新たな旅費支給制度の概要
昨年度︑旅費支給制度
が新設された︒これは︑
所定の場合に︑次の旅費
を支給する制度である︒
︵ア︶
日々の委員会に出席
する際の交通費︵委
員会出席交通費︶
︵イ︶
日弁連等のシンポジ
ウム等へ出席する際

平成 年度
関東弁護士会連合会第１回地区別懇談会のお知らせ

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

費及びその他職務遂行旅

シンポジウム等出席旅

であることや記録担当

目的での若手会員の参加

要素としては︑人材育成

０円︵うち宿泊費につい

の旅費総額は２万５００

として︑会員１名の１回

限があり︑例えば︑原則

のまま承認されるか否か

かれては︑請求金額がそ

度である︒各委員会にお

せっかくの旅費支給制

のロゴマークです︒

費は︑会員がシンポジウ

者・渉外担当者等何らか

は別として︑まずは積極

日時 平成 年７月４日︵火︶ 時〜
場所 宇都宮東武ホテルグランデ

ム等に参加すれば即支給

ては１泊につき１万１０

万円が上限となる

の役割を担っての参加で

費については︑支給の上

た金額︶
︒

費及びその他職務遂行旅 ︵ い ず れ も 消 費 税 を 含 め

は

されるわけではない︒委

と︑支給対象は２種類に

請求手続に着目する

て登録しており︑この登

に個々の会員ごとに定め

において一律かつ機械的

なる経路や金額等は当会

総合法律相談センター運

おいて神奈川県弁護士会

３月９日の常議員会に

山山 ゆ り

ペーパーレスが進まな

い︒まずは筆者の身の回

り︒新聞は３紙を宅配購

読し︑連載小説はすべて

目を通しているため︑多

忙な時期になると自室卓

上に未読の新聞が山積み

になる︒本・雑誌も毎月

相当数を購入し︑本棚に

収まりきらない物は机の

周辺に平積み︑本の大半

は積ん読状態︒一時︑電

子書籍にチャレンジして

みたものの早々に挫折し

てしまった▼次に法曹

うようになり︑弁護士会

からの紙面での連絡も

年々減っているが︑裁判

所とのやりとりが書面に

限られているのでファイ

ルの山を減らすことは難

しい▼人生の半ばを超え

た筆者自身は﹁紙ととも

に生きていく﹂決意を固

めているが︑法曹界はこ

のままでよいのであろう

措置基準に基づく不適

消する措置がなされるま

きには︑名簿の登載を抹

るおそれがあるようなと

に対する信頼が損なわれ

いて公表される等︑当会

カーの暗号セキュリティ

ていたところ︑電機メー

ではないか⁝などと考え

パーレスを進められるの

になれば︑相当程度ペー

のやりとりを行えるよう

か︒裁判所と電子メール

①法 律 相 談 セ ン タ ー 本

での間であっても︑名簿

れており︑このポイント

及び︵３︶の取扱いがな

行為ごとに細かく定めら
②当会が委託を受けて実

が総計１５０ポイント以

律相談
施している自治体等に

される︶︒

県支部における交通事

故相談センター神奈川

③︵公財︶日弁連交通事

の他の担当者の名簿の登

けられている法律相談そ

律相談センターに備え付

措置基準及び同マニュア

は︑運営規則︑同細則︑

会員の皆様において

適切な法律相談等の実施

ルの内容をご確認の上︑
故相談
④日本司法支援センター

しない裁判所のような対

応が最善策ともいえる﹂

との指摘を受けた▼ペー

パーレスないし利便性と

