７月

日午後２時より︑関内ホール小ホールに

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

とともに︑激論の火ぶた

します﹂との開会の挨拶

が︑クールな議論を期待

﹁外は灼熱の状況下です

冒頭︑延命政之会長の

などを検討しているとの

メーリングリストの開設

両論あるが︑選挙専用の

選挙運動については賛否

メーリングリストによる

対して︑執行部からは︑

見込まれる事件と特殊案

ないのか︑十分な報酬が

は︑完全な機械配点では

これに対し︑会員から

点を行う︒

と配点係全員の合議で配

案件か否かは誰が判断す

とはあり得るのか︑特殊

が切って落とされた︒

選挙規程の改正
まず︑糸井淳一副会長

るのかなどの質問があっ

候補者のみならず︑候補

選挙について︑ウェブサ

長︑監事及び常議員等の

高齢者・障害者の権利に

後見センターは︑当会の

を可能とすること︑
また︑ の趣旨説明がなされた︒

イトを利用した選挙運動

関する委員会︵以下︑単

の設立に関する執行部案

より︑成年後見センター

次に︑徳久京子副会長

あり得ること︑特殊案件

殊案件とのセット配点は

械配点ではないこと︑特

配点になるため完全な機

人の居住地等を踏まえた

執行部からは︑被後見

より︑当会の会長︑副会

者以外の会員についても

か否かは︑最終的には正

た︒

電子メールを利用した選

に﹁委員会﹂という︶が

不祥事対策

平成 年度 関弁連定期弁護士大会・
シンポジウム
日時 ９月 日︵金︶午前 時から
場所 プラサヴェルデ︵沼津︶

日︑当会会館に

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

の会長声明と意見書を題

意見表明について〜二つ

向けて﹂と﹁弁護士会の

おける公的弁護の実現に

件に限定せず︑被疑者の

た事件について︑重大事

では︑地元紙で報道され

の重要性を説明し︑当会

任できるようにすること

階で被疑者が弁護人を選

つかない現在︑全ての段

捕段階では国選弁護人が

れた経緯を説明した︒逮

象が被疑者段階に拡大さ

て︑報道関係の委員から︑

られていない現状につい

しもマスコミに取り上げ

また︑意見表明が必ず

指摘もなされた︒

見を慎重に聞くべきとの

れる問題では︑会員の意

ほか︑会内で意見が分か

にくいという意見が出た

の違いが一般には分かり

といった意見表明の種類

のロゴマークです︒

材として〜﹂とい

もとに弁護士を派遣する

山山 ゆ り

時

健康のために筋力トレ

ーニングを始めた︒

間営業のジムの会員にな

り︑ネットで検索してど

んなトレーニングをした

らいいか模索した︒そし

て︑まずは自己流でトレ

ーニングを始めてみた︒

ネット上にはトレーニン

グ方法を解説した動画等

もあり︑意外とやれるも

のだなと思っていた▼あ

る日︑初めてジムにトレ

ーナーがいる時間にトレ

供をすることによって︑

う二つのテーマに

ーニングをしに行った︒

意見表明以前に記者が関

て︑﹁ そ の や り 方 だ と 肩

常議員会での議論等の段

市民委員からは︑こう

心を持ち︑事前に取材が

の腱を痛める危険があり

取組みを行っていること

した活動を評価する意見

可能となり︑意見表明時

ついて活発な意見
最初のテーマに

とともに︑逮捕段階にお

にマスコミとしての報道

いつもと同じ様にトレー
ついては︑当会刑

ける公的弁護の実現を望

階で記者クラブに情報提

事弁護センター運

むとの声が寄せられた︒

を紹介した︒

営委員会委員長で

ます﹂と注意してくれた

