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物事には表もあれば裏もあるとよく言われ

ます。言葉も同じで必ず反対の言葉があると

いわれます。右と左、前と後、上と下、内と

外、男と女。なるほど対になった言葉が多い

ようです。

しかし、言葉の中には対になっていないも

のもあるようです。そんな言葉の１つとして

常日頃から疑問に思っているのが「だらしが

ない」という言葉。「だらしがある」という

言葉はついぞ聞いたことがない。「だらしが

ない」というからには「だらし」というもの

があったり、なかったりするはずだが、「だ

らしがある」とは言わない。大昔には「だら

しがある」という言葉もあったが、消えてし

まったのだろうか。

さらに考えてみると、「だらし」とはどう

いう意味なのか。「だらし」という言葉は

「だらしがない」という以外に聞いたことが

ない。「だらし」とは一体何か。ありました。

広辞苑。さすがです。「だらし」とは「しだ

ら」が転倒した言葉だそうです。そして「し

だら」とは「しまり」という意味だそうです。

そこで「だらしがない」とは「しまりがない」

という意味になります。なるほど。

このような言葉はほかにもたくさんありま

す。「なんとなく」という言葉。広辞苑では

漢字に当てはめて「何と無く」とある。しか

し、「なんとある」という言葉は聞かない。

「何と」は無い方面へは向かって行くが、有

る方面へは向かわないらしい。

「うしろめたい」も同じ。「まえめたい」

とは言わない。「うしろめたい」は広辞苑に

よると「後目痛し」の意味だという。何故、

後目だけが痛いのだろうか。謎である。

さらに、「思い入れ」。「入れる」の反対は

「出す」だから、「思い入れ」の反対語は「思

い出す」になるはず。しかし、これはちょっ

と変だ。「思い出す」という言葉はあるが、

「思い入れ」の反対語ではない。意味が全然

ちがう。ここでは、反対語は一体どうなって

いるんだ。

色々考えているうちに混乱してきました

が、日本語が難しいということはわかりまし

た。
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この像は、ギリシャ神話の「法の女神」テミス
（Themis …ギリシャ語で、「掟」「習慣」「法」「正義」
を意味します）を形どったものです。
右手に掲げるはかりは、公平を象徴するとともに、

悪の重さをはかり、剣は力による貫徹を象徴し、目隠
しは無私をあらわすものといわれています。
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今回は「後見」「保佐」について。
「後見」は従来の禁治産制度にかわるもの

で、精神上の障害により判断能力を欠く常況
にある人を対象とするものです。判断能力を
欠く状態が通常である場合が「後見」で、判
断能力を欠くが一定の判断能力が残っている
場合は、後述の「保佐」となります。
後見開始の申立は、配偶者や一定の範囲の

親族からできます。本人も申立できますが、
実際は本人が申立するのは困難でしょう。申
立は家庭裁判所にします。申立を受けた裁判
所は精神鑑定をした上、判断能力を欠く常況
にあると認めると、後見開始の審判をします。
そして、成年後見人が選任されます。精神鑑
定はほとんどの申立につき行われると思われ
ますが、例外的に必要のない場合もあるでし
ょう。鑑定をするとかなりな費用がかかりま
すので、お金のない人は後見の申立が事実上
できないことになります。
成年後見人には広い範囲の代理権と取消権

が与えられます。代理権の範囲は、財産に関
する法律行為は全て含みます。取消権は日常
生活に関する行為以外は対象になります。ま
た、成年後見人には財産の管理権も与えられ
ます。つまり、被後見人のために、成年後見
人が財産関係や身上関係をみることになりま
す。この場合、家庭裁判所は、成年後見人の
職務を監督するため成年後見監督人を選任す
ることができます。成年後見人が悪いことを
しないように監督するわけです。

監督人は後見人に対し、後見事務の報告を
求めることができますし、被後見人の財産の
状況を調査することもできます。そして、家
庭裁判所に対し、後見事務についての必要な
処分を命ずるように請求することもできま
す。後見人の解任の請求もできます。
次に「保佐」。「保佐」は従来の準禁治産制

度に代わるもので、精神上の障害により判断
能力が著しく不十分な人を対象とする制度で
す。前回説明した「補助」の対象となる人よ
りも精神上の障害が重く、「後見」の対象と
なる人よりも、軽い人ということになるでし
ょう。申立手続きができるのは、後見と同じ
で一定範囲の親族ができます。本人もできま
す。「保佐」の場合にも、原則として精神鑑
定が行われます。従って、その費用が必要で
す。家庭裁判所は精神上の障害によって判断
能力が著しく不十分と認めたときは「保佐」
開始の審判をします。この場合、保佐人が選
任されます。保佐人には一定の主要な法律行
為（借材、保証、重要な財産の売買など）に
つき同意権と取消権が与えられます。また、
保佐人に一定範囲で代理権を与える制度もで
きました。これは、別に保佐人への代理権付
与の申立をし、家庭裁判所が代理権を付与す
る範囲を定めて付与の審判をします。但し、
代理権付与には被保佐人本人の同意が必要と
されています。
次は、任意後見制度について。
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事務局　　隅　田　仁　美