安全性のいずれを優先す

べきかといった議論にと

どまらず︑未来の法曹界

名簿の登載を抹消され

︵吉田

ることを願う︒

正穂︶

がこれらを両立できてい

た場合︑前記各法律相談

にご協力いただきたい︒
︵法テラス︶神奈川地

については次のとおりに
相談

方事務所における法律

れることとなる︒

載を抹消する措置がとら

おける法律相談

上となると︑当会総合法

の登載の効力が停止され 専門家から﹁ネットワー
る︵その時点で前記︵２︶ クセキュリティが悲惨な
現状では︑ネットを使用

切行為ポイントは不適切

手続に付されたことにつ

がある場合で︑かつ懲戒

いて︑名簿登載抹消事由

また︑特定の会員につ

とができない

律相談を担当するこ

︵３︶
交代等によっても法

配点を取り消される

法律相談については

︵２︶
既に配点されている

談が配点されない

界︒依頼者とのやりとり

的に請求手続をしてみる

分類される︵図１︶︒

録に従って支給される︒

営規則︵以下﹁運営規則﹂

の大半は電子メールで行

００円︶が上限︑ひとつ

︵ア︶の委員会出席交

なお︑支給の上限はない

における不祥事対策の一

取り扱われる︒

あること等がポイントと

員会の職務の場合でなけ

を遂行するための旅
通費については︑出席簿

が︑宿泊費は含まれない︒ という︶及び同細則の一

基準﹂という︶及び同マ

委員会を経由して所定の

環として︑措置基準等の

︵１︶
次年度新たに法律相

ことをお勧めする︒
なる︒

費︵その他職務遂行
の出席委員氏名欄に署名

部改正が︑また︑同月

︵ウ︶
その他委員会の職務

シンポジウム等出席旅

ればならず︑更に︑会長
が支給を相当と認めたも
のでなければならない︒
この相当性判断の考慮

旅費︶
をすれば交通費を請求し

︵イ︶︵ウ︶のシンポジ

を経由して所定の方法で

ニュアルの一部改正が︑

旅費報告書及び領収書等

厳格化をはかるととも

部・各支所における法

法律相談等に関する
不適切行為措置制度の概略

旅費の支給に関する会

たことになる︒これ以外

日の常議員会において法

請求手続をする必要があ

それぞれ可決承認された︒
れば審査等が進行してい
く︒シンポジウム等に出

を提出する必要がある︒

に︑名簿の登載が抹消さ

日以内に

なお︑その他職務遂行

れる場合の対象を広げる

席した後は︑

旅費の具体例としては︑

改正後の運営規則や措

等必要な措置を講じたも
等の講師等の旅費︑委員

置基準の対象となる主な

当会が講師等を派遣する

会が企画する裁判傍聴等

法律相談には以下のもの

のである︒

の引率・コーディネート

場合の研修会・出前授業

今般の各改正は︑当会

る︒この請求手続さえす

23

ム等出席旅費︶

規及び旅費の支給に関す

ウム等出席旅費及びその

為措置基準︵以下﹁措置

に特別の請求手続をする

（イ）シンポジウム等
出席旅費
（ウ）その他職務遂行
旅費

日前までに委員会

る規則に基づいて支給さ

②20日前までに委員
会を経由して請求
手続をする必要が
あるもの

は︑

律相談等担当者不適切行

（ア）委員会出席
交通費

13

の委員会の年間旅費総額

29

他職務遂行旅費について

の旅費︵シンポジウ

29

必要はない︒支給対象と

①特別な請求手続を
要しないもの

20

等の旅費等が挙げられる︒ がある︒

平成28年度副会長 種村 求

