７月

日︑当会会館において︑会員集会が開催

通する趣旨として︑当会

費用︵実費︶がかさむ可

がとられるのみならず︑

また会務活動は︑時間

神奈川県弁護士会
時

平成 年９月

憲法大集会２０１６
雨天決行・荒天中止

立憲主義を取り戻そう

日
︵土︶ 時〜

安全保障関連法制定１年
日

神奈川県のアウトライ

ンと天秤をモチーフに

した神奈川県弁護士会

山山 ゆ り

今まで幾度となく試み

ては失敗してきた禁煙で

案を行った︑とのことで

に資するため︑今回の提

また他会でも支給してい

員会の反対意見が多く︑

も支給を検討したが︑委

する際の交際費について

なお︑懇親会等に参加

に参加するのが当然であ

らい︑当会会員は委員会

期に委員会に参加しても

新規登録会員にも早い時

翌年度は︑必要な評価ポ

ることから︑入会年度の

と同等に課すのは酷であ

については︑既存の会員

会活動等分担金納付義務

されない︒しかしながら︑ し︑ただ公益活動・委員

に参加してもらうことと

いた︑総会等の出席を公

なお︑導入を検討して

された︒

生じないか等の意見が出

とになり︑ミスマッチが

ケートの提出を求めるこ

ついても委員会選任アン

を探す煩わしさもなくな

だけ軽くなり︑喫煙場所

の︑財布の負担がその分

っ当な動機ではないもの

健康のためなどという真

のロゴマークです︒

あるが︑何故だか今回は

①委員会委員への旅費

ない例が多いとのこと

る︑といった意識を持っ

イ ン ト︵ 公 益 ポ イ ン ト ︶ 益ポイントの対象にする

３か月以上続いている︒

等支給に関する規則の制

で︑今回は特別な場合を

てもらうことが︑その後

を通常の

益活動等の負担の公平化

定について

あった︒

これは費用の点から上

除き︑導入を予定してい

会務に積極的に携わって

分の６ポイントにとどめ

止期間のうち１００日超

法７３３条１項の再婚禁

く︑学生に大人気という

り口が明快でわかりやす

御幸准教授の講義は語

共催研修会が今年度も始

当会と横浜国立大学の

テーマは︑御幸聖樹准教

条１項の立法行為・立法

た点と︑②国家賠償法１

あり︶を認めるものとし

量︵ただし︑一定の限界

の国会の一次的な立法裁

族に関する事項について

もに︑２項は婚姻及び家

重に値すると述べるとと

ついての自由﹂は十分尊

に照らし﹁婚姻をするに

容について︑１項の趣旨

にこの貴重な機会を活し

楽しい︒ぜひ多くの会員

いて思考を巡らせるのも

普段考えないテーマにつ

要なテーマもあるうえ︑

民法改正など実務的に重

制︑近時の最高裁判例と

らわかりやすい︒間接強

義は︑高度に専門的なが

育者である教授たちの講

全５回︒研究者であり教

減った︒塞翁が馬である︒

ため︑体重が３キロほど

ど夏風邪で寝込んでいた

たところ︑ここ１週間ほ

ットはすっかり諦めてい

そんなこんなで︑ダイエ

るに至った次第である▼

己の意思薄弱さを認識す

て文字通り三日坊主に終

が︑折からの暑さに負け

くことを試みたりもした

際に一駅手前で降りて歩

そうと︑仕事場に向かう

れではせめて身体を動か

続きすることもなく︑そ

法を試みたものの全く長

で流布されている食事療

体重を元に戻すべく︑巷

になり始めた▼そこで︑

からの冷ややかな目が気

加したため︑再び︑家族

体重が驚くほど急激に増

るが︑ご多聞に漏れず︑

めと言いたいところであ

に︑禁煙は良いことづく

も喜ばしい▼このよう

られるのがなんといって

以前より美味しいと感じ

った︒なにより︑食事が

の冷ややかな目もなくな

り︑煙草嫌いの家族から

記不公平を是正するもの

ないとのことであった︒

もらうためには重要であ

という公益ポイント制度

る方向である︒

意見が強く︑導入は見送

という点については︑公

であり︑支部会員等が当

②新入会員の委員会配

るという扱いにしたい︑

会に出席する際の交通

これに対しては︑会務

の枠組み等について

規登録会員も入会年度の

研修を受けていない者に

費︑委員会委員が日弁連
の大会その他の会議に出

翌年度の４月から委員会

上で︑再婚禁止期間のう

ち１００日超過部分は国

会にとって違憲は明白で

はなかったとして国賠法

上の違法性なしとした点

が重要であると解説され

過部分を違憲としたとい

のも頷けるものだった︒

た︒

う結論は周知のとおりだ

今年度の共催研修会は

算がなくなり資金ショー

まった︒この研修会は︑

授による﹁再婚禁止期間

︵会員

てほしい︒

が︑①憲法

条の保障内

高度な専門性と
わかりやすさの融合

横浜国立大学との共催研修会開催

席する際の旅費・宿泊費︑ 登録年度の翌々年度にな
当会会員以外の者が複数
出席者に含まれる会議・
行事等に対する弁当費の
支給等を考えているとの
ことである︒ただし︑こ
れらの費用であれば全部
支給するというのではな
く︑﹁ 会 長 が 必 要 と 認 め
たもの﹂という絞りをか
けることとし︑その詳細
については︑今後細則を
制定する︒執行部の試算
によれば︑これらの支給
に必要な予算は概ね８０

