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アメリカはやはりイラクを攻撃した。アメ

リカの大義はイラクの大量破壊兵器の廃棄と

イラク国民の救済である。ブッシュ大統領は

そのように考え戦争を起こした。

確かにイラクは、核兵器や生物化学兵器な

どの大量破壊兵器を持っているのではないか

と窺わせる行動が多々あった。また、フセイ

ン大統領の独裁政治もあったであろう。

しかし、国連の調査団による大量破壊兵器

の査察は進行中であったし、イラク政府もこ

れまでよりは査察に協力的であったことも確

かである。そのような時期にイラクを攻撃す

る必然性はないのではないか。これが多くの

国の考え方であった。何より、攻撃によって

罪のない一般市民が巻き込まれることが恐

い。それが世界の多くの人々の考えであった。

しかし、アメリカは攻撃をした。国連での

決議を取り下げて攻撃をした。アメリカが戦

争をしたいと思えば、誰も止めることはでき

ない。世界の現実を、国連の無力さを、まざ

まざと見せつけられた出来事であった。

そもそも国連は、第２次世界大戦後の世界

の秩序維持の方法として、国連を中心にして

ゆこうとして設立されたはずである。しかし、

よく考えると国連には安全保障理事会の常任

理事国というものがある。それは、第２次世

界大戦の戦勝国がなっているのであって、し

かも常任理事国には拒否権がある。拒否権が

行使されると議案は成立しないシステムであ

る。冷戦時代には、東西両陣営が拒否権を連

発し、国連が機能しない事態が各々あった。

そして、今回のアメリカによる国連無視の開

戦である。

今回の事態は、国際政治が大国の武力によ

って支配されているという実体を明らかにし

たものである。武力による支配をいえば、古

くローマ帝国の時代と何ら変わっていない事

になる。いや、人類はその初めの時期から武

力による闘争を続けており、結局、人類は武

力を背景にしてしか紛争を解決できないのか

もしれない。

国際機関に全ての武力を委ね、話し合いで

紛争を解決してゆくという時代は永遠にこな

いのだろうか。
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事務局　　岡　　　悦　子

前回に引き続き、我が家の次男坊（キャバリア
犬３歳－名前キャバ）のお話です。

専門書によると「この種の犬にあまり難しい
芸を求めない事。その代わりにとても愛嬌があ
り、かわいい」。よーく考えると「それってあほ
ということ？」なぜか妙に納得。
３年かかって、お手とお座りが唯一の得意芸。

お散歩コースでよそ様のワンちゃんがご主人
の横に寄り添い、立派にお散歩をしているお姿
を見るにつけ「うらやましー」。

我が家のキャバは、ヒモを引っ張って、ゼー
ゼーいいながら勝手に先々行く有様。みっとも
なくて思わずぼやいてしまいました。

私「あーあ。４番目も子
育て失敗やー」

長男10歳「それって、僕も失敗
って事？」

私「・・・・」

その後、犬好きのお友達に、私の悩みを打ち
明けたところ、キャバを見てくれることになり
ました。

ご対面－。瞬間にして、キャバはすばらしい
彼女にひとめぼれ。

そして、この優しい彼女のもと、１週間に２
回（送迎付きでの）訓練が始まりました。歩行
訓練だけでなく、障害物訓練も。

なんと、この５月には、アジリティー競技会
のアトラクション（初歩部門）に出ることにな
りました。
主人「やっぱりキャバは賢こかったんやー」

私「何言うてるの。この前まであほ犬やー言
うとったんは誰？」

しかし、我が家に帰ってくると散歩は元通り。
ヒモを持つ自分に原因がある事を深く悟った

私。「子供たちよ。ごめん！君達にも立派な指導
者を授かりますように・・・・」
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今回は株について。但し、株と言っても株
を売買して儲ける話ではありません。株式会
社における「株式」の話です。

企業には個人企業もありますが、会社組織
にしている所もたくさんあります。その会社
の種類は株式会社のほか、有限会社、合資会
社、合名会社があります。これらの中で株式
会社は規模の大きい企業が想定されていま
す。但し実際には、株式会社といっても中小
企業が圧倒的に多数を占めています。

まず、株式とは何か。それは、株式会社に
対する出資持分です。多数の人が（少数でも
いいですが）会社に対して出資をする、その
出資した持分が株式です。出資をした人は株
主と呼ばれます。従って、株主は、会社の持
ち主（所有者）です。この会社の所有者であ
る「株主」という呼び方は株式会社の場合で
あって、有限会社になると「社員」と呼びま
す。社員といっても従業員ではありません。
有限会社の持ち主なのです。有限会社での出
資持分は「株式」とは言わず「持分」と言わ
れています。

