いたのが、違う光を当てると、先進的な、当時の武
将としては一流の経営者だったという、そんなとこ
ろを明らかにしたんですが、家康についても似たよ
うなことが言えるわけなんです。
　江戸時代には「神君・家康公」という言い方をし
ています。言うまでもなく、「徳川300年」と言われ
る幕藩体制の基礎をつくったのが家康ですから、江
戸時代の人はみんな「神君・家康公」と呼んであが
め奉るような捉え方をしてきたわけですね。
　ところが、戊辰戦争の結果、薩摩・長州がいわゆ
る「官軍」になりまして、幕府は賊軍ということで、
薩長によって倒された幕府の創始者である家康につ
いては、もう本当にぼろくそに言うようになります。
私は「薩長史観」と言っていますが、つまり薩摩や
長州が中心になって築いてきた１つの歴史観ですね。
その結果、家康は狸親父であると。ずる賢い悪い男
だというのが定着してしまいました。
　しかし、少しずつ研究が進んでくるにつれて、徐々
に復権が果たされてきたという形になると思います。
今から約50年前、ちょうど徳川家康350年忌のころ
に、そうした風潮がようやく出てきたということで、
やはりそのぐらいの年月が必要だったのかなという
感じがいたします。
　現在の家康に関する評価はどうかといいますと、
実はなかなか難しい側面がありまして、私は「天地人」
というＮＨＫの大河ドラマの時代考証もいたしまし
た。主人公は、上杉景勝の筆頭家老の直江兼続。妻
夫木聡さんがやったんですけれども、その盟友と呼
ばれた石田三成がかなり出てきました。石田三成役
が小栗旬さん。若い女性にアピールするようなイケ
メン俳優が出てきて、しかも結構好演をしましたの
で、従来の「石田三成悪人説」みたいなものが、少
しずつ変わっていったんですね。今まではどうして
も、「なんで負けるとわかっていた関ケ原に突っ込ん

演会講
「家康没後400年
　徳川家康の生き方から何を学ぶべきか」

静岡大学名誉教授・文学博士　小和田 哲男 氏
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でいったんだ。あれで豊臣家は早く滅びちゃったん
じゃないのか？」と批判されていたんですが、負け
るとわかっていたと果たして言えるのか。関ケ原の
現場には、東軍の徳川家康方の７万4,000よりも多い
８万4,000という軍勢を動員してるんですよ。あそこ
で小早川秀秋が寝返らなければ西軍のほうが勝って
いたということもあり得るんですね。私も、その年
のドラマでは、石田三成について従来とちょっと違
う評価をいたしました。それによって結構石田三成
ファンが増えました。そうなると、その石田三成の
敵対者であった徳川家康を、やっぱりあのドラマで
は多少悪く描かなければ格好がつかないという、
ちょっと苦渋の選択もあったんですが、家康がちょっ
とずる賢いようなニュアンスを出しました。きょう
はその辺の弁明も含めながら、実際の徳川家康はど
ういう武将だったのか。また、今その家康から何を
学ぶべきかというところをお話をしていきたいと思
います。

◇家康を育んだ「駿府人質」時代

　そうした家康像を描いていく上で、やはり欠かす
ことができないのは、８歳から19歳まで、今川義元
の人質として駿府で生活していた期間です。レジメ
には、わざわざ括弧つきで「駿府人質」という書き
方をいたしましたが、普通の人質とは違うんです。
１つは、義元の軍師とも執権とも言われた雪斎とい
う人から実際に教育を受けた。あるいは静岡市大岩
の臨済寺に通って勉強を教えてもらったこと。それ
から、通説では今川義元の姪に当たる築山殿と結婚
している。つまり一門待遇なんですよね。これが２
つ目。そして３つ目、元服のときに、今川義元から「元」
という字をもらっている。これは今川義元の重臣ク
ラスに限られています。そういう育てられ方をして
いたということで、並の人質とは違うということです。
　やはり家康にとって大きな財産になったのは、雪
斎という、その時代の超一流の学者であり、軍事の
知識を持った人から直接教えを受けたということ
だったと思います。確かに人質という境遇は悪いけ
れども、この駿府に引き取られて、当代一の学者、
知識人から直に教育を受けたということが、やはり
家康の人生の根底に横たわっていくんじゃないかと
見ています。
　その証拠に、慶長８年に徳川家康は征夷大将軍に
なりますが、その２年後に将軍職を子供の秀忠に譲
ります。そして隠居所として選んだのが駿府なんで
すよね。家康がなぜ駿府を選んだのかについては、
たまたまいい史料が残ってるんですよ。駿府城がで
きた後、芝の増上寺の住職さんが竣工祝に訪ねてき
ました。そのときに住職さんが、「この駿府を選んだ
のはどうしてですか」と質問をして、そのときの答