交換がなされた︒

第９回 市民会議開催
７月

て第９回市民会議が開催
された︒
今 回 は︑﹁ 逮 捕 段 階 に

助言ができ︑調査結果に

はまだ検討の余地がある

分

業務は︑あくまで判断能

後見センターの取扱い

切な部署に連絡すること

く︑相談内容に応じて適

の相談を断る趣旨ではな

とするものの︑それ以 外

見等に関する相談を対象

もりダイヤル﹂は成年後

意見が出された︒

のは適切ではないなどの

一般会計で処理を続ける

かることになった場合︑

ることでよりコストがか

センターの業務量が増え

これについては︑後見

れた︒

か︑といった意見が出さ

ないのは問題ではない

センターが一切対応でき

た︒

とを改めて感じさせられ

グを継続している︒何事

けながら筋力トレーニン

はトレーナーに指導を受

っとしてしまった▼今で

していたことを知り︑ぞ

識を頼りに危険なことを

くらい検索した程度の知

し︑私は︑ネットで

い﹂と言っている︒しか

何でも相談してくださ

で判断せずにとりあえず

とわからないから︑自分

うかは︑相談してみない

士に依頼すべき事案かど

広子︶ 人や友人に対して﹁弁護

レーナーが近づいてき

ニングをしていると︑ト

ある金谷達成会員

が適切に行えるとの提案

滝島

弁護士会の意見表明に
が︑日弁連をはじ

︵会員

のである▼私は普段︑知

ついては︑﹁会長声明﹂︑

がなされた︒
め各単位会の努力

弁があった︒

で︑国選弁護の対 ﹁ 意 見 書 ﹂︑﹁ 会 長 談 話 ﹂
は後見センターの業務の

挙運動を可能とすること

て︑会長の判断で不適切

支部について

支部は独自の名簿で後見

範囲外となる︒

初期費用とランニング

人を選任しており︑弁護

な会員が後見人に推薦さ

コストで少なくない費用

士会への推薦依頼がない

最終的な配点結果に偏り

の取扱い分野の峻別はど

が必要であるが︑現在︑

ことから︑後見人の推薦

現状︑家庭裁判所の各

う な る の か︑﹁ み ま も り

成年後見報酬から個別の

を前提とする不祥事対策

後見センターの会計

ダイヤル﹂の相談内容を

負担金を求めておらず財

なども当会各支部には適

これに対し︑後見セン

執行部からは︑不適切

成年後見等に関する相談

源がないこと︑また︑弁

用しない︒

れないような仕組みを導

ポイント制度と連動する

に限定した場合︑虐待事

護士会の社会的責務に基

これに対しては︑支部

がないか否かを会長がチ

わけではないが︑調査の

案等の後見以外の相談が

づく業務であることか

会員の後見業務に関する

よっては︑注意︑辞任勧

こと等の答弁があった︒

された︒

担当会員に報告義務を

端緒となり得ること︑ど

来た場合どうするのかな

ら︑一般会計での処理を

弁があった︒

ターが事案の調査︑指導︑ のような場合に辞任勧告

課すとともに︑後見セン

をするかといった運用面

どの質問がなされた︒

不祥事に対して成年後見

告︑推薦停止︑名簿登載

法律相談センターの不適

力の減退した高齢者・障

が期 待されるといった答

︵棚村

隆行︶

に相談するべきであるこ

っ て い る 人︵ ＝ 専 門 家 ︶

ついては︑まず詳しく知

も詳しく知らないことに

切ポイント制度との連動

害者に対するサポートに

その他の事業

関係はあるのかという質

限定し︑それ以外の分野

抹消などの措置を行う︒

問や︑市民窓口に上がっ

これに対し︑会員より︑

てくる情報などを踏まえ

執 行 部 か ら は︑
﹁みま

予定している︒

ターと法律相談センター

副委員長で判断するが︑

10

