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「これは戦争である」とブッシュ大統領は
述べた。9月11日、ニューヨークの世界貿易
センタービルのツインタワーとワシントンの
国防総省の建物などに対して、飛行機による
同時多発テロが行われた。アメリカ国内では
太平洋戦争の日本による真珠湾攻撃以来の出
来事であるとも報じられている。アメリカの
経済と、軍事の中枢をねらったこのテロ攻撃
により数千人の被害者が出た模様である。日
中は5万人もの人が勤務するというこのツイ
ンタワーの中に、テロ時に何人の人間がいた
のか正確にはわからないが、信じられない位、
多数の人が犠牲になったのは間違いない。そ
の意味では正に戦争である。
アメリカ政府は、このテロに対する報復を

言明し、主要容疑者はイスラム原理主義者の
ビンラディン氏のグループであると発表し
た。世間は、このテロの背後には、アラブと
イスラエルの対立、それに対するアメリカの
関わり方が関係していると見ている。アラブ
とイスラエルの対立は2千年にも及ぶ宗教的
な対立（イスラムとユダヤ）が背後にあり、
両者の間では幾度もの戦争が繰り返されてい
る。アメリカはこの中東紛争の解決に乗り出
していたが、イスラエル寄りの姿勢であるこ
とは以前から指摘されていた。アラブ側はこ

のアメリカの姿勢に不満を持っており、イス
ラム原理主義者のビンラディン氏によって、
これまで同じ貿易センタービルの爆破事件や
アメリカ大使館爆破事件が引き起こされてき
たと報じられている。
アメリカはテロに対する報復攻撃のために

4兆円を超える予算を投じる議決をした。ま
た、5万人の予備役の召集も決めた。まさに
戦争状態に突入である。
確かにテロ行為は許されるべきものではな

い。飛行機をハイジャックした上、多数の人
が勤務する民間ビルに激突し、多数の人間を
巻きぞえにする行為は、人命を軽視するもの
で人道上許し難いものである。アメリカが人
道的見地からテロの撲滅を行おうとしている
ことは理解できる。
しかし、アメリカの行動の奥には復讐とい

う感情も混じっているのではないか。アラブ
とイスラエルの争いは肉親を殺されたことに
対する復讐という感情があり、それが血を血
で洗う報復となって紛争が繰り返されてきた
のではないか。今回もアメリカの対応次第で
は民間人を巻き込むことになり、報復に対す
るさらなる報復が繰り返されることにもなり
かねない。
憎しみからは平和は生まれない。冷静に。
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事務局　　岡　　　悦　子

暑い夏の日の事、体調をくずし、病院へ行
った。「いつから？どんな症状ですか？体重
は？」などの問診に子供たちが答える。私達
や看護婦さんの見守る中、診察が始まった。
「うーん、これは菌が腸に入ってそれが脳に
までまわっていますね。まず重傷のところか
ら、治療していきましょうね。」やれやれ。
子供たちもほっと一安心の様子。
さて会計。看護婦さんが「はい。お疲れさ

ま。2800円でーす。」私は耳を疑った。900円
で買ったハムスターの治療費。「なんでー。
このお金で3匹買えるのにー」帰りの車中は、
私の殺気を感じたのか子供たちは無言…。実
は一週間ほど前からホワ（ハムスターの名前）
の調子が悪く、子供に小動物病院（娘が親切
なご学友に教えてもらった）ヘ連れていって
くれとせがまれていたのです。

我が家に帰り、まずお薬。看護婦さんの言
葉を思い出す。「一日3回、冷蔵庫に入れてお
いて、飲ませるときは、常温に戻してから与
えて下さいね。」あほらしー、と思いつつ2ミ
リの薬をホワにやるのにおおわらわ。先生も
看護婦さんも実に親切に色々教えてくれました。
さて次は、ハウスの大掃除をして、子供た