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

平成28年度副会長 苑田 浩之

れる︒

【図１】

20
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（１）

知っておこう！新しい制度

あたりの事情は不明であ

のか無かったのか︑その
後で聞くと︑あれでも若

ものであった︒しかし︑

中でも印象に残ったの

干話し足りなかったとの

は︑６年間で２４０件と

るが︑ともかく運命的な

は︑鴨川市長︑同市議会

いう刑事事件の処理件数

ことである︒さすがであ

議長をはじめ︑弁護士以

である︒刑事事件を扱う

る︒

外にも本当に多くの方々

弁護士であれば︑この大

﹁引継記念の集い﹂に

が参列されていた︒式典

禅譲となった︒

そして︑このたび２代
の最後には︑市長から記

「共謀罪」
を憲法の
視点から考える

思う︒
目所長として︑かなパブ

スコットキャラクター

で養成を受けた金澤佳弘

日︑
﹁鴨川ひま
あたりに位置している︒

２月

地方裁判所の管轄は千葉

新所長となった金澤佳弘弁護士

わり基金法律事務所引継 ﹁ チ ー バ く ん ﹂ の 太 も も
記念の集い﹂が開催され

変さはわかっていただけ

た︒千葉県鴨川市は︑人
念品の贈呈まであ

弁護士が就任し

よう︒他のひまわり所長

地裁館山支部であり︑管

と比較しても︑非常に多

口約３万３０００人を抱

り︑前所長の地元

た︒わりと温厚な
人柄と誠実な語り

での活躍ぶりがう

万６０００

人を抱える︒ちょうど︑
口を︑ご存知の方

い︒

内人口は約

24

都市であり︑千葉県のマ
横浜市栄区︑瀬谷区ある
もいらっしゃるか
２代目所長の募

と思う︒

いは座間市と同程度の人
鴨川ひまわり基金法律
集に対しては複数

口である︒
年３月

士には︑多くのものが求

後を引き継ぐ金澤弁護

は︑終わりつつある︒岡

たのひまわり所長

本前所長の業務を引き継

の中でも︑ここま

の応募があったそ

そして︑岡本前

ぐだけでなく︑金澤カラ

められるはずである︒司

うである︒かなパ

所長の満を持して

ーを出して︑さらに発展

で惜しまれて送り

に設立され︑初代所長と
ブＯＢ同士の引継

のスピーチは︑６年間︑

法過疎地といえども︑弁

して岡本吉平弁護士が就
ぎになること︑金

房総半島を走り回った苦

護士がそこにいるだけで

任した︒かつては当会︑

澤弁護士の配偶者が千葉

出してもらえる弁

そして弁護士法人かなが

県弁護士会の会員であっ

護士はそうはいな

わパブリック法律事務所

させていってほしい︒

満足していただける時代

に所属していた︒独特な

労と充実感を余すところ

靖之︶

たことなど︑有形無形の

北川

催催

当会では︑﹁良

の中から

名が︑当会会

高齢の方や障が

まいの方︑特に

て︑県下にお住

だ特別企画とし

の日﹂にちなん

なった︒

り︑多岐にわたる内容と

保護に関するものもあ

するものもあれば︑生活

続や金銭の貸し借りに関

８件の相談の中には︑相

ける形で行われた︒合計

い遺言︵４１５︶ 館において電話相談を受

いをお持ちの方

例年と比べ相談件数が

を対象に︑毎年

継続して法律相

者・障がい者の

し︑即時に相談対応でき

護士が相談のため待機

と思われるが︑複数の弁

稿を執筆

ととしていることから︑