「すしあざらし」。その名前を聞いただけ
でも気になります。そこで調べてみました。
その名の由来は、身体の模様や形がお寿司に
そっくりだったから（らしい）。「すしあざら
し」はとてもとても恥ずかしがり屋なため、
めったに人の目に触れることはありません。
でも、一度だけ目撃されたことがあるとか…。
それは明治時代のこと。樺太の探検隊が、流
氷の上にのって流されている「すしあざらし」
を一瞬だけ目撃したという記録が残っていま
す。ですがその後、樺太地域での目撃情報は

一切なく、現在に至るまで世界中どこを探し
ても「すしあざらし」を見つけることができ
ていません。そのため、その生息地や生態に
ついては全く解明されず、様々な憶測ばかり。
その結果、いわばツチノコや徳川幕府埋蔵金
などと同様に、その存在そのものが賛否両論
の的となっている模様です。トロパパ、イク
ラママ、エビにいちゃん、三つ子のたまごの
家族が出てくる話題の絵本。言葉はほとんど
書いてありません。どんに生き物か想像でき
たでしょうか？
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事務局　　岡　　　悦　子

今年の７月から、高松のゴミ収集の方法が
変わりました。皆さんの町はどうなっていま
すか？人間、今までと違うことをしなければ
ならないとなると、なかなか受け入れたくな
いものですね。「この出し方、ようわから
ん！」と頭を悩ませました。まず、ゴミ箱を
７つ用意し、絵のコピーをしてゴミ箱にはり、
子供たちには入れ方の講習。一大イベントで
した。しかし、慣れるとなんと言うことはあ
りませんね。以前は月に一回しか燃えないゴ
ミ（資源ゴミ以外）の収集が無く、大きなビ
ニール袋に入ったゴミがあふれていました
が、今は随分減ってかえって助かっています。
ゴミと言えば、話は数年ほど前にさかのぼ

ります。子供たちは（私に似て）、少々だら
しがない（ちなみにだらしがないは、高松弁
ではしょうたれ、長崎弁では、ずんだれ）。
「ちゃんと片づけなんだら、全部捨てるよ」
との再三の勧告にも耳を貸さないので、捨て
るふりをすることにしました。

子供たちが学校に行っている間に、ちらか
してある物を大きなビニール袋に入れ、倉庫
（我が家のゴミ置き場）に置いたのです。
帰宅した子供があわてて聞くので、「今朝、

捨てたけど。なんだったら、倉庫でも探して
みたら」と威厳をもって答弁。
「ママー。倉庫には何もないけどー」と子供。
「えー」と私。（子供の手前威厳を保ちつつ）
倉庫へすっ飛んでいきました。あわてたのは
私の方。ない、ない、ない！ビニール袋がす
べて無い！そして、いつもゴミ捨てをしてく
れてる母の一言「今日、ゴミの日で、全部ほ
ったでー。」「ガーーン！」
お習字の道具、体操服、
本、洋服etc・・・。
最近の細かいゴミ収

集方だったら、このよ
うな悲劇は、きっと起
きなかった事でしょう。
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私はテレビが好きである。テレビを見てい
る時間はかなり長い。といっても、見つづけ
るわけではない。やたらとチャンネルを変え
る。少しでも面白くなくなると他のチャンネ
ルに変える。だから、10秒おきくらいにチャ
ンネルが変わることがある。また、テレビを
つけっぱなしで、見るともなく放っておくこ
ともよくある。要するに、テレビがついてい
れば安心するのである。
しかし、生まれた時から家にテレビがあっ
たという世代ではない。たしか小学校３～４
年生の頃に家にテレビが来た。その日のこと
はよく覚えている。特別なものが来たという
感じであった。テレビ番組も面白かった。一
番印象に残っているのは、やはり「月光仮面」
である。今見ればずいぶん幼稚な作品だし、
テンポも遅いが、当時は大きな衝撃を受けた
ものである。
この頃は高松では民放は２局しかなく、面
白かったのは、断然ＮＨＫ。「ジェスチャー」
「私の秘密」「危険信号」「事件記者」「私だけ
が知っている」など好んで見たものである。
バラエティーとして「若い季節」も大変面白
く思ったものである。テレビ創生期のエネル