次に、「株主」と「取締役」は違います。
株主は会社の所有者ですが、取締役は株主で

なくてもなれます。取締役は会社の経営者で
す。本来、株主と取締役が分離しているのが
株式会社の形態です。これは大会社を見れば
明らかです。但し、中小企業にあっては株主
と取締役が同一人であることが常と言ってい
いでしょう。

株式は、本来「株券」という形で流通が予
定されています。出資をした人が自由に株式
を譲渡できるようにするため、株券の発行が
予定されているのです。但し、中小企業では
株券不発行とされているのがほとんどです。
この関係で、株式の譲渡について取締役会の
決議が必要だとされている会社も多数ありま
す。中小企業は必ずといっていいほどそのよ
うになっています。このような株式譲渡制限
も、本来大会社を想定していた法律にとって
は例外的なものです。譲渡制限制度も、実際
には中小企業が圧倒的に多い事から、他人が
会社に入ってこないようにと認められたもの
です。

このように、中小企業が多いことも考えて、
株式会社であっても中小企業向けの法制度も
考えられているわけです。

株式の話は次回に続く。
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する最高のブランドです。
日本人らしい奥ゆかしさと共に、男なら「粋」

に、女性の場合は「雅びやか」「凛」。いかにも
上品に、しかも華やかさを演出してくれます。

又、着物は、親から子（母から娘に）への引
継ぎの伝統があります。洋服では見られない、
親が着ていた品の仕立て直しの着物、何十年も
前の着物の継承が誇らしく、あたり前に続いて
います。私共の店にも多くの親子（母、娘）の
方が来店されます。不安な娘さんの側には、決
まって母親が、又そのお母さんのお母さん（祖
母）が「私に任せなさい」とばかりに座ってい
ます。着物が演出した親子の絆です。着物は親
子の暖かい絆の役割も果たしていました。

ここ迄書き上げたら、原稿依頼をしてくれた
岡弁護士に感謝の気持ちが沸いてきました。貴
重な「テミス」の欄に、このような機会を頂き
ました事に。

せめて最後に、知っていた方が良い知識を載
せさせて頂きます。

「着物は四季を楽しみます」
着物には、袷（あわせ）、単衣（ひとえ）、薄

物（うすもの）と、季節によって着る品が分け
られます。

５月迄が袷、６月が単衣、８月が絽（ろ）、そ
して９月に入ってまた単衣に戻り、10月よりま
た袷。もっと楽しむ方には、単衣と夏の間には、
紗袷せなる着物もあります。

こうして日本人の文化は、着ている人だけで
はなく、周りの人にも楽しんでもらう演出があ
りました。難しいルールは無視して･･･と言いな
がらも、最低知っておいて、承知の上での自由
を楽しんではいかがでしょうか。

さあ、皆さんも、時には着物姿で歩いてみま
せんか。窮屈の中での快適さ。今や、あなたは
みんなの注目の的です。

着　物　－序－ きものサロン桂　
代　表　　奥　山　　　功

「今、着物が見直されている！？」かな･･･。
その証拠に、こうして岡法律事務所が発行し
ている事務所報に「着物について」の原稿依
頼です。
「ンー･･･」法律のお堅い中に着物の話･･･。
「さて、どうしたものか･･･」。なるほど「法律
と着物」似てるところがあった。六法全書のよ
うに、着物も専門用語の多い事。素人目には判
読出来にくい、独特の難しい用語。着物の知識
は、法律のそれと同じように知れば知る程、奥
深さと、その分厚さ･･･そして、難しいきまり事

（ルール）の多さである。
その事が双方とも普通の生活には難しく、受

けにくくて、そしてとうとう「きもの離れ」ま
で起こしているのかな。

が、しかし法律はそう簡単に変える事は出来
ないけど、着物は、取決め事にあまりこだわら
ないで、自分の好みを少しずつ入れて楽しんで
みては。だって法律のように罰則は無いんです
から。

洋服が主流の現代では、着物姿そのものが独
立したファッションになってきました。よほど
な正式な場所でない限り、着物のルールの難し
さを気にしないで、自分に合った着装を楽しん
でみてはいかがですか。

ほんの少し前（正確には20年位前）には、こ
の時期、入、卒式といえばみんな揃って、着物
に黒絵羽姿でした。みんなが着ているから･･･ほ
とんどの母親が制服のように黒絵羽を着ていた
ものです。

