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「結局、人生はアウトプットで決まる」の著者、中島聡は言う。大手通信会社に入社して「半年も経たない
頃には、新しい特許のアイデアを上司に提出しました。すると、上司は、私の提案書を読みもせずにいきなり
ボツにしたのです。
」理由は新入社員だからということのようで、氏は大手通信会社を辞めたのです。スティー
ブ・ジョブズのスタンフォード大学での言葉を引用して、今日が最後の日としたら、本当に今日やろうとして
いたことをするかと問いかけている。昔、大徳寺の大仙院の尾関宗園和尚が、大きな声で「今、せざるして、何
時するのか」とおっしゃっておられたのを思い出す。人生はあっというまの暫定的存在にすぎないのである。
過去も、未来も生きることができない。できるのは、今を、生きたいように全力で生きることだけなのである。
それも、社会が必要とする生き方をする必要があろう。船井幸雄の言ったごとく、その時、ちょっとでもおか
しいと感じた時には、そこには奥深い問題が潜んでいると考え、取り組まない方がよいと思われる。このこと
を踏まえながら、やりたいことを、命がけで一生懸命にやると素晴らしい人生が広がるに違いない。今を生き
よう。

先

善意と悪意

驚

戦争は、正義と正義の戦いであり、両者とも一歩も
譲らない。両者の主張に悪意は微塵も感じられない。
とは言え、両者の主張に善意があるわけでもない。ア
ドラーの言う主導権争いをしているに過ぎない。私た
ちは、このような場合、主導権争いに巻き込まれるこ

経

験

大手通信会社で携帯電話を買い替えた。
（10 分待ち）
最初未熟な人が現れ、受付事務をする。一通り聞き取
り（30 分）、経験者にその内容を伝え、経験者に引き継
ぐ（10 分待ち）
。しかし、今一度説明する必要があった
(一時間半)。処理を終え（10 分待ち）
、再び未熟な研修
生にクロージングさせる（20 分）
。ここでも、再度説明

となく、解決の光を求めて、その場を離れることが必

をする必要性があったことは驚きである。大きな立派

要になる。どちらも正義を主張する故、解決する手段

なお店にかかわらず、未熟な人が、私の命を奪う。最

が見当たらない。行きつくところは、復讐の連鎖であ

後に暗証番号が解らない時には再度設定に来てほしい

り、正義であると考える人間の愚かさを垣間見る。

とのこと。二度と携帯を買い替えたくないと思った。

税

家族信託という選択

医療の発達にともない、健康寿命という言葉がよく用いられるようになった。健康寿命とは、日常生活で不
自由なく元気に過ごすことができる寿命のことをいい、男性で 72 歳、女性で 74 歳前後とされている。男女と
もに平均寿命と健康寿命とでは 10 歳前後の開きがあり、様々な生前の相続対策を行う場合には、健康寿命を目
安に行うことをお勧めしている。何の準備もせずに認知症になってしまうと、預貯金口座の開設・解約や、不
動産の処分などの手続きもできなくなってしまうのだが、この場合どうすればよいだろうか？
これまでは、後見人制度等を利用するしか方法はなかったのであるが、近年では「家族信託」という選択が
できるようになった。家族信託とは、例えば息子など信頼できる人に財産を託して、信託契約で定めた目的に
従って管理・運用・処分してもらう制度である。ご本人の想いをつなぐことができる、新しい財産承継の形で
ある。皆様にとって、選択し活用できるかどうかぜひ検討したいものである。
Ｗａｚａｂｅｅ税理士法人 社員税理士 森本弘明 社員税理士 川口晃央
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Live in the present

Satoshi Nakajima, who is writer of “The output determines the life after all”, says that; “within the half
year when he entered the major communication company, he submitted new idea of patent to his boss,
then his boss declined even without reading it.” The reason was only because he was a freshman; and that
reason let him leave the company. Quoting words from Steve Jobs at Stanford university, question myself
“If today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today?” Remember old
time when Soen Ozeki from Daisen-in of Daitoku Temple in loud voice says “If not now, when to do”. The
life is only temporary presence in a short period. You can’t live in the past or in the future. Only what you
can is live in the present as you want and it should be within the manner that the society needs you.
Referring to what Yukio Funai said, it is better not to engage yourself when you feel strange even little,
considering that there is deep problem in it. Keeping such in mind, you may want to tackle and devote
yourself as hard as you can in what you want to do. Then there shall spread a wonderful and good quality
of life. Live in the present.

Forward

Good and Bad FaithSurprise

The war is battle between justice and justice,
and neither shall give an inch. There is not even
a piece of bad faith, although there isn’t good
faith in the claim of both parties. It is just the
tug-of war and the leadership dispute that Adler
says. In such occasion, we are to excuse ourselves
and leave the place to avoid getting involved,
seeking the light of the solution. There are no
way out for the solution since both claim the
justice and where it ends up is cycle of revenge;
with the glimpse of stupidity of human with
justice.

Experience

I was to get a new phone at the major shop – 10
min wait. Inexperienced worker did the course of
window support – 30 min; reported to experienced
worker to hand over – 10 min. Then I needed to
explain one more time – 1.5H. End processing – 10
min. Then again the inexperience did the closing –
20 min. I was shocked that I needed to explain
again in the closing. Even though fine major shop,
inexperience worker kill my time. Moreover, I was
requested to come again when lost the password. It
makes me never again to get a new phone.

Option to Choose Family
As the development of health care, a word as “health expectancy” has come in use. Health expectancy
is the number of years a person could expect to live
in good health without any functional limitation or
Trust
Tax

disability, and it is said that around 72 years for men and 74 for women. There is opening gap of about 10
years between the average life expectancy and the health expectancy; and when doing a succession
measure, it is recommended to do such, using the health expectancy as a guide. What if without any
preparation and become dementia, that you are no longer able to process such as opening and closing of
saving account or disposal dealing of real estate. What can you do in such cases?
There were no way other than guardian systems in the past but now there is another option to choose,
the "family trust". Family trust is the management system that let entrusted person, for example like a
son, control, invest and dispose according to the entrusting contract. It is the shape of the new succession
of assets that enables to connect one's own feelings. I'd like to consider whether it can be chosen and
utilized for everyone by all means.
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