行した場合に処罰するこ

法が原則として犯罪を実

共謀罪とは︑この憲法

いる︒

は許されない︑とされて

は内心の自由を侵すこと

なものであり︑国家権力

ことにもなりかねない︒

罰されてしまう︑という

ただけで共謀罪として処

らお金を引き出したりし

を購入したり︑ＡＴＭか

のままコンビニで食料品

目配せを知人と行い︑そ

共謀とみなされるような

共謀罪が﹁現代の治安

法体系であったのである︒

けが上位にある︑という

法律の規定の方が位置づ

りも︑治安維持法などの

た︒つまり︑同条の保障よ

う留保を伴うものであっ

の範囲内において﹂とい

開開

少なかったのは︑当会が

料電話相談﹁みまもりダ

日ごろから行っている無

イヤル﹂が周知された影

談を実施してい

今年は︑桜の

響によるところが大きい

る︒

日︑﹁ 高 齢

花も残る中︑４

ための無

月

料電話相

今後も弁護士にアクセ

るのが本相談会の強みで

スしやすい環境を実現す

ある︒

本相談

るべく努めたい︒

談会﹂を

会は︑趣

行った︒

旨に賛同

している

刑法体系を根本から変革

上絶対的に保障されてい

俊介︶

４月末時

する立法であると言われ

るはずの内心の自由を侵

野村

点︑国会

ている︒私は当会の刑事

維持法﹂と言われるゆえ

︵会員

ではいわ

法制委員会に所属してい

捜査機関が人の内心を

する会員

ゆる﹁共

しかねない法案である︒

条の保障は絶対的

謀罪﹂が

ることから︑普段はこの

憲法

審議され

んはここにある︒すなわ

明治憲法においては思

の既成事実化につながり

位にあるかのごとき立法

るということは︑憲法

想及び良心の自由を正面

かねないのである︒

条の保障を形骸化させ︑

名をすげ替え︑準備行為

から規定する条項は存在

う問題の本質は︑何ら変

を客観的処罰条件とした

しなかった︒明治憲法

えられていないと言わざ

ち︑共謀罪を立法制定す

なければならない︒

判断し︑内心に思い浮か
が多いのであるが︑今回

べた段階で処罰するとい
は憲法の規定から共謀罪

私たちは︑今一度︑この
は︑広範

法案にしているが︑この

条において言論︑集会︑

あたかも法律が憲法の上
共謀罪に関わる憲法の

準備行為がいかなる範囲

るを得ない︒

核心部分をよく思い返さ
にわたる

を考えてみようと思い立 ﹁ テ ロ 等 準 備 罪 ﹂ と 呼 び

ように刑法体系の観点か

犯罪につ

った︒
規定としてすぐに思い浮

に限定されるかは明示さ

想及び良心の自由﹂であ

結社等の自由は規定され

行に着手
すらして

かぶのは︑憲法 条の﹁思
謀の段階

れていない︒

ていたが︑それは﹁法律

ろう︒故芦部信喜教授の

極端に言えば︑黙示の

名著﹁憲法﹂によれば︑

だけるものと信じている︒

の重大性に気付いていた

ならば︑誰もがこのこと

いやしくも法曹たる者
いない共

政府は︑この共謀罪を
いて︑実

ら共謀罪を考察すること

うものである︒現行の刑

︵会員

語り口と人柄を︑ご記憶

い︒

刑事事件をこなす

なく表現された感動的な

６年間で240件の

アドバンテージがあった

事務所は︑平成

かがわれた︒あま

える房総半島南部の中核

鴨川ひまわり基金法律事務所
の引継ぎ式

「いま、
憲法を考える」⑫

15

共謀罪

29

23

14
ている︒

この原