トしたらどうなるのか︑

当会と同大学の包括連携

不作為の違法性について

のことであった︒
この点については︑長
期的に見て予算は大丈夫
なのか︑年度の途中で予
てくれる︒
第１回︵７月

月

日︶の

︵越川

純哉︶

となっていたが︑改めて︑

ばできる︑などと有頂天

わった︒禁煙成功︑やれ

特に支給を認められたか

協定に基づいて開催さ

新たな判断基準を示した

０００万円程度であると

ら参加したのにあとから

の一部違憲判決︵最大判

成果を惜しみなく披露し

削られるようなことがあ

日︶﹂
︒民

年

高王︶

れ︑毎回大学教授・准教

平成

が出された︒

佐野

っては困る︑などの意見

授陣が専門的知見や研究

０万円程度︑多くても１

現状︑新規登録会員は

ポイントの半

会会館で開催される委員

ると︑執行部は思料して

らなければ委員会に配属

反町公園︵集会後︑反町公園からデモに出発します︶

24

属時期と公益ポイント等

所

28

の趣旨に合致しないとの

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

とのことであった︒

発 行 所
神奈川県弁護士会
横浜市中区
日本大通９番地
☎ 045 211 7707

いる︒この観点から︑新

場

！

された︒議題は大きく２つで︑①委員会委員への
旅費等支給に関する規則の制定について②新入会

の持続的発展のためであ

能性があり︑会務を積極

12

24

員の委員会配属時期と公益ポイント等の枠組み等
について︑であった︒

る︑という点が挙げられ

的に行う会員とそうでな

会務に携わる会員の率

た︒即ち︑当会は１５０

い会員との間で︑不公平

まず︑執行部より︑議

０名以上もの会員を抱え

が生じてしまう︒この不

が︑ますます低下してし

る大単位会となったこと

公平を少しでも是正し︑

題についての趣旨説明が

に伴い︑会員相互のつな

まうおそれがある︒

がりが希薄化し︑各会員

会務の活性化を図り︑ひ

あった︒両方の議題に共

の当会への帰属意識も低

いては当会の持続的発展

講演する御幸聖樹准教授

22

16

29

下している︒このため︑

12

の支給を検討
委員会委員に

交通費
旅
費
宿泊費等

14

27
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（１）

会員集会開催

多くの会員が参加した会員集会

保夫

日本弁護士連合会副会長

木村
日本弁護士連合会事務次長

裕之

法テラス神奈川所長

司法研修所教官

明宏

良二

高橋理一郎会員の日本司

法テラス神奈川所長

７月 日︑ロイヤルパ

木村

左部

高橋理一郎

二川

就任
激励会
退任
慰労会

約１００名もの会員が出
席する盛大な会となった︒

左部会員からは︑司法

た︒

各会員へ激励・慰労の言

得たという心温まる話

ったが﹁３つの宝物﹂を

冒頭︑三浦修会長から︑ 研修所の教官は大変であ
葉があった後︑各会員か

や︑教官を退任して血圧

法テラス神奈川を作り上

木村良二会員からは︑

が飛び出した︒

が下がったという面白話

ら挨拶がなされた︒
木村保夫会員からは︑
日弁連副会長としての活
動報告と今後の抱負が熱

げてきた歴代所長に対す

が︑延命政之常議員会議

当会から初めて日弁連

く語られた︒

長による乾杯の発声を皮

乾杯まで時間を要した

次長への就任の経緯︑具

切りに︑会の盛り上がり

る畏敬の念が述べられた︒

体的な活動内容の報告に

事務次長に就任した二川

加え︑今後も当会から日

が加速した︒

会員からは︑日弁連事務

弁連事務次長を出してい

の激励の言葉︑木村良二

剱持京助会員からは︑

高橋会員からは︑法テ

会員からは︑二川会員の

木村保夫執行部時代のエ

ラス神奈川設立の経緯や

きたいとの今後の当会に

当会を代表する５名の

対する熱い思いが述べら

方事務所所長就任激励
支援センター神奈川地方

ピソード話を交えながら

において︑木村保夫会員
会︑左部明宏会員の司法

日弁連事務次長就任の経

れた︒

の日弁連副会長就任激励

法テラス神奈川所長とし

