に顔の見える形となっ

卓方式で設定され︑互い

た︒

委員会答申の説明があっ

図るべきことについての

たがって総会の活性化を

会長をコーディネータ

集会は︑吉川知惠子副

参加人数が多くなかっ

り入れながら進められた︒

との間での質疑応答を取

リストとして︑参加会員

は︑会員の中でも︑世代

冒頭挨拶で小野毅会長

た︒

っくばらんな対話ができ

れ︑和やかな雰囲気でざ

きか︑④一人が代理でき

か︑③定足数は見直すべ

分ルールを維持すべき

も定足数が必要か︑②

分の１以上︶を満た

の定足数︵会員の６

開催にあたって本来

俊規会員から︑総会

員会副委員長の中村

委員会活動等推進委

いては︑公益活動・

る総会の在り方につ

メインテーマであ

る多様な意思反映方法が

がある一方︑書面等によ

来の姿であるという意見

論を尽くすのが総会の本

言があった︒出席して議

参加会員からも様々な発

トから意見が述べられ︑

れぞれについてパネリス

いった整理がなされ︑そ

手段が考えられるか︑と

す方策としてどのような

定︶によって開催さ

則上のただし書き規

は開会できる旨の会

った︒

いることは浮き彫りとな

めの改革が急務となって

の中で︑総会活性化のた

常議員会については︑

れ︑比較的少人数の

常議員の定数や選出方法

意思により重要事項

が議論された︒多様な意

人権シンポ かながわ２０１５のご案内
日時 平成 年１月 日
︵土︶
場所 横浜市開港記念会館
内容 人権賞贈呈式／シンポジウム
︵パネリスト 周防正行氏 他︶等
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横浜弁護士会は︑神奈