が記録に残っ
ています。
　１つは、「駿
府は自分に
とってはふる
さとのような
ところだ」と。
もしも劣悪な
条件で、いじめられていたばかりの駿府時代だった
ならば、思い出すのも嫌だったと思います。これは
やっぱり、人質時代、いい教育を受けたという恩を
強く感じていたんでしょう。それから、「駿河の国は
冬暖かい。老後を過ごすにはうってつけだ」と。３
つ目は、「駿河の国の米はおいしい」と言ってるんで
すよ。そして、４つ目が結構大きな理由だと思うん
ですけれども、駿府城のすぐ西側には安倍川が流れ、
さらにその西には大井川、天竜川が流れていて、西
からの防備は完璧だと。しかも後ろには富士山があ
り箱根山がある。駿河の国というのは「国堅固」と。
国全体が守りに適した土地柄だということをはっき
り言っています。
　私は、一番の理由は多分この４つ目だと思います。
慶長８年に将軍になって、なぜたった２年で息子の
秀忠に将軍職を譲ったかというと、当時まだ大坂城
には、豊臣秀吉の忘れ形見である秀頼と、そのお母
さんの淀殿、茶々がいた。ですから、大坂方と仮に
戦いになったときには、豊臣の軍勢が東海道を東へ
攻め下ってくる。「これをどこかで食いとめなければ
いけない」という意識の中で駿府が選ばれたという、
これが大きな理由だと思います。
　５つ目ですが、家康のころにはまだ参勤交代とい
う制度はありませんが、大名たちが江戸の将軍のと
ころへ行ったり来たりするわけです。そのときに、
駿府ならば、わざわざ寄り道しないで済むと。結構
家康は、ほかの大名たちの気持ちをくんでいるんで
すね。
　もう１つ、家康の一番の趣味は鷹狩りですから、
その適所がいっぱいあったというところも、家康が
駿府を選んだ１つの大きな理由ではないかと思って
います。

◇家康の偉大な３つの功績

　さて、そんな家康が、どういうような評価をされ
るか。レジメに「３つの功績」と書きましたが、１
つは、戦国争乱の時代に終止符を打ったこと。「織田
がつき　羽柴がこねし天下もち　座りしままに食う
は徳川」なんていう昔の狂歌がありますけれども、
べつにそのまま天下が転がり込んできたわけではな
い。信長や秀吉や、先人のやったさまざまなことを
自分なりに咀嚼しながら新しい政権づくりを行なっ
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ていったということになります。
　さて、今までで一番多くの戦死者が出た戦いはと
いうと、例えば川中島の戦いの第４回戦。永禄４年
（1561年）９月10日の戦いなんかでは、両軍合わせ
て１万人ぐらいの戦死者が出たというような戦いが
ありますし、織田信長が越前の一向一揆と戦ったと
きには、３万とか４万の農民たちを殺しているとい
うようなことがありますので、もう本当に、土地は
荒らされ、家は焼かれ、人は殺されというのが、ま
さに戦国時代の常識だったわけです。
　ここから先は私、新潟県ではしゃべれないんです
が、越後の上杉謙信。これは戦国武将としては結構
人気の武将です。確かにすごい武将なんですけれど
も、結構荒っぽいことをいっぱいやっていますね。
新潟県は、冬、雪に閉ざされますから、雪が降りそ
うになると、毎年兵を率いて関東に出てきます。あ
の有名な三国峠を越えて、越後から上野（こうずけ）、
今の群馬県に入ってくる。そして関東平野を荒らし
回って、雪がとけるころ、また越後へ戻っていくわ
けです。
　新潟県出身の歴史家で、立教大学の名誉教授の藤
木久志という先生が、「上杉謙信の出稼ぎ戦争」とい
う名前をつけています。冬の期間、出稼ぎで関東に
来て、いろんなものを略奪して持って帰る。これが
普通の兵士たちの年間の収入になったということを、
新潟出身の歴史家が言っているので、私もそれにくっ
ついて同じようなことを言ってるんですけれども、
しかも前橋のあたりには人買い市が立ったと。家財
道具とか食糧だけじゃないんです。人間まで略奪し
ていく。そして前橋の城下で人身売買を行なったと
いうようなことも史料には出てきます。これが戦国
時代の現実なんですよね。こういった、史料に出て
くることを明らかにし、戦国の現実というものがわ
かってくると、そこで初めて家康のすごさというの
が明らかになってきます。
　家康は何をやろうとしたのか。恐らく小さいころ
からいろんな戦いに出て、何人も人が死んでいくの
を見て、「もうこれ以上人の殺し合いはやめたいな」
という思いを、いつのころからか持ち始めたのでは
ないか。それを実現するべく、周りから「狸親父」
と言われようと、そういうものに邁進していったの
ではないかと思うわけです。
　偉大な３つの功績の２つ目は、人々が食べていけ