高齢者・障がい者のための
無料電話相談会
で処罰を

19

ブ最前線
パ
な
か
シリーズ

12

の方もいらっしゃるかと

施行 70 年の憲法記念日〜共謀罪反対も訴えました！

良い遺言の日
19

するとい

19

庸司
桒野
会員

（２）
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増加している海外展開す
体的なトラブル事例など

身の経験に基づいて︑具

では︑書籍の斡旋販売︑

合︵ 理 事 長・ 庄 司 道 弘 ︶ 利用可能です︒

会﹂が開催された︒
る企業からの相談に対応
を解説した︒日本法人が

日︑島津圭吾会
当会では︑中小企業︑
するべく︑担当弁護士の

４月
員を講師として︑弁護士
小規模事業者向けに﹁ひ
海外に自社製品の販路を

ただきたい︒

り多くの会員の参加をい

でもそれは︑世の中に少し

での三会交流会などが立

海での関東十県会︑福岡

の方が︑泊まりがけの熱

実際は︑就任前の３月

である︒

感としては︑まだ１か月

経過したことになる︒実

稿作成時点で約１か月が

理事者となって︑本原

ります︒詳細は協同組合

事務局にご確認くださ

割引対象施設を拡大して

協同組合では︑順次︑

い︶
︒

小田原・ニューウェルシ

各種保険の案内︑融資斡 ︵ み な と み ら い・ 秦 野・

①万葉の湯グループ

旋︑小口融資︑特約店契

様でも法人契約締結可能

いく予定です︒もし︑皆

な施設の心当たりがあり

ティ湯河原等︶

②観音崎京急ホテル・

約︑労働保険事務組合︑

ＳＰＡＳＳＯ︵横須賀市

④佐野天然温泉湯処の

も割引対象︶

︵三浦市南下浦町︶︵宿泊

③マホロバマインズ

けるストレス軽減の一助

業が︑弁護士業務等にお

協同組合の福利厚生事

ご連絡ください︒

走水︶︵宿泊も割引対象︶ ましたら︑協同組合まで

保釈保証書発行事業︑バ

年度か

ザーといった従前の事業

に加えて︑平成

ら福利厚生事業にも着手
しました︒

具体的には︑県内の温

浴施設・スポーツジム・

な事業を展開したいと考

で施設を利用できるよう

して︑組合員が割引料金

示すれば割引を受けられ

の身分証明書を受付に提

弁護士会職員は当会発行

身分証明書を︑事務員や

弁護士は日弁連発行の

︵会員

本間

久雄︶

ぼり雲︵横須賀市佐野町︶ となれば幸甚です︒

えています︒手始めに︑

ます︵ただし︑万葉の湯

マッサージ業者等と提携

複数の温浴施設と既に法

グループに関しては︑事

前にホームページから割

利用可能な温浴施設は

次のとおりです︒弁護士

引券を入手する必要があ

人契約を締結しました︒

のみならず︑各事務所の

類が運ばれてきて︑終わ

ることがないのではとい

う錯覚に陥るほどであ

る︒しかも︑そのほとん

とがたくさんあり︑情報

ばならない課題ばかりな

の瞬間︶に判断しなけれ

どが︑その日のうち︵そ

と 情 報 が 繋 が っ て︑﹁ そ

のである︒まさに時間と

もわからないまま慣れな

任後しばらくは︑右も左

すなど︑目の前の仕事に

り︑しばらくして思い出

も︑気がつくと忘れてお

ほんの少し前のことで

て余裕が出てくれば︑理

楽に考え︑そのうち慣れ

了までいけるだろうと気

だから︑このまま任期終

で︑１か月乗り切れたの

務とは趣が違うと感じて

い仕事をこなし︑理事者

追われ︑振り返る暇もな

などと驚いたりしている