例年以上の盛り上がり

活を楽しみにしていると

どのエピソード話を交え

高橋会員の功績・人柄な

葉︑橋本吉行会員からは︑

緯などを交えた激励の言

会員の激励会・慰労会と

日︑当会会館に

いうこともあり︑当日は︑ ての今後の抱負が語られ

事務所所長退任慰労会
が︑合同で開催された︒

研修所教官退任慰労会︑
木村良二会員の日本司法

会︑二川裕之会員の日弁

ー ク ホ テ ル﹁ 鳳 翔 の 間 ﹂ 法支援センター神奈川地

20

連事務次長就任激励会︑

７月

た激励の言葉がそれぞれ

方裁判所︑横浜家庭裁判

身とするもので︑横浜地

の名前で始まった会を前

和２年に横浜法曹協議会

横浜法曹懇談会は︑昭

行われ︑例年以上の盛り

各庁の若手のスピーチも

のスピーチもあり︑更に

浜地検の齊藤雄彥検事正

浜家裁の大門匡所長︑横

は︑例年とは異なり︑横

らは︑木村良二会員へ﹁あ

が送られ︑山下光会員か

ードとともに慰労の言葉

る左部会員の面白エピソ

らは︑教官の先輩にあた

を務める岩田武司会員か

また︑司法研修所教官

送られた︒

所︑横浜地方検察庁及び

上がりを見た︒

司会のもと︑三浦修会長

する機会のない他庁の

なり︑普段はあまり話を

名が参加する盛大な会と

飯田

に閉会となった︒
︵会員

信也︶

拶がなされ︑盛況のうち

頭副会長から中締めの挨

最後に︑髙橋健一郎筆

ていた︒

会場は終始笑顔に包まれ

会は盛大に盛り上がり︑

の言葉が飛び出すなど︑

下 会 員 ら し い 慰 労︵？︶

ぶらぎってるな！﹂と山

当会が毎年交代で幹事を

名︑横
浜家裁から５名︑横浜地

の開会挨拶に始まり︑次

方々と懇談する貴重な機

名︑当会から

回の当番庁である横浜地

検から

裁の富田善範所長が乾杯

広子︶

会となった︒
滝島

の挨拶を行った︒６月に

育ちとのことであり︑同

長は︑岡山・神戸の港町

︵会員

務め︑宮下京介副会長の

18
着任したばかりの富田所

18

今回は︑当会が幹事を

横浜地裁から

歓談の時間の途中で

述べられた︒

41

担当して開催している︒

が開催された︒

て恒例の横浜法曹懇談会

12

じ港町である横浜での生

高齢者の割合が高く︑後

護士の挨拶では︑佐渡は︑

律 事 務 所︵ 以 下︑﹁ か な

見事件も多く︑関係機関

かながわパブリック法

パ ブ ﹂ と い う︒
︶で約２

傳田弁護士からは︑今

と協力して︑市民後見人

まで筆者が接してきたイ

の育成等に取り組んでき

基金法律事務所の所長に

メージからは想像できな

年間弁護士としての研鑽

就 任 し︑ ６ 月 ４ 日︑﹁ 佐

いような素晴らしい挨拶

を積んできた傳田真梨絵

渡ひまわり基金法律事務

たとのことであった︒

所引継式﹂が︑新潟県佐

がなされ︑傳田弁護士の

弁護士が︑佐渡ひまわり

渡市にて行われた︒

かなパブの現役メンバ

としての意気込みが感じ

り基金法律事務所の所長

引継式には︑当会から︑ 成長と今後の佐渡ひまわ

ー︑かなパブＯＢの筆者

られた︒

神永夕貴弁護士︑群馬県

した︒また︑山形県から

同委員会副委員長が出席

員会委員長︑長谷山尚城

も取り組んでいきたいと

んできた法教育に新潟で

と︑当会所属時に取り組

ていきたいということ

続き後見事件に力を入れ

また︑前任者から引き

の他に︑安達信副会長︑

から小林有斗弁護士︑熊

いう思いが語られた︒

大谷豊公設事務所支援委

本県から北條将人弁護士

傳田弁護士のプロフィ

されていたようで︑来賓

ールに学生時代にマジッ

の多くの方が︑挨拶で傳

が出席し︑全国各地から

更に︑新潟県弁護士会

田弁護士のマジックにつ

かなパブＯＢ︑ＯＧが集

の関係者だけでなく︑佐

いて触れられていたが︑

クをやっていた旨が記載

渡市市長︑

まった︒

市議会議

や期待の大

からの信頼

所への地元

金法律事務

ひまわり基

され︑佐渡

方々が出席

佐渡市内の

長等多数の

渡支部支部

方検察庁佐

長︑新潟地

渡支部支部

方裁判所佐

弁護士が佐渡において活

なると思われるが︑傳田

での生活は大変なものと