入すべきなどの意見が出

これを運営する予定︒

た︒

基本的には名簿の順番

後見人等の推薦業務

選挙に関する投稿を禁止

に従って︑事案に応じて

メーリングリストへの
しないのかという質問に

会場風景

29

29

ェックすることなどの答

という執行部案が示され

成年後見センター
の設立

件をセットで配点するこ

て︑委員会の正副委員長

る事案は特殊案件とし

し︑特に困難と認められ

委員会の配点係が配点

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

答弁があった︒

員集会が開催された︒

て︑猛暑の中︑約１００名の会員が集まって︑会

31

説明する延命会長

26

24

20
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（１）

成年後見センター設立に向けて
会員集会開催

日から 日にか
師協会会長

昨年８月には︑遼寧省律

遼寧省律師協会を公式訪問
７月
けて︑延命政之会長以下
名の当会訪問団 ︵中華全国律

が︑中華人民共和国遼寧
事を兼務︶を

師協会常務理

総勢
省の弁護士会である遼寧

公式訪問され

団長とする訪

都が置かれた古都瀋陽
た︒今回の訪

問団が当会を

︵ 旧 名 称・ 奉 天 ︶ を 省 都
問は︑その返

遼寧省は︑清朝最初の

とし︑神奈川県とは友好
礼を含めて実

交流１日目

提携地域の間柄であるな

は︑遼寧省律

現したもので

協会と当会は︑当会の国

ある︒

際交流委員会委員が平成
師協会の律師

ど︑日本とも関係の深い

・ 年に同省の大連を

土地である︒遼寧省律師

省律師協会を訪問した︒

佐渡ひまわり基金法律事務所の入っているビル

に引率してい

最前線
ブ
なパ
か

佐渡の将来のために尽力したい

帝の陵墓︶等市内視察の

殿︶や北陵︵清朝二代皇

北京に遷都する前の宮
についての説明があっ

ける弁護士業発展の状況

後︑楊会長から中国にお

の説明があり︑更に劉氏

た︒続いて︑張氏より︑

より︑検察官の立場から

裁判官の立場から中国の

続く交流２日目は︑午

中国の検察制度の概要に

後︑瀋陽市律師協会主催

前中︑遼寧同格律師事務

ついての話があった︒い

の歓迎会にて歓待を受け

所︑遼寧同方律師事務所

審判制度の概要について

の２か所の法律事務所を

ずれも大変興味深く︑学

た︒

見学した︒

下︑執行部の熱烈な歓迎

いただき︑アルコール度

会主催の懇親会に招いて

その後︑遼寧省律師協

ぶことが多い内容で︑説

を受けた︒当日は律師の

数の強い白酒での乾杯を

明後の議論も尽きなかっ

他︑裁判官である張國全

繰り返し︑大いに交流を

午後からは︑遼寧省律

遼寧省高級人民法院研究

深め︑今回の訪問は終了

師協会を訪問し︑楊興權

室主任と︑検察官である

した︒今回の訪問を通じ

た︒

劉宏立遼寧省瀋陽市人民

遼寧省律師協会会長以

検察院民事執行監督所所

て︑より一層両会の交流
る︒
︵会員

山田

る高齢者が多く︑財産管

子どもが島外に住んでい

弁護士活動について︑德

は︑司法過疎地における

義の収録が行われた︒私

において︑放送大学の講

り︑高齢化が深刻である︒ 先生が来島し︑当事務所

をしてみたいと考えてい

た︑今年こそダイビング

未だに回りきれない︒ま

いる︒隠れた名跡が多く︑

は︑島内の名所を訪れて

佐渡での休みの日に

足解消のため︑佐渡市社

成年後見人の担い手不

やかな雰囲気で収録が行

の姿に驚いたが︑始終和

しい印象になられた先生

前よりシュッとして若々

形式で取材を受けた︒以