今は、みんなが持っているから･･･の品は、ブ
ランド品に変わりました。そして、着物は、自
分だけの個性を引き出す素晴らしいファッショ
ンとして確立しました。

着物は、日本人だけしか、日本人だから１番
合った最高のお洒落の位置付になりました。

日本人の着物姿は、男性も女性も世界に通用

事務局　　隅　田　仁　美　　

実家が駄菓子屋さんという事もあり、私は大
のお菓子好きです。中でも『うまい棒』という
スナック菓子は、小さい頃から毎日食べたいと
思ってしまうほどのお気に入り。

『うまい棒』は1979年に初めて発売されまし
た。最初は３種類の味しかなかったのですが、
今では次の14種類の味があります。とんかつソ
ース味､サラミ味､チーズ味､テリヤキバーガー
味、ポタージュ味、ヤサイサラダ味、メンタイ

味、エビマヨネーズ味、チョコ味、キャラメル
味、タコヤキ味、ココア味、チキンカレー味、
かばやき味。

過去にはオムライス味、梅おにぎり味､カニチ
ャンコ味､ロブスター味、サキイカ味!?と、ちょ
っと変わった味もありました。

そして、幻の納豆味。粘りけのある食感（？）
で、かなり美味しかったという噂。あぁ、食べ
てみたかったなぁ･･･。
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カナダへ行ったのはもう10年以上前にな
る。バンクーバーからカルガリーへ飛び、カ
ナディアンロッキーを旅したが、とにかく雄
大である。

カルガリーから陸路バンフへ。カナディア
ンロッキーの始まりである。バンフでの２泊
はバンフ・スプリングス・ホテル。世界的に
有名なお城のようなホテルである。森の中に
囲まれたお城。迷子になりそうなほど広い。
このホテルのゴルフ場は世界で十本の指に入
ると言われるほど綺麗なコースである。

ホテルを出て10分ほど山を下るとバンフの
町へ出る。小ぢんまりとした町並みで清潔感
がある。但し、観光地化されており、日本語
がよく目立つ。例の日本人歓迎というやつで
ある。おみやげ物の調達には困らない。

バンフを起点に西へ進むと、世界で最も美し
いと言われるレイク・ルイーズ（ルイーズ湖）
がある。途中はバンフ国立公園になっており、
野生の動物がいたる所で見られる。エルクと
いう大型の鹿がいる。リスのような小動物も
見られる。車を止めていたらきりがない。

レイク・ルイーズはビクトリア女王の娘ル
イーズ妃にちなんでつけられた名前である
が、確かに美しい。

左右を山に囲まれ正面にビクトリア山。湖
面はエメラルド色に輝く。雪どけの頃が特に
美しいと言う。

この近辺には、外にボウ・レイクという有
名な湖もある。ここもクロウフット山という
山を背景にした氷河湖で湖面は青い。どこに
行っても美しいという感想である。

更に西に進むとコロンビア大氷原。９つの
氷河からできた大氷原で氷河時代の氷河がそ
のまま残っている。雪上車で氷原に行くこと
もできる。雪上車から降りるとそこは数万年
前の氷河の上。雄大さだけでなく、地球の歴
史も感じとる事ができる場所である。

カナディアンロッキーも観光地化されてい
る。しかし、とにかく広いので、人間の存在
はあまり気にならない、ここを訪れると気持
ちが大きくなる、時間がゆっくり流れるよう
になる。そんな場所の一つである。（Ｙ・Ｏ）

カナディアンロッキー

エ ト セ ト ラ
事務局　　入谷　多延子

「クロテッドクリーム」はイギリス南西部の
特産で、牛乳から作られたクリームです。去年
の10月に初めてクロテッドクリームというもの
を知り、ミルクティー、ヨーグルトそしてクロ
テッドクリームが朝食の定番になっていました。
そんなメニューが２ヶ月程続いたある朝。何げ
なく見た容器に書かれていたのが「乳脂肪57％」。
油っぽさがなかったので、まさか50％を越える
乳脂肪が入っているとは…。そういえば最近更
に洋服がきつくなったような…。これは気のせ

いではなく、乳製品のとりすぎ＝太った！
クロテッドクリームには乳脂肪分が少なくて

も55％以上、通常でも63％くらいは含まれてい
たのです。これでは冬眠前の熊のように（季節
も丁度冬眠時）、体に脂肪が蓄積されていくわけ
です。カルシウム不足の現代人にとって、気軽
にとれる乳製品のカルシウムはとても大切です
が、その陰に潜んでいる脂肪に注意しながら、
上手に乳製品を摂取していこうと思った出来事
でした。
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