ギーや新時代の感覚にあふれていたと感じ
た。また、外国のドラマも少年だった私には
大変なショックだった。「パパは何でも知っ
ている」「うちのママは世界一」「名犬ラッシ
ー」「サンセット77」「サーフサイド６」「ル
ート66」。アメリカの豊かさ、カッコよさに
あこがれたものである。今の日本はその夢を
かなえ、もっと進んだところまで来てしまっ
た。
このように物心ついてからテレビに接した

ため、テレビのインパクトは大きかったので
あろう。今でもテレビが好きなのはそのせい
かもしれない。今は肩の張らないバラエティ
ー、トーク番組、スポーツをよく見る。スポ
ーツは野球をはじめ、何でも好きだが、それ
にしても阪神の情けないことよ。
しかし、今のテレビは素人芸の域を出ない

ものが多く、質はかなり低下しているように
思われる。番組製作者の情熱や思い入れが感
じられるものが少なく、１つが当たればそれ
を真似しようとする安易な発想が多いように
思われる。テレビ好きとしては良質の番組を
期待したいところである。ついでに野村監督
にも期待したいところである。（Ｙ．Ｏ）
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「あのぉー　家を探しているんですけどー」
と若いアベックのお客さん（アベック等とは、
このごろはあまり使われない言葉ですよと言
われそうですが、まぁ、勘弁して下さい）。
「借りるんですか？買うんですか？」と、取
り敢えず時間稼ぎをしながら、貧しい脳みそ
をフル回転させてお客さんの観察をします。
「借りるんです」お客さんは胸を張って答え
ます。途端に、二人で住むのか？一人か？勤
め先は？年収は？近隣とトラブルを起こした
りしないで真面目に生活する人か？解約する
ときに揉めたりしないか？等々不動産屋さん
は、ますます脳みそを働かさないかんのです。
不動産屋の仕事の中で売買の仲介は、売買

代金の決済と物件の引渡しで終了します。だ
から、一般に比較的手切れが良いと言われて
います。
その点、賃貸借は契約を終結してからが長

い長いお付き合いの始まりです。入居者がそ
こに生活している限り、関係は続きます。だ
から脳みそに油を差して、入居者のデーター
を整理します。一寸した言葉の端に真の姿が
垣間見ることが出来るかもしれないと、世間
話をするように色々話をします。最近は身元

を詮索するのは歓迎されません。またダイレ
クトに質問すると、「なんでそんな事に答え
ないかんの」と逆襲されます。随分緊張して
対応するのです。
話は飛びますが、こんな話があります。あ

るマンションの一階駐車場に見慣れぬ自動二
輪を置かれて、車の出入りの邪魔になるので、
持ち主を随分探しまわった大家さん。勿論そ
この入居者には該当者無し。張り番をする様
にして犯人を捕まえてみると、近所に住む若
い子だった。「なんで人の敷地に勝手にこん
な大きな物を置くんな」と怒鳴りつけると
「だって、置くところがないんだもん」と平
気な顔、「そんなこと言うて、他人の敷地に
無断で置いても良（エ）えんな。道路にでも

置いたら良えでない」と言ったら、「だって、
雨が降ったらぬれるもん」とまるで落語のよ
うな話ですが、こんな人達を相手に弁護士事
務所の世話にならないようにする為に、身元
詮索は大切なのです。その一助として読書に
励んでいます。せめて「一を聞いて十を知る」
迄はいかなくても、お客さんの話が解るよう
になりたいものと努力しています。

こんなことも… 岡崎産業�
社長　岡　崎　　　進

エ ト セ ト ラ 事務局　　入谷　多延子

緑鮮やかな草花に覆われ、世界中から多く
の人々が訪れるその庭は、フランスのパリか
ら西北へ約90�のジヴェルニーという町にあ
ります。「睡蓮」で有名な画家クロード・モ
ネが43歳で移り住み、後半生（1883年～1926

年）を過ごした所で「モネの庭」と呼ばれて
います。モネの庭は「花の庭」と「池の庭」
に別れていて、「池の庭」は日本庭園を模し
た庭です。大きな柳に睡蓮が浮かぶ池。モネ
の代表作の一つ「睡蓮」を描いた所でもあり
ます。
この「モネの庭」が、今年の４月に高知県

安芸郡北川村に「花の庭」「池の庭」をモデ

ルに造られました。浮世絵の影響を受けてモ
ネが造った「池の庭」が、日本でどのように
再現されているのか大変興味があります。
四季折々の自然が楽しめるように様々な植

物が植えられているそうですので、モネの絵
が好きな方やガーデニングをされる方など興
味のある方は是非訪れてみて下さい。その際
には写真を撮るのもいい
のですが、スケッチブッ
クを持っていって写生を
してみるのも良いかもし
れません。いかがでしょ
うか？

岡義博法律事務所
長方形

岡義博法律事務所
タイプライターテキスト
Ｔ・Ｉ

Oka3
長方形

Oka3
タイプライターテキスト
外部の方からの投稿です