る時代を実現
したというこ
とですね。
　家康の時代
から、少しず
つ新田開発が
進んでくるん
です。当時は

灌漑水利技術がそんなに発達していませんから、大
きな河川の下流では、ほとんど田んぼが整備されて
いないんです。このころは谷田（やとだ）といって、
山の中の棚田でつくられていたんです。それを、大
河川流域に堰を設けて、そこから水を引いてくるよ
うな形で、いわゆる新田開発が急速に進んでくる。
それによって米の生産量が上がり、人々が十分食べ
ていけるような仕組みができていったというのが、
ちょうどこの家康の時代からですので、人々が安心
して農業生産に従事できるような仕組みをつくって
いったというのが大きな功績の２つ目になると思い
ます。
　それから３つ目。東国と太平洋岸を発展させました。
　今は東海道側のほうが表日本ですけど、戦国のこ
ろまでは、むしろ日本海側のほうが表日本だったん
ですね。なぜかというと、太平洋側というのは外海
の荒波で、船が自由に航行できない。ある程度の航
路はありましたけれども、日本海側の比ではなかっ
た。例えば、今の山形県の酒田を出発して、柏崎と
か寺泊、直江津といった新潟県の港や、能登半島の
根元の三国港といった港を経由して、若狭湾の敦賀
とか小浜という大きな港に入ってくる。そこで一度
陸揚げされたものが、琵琶湖の北側の「今津」「塩津」
「海津」「飯浦（はんのうら）」といったところまで陸
路で運ばれて、また船に積み替えられて、琵琶湖の
一番南の外れ、大津とか坂本、草津といったところ
でまた陸揚げされて、今度は「馬借」によって京都
まで運ばれた。これが日本の商品流通の大動脈だっ
たわけですが、家康のころから、東海道の整備とあ
わせ、太平洋側航路というものがだんだん形づくら
れていくわけです。
　その１つが、有名な「伝馬制」です。これは今川
氏の時代からやっていましたが、それを完全に整備
し、交通手段として的確に使えるようにして、それ
まで物流の世界では遅れていた東国を、西国並み、
あるいは日本海側並みに引き上げたのが家康ですか
ら、今の日本の大動脈をつくる上で大きな役割を果
たしたということが言えると思います。