川県内に法律事務所を

持つ弁護士全員が加入

山山 ゆ り

毎年ではないが何度か

ベートーヴェンの第九を

聴きに行ったことがあ

見の反映のためには定数

も活発な意見交換がなさ

等︑このテーマについて

男女の比率を反映すべき

え︑今後開催予定の臨時

今回出された意見を踏ま

ほど充実した集会は閉会

予定時間もオーバーする

最後に︑
小野会長から︑ きたいとの挨拶があり︑

的な雰囲気と曲の良さも

はり聴きに行くと非日常

機会があまりないが︑や

らず︑クラシックを聴く

する法定団体です︒

を増やすべきである︑ま

となった︒

る︒私自身は︑第九に限

た︑委員会選出枠や支部

総会に向けて準備してい

あり︑楽しい▼私は幼稚

園のころからバイオリン

の考え方を冒頭に紹介

集団的自衛権の行使は︑

縛るツールであること︑

練習していた︒親と二人

と宣言していたため嫌々

ないと親が家事をしない

た︒しかし︑私が練習し

を習っていた︵習わされ

し︑バブル崩壊以降︑日

日本が攻められていない

で毎朝練習し︑田舎へ旅

入れがたい恐怖を他者の

本の経済的豊かさや安全

のに戦争を行うこと︑そ

ていた？︶が︑バイオリ

神話が揺らいできたこと

して︑これまで集団的自

ンの練習が嫌いであっ

によって︑人々の不安が

行するときもバイオリン

自由を守るために権力を

外国に﹁投影﹂されてき

衛権の行使は憲法上認め

し変わった︒大学では自

たが︑最近では︑不安の

らオーケストラ部に入

を担いで練習していた▼

は︑立憲主義に反するも

り︑オーケストラでの最

ただ︑高校あたりから少
﹁精神科医が語る平和憲

する者にまで及んでしま

ので許されないと解説し

られていなかったのに︑
法﹂と題するシンポジウ

た︒
授が講演した︒週末の夜

代心理学部の香山リカ教

の不安や恐怖を憲法に

その上で︑あくまで自ら

していると鋭く指摘し︑

る﹁投影﹂を積極的に促

衛権行使容認に反対する

する学生から︑集団的自

会﹁ＳＡＳＰＬ﹂に所属

法に反対する学生有志の

他にも︑特定秘密保護

が好きになり︑また︑他

するうちにとてもその曲

であったが︑何度も練習

交響曲第２番というもの

初の曲はラフマニノフの

そして︑現政権がかか

っていると分析した︒

にもかかわらず︑５４７

﹁投影﹂しているのにす

動の始まりになる集会だ

法律の改悪を阻止する運

団的自衛権行使を認める

今回の集会は︑今後の集

情勢が緊迫しているが︑

定に伴い︑憲法をめぐる

自衛権行使容認の閣議決

の小野毅会長が︑集団的

開会の挨拶では︑当会

の政権が解釈によって変

憲法を﹁自我﹂である時

る﹁超自我﹂ともいえる

な情勢の下で︑権力を縛

のである以上︑このよう

が解消されることはない

ても︑人々の不安や恐怖

とえ︑憲法を変えたとし

ぎないのであるから︑た

は最大の人権侵害である

問題対策本部本部長代行

閉会の挨拶では︑憲法

あった︒

を広めていく活動報告が

住の市民からも憲法問題

ての報告があり︑県内在

すいデモの在り方につい

の紹介や若者が参加しや

官邸前抗議の宣伝用動画

ちになることもあり︑や

たときは愕然とした気持

音したものを最初に聴い

だ︑自分たちの演奏を録

思うようになった▼た

いうことが大変楽しいと

って一つの音を目指すと

ラという多くの楽器によ

たのである︒オーケスト

ことがとても楽しくなっ

の楽器と一緒に演奏する

なわち︑人は︑不安や恐

の防衛機制の考え方︑す

の 会︑ 通 称﹁ あ す わ か ﹂ 擁護のために活動をする

の自由を守る若手弁護士

講演に先立って︑明日

と こ ろ︑﹁ 基 本 的 人 権 の

思った︒この 月にもで

はりプロの音はすごいと

香山教授は︑フロイト

と述べた︒

えてはならないと訴えた︒ の石黒康仁会員が︑戦争

った︒