の部に参加した︒普段の

は佐渡トキマラソン５㎞

ほどである︒今年４月に

魚の姿が海辺から分かる

る︒海の透明度が高く︑

ーベキュー会に参加し

る︒ぜひ一度足を運んで

残る素晴らしい土地であ

係者︑弁護士ら約 名が

機関や団体の方や報道関

被害者の支援をしている

と記者との信頼関係が作

ったことで︑被害者遺族

士が被害者の代理人にな

の心情や社会的な問題へ

られ︑子を殺された母親

本シンポジウムは︑事

の意見を報道することが

来場した︒

例報告とパネルディスカ

他方︑報道関係者から

できた事案が報告された︒

の報告では︑相模原障害

者殺傷事件をベースに匿

名報道に対する懸念や︑

弁護士と被害者は真に信

頼関係が築けているのか

といった厳しい指摘がな

された︒

は︑子を殺された母親が

ンでは︑パネリストとし

パネルディスカッショ

パネル
ディスカッション

ビデオでメッセージを寄

吉田会員からは︑弁護

︵会員

であった︒

畔柳

秀勝︶

めて考えたシンポジウム

に大切であることを改た

調和を図ることが︑非常

と事実報道の重要性との

にとって︑被害者の心情

被害者の支援をする者

ことがうかがわれた︒

慮をして取材をしている

かれた立場や心情にも配

どとともに︑被害者の置

要性や実名報道の意義な

は︑事件直後の取材の必

報道関係者の意見から

った意見が出された︒

しなければならないとい

で伝えられるよう努力を

意向を適切なタイミング

係を作り︑被害者の真の

なく︑被害者との信頼関

取材を拒絶するばかりで

士は被害者代理人として

武内大徳会員と報道関係

て当会委員会委員である

者３名が意見を述べた︒

ウムが開催された︵第

回人権擁護大会のプレシ

ン ポ ジ ウ ム 企 画 ︶︒ 犯 罪

望む点などを語った︒

７月 日︑当会会館に せ︑報道機関の取材によ
て︑
﹁犯罪被害者と報道﹂ って更にストレスや実生
活への悪影響があったこ

服部会員からの報告で

った︒

係者１名からの報告があ

田正穂会員︑及び報道関

である服部知之会員︑吉

罪被害者支援委員会委員

事例報告では︑当会犯

事例報告

われた︒

ッションの２部構成で行

70

武内会員からは︑弁護

「犯罪被害者と報道」

と︑報道機関への改善を

第60回人権大会プレシンポジウム企画

一誠︶ というテーマでシンポジ

が深まることを期待す

長も来賓として参加され
両会会長からの挨拶の

た︒

る︒これからも先輩方や

ただき︑故宮︵清王朝が

来のために尽力したい︒

訪問するなど︑堅実な交

つ減少している︒また︑

同期との繋がりを大切に

筆すべきは成年後見事件

理や身上監護を行う親族

田先生からインタビュー

したい︒

ところで今年６月︑神

が多いことである︒

が周りにいない︒弁護士

奈川県弁護士会の德田暁

歳以上の高齢者が総人

佐渡市の人口は︑現在

や司法書士等の専門職も

口の約４割を占めてお

約５万６０００人であ

真梨絵

経過した︒離婚や相続︑

り︑毎年約１０００人ず

事務所に赴任して１年が
債務整理など︑色々な事

会福祉協議会が法人後見

少ない︒

を行っている︒また︑養

移動手段が自動車になっ
ないよう気を付けたい︒

われた︒放送が楽しみで
成を受けた市民後見人

また７月には︑神奈川

た︒神奈川にいた頃と変

いただきたい︒
えたことに感謝してい

わりなく受け入れてもら

県弁護士会

佐渡は︑歴史と自然の

たので︑運動不足になら
名が活動中である︒私も
成年後見センター運営委
員会に参加し︑意見を述
べている︒市民後見人か
ら︑個別の事案について
相談を受けることもあ