◇家康の人間的魅力

　次に、家康の人間的な魅力に迫ってみたいと思い
ます。
　レジメに「泰然自若」と書きましたが、永禄３年
（1560年）５月19日、あの桶狭間の戦いのときです。
家康は今川軍の先鋒として派遣されます。今の名古
屋市の緑区というところにあった大高城に入って、
その日の夕方到着するであろう今川義元を待ってい
たんですね。ところがなかなか来ない。そのうちに、
どうも今川義元様は、桶狭間というところで織田信
長の奇襲を受けて討ち死にしたらしいという変なう
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わさが流れてくる。当時、うそのうわさを流して相
手を攪乱するということは結構行なわれていますか
ら、家康も本気にしなかった。ところが、予定の刻
限になっても来ないものですから、物見を派遣しま
す。物見の報告によると、桶狭間のあたりで今川軍
の兵士が大分死んでいるということで、「先ほどのう
わさは本当かもしれない」と。普通ならば、すぐに
兵をまとめて逃げ出すところだと思うんですが、家
康は「ちょっと待て」ということで、そのまま大高
城にとどまります。
　真っ暗になったころ、織田方の水野信元という武
将の家臣が口上を伝えてきます。「今日の昼間、我が
主織田信長が今川義元を討った。ついては、大高城
にいると危ないから早く三河へ戻ったほうがいい」
と。実は、水野信元の妹が家康のお母さん、於大の
方だったんですね。つまり、水野信元にとっては甥
に当たる松平元康（家康）がかわいそうに思って忠
告してきたわけです。これも普通ならば、「それは大
変だ」というんで、兵をまとめて逃げ出すところだ
と思うんですが、家康はそこでもまだ泰然自若とし
ているわけですね。使いに来た浅井六之助という人
を抑留しちゃうんです。そして、少し夜が白けたこ
ろになって、その浅井六之助を先頭に、「我らは水野
信元家中である」ということを言いふらしながら、
堂々とお城を出て、無事岡崎城に帰ることができたと。
　このとき家康はまだ19歳ですよ。それだけ泰然自
若としていられたというのは、やっぱり少年時代、
雪斎あたりから禅の世界でいろいろと学んだことが
生かされたのかなというふうに思うんですね。
　この後、元亀３年（1572年）に、あの有名な三方
原の戦いがあります。武田信玄の２万5,000の大軍が
攻めてきて、家康にはそのころ8,000人の家臣がいた
んですが、その１割を失うという大敗北を喫します。
浜松城へほうほうの体で逃げ帰って、そのときに何
をしたか。「絵師を呼べ」と言って、自分のみじめな
負け姿を絵に残させているんですね。今これは名古
屋市の徳川美術館にありますが、縦50センチ、横25
センチぐらいの小さな絵なんです。どうも家康は、
これを小さな巻物にして、常に座右に置いて、ちょっ
とでも慢心しそうな気が出てきたときには、それを
開けて気を引き締め直したのではないかと言われて
います。
　さて、レジメに「吾妻鏡」と「史記」という２つ

の史料名を挙
げました。「吾
妻鏡」という
のは、源頼朝
が平家を倒し
て幕府を築い
ていく過程を
日記風に書い

た記録なんですが、それを家康は愛読書の１つにし
ています。恐らく家康自身、かなり若いころから自
分の生涯の目標というのを決めていたと思うんです。
その１つの目標、人物が頼朝だったと思うんですね。
　家康は、かなり早いころから、自分の生涯の目標
として征夷大将軍というものを意識して動いている
んです。やっぱり目標を持って、あるいはビジョン
をつかんで生きるという生きざまが、すごく人間的
な魅力につながっているのだと思います。しかも、「吾
妻鏡」だけではありません。「源平盛衰記」とか「日
本書紀」だとか、そんなものまで読んでいるんですね。
それがゆえに、いろんな場面で、結構めり張りがき
いた生き方をしています。
　しかも、日本の歴史だけじゃないんですよ。例え
ば「史記」。これは、司馬遷が著わしました、中国の
膨大な歴史書です。これをちゃんと読んでるんです
ね。「三国志」の時代の話なんかが結構戦略の上でも
生かされているというのも、恐らく子供のころ、あ
の雪斎から、いろんな兵法書、例えば「孫子」「六韜」
「三略」といったものを学んでいたがゆえに、「これ
は中国の歴史にも精通しておく必要がある」という
ことで、「史記」なんかを読んでいたのではないかと
思います。
　そして徳川家康は、私に言わせると、やっぱり偉
大な教育者なんですよね。いろんな機会をつかまえ
ては、家臣たちにいろんな教訓を垂れているんです。
　有名な話がありましてね、家康が既に大御所とし
てこの駿府に移住してきた後なんですけれども、あ
るとき江戸で１つの役職に空きが出たけれども、後
任がなかなか決まらない。そこで、秀忠の側近の土
井利勝が、「ここはひとつ、駿府の大御所様のご意見
を聞いてきましょう」ということで、家康のところ
へ訪ねてきた。そのとき、家康が１人の名前を挙げ
るんです。これは残念ながら史料には出てこないん
ですが、まあ土井利勝も素直といえば素直で、ちょっ
と憎めない男なんですが、「その者は、ふだん私のと
ころに出入りしていませんので、その者が適任かど
うか私にはわかりかねます」って正直に答えちゃう。
そうしたら、ふだんあまり怒りを外に出さない家康
が本気で怒るんです。「おまえのところに出入りして
いる者だけが取り立てられていくようになったら、
徳川幕府は終わりだぞ」と、本当にかんかんになっ
て怒るんです。つまり、土井利勝を間接的に教育し
ているわけですね。
　それから、おととしの大河ドラマ「江～姫たちの
戦国」の最後のころにちょっと出てきましたけれど
も、秀忠の２人の子供、後の三代将軍家光になった
竹千代と、弟の国松。この２人のどちらを跡継ぎに
するかを決めかねていた。このとき、実は竹千代は、
お福、後の春日局が養育していました。一方、弟の
国松のほうは実母であるお江のところで育っていた
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ので、お江としては弟のほうに家督を継がせたくな
るということで、どうもそのあたりが家康の耳に入っ
た。合戦が続いていた時代には、能力のない者が跡
を継いだら負けてしまいますから、一番能力のあり
そうな者に跡を継がせるんですけれども、ある程度
世の中が治まりましたから、「むしろ年長順でいけ」
という形になりました。そのときにお江を諭した文
書が残っています。そこで子供の育て方をこんこん
と教えています。だから、家康は幼児教育の天才で
もあったのかなと思います。徳川家が、15代まで
260年続いた背景には、やっぱりそうした、家をしっ
かり守る、あるいはしっかりした家臣たちに守って
もらうといった観点があったからだというふうに見
ていいのではないかと思います。