便数も限られており︑島

船︶で約１時間かかる上︑

ジェットフォイル︵高速

から新潟市の新潟港まで

行くには︑佐渡の両津港

佐渡から本州本土まで

見ることはできなかった︒

傳田弁護士のマジックを

引継式では残念ながら︑

できません﹂とのことで︑

はやっていないので今は

圭一郎︶

躍されることを影ながら

笠間

応援していきたい︒

︵会員

きさがうか

栗田佳和弁

前任者の

がわれた︒

長︑新潟地 ﹁ 学 生 時 代 以 降 マ ジ ッ ク

傳田弁護士（前列左から３番目）とかなパブ現役メンバー、ＯＢ、ＯＧ

〜にぎやかに開催〜
横浜法曹懇談会

（２）

神奈川県弁護士会新聞
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ブ最前線
パ
な
か

朱鷺のいる島佐渡での引継式

新人会員がモニターを務

任することとしている︒

護士は当委員会委員を選

して︑事件研修制度は極

新人会員の研修ツールと

い︒手前味噌ではあるが︑

る︒実践に勝る研修はな

宮下

京介

じなかったが︑冬の時期

副会長
と誤解され

にいつもより肌寒く感じ

ながら便秘気味になった

ことや︵ものを食べない

の で や む を 得 な い が ︶︑

４月時点で減量が止まら

なくなったことなどさま

ざまな経験をしたが︑紙

幅の関係でこの程度にし

ておきたい︒

理事者の仕事について

は︑想像どおりの激務で

ることが多

いが︑実は︑ たり︑急激な減量で骨と

はあるが︑
優秀な事務局︑

所など多くの皆さまに支

筋肉のバランスが悪くな
を感じることがあった︒

えていただいていること

昨年９月か

そこで必要になるのが

に深く感謝している︒

他の理事者︑友人︑事務

ダイエット

ストレッチ体操である︒

ったのか︑関節のきしみ

を始め︑４

諸般の事情でスポーツか

ら自主的に

月１日時点

一言で言えば︑理事者
キロ減量してい

の仕事は︑所属する会員

ー﹂﹁ 大 丈 夫？﹂ と い う

言われたのが﹁痩せたね

なく︑食事全般を少なく

特定の食品ということで

体操に励んだ︒

中でもできるストレッチ

には断食である︒それも︑ るいは寝るときに布団の

いを理事者の立場から応

の会員の活動に込めた思

日本大通り

みなと大通り

南口

理事者室

新人会員としては︑弁
めて有用な制度と考えて

で既に

激 ヤ セ

護士報酬の配分が気にな
いる︒事件研修制度の利
副会長に就任して︑こ

ら遠のいているので︑家

れ︒事件研修制度を積極

中区役所
● 朝日生命ビル ●

試行に先立ち︑２名の

件を共同受任により処理
めたが︑大変好評であっ

るところだと思うが︑基
用をご希望される方は︑
た︒

的に活用し︑制度を活性

神奈川県
弁護士会館

● 裁判所

じている︒

することによって︑新人
たため︑会員に広く開き︑

本的には当事者間で決め
会員サイトに掲載してい
の原稿を書いている時点

の応援団だと思ってい

若手に優しい会員ばかり

る︒これからもそれぞれ

でテレビを見ながら︑あ

同制度の内容を説明す
なので︑筆者は︑この標

❖インターネット予約は
ひまわり相談ネットから

士を配属し︑当該指導担

会員のＯＪＴの機会を確
今回の試行に踏み切った

ることになるものの︑当

でちょうど４か月が経過

ると︑弁護士登録後２年

することにした︒

◆消費者被害相談
相談時間 45分以内
金・第２・第４火曜 13：15〜16：15
相談料金 無料

当弁護士が持ち込んだ事

保しようというものであ
次第である︒

委員会では︑指導担当弁
る利用申込書に必要事項
した︒その間︑一番多く

弁護士とは職人であ

る︒なお︑現在は︑試行

若手会員育成支援委員
護士７︑指導対象弁護士
をご記入のうえ︑ファク

未満の即独・早独︵登録

言葉である︒中でも理事

記者は記録した﹁素材﹂をわ
かりやすく国民に伝えること
で︑事件を巡る議論が深まり︑
社会正義の実現に繋がるのだ
と思う︒
この文章を書き終えようと
していたところ︑上司から異
動の内示を伝える電話がかか
ってきた︒どうやら９月から︑
東京地裁・地検の取材を担当
今後も︑多くの視聴者がノ