期の同期バ

ある︒

15

27

18

流を続けてきた︒また︑

傅田

新潟県弁護士会会員

大いに交流深める

15

16

28

件を受任しているが︑特

佐渡ひまわり基金法律

65

る︒引き続き︑佐渡の将

66

60

熱弁を振るう海渡弁護士

27

（２）
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４会員
激励・慰労会

乾杯後︑主賓の各会員
と縁の深い武井共夫会
員・豊島健司会員・髙岡
俊之会員・左部明宏会員・
島崎友樹会員・千葉景子
会員は︑各会員に対し︑

修所刑事弁護教官に就任

において︑この度司法研

ルパークホテル芙蓉の間

べた︒木村良二会員は︑

会務を全うしたことを述

として全国を飛び回り︑

夫会員は︑日弁連副会長

気込みを述べた︒木村保

間和光で教官を務める意

口に並び︑各参加者と握

賓の４会員が︑会場の出

は終了した︒終了後︑主

この日の激励会・慰労会

長が中締めの挨拶をして

最後に︑河合秀樹副会

励・慰労の言葉を贈った︒

ればならない︒

本間

岩重

由季︶

本部・支部運営の実情を

ただいたことがあった︒

ことの承認︑総会への議

事件について勧告を行う

等の改正︑人権救済申立

会長声明の発出︑規則

とするとき︑自らの会務

重大な事項を決定しよう

ただ︑弁護士会として

この上もない喜びである︒

べることができるのは︑

自分も参加し︑意見を述

ことを初めて知ったとき

ふまえた視点や︑様々な

案の提出など︑常議員会

経験や見識に基づく理に

は︑驚きを覚えた︒そし

委員会・部会等の会務活

で議論すべき議題は数多

適った発言の意味合いは

弁護士会のより良い意思

動経験に裏打ちされた示

くある︒常議員一人ひと

重く︑その一方で︑若手

決定のために議論してい

唆に富む意見が活発に交

りが期や年齢を問わず対

会員は発言をためらわれ

以 前︑﹁ 常 議 員 会 は︑

わされており︑まさに︑

等に意見を述べて議論

弁護士会の﹃国会﹄にあ

いろいろな支持母体から

し︑これほどまでに頭を

て︑今︑そのプロセスに

選出された国会議員が︑

るということもあるよう

ると感じる︒

全国民の代表として討議

悩ませていたのだという

たるんだよ﹂と教えてい

するように︑各常議員が

私も若手会員の一人と

に感じる︒

して︑従来の弁護士会の

常識にとらわれず︑とき

には慣習を見直し︑弁護

士会として果たすべき役

割︑あるべき姿をきちん

と考え︑発言していきた

してから４ヶ月が過ぎよ

て︑４月に副会長に就任

本原稿執筆時におい

問題ではなく︑当会会員

対応を間違えば私一人の

ことばかりであったが︑

対応︑などなど初めての

出決裁︑市民窓口の苦情

だろうな﹂と思う職員が

ち回らなくなってしまう

しまったら当会はたちま

う が︑﹁ こ の 人 が 欠 け て

は普通に回っていくと思

人欠けたところでも当会

している︒私なんぞが一

が多いな﹂と今でも実感

れ た︒﹁ 本 当 に 優 秀 な 人

決の方向性を指南してく

例などを即座に調べて解