同士の間合いも今ひとつ

いのが実感である︒

日々の仕事の内容︑他の

集まったのか︑書類の山

者室に着くと︑どこから

日直の日などは︑理事

味で理事者生活を楽しめ

員の役に立てるという意

事者６名が団結して︑会

ことや気づかなかったこ

また︑今まで知らない

処理している間に次の書

が机の上に置いてあり︑

かと期待している︒

るようになるのではない

感じである︒

理事者の癖も見えてきた

とにかく︑理事者６名

つかめなかったものの︑

いる︒

１か月を経て︑ようやく

が︑次の予定が入ると︑

た り︑﹁ 何 だ こ れ は！﹂ の闘いであり︑弁護士業

ういうことか﹂と感心し

副会長に就任して︑１か月

理事者室

事務員や弁護士会職員も

業務改革委員会の主催に
ま わ り ほ っ と ダ イ ヤ ル ﹂ スキルアップが喫緊の課
開拓するため現地法人と

実際の英文契約を参照し

るから言えない⁝⁝経験を積

でも深く被害者の悲痛さを伝

神奈川県弁護士協同組

より﹁海外展開する企業
題となっている︒今回の
販売代理店契約を締結し

を実施しているが︑近時
テーマは英文契約に関す
る﹁ｅｘｃｌｕｓｉｖｅ﹂

た際に︑排他的を意味す

英文契約など海外展開
の意味を特定しなかった
現地で販売権を有するか

ために︑日本法人自身が

ングに様々なプログラム

否かが争いになった事例

支援に必要な研修につい

が登録されている︒本研

の紹介など︑貴重な話を
今回のテーマは︑多く

修会の冒頭では︑その中
く目にする﹁販売代理店

の会員にとって︑日常的

聞くことができた︒

契約﹂と﹁ライセンス契

にスキルアップを図りに
が︑当委員会では今後も

約﹂に関する講義を上映
そして︑このような英

定期的に海外展開支援に

くい分野だと思われる

文契約をドラフト・レビュ

役立つ研修会を開催して

つつ︑講義がなされた︒

い︒悔しく︑その夜︑撮影し

むにつれその必要性が十分に

哲也︶

︵会員

放送した夢を見た︒

野澤

その後︑島津会員が自

べき条項や文言について︑ いく予定であるので︑よ

ーする場合に特に着目す

した︒

から︑国際取引契約でよ

ては︑日弁連のｅラーニ

る基礎知識である︒

を支援するための研修

最近︑事件の夢をあまり見
なくなった︒新人の頃︑事件

︵ 日本テレビ放送網株式会社

ただけると幸いです︒

人間性を見極め︑対応してい

その都度︑記者の取材意図や

う想いで取材をしています︒

を１人でも減らしたい﹂とい

様と同じ﹁犯罪被害で泣く人

﹁ ス ク ー プ を ﹂ で は な く︑ 皆

司法関係者の皆様︒記者は

た︒

取材活動をしていこうと誓っ

られても熱意を失うことなく

いたとき︑もう一度︑何度断

夢を見なくなったことに気づ

自ら手放してしまっていた︒

え︑再発防止を訴える機会を

られると︑踏み込んだ取材を

報道局社会部

て続けにあって︑忙しか
った記憶ではあるが︑就

河合 秀樹

わかるようになり︑何回か断

なぜ夢に見なくなったの

夢

か︒
裁判所内でのカメラ禁止︑

自ら控える事が増えてしまっ

愛子︶

弁護士協同組合から
お得なお知らせ！♨
だ

27

副会長

を取材した日の夜はよく夢を
見ていた︒
栃木県旧今市市の少女誘拐
殺人事件︒男が逮捕され︑男
の実像に近づきたくて取材を
重ねていたとき︑出張先のホ
テルで連日夢を見た︒ベッド
サイドに少女が立っていて︑