させて頂くらしい︒
ンフィクションのドラマが繰
り広げられる法廷に関心を持
てるよう︑取材し︑わかりや
すい放送をしたい︒
神奈川県担当

員集合して作戦会議を行

い︑当日に臨んだ︒本議

案の担当副会長は︑皮肉

なことに︑川崎支部選出

の種村副会長であった︒

まずは私が最初に反対

意見を述べつつ理事者に

副支部長を務めている関

昨年度から川崎支部の

毎回出席して議論に参加

常議員になった以上は︑

そのような過程を経て

出の常議員が︑同じく川

に及んだが︑川崎支部選

げかけた︒議論は長時間

常議員も次々と質問を投

質問を投げかけた︒他の

係で︑４月から常議員と

するのは当然の務めであ

談担当者の地域性配点︶

議員会の第４号議案︵相

先日開かれた第５回常

は非常に滑稽であった︒

問攻めにするという構図

崎支部選出の副会長を質

の常議員候補者は︑支部

は︑議案が可決となれば

ると考えている︒

総会決議を経て推薦され

川崎支部会員に与える影

︑棄権１で︑惜しくも

本議案は可決された︒川

い︒結果的には︑支部会

支部会員の団結力は強

部のみが反対という不利

と本部は賛成で︑川崎支

事前情報では︑他支部

が︑議論に参加するとい

様のご判断にお任せする

とができたのか否かは皆

崎支部の団結力を示すこ

員の皆様から必要以上の

う最低限の務めは果たし

たと思う︒

な状況である︒川崎支部

に当選させていただいた︒ 選出常議員は︑前日に全

ご支援をいただき︑無事

挙であろう︒川崎支部枠

ている︒しかも私は支部

響は極めて大きい︒

︑反対

執行部枠︒落選は非常に

結果は賛成

恥ずかしい︒だが︑川崎

最初の試練はやはり選

なった︒

援していきたい︒

化させましょう！

法
だから記者は法廷内の一挙

会部

︵ＴＢＳテレビ 報道局社
将之︶

その他には︑尾籠な話

準割合に従った配分をし

後１年以内に独立︶の新

正之︶ 者の激務のために痩せた

減量の苦しみは特に感

坂本

︵会員

ナゾの美人弁護士を演じた榮

と信

同じ裁判は一切無い︒ドラマ

倉奈々さんのような美女を探

ていただけるもの
目にするのは︑まさに﹁ドラ

し て い る わ け で は な い︵﹁ 毎

人会員に︑指導担当弁護
﹁いただきマングース﹂
︒こ

く予想できないのが実際の法

手一投足を見て記録する︒記

回 違 う ﹂ と は 言 え な い が ︶︒

を繰り出す弁護人︒じっと被

者が法廷を凝視しているの