名もの市民や会員が集ま

にて行われ︑立教大学現

ムが関内ホール大ホール

解釈で認めてしまうこと

香山リカ教授

発団体︑憲法改正に反対

17

月 日︑当会主催の ﹁ 投 影 ﹂ 先 が 国 内 の 反 原

せいにしてしまう﹁投影﹂ 憲法とは︑国民の権利・

わかりやすく説明した︒

れた︒

24

10

枠も考えたらよい︑期や

憲法情勢をフロイトで分析

会員集会 開 催

た︒また︑理事者から全

ー︑岩田武司副会長︑島
たこともあり︑会場は円

る人数を増やすべきか︑

崎友樹会員︑徳久京子会
間で会に対する考え

⑤書面投票を認めるべき

分ル

くはいわゆる

あった︒どちらにしても︑

分

を経過して出席会員

30

会員数の増加という現状

あってよいという意見も

すことは少なく︑多

ことについて述べた︒ か︑⑥総会出席者を増や

方にギャップがある

員︑坂本真史会員をパネ

論点として︑①そもそ

員にコーヒーもふるまわ

総会・常議員会はどうあるべきか
月１日午後２時から︑当会会館５階にて会
員集会が開催され︑総会及び常議員会の在り方

10

について︑熱心に議論がなされた︒

URL http://www.
yokoben.or.jp/

が決定される結果と

香山リカ教授 平和憲法を語る

発 行 所
横浜弁護士会
横浜市中区
日本大通９番地
☎ 045 211 7707

数 人に達するとき

ール︵定刻から

30

30
なっていること︑し

怖から逃れるために﹁心

の事務局長である早田由

︵会員

あると訴えた︒

こと﹂が弁護士の使命で

機会を持ちたいと思って

きればクラシックを聴く

達夫︶

布子弁護士︵第二東京弁

︵古西

護士会︶が憲法について

毅大︶ いる︒

の防衛メカニズム﹂とし

山口
て︑自らの心にある受け

12

50
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（１）

強調して配置必要とする

は馴染みの薄いと思われ

市民会議委員にとって

意見もある︒

スでは関係機関との連携
るテーマではあったが︑

①については︑法テラ

月 日︑
﹁法テラス﹂ た︒
民会議︵横浜国立大学名
を組みやすく︑利用者の

をテーマとして第２回市
誉教授池田龍彦議長︶が

ちらか択一というもので

弁護士会と法テラスのど

との意見に概ね集約され

尽くしていただきたい﹂

韓国 京畿中央地方辯護士会との共同セミナー

月

日︑当会と友好

協定を締結している韓国

の京畿中央地方辯護士会

の訪問団が当会を訪問し

年に

京畿中央地方辯護士会

た︒

と当会とは︑平成

当時の水原地方弁護士会

年に友好協定締

が当会を訪問してから
︵平成

結 ︶︑ 当 会 の 会 館 補 修 工

年

事があった昨年を除き︑

毎年交互に訪問して

にわたり交流を重ねてき

ている︒私自身は京畿に

年に１度行った

ことがあるだけだが︑京

は平成

畿の弁護士達から焼き尽

くす炎のように熱く歓迎

を受けたことがとても印

象に残っている︒

化を目的として制度化さ

れたものである︒

非常勤裁判官の任期は

２年︵最長４年︶であり

９月末までが任期とされ

ていることから︑毎年９

月は退任調停官と新

任調停官の人事入替えの

月
崎簡裁において︑民事調

時 期 と な っ て い る︒﹁ 新

勤裁判官への任官を希望

来的に非常勤裁判官・常

判官同士の情報交換や将

例行事であり︑非常勤裁

委員会が開催している恒

価検討・弁護士任官推進

時期に合わせて裁判官評

官慰労の集い﹂は︑この

任調停官激励・退任調停

停官・家事調停官︵通称・
非常勤裁判官︶として勤
務している︒
非常勤裁判官は︑
民事・
家事調停について裁判官
と同等の権限をもって調
停手続を主宰するという
ものであり︑弁護士から
常勤裁判官への任官促
進︑調停手続の充実活性