と︑根拠となる規則︑先

ての対応方法を相談する

である︒ある問題につい

そこまじめに︑夜はほど

以上のように昼はそこ

たい︒

は負けないように頑張り

感じてきたが︑ここだけ

会長もなかなかやるなと

ると自負している︒
最近︑

者の中でも群を抜いてい

力と処理能力は当期理事

る︒アルコールの受容能

︵唯一の︶得意分野であ

配無用︒夜の会合は私の

ない︒だが︑こちらは心

いたということも珍しく

間連続して会合が入って

い︒

うとしている︒右も左も

多数いる︒本当に感謝︑

理事者室

分からなかった４月は大

かる︒そう考

と当会事務局に迷惑が掛

副会長

堀口

ひとつの仕事

職務として特筆すべきは

もうひとつ︑副会長の

任期も折り返し地点に掛

新聞が発刊される頃には

いるつもりである︒この

ほど以上に楽しくやって

に時間と神経

夜の会合︵飲み会ともい

感謝である︒

を使わざるを

がないように全力で疾走

かっている頃かと思う

したい︒

が︑後半も思い残すこと

たことであるが︑予想以

う︶の多さであろう︒こ

上に多い︒気付けば１週

れは就任前から聞いてい

に助けてくれ

そんなとき

たのが事務局

得なかった︒

えるとひとつ

憲治郎

任期の前半を終えて

変だった︒文書決裁︑支

り

思い思いのあたたかい激

した金谷達成会員の激励

手をしたり︑ねぎらいや

をしてきたつもりはなかった

︵時事通信

よ

日︑横浜ロイヤ

会と︑法制審議会委員を
法制審議会での活動の思

激励の言葉を投げかけら
︵会員

園の元職員は﹁障害者とそ

が︑電車内で車窓に興奮し歓

会員 松本 育子（新61期）
だ

７月

退任した木村良二会員︑
い出について述べた︒岩

澤田久代社交委員会委

れたりしていた︒

田会員は︑民事弁護教官
としての活動を振り返

員長より︑
各会員に対し︑

久雄︶

日本弁護士連合会副会長
員︑司法研修所民事弁護
り︑後進も続いて欲しい

を退任した木村保夫会
教官を退任した岩田武司
冒頭︑延命政之会長よ

会員の慰労会が開かれた︒ と述べた︒
り挨拶がなされた後︑就

の後︑小賀坂徹常議員会

花束贈呈が行われた︒そ
議長より乾杯の挨拶が行

任・退任した各会員から
挨拶が行われた︒金谷会

思ったことがあった︒近寄ら

員は︑冤罪の発生防止を

これまで知的障害を持つ方と

われた︒

族への思いを語る姿勢に︑障

れると怖いと思った︒その時

モットーにこれから３年

津久井やまゆり園事件の発

深く関わる機会を持たずに過

自分が﹁冷たい目﹂を向けて

害の有無による差は感じなか

ごしてきた私は︑決して差別

いることに気づいてすらいな
かったのは︑今になって恥ず
かしい︒
取材を経た今では︑目から

た︒過去には健常者の家族を

の家族は︑社会の冷たい目に

声を上げる人を︑迷惑だなと

った︒

誰か
のは

鱗が落ちたように︑見え方が
変わった︒町で見かける障害
者の気持ちや︑取り巻く環境
を想像するようになった︒
愛を語る家族の言葉によっ
て私の目が変わったように︑
世間の目を変え︑優しい想像
力を呼び覚ますために︑報道
は何を伝えたらいいだろう