廷だ︒

は筋書きがあるが︑展開が全

震える声で論告求刑する検
察 官︒
〝ウルトラＣ〟の証拠

マ

告人の目を見つめる裁判官︒

岸

横 浜
スタジアム

横浜市役所 ●

横浜公園

地下鉄関内駅 YMCA
1番出口
●

● 検察庁

開港記念会館 ●

横浜港
郵便局

●

県庁
●

県庁新庁舎
●
みなとみらい線
日本大通り駅 1番出口

首都高速

JR関内駅

段階のため︑指導担当弁

会では︑
１月より︑
事件研
シミリにてお申込みあ

17

方法は単純で︑基本的

いる︒当委員会の委員は

り

マ﹂である︒

と︑好評を頂けたようだ︒ド
ラマのあらすじは︑主人公の
弁護士が︑独自の感性を元に
検察側の主張の矛盾を見つ
け︑無罪を勝ち取っていくと
い う も の︒
﹁こんなに毎週の
ように無罪が出ていたら︑記
者は大変だろうな﹂と少し引
いた目で見ていたのは私だけ
かねえよ﹂と弁護士の皆様か

検 察・ 弁 護 双 方 の〝 攻 め 方 〟

だ ろ う か︒
﹁そんな簡単にい
らも冷ややかな声があったの

は︑決して︑プロレス好きの

電話／045−211−7700 予約受付時間／平日９：30〜17：00

よ

の言葉でピンと来た人もいる
だ ろ う か︒ 弊 社 の 日 曜 劇 場
人 気 ア イ ド ル グ ル ー プ﹁ 嵐 ﹂

﹁ ・９︱刑事専門弁護士﹂
で︑
の松本潤さんが演じた主人公
・２

の決まり文句だ︒
﹁ ・９﹂は︑
全 話の平均視聴率が
17

99

関内法律相談センター

神奈川県弁護士会

だ

修制度の試行を開始した︒ ３の標準割合を設定して

実践に勝る研修なし！

％︵ ビ デ オ リ サ ー チ 社 調 べ ︶

10

◆交通事故相談
相談時間 30分以内
月・金
13：15〜15：45
火・水・木 ９：15〜11：45、
13：15〜15：45
相談料金 無料
◆交通事故による高次脳機能障害相談
相談時間 50分以内
第２・第４水曜 13：15〜15：45
相談料金 無料
◆子どもの人権相談
相談時間 45分以内
木 13：15〜16：15
相談料金 無料
◆外国人法律相談
相談時間 60分以内
第１・第３水曜 13：15〜16：15
相談料金 7,500円（税込み）
◆働く人の法律相談
相談時間 45分以内
月・第２・第４木曜 13：15〜14：45
相談料金 7,500円（税込み）

20

事件研修制度はじめました
では︒

や〝守り方〟は三者三様で︑

会員 髙木 亮二（55期）

!?