ルサイドガーデンで懇親

子副会長がそれぞれ迫力

会が催された︒懇親会で

ある情熱的な歌声を披露

訪問団による裁

共同セミナーのテーマ

した︶もあり︑大いに盛

判所︑検察庁の表

は︑会社法のＭ＆Ａであ

り上がった︒加えて︑翌

は両会の弁護士達による

った︒当会からは︑会社

日に予定されていた両弁

敬訪問の後︑３時

法研究会の西村将樹会員

護士会のチームによるサ

隠し芸の披露︵橋本信行

が﹁日本におけるＭ＆Ａ

ッカー及び野球の試合に

会員が見事な手品を披露

の動向及び実務における

向けてのそれぞれの勝利

間に及ぶ共同セミ

利用例について﹂のテー

の誓いは︑会場を大きく

ナー及び懇親会

マで発表し︑京畿からは

盛り上げた︒試合に出場

したほか︑京畿の金鍾国

金井賢弁護士が﹁Ｍ＆Ａ

を予定している弁護士達

で︑両弁護士会は

とレバレッジド・バイア

の意気込みは両会とも大

弁護士や当会の吉川知惠

ウト︵ＬＢＯ︶方式の法

交流を深めた︒

的争点及び事例﹂のテー

私には難しく感じられた

法にあまりなじみがない

深めていることは︑とて

熱い友情で結ばれ交流を

畿中央地方辯護士会とが

このように︑当会と京

層なものであった︒

が︑このような形で勉強

紀子︶

も誇らしいことと︑改め

西村

の機会を持つことがで

︵会員

て思った︒

また︑裁判官の立場か

にイメージできるような

らみた代理人弁護士のあ

話がてんこ盛りであっ

当日は︑今年退任した

り方などについても語ら

する会員のための有用な

髙橋良会員︑長澤洋征会

れ︑任官希望者ではない

情報提供の場となってい

員︑飯島奈津子会員から

一般の会員にとっても非

た︒

２期４年を終えての感想

﹁ 新 任 調 停 官 激 励・ 退

や新任調停官に向けての

任調停官慰労の集い﹂
は︑

常に有益な話を聞くこと

進める上での悩みや裁判

来年も 月に開催される

ができた︒

所での過ごし方など︑新

心構えなど︑現職の横溝

任の工藤昇会員︑小豆澤

久美会員から担当事件を

る︒

共同セミナーの後︑ヒ

あった︒

き︑とても有益なもので

ても濃密で︑普段は会社

マで発表した︒内容はと

催

年以上の交流をさらに深めて

日︑当会会館に

会員が︑毎週１回終日︑

当会からは現在８名の

が開催された︒

退任調停官慰労の集い﹂

セミナー参加者で和やかに記念撮影

開催された︒
法テラスは︑ 費用負担が低廉となる利
会では委員会等で蓄積さ
はなく︑福祉関係機関も

活発な議論の末︑
﹁①は︑

れた高度なノウハウの継
含めて協調していくこと

点がある︒他方︑弁護士

時︑総合法律支援法改正
続活用が期待できるもの

設立後８年が経過し︑近
案が示されるなど︑ホッ
の︑活動拡大のためには

②については︑神奈川
た︒

会議の冒頭︑①司法ソ

トなテーマである︒

では事件・相談等の引受
なお︑議論の過程にお

が重要である︒②は︑神

につき︑福祉関係機関等
者に不足はなく︑３年で
いて︑市民の視点からの

自治体に費用負担をお願

との連携を強化して︑訪
転勤が予定されているス
示唆に富む意見が多く出

ーシャルワーク︵自ら法

問型相談を含めたアウト
タッフ弁護士では地域的
された︒その一端を挙げ

奈川の地域性も十分考慮

リーチの手法により総合
ノウハウの継続性が期待

ると︑がん診療連携拠点

しながら︑さらに議論を

的な生活支援を継続的に
できず配置不要とする意

いしたいことが強調され

提供する施策︶の担い手
見がある一方︑法テラス

た︒

の問題︑②現状では未配

病院を全国配置して質の

開

14

12

的援助を求めることが難

置の神奈川におけるスタ
の事業は全国的な均質性

月

14

て︑﹁ 新 任 調 停 官 激 励・

10

横浜簡裁︑横浜家裁︑川

24

15

24

しい高齢者・障がい者等

ッフ弁護士の要否という

底上げを図っている医療
分野の例を引き合いに︑

10

任官希望の会員にも
一般会員にも
有益な話が一杯

27

が要求されていることを

新任調停官激励・退任調停官慰労の集い

10

２つの論点提示がなされ

弁護士会でも法的サービ
スの質を確保してもらい
たいという注文や︑簡単
に救急車を呼ぶ感覚で法
テラスが使われてしまう
ことになりはしないかと
の危惧などが述べられ
た︒また︑成年後見等で
は︑弁護士は気軽に現場
に足を運んでくれないと
いう不満を多く聞くとこ
ろであり︑アウトリーチ
にどれだけの実現性があ
るのか不安があるという
最後に︑議長から︑非

厳しい指摘もなされた︒
常に大きなテーマである
ので市民会議において再
度議論するのもよいとの
所感が示され︑２時間に
わたる忌憚のない意見交
換が締め括られた︒
裕之︶