事件事故で亡くした遺族にも

さらされてきた﹂と話した︒

か︒考え︑実行していかなけ

取材したことがあったが︑家

弁護士会の「国会」
としての常議員会
常議員会
の い ま

12

生から１年︒ 人死傷という

の方々は︑様々な感情を織り

い﹂
︒お会いした入所者家族

時間は楽しくてしょうがな

遭わされた﹂
﹁息子と過ごす

﹁かわいい娘をひどい目に

ている︒

意識が明らかになったと感じ

私自身の中に隠れていた差別

意識だった︒取材を通して︑

に根付く知的障害者への差別

かたちで可視化された︑社会

被害者の匿名発表など様々な

視されたのは︑被告の思想︑

甚大な被害と同じくらい問題

46

交ぜて愛を語ってくださっ

向けていた
を
」

「冷た
い目
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を

はじめましょう

した場合などにメーリン

数の弁護士で事件を受任

みなさんの中には︑複

者名簿などが漏洩したと

の個人情報︑裁判員候補

結局︑刑事事件の被害者

りました︒この件では︑

センジャーなど様々なも

ＬＩＮＥグループ︑メッ

できるサービスとして︑

トを利用して情報を共有

メンバーがインターネッ

さい︒

流さないようご配慮くだ

メーリングリスト等には

シティブな情報などは︑

ービスは︑弁護士業務に

康之︶

のことです︒

も便利であるため︑将来

浅葉

グリストを開設して利用

は深刻な事態であり︑懲
的に利用が拡大していく

︵会員

している方もいらっしゃ

戒処分や損害賠償責任の
と予想されますが︑同時

のがあり︑今後も同様の

ても便利ですが︑情報の
問題となる可能性があり

に︑メーリングリストと

このような情報漏洩

セキュリティ︵情報漏洩
ます︒そこで︑メーリン

同様︑設定に不備がある

ると思います︒メーリン

の防止︶の点からはぜひ
グリストを開設する場合

と情報の漏洩が発生する

サービスが現れるかもし

とも注意していただきた
には︑まず︑メーリング

可能性があります︒そこ

れません︒このようなサ

いことがあります︒
リストが誰でも参加でき

は︑弁護士の守秘義務や

２０１１年のことです
る設定になっていないか

個人情報の保護の点から

が︑刑事事件の弁護団が

グリストは︑複数の人へ

利用していたメーリング

確認してください︒また︑ で︑これらのサービスを

の連絡や情報の共有にと

リスト︵掲示板︶が︑不

勝負は最終ホール
までもつれこみ⁝

れた田中会員はスコアを

まとめ切れずトリプルボ

ギー︒対する沢藤会員は

ホール

無難にボギーでまとめて

大逆転︒２日間

の闘いに終止符を打っ

た︒沢藤会員は横浜法曹

ゴルフ会入会 年目にし

の月例会のみならず︑過

た︒この２日間では７月

て恒例の夏合宿を行っ

月７日︑８日に北海道に

横浜法曹ゴルフ会は７

ル目で立て続けに二桁の

後半３ホール目︑４ホー

首位に立った大橋会員も

く活かせず終了︒続いて

脱落し︑昨年の経験を全

ダブルパーを叩いて早速

得した︒

川県弁護士会会長杯を獲

長よりご提供頂いた神奈

り︑前年度当会三浦修会

て初の取切戦優勝とな

横浜法曹ゴルフ会
北海道で夏合宿

去１年間の月例会優勝者

大叩きで脱落︒

との非難を物ともせず武

会は︑ハンデが多すぎる

残る田中︑沢藤両会員

藤一久会員が圧勝︒早く

初日を終えて取切戦上

テラン会員になっても勝

無言で肘打ちし合う︒ベ

期の大

ベテランから 期代若手

今回合宿には︑

２日間盛会で終了した

はティグラウンドで妙に
の漏洩防止のため︑参加

位４名の顔触れは︑筆者

利への飽くなき欲求を失

差で首位田中会員︒もは

５ホールを残して５打

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

会員や女性会員も参加し

治会員︑６打差に大橋俊

や２連覇は決定的かと思

ており︑年齢や経験を問

二会員が続き︑各自のハ

わない姿を目の当たりに

ンデ差を考慮するとほと

した︒
者の闇の深さは述べるま

︵会員

３打差に沢藤達夫会員︑

でもない︒

われたが︑沢藤会員︑吉

更に沢藤会員

などとプレッシ

のところ概ね良好といっ

以上は経つと思うが︑今

ャンプー類と決別︒半年

思うところもあり︑シ

バーディ奪取し

てやめてみることは︑な

けていることを思い切っ

たところ︒なんとなく続

一気に２打差

かなか難しいものです

番ホールで

番ホール

が

ャーを掛ける︒

幸次郎︶

澤も逆転の僅かな望みに

たぶんヒットするのでそ