廷

はド ラ

99

しかし︑私が毎回︑法廷で

川崎支部の団結力？
常議員会
の い ま

11

神奈川県弁護士会新聞
２ ０ １ ６ 年 ９ 月 号（ 第 ３ ４ ４ 号 ）
（３）

て恒例の夏合宿を行っ

月８日︑９日に北海道に

横浜法曹ゴルフ会は７

弁護士会との対抗戦も兼

去１年間の月例会優勝者

の月例会のみならず︑過

た︒この２日間では７月

も含めて 名以上の参加

ねており︑今年は家族等

名門コースで大接戦の面々

絶好調︒パー︑バーディ

した筆者がスタートから

滅 す る 若 手 を 横 目 に︑

ころ︑左右広角打法で自

い勝負あり︒田中会員が

では圧巻のバーディを奪

ホール目

れをまさかのワンパット

絶体絶命の大ピンチ︒こ

た︒

取切戦参加資格を獲得し

切り優勝︒早くも来年の

定のゴルフで後続を振り

ッシャーに打ち勝って安

達した気分になっている

に至っては観ただけで上

なった︒練習嫌いの筆者

で観戦する絶好の機会と

トッププロの技を目の前

せつけて初の年間王者と

ランらしく熟練の技を見

ー大会﹁日清カップヌー

ロゴルフツアーのメジャ

２泊して３日目に男子プ

だが︑今年は希望者のみ

例年１泊で行う夏合宿

期代若手会員も入会し

近時︑法曹ゴルフには

問題である︒

現実に気付くのは時間の

が︑何も変わっていない

長杯獲得か？と思ったと

展開していた田中会員も

なり︑横浜弁護士会会長

の好ス

ホール目のショー

好スコアであることが判

期のベテ

竹森裕子会員より勝者に
明︒

激戦となり︑トップに北

ぬ考えが頭を支配する︒

けないなぁ︑などと下ら

賛の記事を書かなきゃい

２ 打 目 は 何 と か グ リ ーン

ッ ト を バ ン カ ー に 入 れ︑ 取切戦勝者となった︒

トホールではティーショ

コアを出し︑

贈られる会長杯がちらつ

プの落ち着いたゴルフを

この日のためにハンデ
き︑カナ弁新聞に自画自

田幸三会員︑石黒康仁会

広げ︑当会前会長である

を温存してきたベテラン

スは日本を代表するコー
員︑石井誠会員の３名が

った︒

フ倶楽部輪厚コース︒北
勢を中心とする月例会も

ス設計者井上誠一による

筆者が︑元裁判官の田中
御前水︒名前の通りリゾ

イランドゴルフリゾート

来のラウンドとなったア

藤会員も３連続ダボを叩

急降下︒なぜか同時に武

のロングで

う︒気が付けば後半最初

の下︑テニスができる︒

囲まれ︑素晴らしい環境

設︑テニスコートも緑に

た避暑地にあり︑宿泊施

稲葉大輔弁護士・松村英

法曹テニスクラブ︶ＶＳ

士・田中康晃会員︵横浜

に行われた中村竜一弁護

的となったのは︑２日目

その中でも一番注目の

２日目９勝４敗とし︑結

しては︑１日目９勝２敗︑

試合の最終的な勝敗と

歓声が上がっていた︒

トが終わるごとに大きな

り上がりを見せ︑ポイン

うこともあり︑大変な盛

目の一番最初の試合とい

なるが︑今年

という流れに

村・田中ペアが多彩なシ

会の優勝経験を有する中

それぞれ東日本テニス大

た︒もっとも︑そこから

じ︑交流を深めることが

い︒懇親会とテニスを通

るという機会は多くはな

が︑泊りがけの合宿をす

会員から若手会員まで

護士会を跨いでベテラン

メートル以

も緊張感のある競技とな

接戦の月例会はこの日

ところ︑今回は︑３支部

常に少なく︑参加者には

の影響でギャラリーが非

企画した︒当日は雷雨等

手権大会﹂の決勝観戦を

ドル杯日本プロゴルフ選

か？

一緒に囲碁を打ちません

る会員は是非ご入会を！

大歓迎である︒興味のあ

わずゴルフ好きの会員は

ており︑年齢や経験を問

上のロングパットが残り

幸次郎︶

ったが︑石黒会員がプレ

よりご参加いただきまし

吉澤

７月９日当会会館にお

当会からは︑三浦修会

があっても︑すぐに打ち

初対面同士でも︑年齢差

共通話題があるだけで︑

介なもので︑毎年続けて

すが︑これがなかなか厄

庭菜園といわれるもので

リを栽培しています︒家

自宅でトマトやキュウ

美穂子︶

長︑野村正勝会員︑鈴木

解け︑大会後の懇親会も

澤田

質会員︑柴野眞也会員︑

大盛況でした︒

︵会員

︵会員

いて︑東京地方税理士会

ん碁盤と碁石を見つめ︑

対局が始まると︑皆さ

た︒