ろ﹂と叫び︑泣き崩れた︒悲

遺族取材は弁護士の方を通

横浜支局 小林

り

講師の島津圭吾会員

痛な叫びを伝えたかったが︑

ベーターの前で﹁おかしいだ

遺族は閉廷後︑裁判所のエレ

は︑
高裁で無期懲役になった︒

審で死刑判決だった被告の男

ションに放火された事件︒１

女子大生が殺害され︑マン

なにかを訴えていた︒

14

ていたからだと思う︒

よ

支援するための研修会
す︑捜査情報は公判に影響す

材 の

海外展開する企業を
裁判所内ではカメラを回せな

取
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戸︒小雨の中で試合開始︒
横浜の先発は森弘吏︒い

日の朝︑筆者は

三港対抗戦のために神戸
つも通りのテンポのいい

４月
へ︑妻は会務のために大
ピッチングで４回を無失
点に押さえ込む︒５回か
らはベテラン西村隆雄

戸ドルフィンズ﹂
︶の持

﹁名古屋ローヤーズ﹂
﹁神

人生初かつ今季チーム第

い︑更に３年目渡辺衛の

３連打などで３点を奪

人松永直之︑鈴木貴雄の

た︒新人毛塚衛も軽快な

メ押し︒４対０で完勝し

当委員会は︑司法制度
改革の動きに対応するた

当委員会がこれまでに

か等を説明し︑弁護士会

にどのような問題がある

結び付かないが︑あくま

士業務の拡大にはおよそ

のである︒

マに︑管内の自治

出張所併設をテー

厚木簡裁への家裁

盤が整備されていないこ

判所支部の人的・物的基

ター制度﹂と称して︑裁

で﹁裁判所支部問題モニ

なお︑間もなく日弁連

ための活動であり︑今後

体の地方議会議員

とによる具体的な不都合

ここ数年は特

との懇談会を行っ

事例を継続的に収集する

も地味に︑いや地道に取

てきた︒そして︑

制度がスタートする︒

例えば相模原支部で合

当会から陳情書を

ヶ崎︑厚木︑伊勢

等の経験をされたら︑ぜ

めにこんな不便を被った

ひ情報提供していただき

議事件を取り扱わないた

出張所併設を求め

原の各市議会で

る意見書を採択して最高

は︑簡裁への家裁

提出した藤沢︑茅

に︑管内から家裁

でも利用者の視点で県内

０１３﹂は︑当

すると︑発足当

り組んでいきたいと考え

に対する要望も含めて意

会のホームペー

初から県内の地

ている︒

作成した﹁神奈川の司法

めに設置されていた委員

に正式な委員会となっ

ジにも掲載され

当委員会は数ある委員

方議会議員との

へのアクセスに難

の司法を考え︑改善する

の提案２０１０﹂
や
﹁神

た︒県内の司法の実情と

ているので︑こ

奈川司法計画２

問題点を明らかにし︑地

れを機会にぜひ

年

域住民の司法アクセス・

会の中では地味な存在か

懇談会を継続し

がある藤沢簡裁︑

見交換を重ねている︒
年

会の部会として平成

司法サービスの改善を図

ご覧いただきた

から活動を始め︑同

り︑地域の実情に即した

い︒

当委員会の活

司法制度を実現すること
等を目指して活動してい

もしれないが︑同様の活

て開催してお

動の一端を紹介

動を行う組織は日弁連や

る︒

関 弁 連 に も あ り︑﹁ 司 法

り︑これまでに

回実施してきた︒懇談

基 盤 の 整 備 ﹂﹁ 地 域 司 法

会では︑当該自治体を管

裁や内閣に執行している︒ たい︒
務執行方針等にも掲げら

浦田

修志︶

名古屋の廣田投手の素晴

グローブをしていないと

三木 恵美子

ら︑お伝えします︒

会員

後の４週間︑松葉杖２本

階から別館３階への渡り

まず︑横浜家裁本館３

記官室のドアにぶつかり

車椅子を停止できず︑書

と住所を記載する用紙が

子をお願いすると︑名前

東京地高裁では︑車椅

メモを見せてもらえま

る際にタクシーを呼べる

更に横浜家裁では︑帰

ぜひ望遠鏡でもご覧いた

状態で見えているので︑

年では最も大きく傾いた

あの美しい環が︑ここ数

ろである︒特に今季は︑

その土星が一晩中見ご
で裁判所に通い︑そこで

ます︒逆コースで登ると︑ 出てきます︒車椅子を返

す︒これらの心遣いが︑

︵委員長

らしい投球の前に沈黙

当委員会の活動は弁護

新神戸に降り立つと雨