◇家康から何を受け継ぐべきか

　さて最後に、今私たちは家康から何を受け継ぐべ
きかということで、まとめの話に入ってまいります。
　家康が若いころ育った駿府人質時代には、この駿
河、あるいは三河あたりは、結構文化的な教養の高
い地域だったんです。戦国時代に、突出して文化的
な環境のいいところが３つあったんです。１つは今
川家。１つは「西の京」と言われた、今の山口ですね。
大内文化。そしてもう１つが越前。一乗谷の朝倉文化。
この３つを「戦国三大文化」と言うわけですけれども、
家康は、その１つの今川文化のもとで育っています
ので、文化というものに若いころから慣れ親しんで
いる。その点が、無骨一辺倒の信長や秀吉と、ちょっ
と違いがあるんじゃないかと思います。そうした文
化を重視した国づくり、人づくりを行なおうとした
という側面は、今それこそ私たちが受け継ぐべきこ
とではないかと思っています。
　例えば、大御所として駿府に隠居してきたときに、
駿府城内に、「駿河文庫」という私設の図書館をつくっ

て、約１万冊という蔵書を集めています。その中には、
先ほどの「吾妻鏡」だとか「史記」といった歴史書
はもちろん、「貞観政要（じょうがんせいよう）」と
いう政治論書なんかも入っています。さらに、自分
が読むだけではなくて、「これは多くの人に読んでも
らいたい」と思う本を幾つか選んで印刷をさせてい
ます。それが「駿河版」ですね。これがやはり、江
戸時代に、活字あるいは木版で大量に本が出ていく
１つの大きな原点になっています。日本人が書籍に
親しむきっかけを家康がつくっていたというところ
は、絶対に忘れてはならない点だと思います。
　それから、「命の重さ・平和の大切さ」ということ
を再認識させたという功績は非常に大きいと思いま
す。それこそ戦国時代には、毎日どこかで戦いが繰
り広げられていました。関ケ原とか川中島とか厳島
とか、そんな大きな戦いばかりじゃない、小さな戦
いが日常茶飯事に繰り広げられ、多くの人が殺され
ているわけですよね。そういう戦国の殺伐とした時
代を生きてきた家康が、「殺すということは悪いこと
なんだ」ということを大々的に言い始めます。その
一番典型的なわかりやすい例が、慶長８年（1603年）、
家康が将軍になったときに７カ条の覚書を出してい
るんですが、その一番最後に「百姓むざと殺すまじ
く候」と書いているんです。すごい言葉ですね。そ
れだけ今まで人の命が軽すぎたということを反省し
て、そういう表現になったんだと思います。
　そしてもう１つが、平和の大切さ。ご承知のとおり、
秀吉のときに、２度にわたる朝鮮出兵をしているわ
けですが、家康はそれを断ち切るわけです。もう朝
鮮出兵のような愚行は起こさないと。信長の時代、
秀吉の時代というのは、いわば戦国バブルですよ。
それをいわゆる長期安定政権に変えていく。結果、
徳川260年の間、国内でも戦いがない。対外的にも侵
略していかないという時代をつくった家康の思想か
ら、今私どもは学ぶべきではないかと思うわけです。
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平成２４年度 第２回