志の税理士と︑当会の会

集中して黙々と打たれて

佐藤利行会員︑榎本吾郎

同じ種類の野菜を植える

料の追加といった日常の

税理士会と弁護士会の

管理を怠るとすぐに葉が

広太会員︑

最近は︑毎月１回︑筆

しおれてしまいます︒そ

といわゆる連作障害が生

者を含めた有志で当会会

じますし︑水の管理や肥

ん︑元事務

館に集まり︑インストラ

れでも︑家庭菜園がやめ

交流がますます深まった

局の荒樋千

ら れ な い の は︑﹁ 結 実 ﹂

と思います︒

穂さん︑筆

クターの先生を招いて︑

という結果を伴うからで

事務局の三

名が

囲碁の指導をしていただ

との対抗戦

税理士会

少しずつですが︑囲碁の

先生の指導のお陰で︑

挑戦してみてはいかがで

味ですので皆さんも是非

す︒手軽に始められる趣

潔

滝島

越川

広子

純哉

奥園龍太郎

三橋

大河内万紀子

博信

技量が上がってきている

者

千歳

は︑毎年２

記

デスク

しょうか︒

開かれる法曹囲碁大会の

私の今の目標は︑今秋

気がします︒

れまでは︑

囲碁に興味を持ってい

初心者クラスで優勝する

る会員の皆様︑私たちと

ことです！

方だけの参

横浜南支部

加であった

の税理士の

ており︑こ

回開催され

た︒

参加しまし

者の

いています︒

浦隆志さ

会員︑稲葉翔会員︑勝本

碁大会が開催されました︒ いましたが︑囲碁という

員及び事務局による︑囲

部︑戸塚支部に所属の有

横浜南支部︑横浜中央支

杯という名称では最後の

もの︒戦略的なコースと

会員が連続バーディを奪

治会員︑弁護士ゴルファ

ート感溢れるコースとは

筆者は︑昨年から本合宿

弥弁護士︵一弁︶の試合

果として当会が

会に勝利する結果となっ

は︑天候の関

ョットやネットプレーを

でき︑充実した合宿とな

オンするも

ところが︑前半の上が

２日目は筆者が夏合宿

り２ホールで実力者井上

同スコアという近年稀に

30

微妙な起伏のグリーンに
初日終わってみれば︑

ったことで突然力みが襲

一同痺れるゴルフが続く︒ 見る接戦となった︒
年以

ーの中で知名度全国区の

き︑２人揃って自滅終了

に初参加した平成

ゴルフ部出身井上雅彦会

言え︑多くの池が待ち構

に参加してお

であった︒序盤は︑ジュ

と大差で第一東京弁護士

さめた︒同試合は︑２日

り︑今年も非

ニア時代から実績のある
例年は︑初

ドボールで中村・田中ペ

た︒

係で︑初日か

繰り出し︑大きく流れを

った︒

10

税理士会との
対抗戦

取切戦参加者４名の中で

員に僅か１打差を付けて

で勝負を決する︒

を叩くなど

士山の麓の自然に囲まれ

常に楽しみに

稲葉・松村ペアがスピー
日に練習試

５と大きくリードし

アを圧倒し︑スコアも２

勝６敗

していた︒

合︑２日目に

ら対抗戦を実

引き寄せた︒中村・田中

今回の合宿のように弁

本番の対抗戦

施することに

ペアは︑そのままの勢い

尚敬︶

なった︒試合

加藤

形式は︑全て

︵会員
５と大逆転勝利をお

囲 碁 大 会

60

プン開催の名門札幌ゴル
海道らしい白樺に囲まれ

取切戦は初日にリード

このまま井上会員が会

リード︑若手？の中で実

２日目はグロス

となった︒

力随一の武藤一久会員が

淡々とフェアウェイキー

えており決して易しくは

で争われる年間王者決定
とスコアをまとめて差を

ない︒

戦﹁取切戦﹂が行われる︒
２打差という大混戦とな

17

る美しくも戦略的なコー

で沈め︑続く

初日は毎年ＡＮＡオー

﹁大接戦を制して勝ったのは⁝？﹂

７月 日〜 日︑横浜

法曹テニスクラブ恒例の

開催場所であるフジプ

があった︒

合宿が河口湖のフジプレ

ミアムリゾートで行われ

た︒同合宿は︑第一東京
レミアムリゾートは︑富

16

85

11

50

10

で５ゲームを連取し︑７

盤上に火花を散らした面々

18

17

第一東京弁護士会に
大差で勝利！

16

ダブルスで︑

−

−

全体の勝敗数

熱戦を繰り広げた面々

夏 合 宿

横浜法曹ゴルフ会
16

法曹テニス

（４）

神奈川県弁護士会新聞
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