轄する裁判所支部や簡裁

がパラパラと降ってい
し︑四死球でチャンスを

れるメジャーなテーマな

る︒雨が強くならないこ

見つめ続けた対象に自ら

管の責任がとれませんか

作るも１点しか奪えず︒

の身を投じて︑任務を終

ら﹂などと言って断る他

畑中も好投を見せるが︑

換しますから︑庁舎の安

える︒

また︑当会会館のエレ

とを祈りながら︑大会会

全面から言っても預かっ

ベーターには︑鏡があり

場である大倉山公園の野

ぶつからないよう確認し

てしまうのがベストだと

土星探査機カッシーニ

たいのですが︑見ること

松葉杖で通っています

３回に名古屋の強力打線

ができません︒

は︑９月 日︑約 年間

につかまり︑また不運な

デを越えて林間コースく

の裁判所とは大違いで

球場に向かう︒球場では

らいの斜度があるので︑

す︒杖は簡単に凶器に転

既に第１試合︵神戸対名

エラーも重なり５回６失
大変さについて︑自分の

ません︒車椅子はバック

古屋︶が行われており︑

無神経さを反省しなが
の大敗となっ

車椅子を借りていまし

廊下が厳しい︒このコー

この建物の冷たい印象を

思います︒

踵骨骨折をしてしまっ

っている︒
第２試合は横浜対神

夜の３チーム懇親会で

た︒体験して初めて気が

却しないで持ち逃げした

た︒
は様々な野球談議が飛び

人など過去にいたのでし

ば松葉杖を２本ついた状

いのが︑川崎支部︒例え

守衛さんがにっこり声を

裁では︑タクシーで玄関

し上げます︒同時に︑杖

この場を借りてお礼を申

椅子使いませんか？﹂と︑ て下さった会員各位に︑

に降り立つとすぐに﹁車

が不要になってもあの気

日変更や電話会議に応じ

て下さった方々並びに期

者

デスク

田丸

新倉

古西

大﨑

吉田

大関

明子

武

達夫

徹

正穂

亮子

観望会情報については

だきたい︒

態で民事の弁論準備に出

かけてくれます︒車椅子

持ちを忘れないようにと

この間︑仕事を交替し

和らげています︒

頭する際︑書記官室のカ

を借りるのと引き換えに

決意しています︒

これに対して︑横浜家

ウンター前に一人でも立

松葉杖を預かってくれる

記

デスクまで︒

っていると︑出頭カード

のも大助かりであり︑﹁保
せん︒

に近づくことすらできま

これに勝るとも劣らな

ょうか？

二の腕が鍛えられて振り
いに盛り上がった︒
今年は新人が７名も加
入した︒今大会で活躍し
た選手以外も粒ぞろいで
あり︑今後の活躍が期待
されている︒若手からベ
テランまでチーム一丸と
なり︑全国大会連覇に向

飛田

憲一︶

けてチームの状態を上げ
︵会員

ていきたい︒

す︒

袖状態の改善に役立ちま

13
スは︑ファミリーゲレン

15
ついた松葉杖と車椅子の

10

交い︑いつものように大

れ︑１対

た私は︑５週間入院した

で出るので︑後ろの人に

の充実﹂は︑日弁連の会

利用者の視点で
県内の司法を考える

阪へ︑それぞれ別の新幹
線で旅立った︒三港対抗
戦とは︑毎年４月に︑当
被安打２と快投した︒打

会︑愛知県弁護士会︑兵 ︵ 自 称 山 本 昌 ︶ が 無 四 球
庫県弁護士会の各野球部
︵順に﹁横浜マリナーズ﹂ っては︑長谷山尚城︑新

年以上

球大会であり︑
新幹線に乗り込むと︑

１号の柵越え本塁打でダ

満席なのに偶然にも畑中
守備とフェンス直撃のヒ

の歴史を持つ︒

隆爾会員の隣の席にな
ットでアピールした︒

勝目を目指して今季初

屋︒横浜の先発は︑通算

第３試合は横浜対名古

り︑和やかに談笑しなが
法実務研究会の活動など

ら新神戸へ向かう︒環境
興味深いお話をたくさん

17 12

点︵ 自 責 点 １ ︶︒ そ の 後

地域司法計画
委員会

の投手も得点を重ねら

登板の畑中︒横浜打線は

委員会
活動紹介
①
シリーズ
会員
だより

15

名古屋が大差をつけて勝

伺った︒

89

10

24

15

球部だよ り

野

三港対抗戦

新人の活躍で

ち回りで開催している野

大倉山公園は桜満開だった
勝利投手の森弘吏会員

（４）
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