絵はがき
え

税に関する
ぜい かん

法人会では、租税教育の一環として、小学生を対象に「税に関する
藤枝法人会でも11点の応募がありました。優秀賞１点・特別賞1点

焼津市立 焼津西小学校 ５年生

宮嶋 かの子さん

焼津市立 大富小学校 ６年生

植田 めぐみさん
焼津市立 小川小学校 ４年生

曽根　有生さん

焼津市立 東益津小学校 ５年生

大久保 朱梨さん
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きコンクール
女性部会主催

る絵はがきコンクール」を全国的に実施しています。
点を含む全11点の作品をご紹介します。

藤枝市立 岡部小学校 ５年生

大畑　俊介さん
焼津市立 大富小学校 ５年生

豊泉　有理さん
藤枝市立 岡部小学校 ４年生

増田　伊佐さん

焼津市立 焼津西小学校 ６年生

山田　健斗さん

焼津市立 焼津西小学校 ６年生

若山　麻希さん
藤枝市立 大洲小学校 ５年生

鈴木　海哉さん
焼津市立 焼津西小学校 ４年生

山田　蒼さん

★  以下の場所に展示いたしました。★

1. 藤枝税務署

2. 藤枝市文化センター

3. 藤枝市生涯学習センター

4. 焼津市文化センター

5. 焼津信用金庫焼津西支店
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放送局
このマークは当会のホームページ内の「e講演放送局」にて公開中のものです。

ユーザー名 :koen   パスワード :hoso（パスワードは＊＊＊＊と表示されます。）

検索藤枝法人会　ｅ講演放送局

法人会活動平成24年12月7日～平成25年１月29日

本　　会

１月 29日　税務講習会
　テーマ「会社の決算と申告」
　講　師 / 東海税理士会藤枝支部
 　税理士　鈴木　和臣 氏
　会　場 / 焼津市文化センター

青 年 部 会

12月13日　勉強会
　テーマ「明日からできる！経営実践術！」
　-身近な経営者から、不況を乗り切るヒントを探る-
　講　師 / ㈱藤枝ＭＹＦＣ
 代表取締役社長　小山　淳 氏
 良知樹園㈱
 代表取締役社長　良知  正浩 氏
 （藤枝法人会 青年部会長）
　会　場 / 藤枝市駅前文化センター

女 性 部 会

１月 24日　新春講演会
　演　題「夢を語り、志を行

か た ち

動に
 変えよう！」
　講　師 / サゴーエンタプライズ㈱
 代表取締役社長　小野  晃司 氏
　会　場 / 小杉苑

12 月 7日　教養講座
　「メンタルヘルス対策による
　　労災リスク管理セミナー」
　講　師 / ＡＩＵ保険会社
 執行役員室シニアマネージャー
 平山　貴之 氏
　会　場 / 焼津市文化センター

１月 22日　新春講演会
　演　題「税のこぼれ話」
　講　師 / 藤枝税務署
 署長　影山　孝之 氏
　会　場 / ホテルアンビア松風閣

放送局

放送局

:koen :hoso
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講演放送局

税務講習会・各種研修会・説明会 セミナーオンデマンド

講演会  2013年1月
講師　 法人会のホームページ上で会員様には講演をクリ

ヤーにお聞きいただけます。

毎年の税制改正・新設法人のための税説明会・
源泉所得税説明会、相続、贈与の説明会…その他

税の知識が豊かになります

税理士による講習会

研修旅行

新入社員研修会、営業社員研修、
弁護士講習会、パソコン教室

お好みのセミナーをパソコンから選んでい
ただき、マウスをクリックするだけでセミ
ナーの動画がご覧頂けます。
「じっくり聞きたい、あの人の講演」「ちょっ
と知りたいあの言葉」仕事に役立つ情報や
ヒントが満載。
ホットな経営情報の入手・管理
職の教育・朝礼でのヒント集な
どのコンテンツが随時更新され
ます。