︵広報推進委員会
副委員長 二川

史絵会員︑喜多英博会員

予定である︒興味のある

裕士︶

会員は︑是非参加して欲

畑

しい︒

︵会員

から任官の動機や今後の

官の仕事の状況が具体的

話がなされ︑非常勤裁判

意気込みなどについての

10

10
10

（２）
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第２回市民会議 開 催

「法テラス」
をテーマに忌憚のない意見交換

会主催の労働法制規制緩

記念会館講堂において当
を提案している︒

応じて賃金を支払う制度

間規制を撤廃し︑成果に

人の了承を条件に労働時

機に労働時間規制が益々

も緩和すれば︑それを契

で労働時間規制を一部で

絶たない︒かかる状況下

制されている実態が後を

面︑使用者にとっては人

力がない制度である反

労死の危険を招く全く魅

ず︑労働者にとっては過

ら本質が変わっておら

月 日︑横浜市開港

和に強く反対する第２回

万円以上の業務範囲が明

政府は︑年収１０００
く過酷な時間外労働が強

ービス残業や過労死を招

間規制法制の下でも︑サ

しかし︑現在の労働時

る︒当会は︑この政府提

を見るより明らかであ

有名無実化することは火
有り難い制度であること

上の生産性を向上できる

件費を削減でき︑見かけ

長声明によっ

は︑過酷な時間外労働を

く労働者の会場発言で

摘を裏付けるように︑続

盛教授のこのような指

が指摘された︒

て批判してき

理事者室

私は副会長になるまで知

経過していることなどから︑

判が始まるまでに長い時間が

陳述や論告︑そして判決を通

真相に迫っている実感がある︒

のにならないくらい︑事件の

現場
じて︑固まった〝事実〟が示

のことを反映して︑発生直後
なら大きく報じられるであろ
う被告人の肉声も︑紙面では
無視されてしまいがちだ︒
いくら時間が経過しても事
件は無くならず︑被害者は存
在し続ける︒公判で明らかに
なった新情報を報じ︑事件の
風化を防ぐのも報道の大切な
役割だ︒傍聴席に座るたび︑
かつて感じた熱気や執念を忘