ちと室温計をもって家中ウロウロ。帰宅した
主人が「なにしよんやー」と質問。「病院の
先生に言われたんやけど、部屋は毎日掃除を
して清潔に。風通しがよくて常時湿度50％、
室温25度の所においてやって
下さいやてー。そんなとこ探
しとるんやけどー」と私。「あ
ほかー。そんなええとこ、何
処にもないわ。あったらわし
がそこに住むわー！」
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この春から個人再生手続という法律が施行
されました。民事再生法は数年前に作られて
いましたが、そのうちの小規模な個人の再生
について特則を定めたのが個人再生手続で
す。従って、会社などの法人は対象になりま
せん。
この手続を一口で言うと、借入金がふくら

んで支払が困難になった個人が債務の一部を
分割弁済することによって残額は免除を受け
るというものです。多額の債務を抱えた人が
一部を弁済することで再生しようというもの
です。このような人は自己破産をする人が多
いのですが、中には支払いをしようという人
もいます。そのような支払意思のある人が利
用するのがこの手続です。
個人再生手続は、小規模個人再生手続と給

与所得者等個人再生手続に分かれますが、ま
ず小規模個人再生手続から説明します。
この手続は、無担保の負債総額が3000万円

以下で、将来において継続的又は反復的に収
入を得る見込みのある人が対象となります。
支払不能になるおそれのある人が、所定の資
料を付けて裁判所に申立をすると、上記の
3000万円以下の要件、継続的又は反復的収入
の要件があれば、手続が開始されます。
裁判所は債権者に対し、債権の届出をさせ

ます。届出された債権に異議がある場含は債
権の評価をし、その額を裁判所が決定するこ
とになります。

他方で、債務者は自から再生計画を作成し、
裁判所に提出します。再生計画の内容は負債
額の5分の1以上又は100万円のどちらか多い
額を弁済するというものでなければなりませ
ん。例えば負債額が300万円の人は、その5分
の1は60万円ですが、l 00万円の方が多い額
なので、最低100万円は弁済しなければなり
ません。但し、負債の5分の1の金額が300万
円を超えるときは上限は300万円になります
（負債が3000万円でも600万円弁済する必要は
ないわけです）。また、弁済額は破産した場
合の配当額を上回る必要もあります。こうし
た最低の弁済額を、原則として3年間で分割
弁済するという内容の再生計画案になります。
そして、債務者の作成した再生計画案につ

いて、債権者が書面決議をします。債権者集
会は開かれません。書面決議で不同意の債権
者が半数を超えず、かつ議決権総額の2分のl
を超えなければ再生計画案は可決されること
になります。再生計画案が可決されれば法所
定の要件がない限り、裁判所は再生計画を認
可することになります。弁済するという申出
に対し、反対する債権者は多くないでしよう
から（破産になったら通常は配当はないか
ら）、不同意者が半数を超えることはまずな
いでしょう。従って、可決、認可されるのが
原則となるでしょう。
認可されるとあとは、再生計画に従って分

割弁済をしてゆくことになります。
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エ ト セ ト ラ 事務局　　入谷　多延子

猛暑を乗り越え、やってきました食欲の秋。
しかし、この食欲の秋に甘えていると、とて
も後悔しそうなのです。いや、後悔するので
す。「ダイエット!!」。毎年繰り返される行事
のようなものですが、運動は続かないし、な
かなか解消されません（歳と共に）。そこで、
今度はお蔵にしていた自転車に目を付け、乗
ってみることにしました。なんと爽快な乗り
心地！讃岐人の血は自転車を忘れていません
でした（香川県は自転車保有台数全国第5位

だそうです）。地球温暖化が問題とされてい
る今、自転車が見直されてきています。種類
もママチャリから電動自転車まで様々。気候
に左右されやすい乗り物ですが、また、季節
の変わり目などを感じやすい乗り物でもあ
り、健康プラス環境問題と一石二鳥の自転車
は、ヨーロッパでも多くの人が利用している
ようです。放置自転車と安全運転に気を付け
れば、是非おススメの乗り物です。ダイエッ
ト効果の方は・・・・ですが。