吉澤

んど差のない予想通りの

ちらをご参照いただきた

ＫＡＮＡＢＥＮ︵か
そして大会は︑全

い︒これは決して執筆が

Ｖ

く事情を知らされず

めんどくさいという理由

龍聖会員の存在は際

連れてこられた糸井

ではない︒動画の視聴回

なべん︶﹂で検索すると

淳一副会長の開会宣

数を伸ばしたいという筆

立っていた︒

混戦模様となった︒

４打差に昨年優勝の田中

吉澤が昨年に続き首位︑

同時に開催された月例

で争われる年間王者決定

名︑うち取

戦﹁取切戦﹂が行われる︒
今年は総勢

者や情報の公開範囲等の

も来年度の取切戦参加資

設定に十分な注意をお願

格獲得となった︒

リストに保管された情報

いします︒

近接して横に並び︑大叩

の公開範囲がメンバー限

また︑設定をしっかり

きする大橋会員を横目に

定になっているか︑など

行っても︑そもそもセン

賭 け て 口 撃︒﹁ 去 年 よ り

名と大混

できる設定となっていた

の情報の公開に関する設

明の参戦︒そのような出

ここで試合の内容を述

ハンデ多いのに連覇はな

切戦参加者が

ため︑このメーリングリ

なお︑近時では︑参加

定も確認してください︒

たがりが多い中︑本当は

べても良いが︑動画にな

この４人が２日目は最

ぁ﹂﹁優勝の弁考えた？﹂

戦が予想された︒

ストに参加すれば︑誰で

いとなった︒そんな中︑

ボスに出場打診がかかっ

終組となってスタート︒

利用する場合には︑情報

あっても刑事事件の裁判

﹁これは本当に弁護士会

た に も か か わ ら ず︑﹁ う

っているのでそちらを参

初日首位の吉澤は前半で

その他にも︑メーリング

資料などを閲覧できる状

の会務なのだろうか﹂と

照いただきたい︒検索エ

注意により︑誰でも参加

態になっていたことがあ

心の中で思っていたのは

ちのイソ弁で代わりに良

ンジンで﹁かなチャンＴ

真夏の腕相撲王決定戦

筆者だけだろう︒

に差し出された戸田

﹁最強の漢を腕相撲で

36

23

15

60

16

11
いのがいるから﹂と生贄

あった︒プロレス

出場選手も多種多様で

してから数か月後の６月

ラー川邉賢一郎会

決めたい﹂と座長が発言
某 日︒﹁ か な わ ん グ ラ ン

会員など︑ＰＴお

員︑プロアメフト

馴染みの選手に加

ボーラー西尾公伸
かなチャンＴＶプロジ

え︑格闘技界から

プリ・真夏の腕相撲王決

ェクトチーム︵以下﹁Ｐ

言︵アドリブ︶で開

渡部

16

市川

勝俣

統子

豪

が︑よいこともあるよう

へ︒

者

デスク

も田中会員はプ

記

です︒

ボを叩き︑パー

常盤 重雄

川添 啓明

長谷川篤司

棚村 隆行

本間 久雄

迎えた最終ホ

ルを前に遂に追

ール︒追いつか

いついた︒

会員が最終ホー

でまとめた沢藤

レッシャーかダ

17

定戦﹂が開催された︒

Ｔ ﹂︶ 初 の 公 開 収 録 を 決

始︒試合自体は白熱

頼を受けてこの記事を書

は小嶋愛斗会員︑

いているが︑絶対に動画

加藤正太会員︑田

は︑おそらく施工以

で見た方が伝わるし︑何

定︒自薦・他薦を含めた

来最も弁護士業務とかけ

より視聴回数が伸びる︒

８名の﹁腕︵物理︶に自

離れた歓声に包まれた︒

︵かなチャンＴＶプロジェ

者の悪意である︒執筆依
き﹂の応援者が集まった︒ らは本間正俊会員が当然

それと同時に︑この大お

し︑弁護士会館５階

のように参戦︒また︑
﹁レ

祭り騒ぎを最終的に動画

代宰会員などが参

スラーなのに弁護士とい

信のある弁護士﹂が集ま

会館５階を貸し切った会

う肩書きはもともと俺の

に編集しなければならな

戦︒当会野球部か

場はあふれんばかりの観

い仕事を任されていた筆

り︑約 名近い﹁筋肉好

客と熱気あふれる選手︑

ものだった﹂という理由

源︶

で本田幸充会員が意味不

クトチーム副座長

この企画を実現させよう

小樽カントリー倶楽部にて

その６
メーリングリストのセキュリティ
〜開設するとき〜
相手をなぎ倒し雄叫びをあげる西尾会員

・メーリングリストを開設する場合には、次の設定を
確認する
①誰でも参加できる設定になっていないか
②メーリングリストに保管されている情報の公開
範囲はメンバー限定か
・メーリングリスト以外のサービスでも設定には注意
が必要

とするスタッフでいっぱ
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初の公開収録
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