小野

晋史︶

れるなと自らに言い聞かてい
︵産経新聞

る︒

り

畑中

隆爾

ージは段々と薄らいでい

っています︒やはり︑そ

んなものはなかったのか

ところで︑私の担当会

⁝︒

務の重要分野として︑会

計と法規があります︒会

らのことについては︑否

り組んでおります︒それ

の予算・支出や財政課題

それから早７か月︒ふ

も応もなく︑詳しくなっ

財宝のありかを示す地図

かふかソファーもシャン

てきたのは事実です︒そ

密のベール

れている

パンもありませんでした

の詳しくなるってこと

の検討をさせていただ

と︑あらぬ

が︑立派な執務机とコー

き︑また︑諸制度の変更

妄想も広が

ヒーはあり︑仕事環境と

は︑私にとっての財産な

を見つけてやろうという

ります︒部

しては快適です︒ところ

のでしょうか？

心意気で︑４月︑理事者

屋は豪華絢爛で︑理事者

が︑毎日膨大な文書に血

ました︒会計と法規︒つ

に包まれて

はふかふかソファーでシ

眼になって向かい合って

まり財務に法務︒即ちザ

いました︒

ャンパン片手にくつろい

おりますが︑一向にお宝

に応じた法規改正等に取

でいるのではないか︒あ

の地図は見つけられませ

室に乗り込みました︒

るいは︑奥に秘密の小部

イホウ︒それが私にとっ

胸突き八丁︑疲れ気味

ての⁝︒

ここで︑ハタと気づき

屋があり︑横浜に古くか

ん︒

それどころか︑日々の

忙しさと壁の厚さの前

る﹂等︑豊富な知識に基

になってしまう例があ

のこの頃です︒

ノは恐らく客層が富裕

づく発言がされた︒

に︑隠された財宝のイメ

層なので既存のギャン

その他︑ここに紹介し

ブル類と同じに論じら

れないのでは？﹂とい

い起こしていると︵臆病

ブルがあったはず⁝と想

り色々なタイプのギャン

が廉価なスロットに始ま

ら︑ラスベガスでは賭金

だなあと感心しなが

なるほど面白い視点

に気づく︒

しんでしまっている自分

なるなあと︑いつしか楽

いやいや面白い︑勉強に

識・視点に感心しながら︑

見が出され︑先輩方の見

きれない様々な貴重な意

いわゆるカジノ解禁推進

な私はスロットにすら手

う質問が出された︒

法案の廃案を求める意見

を出せなかったのだが︶
︑ 当初の直感的な結論に確

他の常議員が質問や意見

いかけに︑１人︑２人と

が浮かぶ︒三浦議長の問

私の頭には直感的な結論

議案紹介の時点では︑

カジノまで乗ってきた車

う 例 が あ る ﹂﹁ 韓 国 で は

保護費を使い切ってしま

ィアン・カジノでは生活

のものではなく︑インデ

ノは必ずしも富裕層だけ

他の常議員達から﹁カジ

る︒

だいていると感謝してい

に良い経験をさせていた

きと反省しつつも︑非常

自分ももっと貢献すべ

いる︒

れ︑迷いなく挙手できて

固とした理由づけがさ

で︑私も採決のときには︑

を出すにつれ︑私の頭に

まで売り払いホームレス

ある常議員から﹁カジ

もエンジンがかかる︒

月の常議員会では︑

上が過ぎた︒

書発表の件に多くの時間

諸先輩の発言のおかげ

が割かれた︒

常議員の任期も半分以

そのような妄想の下︑

⁝︒

宝が隠されているのでは

ら伝わるひとつなぎの財

秘密に包ま

副会長

秘密のザイホウ伝説

りませんでした︒会館の

強いられた結果︑体調を

今回の集会は︑同テー

３階あたりかな︑とは思

集会では︑

マによる２度目の集会で

っていましたが︑探し当

理事者室って︑どこに

一橋大学法学

あるにも関わらず︑１６

てたことはありませんで

崩したり家族を失ったり

研究科の盛誠

７名もの市民の参加があ

した︒だから入ったこと

した当事者や遺族の生々

吾教授より︑

り︑改めて労働法制規制

もありませんでした︒

このような政

過去の労働時

緩和への反対運動を継続

府提案の危う

間規制の動向

する意義を認識させられ

あるか知っていますか？

の分析から︑

しい訴えがなされた︒

今回の政府提

た︒

告人の顔を間近に見たり︑被

通じたまた聞きが中心で︑事

つまり︑理事者室は秘
案が過去の労

告人質問などで肉声に触れる

順一︶

や解決に向けた捜査員の執念

内嶋

をじかに感じることができる︒

副本部長

働時間規制撤 ︵貧困問題対策本部

弊社は人員の都合上︑県警

廃の動きと何

などでの事件取材と裁判所で

大半の事件では世間の関心が

件の全体像はぼやけているこ

既に冷めてしまっている︒そ

ことで︑それまでとは比べも

い
な

それが公判段階では︑冒頭

とが多い︒１つの事件につい
て︑発生から容疑者の逮捕・
起訴を経て︑判決が下るまで
を見届けることも少なくな
い︒取材場所も事件現場や警
察関係︑裁判所などさまざま
だ︒
事件が起きると︑まずは現
場へ走る︒そこで近隣住民や
目撃者らと話をし︑捜査関係
者から聞いた話と組み合わせ
て記事にしていく︒
このとき︑