講演会に行けない
お忙しい方のために…

ネットで
講習会

　　　どっと読む会員 （無料）

主要な経済ニュースを毎 週 お届けします
おまけに　翌月には自己採点による記憶度テスト
も受けられます‼

経営者が知っておきたい

5555555555555555555555555555555
大好評

会員の皆様へ

各項目の詳細についてのお問合せは、
㈳藤枝法人会 事務局　q 054-643-8410 まで、お気軽にお電話下さい。

動画
インターネット

ネットで講演会！

早割電報
従来電報料金の最大約1/4とお得な会員
価格で「コスト削減」

文字数による料金は一切かかりません！
メッセージ360文字まで入力可能！

即日・通常便

早割便

まとめ割

当日・翌日配達で！

早めのお申込みで！（３日前）

同じ方へ複数お申込みで！

小和田哲男 氏
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法人会提携ローン 中小企業  貸倒保証制度ネットで学習
下記の８金融機関で優遇金利が適
用されます

静岡銀行　　　　静岡中央銀行
清水銀行　　　　スルガ銀行
しずおか信用金庫　　静清信用金庫
島田信用金庫　　焼津信用金庫

ビジネス・スキルアップ・スクール

らくらく仕事塾
今、話題の eラーニング

下記医療機関と提携し、
みなさまの健康管理をアシストしています‼

健康は会社の原動力

法人会独自の有利な保険を“団体保険料割引”の適用で加入できます。
国内の有力な保険3社ですから安心です。

保険で更に安心

三井住友海上火災保険㈱による
法人会会員専用の保険です

①定期健康診断（事業所検診）
年に一度の健診が義務付けられ
ています
②超音波検査（エコー）
腹部・乳腺・甲状腺・頚動脈
③その他オプション
　（気軽に受けられます）
前立腺がん･マンモグラフィ・
子宮ガン・眼底検査大腸がん・
肝炎ウィルス他

㈳志太医師会検診センター

①MRI検診
　（役員には1,000円の補助金）
・自分の脳のレベルを知ってお
くことが大事
・60歳以上の方が15千円で受診でき
る所は全国にも同院以外にはない

②最先端のPET-CTでが
ん細胞をキャッチ
PETとはポジトロン断
層撮影法とも呼ばれ
CTとの融合で高精度
に診断が行われます

藤枝平成記念病院

『人間ドック法人会特別コース』

42,000円 （5,500円割引）              
（さらに役員様には1,000円の補助金
制度あり）

内容は
（人間ドック
『一般コース』
 39,500円＋
　　　　肺ヘリカルCT

8,000円＝47,500円）

西焼津健診センター

経営者大型総合保障制度
企業保障プラン
　　…経営者・役員様
社員保障プラン
　　…従業員様向けに限定
個人保障プラン

…役員や従業員が個人で加入
できるプラン

大同生命保険㈱

①生きるためのがん保険　Days
・現在の幅広いがん治療に
対応できるがん保険です。

②もっと頼れる医療保険
　　新EVER
・病気（がんを含む）やケガ
を一生涯保障する医療保
険です。

アフラック（アメリカンファミリー生命保険会社）

①アットワーク ハイパー任意労災は

政府労災保険＋定額＋賠償
の「ダブル補償」で、業務災害を
スピーディに補償します

②法人会の地震対策プラン
　（法人会会員のみ）

AIU保険会社

これで社長も経理部長も枕を高くして眠れます！

協力弁護士制度

7
広告チラシ配布サービス

【配布部数】　１回　約3,000部
　（藤枝・焼津の法人会員企業）
【金　　額】　１回　20,000円

企業だけにお届けする　唯一の手段です

利用リピーター多数！ 弁護士　齋藤安彦 氏　追手町法律事務所
弁護士　青山雅幸 氏　ライトハウス法律事務所8
補助

5,000円

会員企業

法人事務局
TEL 643-8410

追手町法律事務所
ライトハウス法律事務所

①会員企業から事務局に電話、相談
②事務局は弁護士に取次後、③会員に連絡
④会員は事務局より指定された担当者に電話

①
③ ④

②

●いつでも、どこでも、自分のペース
で学べる！
●インターネットで社員教育ができ
る！
●１ヶ月、1,000円ポッキリで29講座
を全て学び放題！ビジネスに必要な
知識とスキルが効率的に学べます。

会員の皆様へ
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