
 

 

 

人間の身体は最高品質の精密機械 
人間の身体ほど良くできた精密機械はないの

ではないか。生まれ出で、死して没するまで、そ

れぞれの年代に応じて成長もしくは機能させて

いく姿は考えると人知で及ぶものでなく、不可思

議でもある。 

赤ちゃんが誕生し、この世の空気に初めてふ

れ、「おぎゃあ、おぎゃあ」と泣く。あの時の心臓

の作用など正に神業である。 

やがて母の乳を探し、誰も教えていないが、ち

ゃんと乳をのみ育つ。しかも母の免疫を引き継ぎ、

病気にも防備している。 

すべてを委ねた素直な顔はずっとみていても

飽くことがない。子どもは授かりものというが、そ

の通りだと思う。決して親だけでできることではな

い。 

 

「あなたの身体はあなたのものですか？」との問

いに、わたし自身のものですから自由に勝手に

使います、とはとても言えない。自分のもの自分

の所有と思うところから、いろいろ間違いや思い

違いがもたらされるのが常である。 

例えば自分の満足感を満たすため暴飲暴食

してしまうごとくである。（分かっちゃいるけど止め

られない…私がそれである。） 

 

人間の身体は小宇宙。 

宇宙の働きと人間の呼吸、各臓器、寿命など

万物を生成化育する点で一致するという。宇宙と

自然の営みとが一致するというのだ。 

健康の３大要件「快食・快眠・快便」。この循環

のサイクルこそ宇宙自然の営みそのものといえる。 

 

では健康的な生き方とは…？ 

自分のことを棚にあげて言わせて頂くと（自分が

目指すところあるいは現在やりかけている健康

法でもあるが）、まず、① 規則正しい生活、そし

て生活習慣 （日の出から日没までを標準とす

る）、② 日の出とともに朝の空気をいっぱい吸い

込み、からからに吐き切る深呼吸を数回行なう、

③ 腹７分目程度の食事を楽しむ（空腹を楽しむ

と体内時計がレベルアップする） 

各臓器、各細胞は大切にすると喜んで仕事す

るという。加えて精神との密接な関係が存する、

「感謝のこころ」が健康の素である。 
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地方公共団体が民間資金も活用しながら、地方版総合戦略に基づく事業を

積極的に実施していくため、国が認定した「地域再生計画」に記載された事業

に対して企業が寄附を行った場合に、寄附額の 3 割に相当する額を税額控除

する課税の優遇措置になります。 

《税額控除の内容》 

法人住民税＋法人税で寄附額の 2 割を控除 

法人事業税で寄附額の 1 割を控除 

→従来の損金算入による軽減効果（約 3 割）と合わせて寄附額の約 6 割の負

担軽減 

《対象となる寄附の要件》 

寄附額の下限は 10 万円 

本社が所在する地方公共団体以外への寄附 

寄附の代償として経済的利益を伴わないものであること 

 

 

 

個人のふるさと納税制度との違い 

  企業版ふるさと納税 個人のふるさと納税 

目的 企業の地方創生の取組への貢献等 故郷を応援したい心を形にすること 等 

寄付者 民間企業（本社所在地以外） 個人（寄附先の制限なし） 

実質負担額 寄付額の約 4 割 2,000 円 

寄附使途 

地方自治体が国から「地域再生計画」認

定を受け取り組む地方創生事業※１ 

自治体が自由に活用 

返礼等 経済的利益の供与は禁止 特産品 PR 等の返礼品贈呈が定着 

 

※１ 地方創生事業として8月2日に認定された事業は102事業で首相官邸のホームページで閲覧す

ることができます。 

 

 

企業版ふるさと納税の創設（平成２８年税制改正）について 
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今年の夏のホットな話題 その１  

今年７月２２日国内向け配信がスタートした「ポケモンＧＯ」。現実世界でポケモンをゲットするというゲームシステ

ムが好評を博し、世界的な大ヒットを記録しています。 

任天堂の株価は 7 月 19 日に一時、年初来の高値、3 万 2700 円をつけた。その後、「業績への影響は限定

的」と会社側が「ポケモン GO」フィーバーに水をかけたことから株価は失速。7 月 29 日には 2 万 440 円まで下

げた。終値は 2 万 1505 円（425 円高）と小反発して引けたが、19 日の高値から 29 日の安値までの下落率は

37％、下落幅は実に 1 万 2260 円に達した。そして、関連企業、例えば日本マクドナルド（「ポケストップ」）、エス

ケイジャパン（ポケモンのぬいぐるみの版権）等の株価も同様に乱高下した（「Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｊｏｕｒｎａｌ」による）。 

「ひきこもりが治った」、「運動不足解消」等の微笑ましい話題がある一方、「不法侵入」や「ナンパ」等の悪影

響も耳にするようになりました。子ども向けマンガのキャラクター「ピカチュー」ですが、60 代以上のシニア世代の

プレイヤーをも夢中にさせている（「Ｉｎｓｉｄｅ Ｆｏｒ Ａｌｌｇａｍｅｒｓ」より）とは驚きです。 

この社会現象、いつまで続くのでしょうか。 

今年の夏のホットな話題 その 2  

8 月 5 日から 22 日までブラジル リオデジャネイロでオリンピックが開催されました。 

さて、いよいよ次は 2020 年東京オリンピックです。小池新都知事と森五輪委員会長との開催費について

の意見交換が先日報道されていましたが、計画の白紙撤回等問題があった新国立競技場の建設予算

等、その後を調べてみました。 

「平成 27 年 12 月 22 日付新国立競技場整備計画 再検討のための関係閣僚会議」によれば、 

(1) 財源   「国の負担」、「スポーツ振興くじの特定金額」、「東京都の負担」とする。   

(2)  分担対象経費  ① スタジアム本体及び周辺整備費 （1,550 億円程度） 

 ② 設計・監理等費用         （40 億円程度） 

 ③ 旧国立競技場の解体工事費     （55 億円程度）  

上記①～③の合計額 1,645 億円程度から、以下のア、イの経費を除いた 1,581 億円程度を対象経

費とする。  

ア 「上下水道工事」（27 億円程度） …独立行政法人日本スポーツ振興センター（ＪＳＣ）負担  

イ 「道路上空連結デッキ」（37 億円程度） …東京都負担   

(3)  分担割合   「国の負担」：「スポーツ振興くじの特定金額」：「東京都の負担」 ＝ ２：１：１   

（注）以下の要因により、上記(2)の経費に不足が生じた場合には､この割合 で負担する。  

・賃金又は物価等の変動が生じた場合 ・消費税率 10％が適用される場合   

(4)  その他の経費  ① 埋蔵文化財調査費、日本青年館・ＪＳＣ本部棟移転経費、計画変更に 伴い回収不

可能となった費用、通信・セキュリティ関連機器、什器等 の費用及びその他の関連経

費については、ＪＳＣが負担する（東京都 は負担しない）。 

 ② 道路上空連結デッキ、東京体育館デッキ接続及び現都営住宅地公園整 備の費

用については、東京都が負担する。 

2008 年北京五輪の国家体育場が 525 億円、2012 年ロンドン五輪のメーン会場が 635 億円の総工費でつくら

れており、史上最高額の五輪スタジアムであることには変わりないようです。 
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今月ご紹介するのは、青山 繁晴著 「壊れた地球儀の直し方」――僕らの出番 

扶桑社新書です。 今 アメリカが中東問題、テロ問題、格差で壊れていく。EU
も難民問題、イギリスの EU 離脱で壊れていく。中国も民族問題、急激な格差問

題で壊れていく。 
そんな中、世界で日本だけが円高が進み、世界から信用されている状況です。 
テロ問題の根っこであるアメリカの中東政策を解説し、歴代の日本の総理の歴史的役割

を解説しながら、今我々個々の日本の主権者がなすべき事を示唆する本です。 
天皇陛下の生前退位発言の前に書かれた本ですが、天皇制への我々個人の考え方、差別

に対する考え方、日本の政治、特に外交、安全保障問題、日本の経済、特に為替、エネ

ルギー問題等 アメリカ、中国、EU に頼らない独自の独立した考えを持つ事の重要性

を教えてくれる。 
今 日本人それぞれが考えていこうと勇気を呼び起こす本だと思います。   （碇） 

 
***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ** 

ラジオ体操は近所迷惑？ 
 

子どもの頃の夏休みの思い出の一つに朝のラジオ体操がある。 
学校の校庭は子どもたちでいっぱい、出席カードに競ってハンコをもらった。 

夏休み一日も休みなし、得意満面の子どもに拍手喝さい。 

 

 さて、現在は？うちの地区では夏休み後半の三日間のみ、聞けば子どもたちがうる

さく、ご近所迷惑になると…。これで「地域で育てる子ども」、「子どもは将来の宝」…と

はなんと残念なことか。 

路地で遊ぶ子どもたちがめっきり減った。だいたい子どもたちの大声を聞かない。伸び伸び子どもたちを外で遊

ばせて思い切り太陽の下で過ごさせてやりたい。 

 

今回のオリンピックで粘り強く、折れない逞しい選手がたくさんいて感動をもらった。本当

は考えなければならないのは親の方かもしれない。 

私は三日間ではあるが近所のラジオ体操に毎年参加し、楽しんでいる。 
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