よ

さについて︑

た︒

つき何度も会

案の危険性に

確な専門職を対象に︑本

目の集会が開催された︒

21

しかし︑残念なことに︑公

もとになる情報は取材相手を

熱気を忘れ
の

だ

会員 石塚 陽子（新63期）

10

の法廷取材をかけ持ちするこ

167名もの市民が参加
される︒さらには入廷した被

10

労働法制規制緩和に強く反対する集会
とも多い︒一方で現場の熱気

ある日の常議員会
常議員会
の い ま
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との協定締結

きな刺激と成果を与えて
くれた︒
この島には︑豊かに広
がる良好なブナの森があ
り︑また鍋釣岩等の奇岩

然を五官で感じながら環

当委員会は︑豊かな自
大な被害をもたらした︒

の火災を引き起こし︑甚

が集落を飲み込み︑多く
れらは十分魅力的であ

ビ等の豊富な海の幸︒こ

ある︒それにウニ︑アワ

が連なる美しい海岸線が

境問題を考えようと︑離
り︑我々も存分に堪能さ
せてもらった︒

説明をしてくれた女性も

弾の今回は︑ 被災者であり︑その語り

島中心に視察調査を重ね
ている︒第
奥尻町役場では︑島の

自衛隊レーダー基地を抱

記憶があり︑また︑航空

一方で︑災害の悲劇の

風土・復興・振興等につ

る︒それでもこの島には︑

えるという特殊事情もあ

は生々しかった︒

いてヒアリングをした︒

月３〜５日︑９人で北
函館空港から小さなプ
離島というハンデの中︑

海道の奥尻島を訪ねた︒
分︑日本海

３０００人弱の北の島
に努力している様子がわ

然資源を生かした島興し

復興を果たし︑更には自

とする空気感がある︑そ

に前向きに生きていこう

全てを受け止め︑穏やか

㎞︑人口

は︑とても静かだった︒

に浮かぶ周囲

ロペラ機で

航空便は少ないし︑船を

んな気がした︒
在ながら︑奥尻島を知る

実質わずか２日間の滞

かった︒
ことは︑どの島にも︑そ

離島を訪ねる度に思う

使うと函館や札幌から６
〜７時間もかかることか
ら︑アクセスが大変な島

会議が設けられることに

は︑両会会長による運営

に直面することもある︒

推進するための活動につ

の他両会の会員の交流を

手が高校時代に時速１６

チ

０キロを記録した球場で
ある︒

弁護士会野球部は

ームあり︑全国大会に出

場できるのは７チームと

開催地の岩手だけであ

る︒横浜は埼玉と岐阜に

勝利して予選を突破した︒

全国大会初戦は︑大阪・

宮崎５対１︑岩手・京都

４対２︑愛知・熊本７対

２︑そして横浜は優勝候

補とされる東京に対して

横浜先発の元嶋亮投手

０対３と敗れてしまった︒

は３回表に味方のエラー

が絡んで３点を失ったが

５回を３失点で投げき

り︑続く畑中隆爾投手が

２回を０点で抑えた︒鈴

木貴雄外野手や黒江卓郎

外野手のファインプレー

特別ゲストの山田久志

相模原駅

ＪＲ横浜線

西門信号

スルガ銀行
国道 号
●相模原警察署

裁判所

●中央病院

補であったが︑見事３分

その体格から既に優勝候

正俊外野手が選ばれた︒

選出され︑横浜から本間

８チームの代表者が各々

来年こそ︑そういう年

げることができず︑
です︒

に追われて︑何も成し遂

つつ︑日々の行事や仕事

るようになりたいと思い

て︑充実していたと思え

で

翌日の準決勝は︑東京・

勝した︒

デスク

達夫︶

古西

吉田

田丸

越川

大﨑

三浦

澤田

達夫

正穂

明子

純哉

徹

靖彦

久代

したいと思います︒

３対２︑そして決勝は︑

古西

者

記

︵会員

目指す︒

年こそは野球での優勝を

そばで優勝ができた︒来

きなかったけど︑わんこ

今回︑野球では優勝で

が２連覇した︒

東京・愛知５対３で東京

大阪４対３︑愛知・岩手

末を迎えられるよう努力

杯と他を圧倒して優

こそば﹂大会が開かれた︒ 末に︑その年を振り返っ

もう年の瀬︒毎年︑一

元プロは︑最も見応えが

士会からは︑山本暁会長︑ 処理できず︑弁護士に依