♪デケデケデケデケ♪（文字にすると解り
難いかも…）というと分かる人は分かってい
ただけるかも。「ダイヤモンドヘッド」「パイ
プライン」とくると、そのときを青春で過ご
した人（今はいいお年になられていると思い
ます…）は、男女を問わず自然に身体が動い
てはきませんか？そう！「ザ・ベンチャーズ」
です。40年も前の音楽ですが、今もなお引き
継がれその音、その曲は廃れることなく相も
変わらずコピーバンドが出ては消え出ては消
え、その数の多いこと！実は、私もその中の
一人でした。
映画にもなりました。平成4年に芦原すな

お先生の小説で大林宣彦監督のもと、昭和40

年前半まだロックが浸透していない頃に四国
の田舎町、観音寺を舞台に高校生がロックバ
ンドを結成して学園祭で演奏するという青春
グラフティです。いい音楽は時を越えいつま
でも人に愛されるものです。
私事で恐縮ですが、同じく高校時代にバン

ドを組み今もなおバンドを組んでいます。
「いい年したおっさんが、なにやってんだろ
うねー？」と思うかもしれませんが、実はそ
の通りで自分でもなにやってんだろうと思い
ます。でも20年のバンド人生（そんな大げさ
なものじゃないんですけど）が音楽から離れ
ることを許さないのです。ここ2年ばかりオ
リジナル曲を持ったバンドによばれて、そこ
のメンバーとして活動しています。コピーバ

ンドとはひと味違った趣があります。実に厳
しいバンドでメンバーとしてこのバンドの音
楽性、演奏技術、及び結束に前向きでなくな
ると即クビです。現に私が参加してからキー
ボード担当がクビになり、当時ベース担当の
私がキーボードにまわり、新しいベーシスト
をメンバーに迎え入れました。ちようど半年
前の出来事です。高松のアマチュアバンド界
では、「BORDER」（うちのバンド、ボーダ
ーっていうんです）のメンバーが替わった！
何で変わった？何があった！…と水面下で騒
ぎがあった様子…。いつ自分がクビになるか
ドキドキしながらやっているのも、なんか緊
張感があっていいかも…。プロの世界（特に
「スタジオミュージシャン」）では、一度“ダ
メ”の烙印を押されると2度と復帰できない
といわれているらしい…。恐い話です。
人それぞれの持つ音楽の根幹となるもの

は、幼児期に聞き込まされて成るものと、そ
れとは別に物心ついてから聞いた音の中に感
性に合った曲があり、それが成ったものとが
あるように思えます。その成りえたものはつ
い何かの拍子に無意識に口ずさんだりしてい
ませんか？辛い時、悲しい時、嬉しい時、楽
しい時、そこには人それぞれの持つ音楽があ
るのです。そのシチュエーションによって走
馬燈のように頭を流れる音楽は違っているは
ずです。できるだけ多くの音、曲を聴いてみ
てください。心豊かになると私は思います。

「青春デンデケデケデケ」徒然なるままに
BORDER
川　田　洋　治
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事務局　　隅　田　仁　美　　

鶏をペットにしませんか？高知県畜産試験
場がペット用の小型鶏「プチコッコ」を開発
しました。体重は約1キロと普通の鶏の半分
程度で、色は茶色。性質は人懐っこく、鳴き
声は声高く鳴くのは産卵後のみ（普通の鶏と
同じように卵を産む）。日常は小さくクウー
クウーと独り言をいっています。おとなしい
ので室内で飼うことも可能（室内飼育用のオ

ムツあり）。行動もゆっくりしているので、
逃げ回る鶏を迫いかけ回すような必要はない
ようです。ある程度人慣れすると、ほとんど
突つかれる心配はなく、餌を手で与
える際、くちばしが手にあたっても
気にならない程度になるそうです。
そんなプチコッコは今年中に全国で
発売予定。１羽3千円～5千円ですよ！