なっている︒ここでは︑

このような場合に社会保

いて継続的に協議するこ

のだったと解説された︒

があり︑森弘吏捕手の２

頼しなければならない場

共同での相談会の開催︑

神奈川県社会

険労務士は神奈川県社会

とになっている︒

で負けていなかった︒

弁護士野球の最大イベ

支えている有為な人物が

面はしばしばあるとのこ

保険労務士会と

保険労務士会を通じて弁

士会と当会の間での協定

年があっという間にたっ

満たされた︒なお︑道路

の島を愛し︑知り尽くし︑ ことができ︑心身ともに

まず訪れた津波館は︑

である︒

加藤一也副会長︑山邊鉄

とである︒

一方の会が開催する相談

の協定では︑相

護士の紹介を受けること

の締結により︑弁護士の

てしまうと感じます︒年

あった試合であり︑どち

お い て︑
﹁弁護士及び社

也副会長︑当会からは小

会及び講演会への他方の

互に会員を紹介

ができ︑逆に弁護士は当

業務の充実が期待される
順一︶

１日目の夜︑懇親会が

塁打を含めた東京と同じ
いるということ︒今回の

会保険労務士の紹介等に

野毅会長︑畑中隆爾副会

また︑弁護士が労働関

会の会員の推薦並びにそ

する制度が定め

会を通じて社会保険労務

太宰

至横浜

至相模大野

至八王子

至八王子

行われ︑その中で﹁わん

ントである全国大会が︑

津波で壊滅した青苗地区

関する協定﹂の調印式が

係の事件を扱う際に︑労

られた︒社会保

士の紹介を受けることが

︵会員

あじさい ウェルネス
会館 さがみはら

中央
中学校

●

火曜（多重債務）
・木曜
（総合）は20時まで夜間
相談を行っています

相模原支部会館1F

中央
小学校

けやき会館
教育会館

16

10：00〜12：00

横浜弁護士会

●
ダイエー
●

市役所
●
バス停
体育館

●市民会館

商工会館●

火

至上溝

◆離婚相談 〈30分以内・5,000円〉

火
18：00〜20：00
水・金 13：30〜15：30

10：00〜12：00、
13：30〜15：30
13：30〜15：30
10：00〜12：00
10：00〜12：00、
13：30〜15：30、
18：00〜20：00

月
火
水・金
木

はほぼ島の外周にしかな

◆総合相談 〈30分以内・5,000円〉 ◆多重債務相談 〈30分以内・無料〉

らに転ぶか分からないも
営野球場で開催された︒

日︑
たのだが︑島内の信号機

現日本ハムの大谷翔平投

月
も博識で︑また休日返上

た︒︵会員

はたったの３つだけだっ

く︑車でほぼ走り尽くし
で町や森の探訪ガイドま

役場の担当の方も︑とて

ている︶に建つ︒平成５

で務めてくれ︑我々に大

先端部︵今は緑地とされ
年７月︑夜中の大地震か

行われ︑これにより神奈

長︑狩倉博之法律相談セ

働協約や社会保険の問題

険労務士会との協定で

隆爾︶

らわずか３分後に大津波

り︑社会保険労務士では

畑中

神奈川県社会保険労務

川県社会保険労務士会と

ンター運営委員会委員長

険労務士が︑労

ところである︒

が出席した︒

当会との間で協定が締結

務関係の業務を

できる︒

神奈川県社会保険労務

している際に︑

更に︑神奈川県社会保

電話/042‑776‑5200 予約受付時間/月･水･金曜 9:30 17:00､ 火･木曜 9:30 20:00

６安打など︑横浜も内容

野球では優勝できなかったけど…
日︑岩手県

第34回 全国大会（岩手）
26

公害・環境問題委員会調査旅行

奥尻島のシンボル「鍋釣岩」を望む

月７日︑当会会館に
10

された︒

25

復興の島 〜奥尻島〜 を旅する

神奈川県社会保険労務士会

33

わんこそばで優勝した本間正俊会員（中央）

相模原相談センター

横浜弁護士会

89

10

10

14

30

84

法的な紛争があ

調印後固い握手をする両会会長

（４）
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