��
ＹＯＵＮＧ－ＭＡＮ ！ 

この夏、家族旅行でシンガポールへ行った。
2泊はシンガポール沖合いのセントーサ島で
ある。ここにはマーライオン・タワーや長い
トンネル水槽のある水族館やイルカのショー
など、子供の喜びそうな所がたくさんある。
関空から飛ぶこと6時間、シンガポールヘ。

迎えのバスで30分ほど走り、セントーサ島の
ホテルヘ。もう夕方だ。今日は島内のシーフ
ードセンターで食事をし、その後ライトアッ
プや噴水ショーで有名なミュージカル・ファ
ウンテンに行く予定。時間があればマーライ
オンタワーにも昇ろう。モノレールで行くの
が便利だ。駅はホテルから少し離れた所にあ
る（下調べはバッチリ）。
駅までの道順を聞こうとフロントに電話す

る。現地語で喋るので日本語のわかる人に代
わってくれと伝える（日本語で）。代わった
人は英語を喋りだす。駅への道順を聞くが、
返事がさっぱり分からない。いや、向こうが
こっちの言っている英語が分からないのだ。
電話を切って直接フロントヘ行く。身振りも
混じえて聞くと、バスでモノレールの駅まで
行けという。しかし、手元の地図（ホテルの
ロビーで入手）ではバスは島内を一方通行で
回っており、モノレールの駅は一周して戻っ
てきた所にある。おかしい。しかし、歩いて
行くには、辺りはもう暗くなり始めている。
仕方なくバスを待つ。緑色のバスだというが、
一向に来ない。腹は減ってくるし、途方に暮
れている所に、天の助け。荷物を運んでくれ
たホテルの従業員が、親切にもホテルのバス
で送ってくれるという。ああ、あの時チップ
を渡しておいて良かった。
バスで5～6分、ミュージカルファウンテン

に到着。道順まで教えてくれる（チップの効
果は絶大だ）。もちろん、この時もチップを
大枚はずみました。

7時についたので、7時半からの噴水ショ一
に十分間に合う。先に食事をしよう。予定し

ていたシーフードレストランではないが、ガ
イドブックに載っているフードセンターだ。
しかし、そこは、屋台村のような所で、食べ
物は全て油っこいものばかり。現地の人とお
ぼしき人達で熱気ムンムンだ。暑さと湿気と
熱い食べ物で汗だくだ。しかも、早朝高松を
発って、休む間もなかった。食欲がわかない。
早くも旅の疲れを感じる。食事も早々に噴水
ショーを見に行くが、人であふれている。シ
ョーもそこそこにホテルヘ帰ることにする。
マーライオンタワーどころではない。
帰りはバスで帰るのが早い。我々の泊まる

ビューフォートホテルまですぐだ。少しして
バスが来る。混んでいるが座れる（やれやれ）。
停留所へ止まる度に人が乗り込んできて満員
になる。大混雑だ。そのうち辺りの景色が変
わってくる。何やら橋を渡ってシンガポール
の市内に入ってきたようだ。停留所ごとに人
が降りてゆく。乗り越したのだろうか。不安。
とうとう終点らしき所へ着いて皆んな降りて
しまった。バスに残っているのは我々家族だ
け。運転手が怪訝な顔で近寄って来て何やら
話しかける。何を言われているのかサッパリ
分からない。ビューフォートホテルに行きた
いのだと懸命に訴える。運転手は、間抜けな
奴が乗り越したのだなと理解したらしく、運
転席へ引き上げる。料金も請求しない。
やがてバスは出発し、再びセントーサ島ヘ。

今度は乗り越すまいと必死で停留所の看板を
見る。アナウンスを聞く。地図の駅名をにら
む。いよいよ次がビューフォートホテルだ。
やっと着いた。やれやれ。こうして我々は無
事（？）ホテルにたどり着くことができたの
である。
翌日わかったことは、このバスは同じ停留

所名でも道をはさんで両側に停留所があり、
我々は島を出て行く方向の停留所でバスに乗
り込んでいたのであった。皆さん、気を付け
ましょう（Y・O）

セントーサ島

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
Ｈ・Ｓ




