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日時
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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

周年を迎え

当会サッカー部は︑今

年で創立

年横浜

聖光学院高校︑横浜国立

を眺めるのも大好きで

ま読まずに積んである本

も好きですが︑買ったま

メンバーの中にも︑今も

史の重みを感じる▼創立

改めて積み重ねてきた歴

のロゴマークです︒

意見を広く伺いながら︑

大学卒業︒平成

場所

る︒末席に名を連ね５年

会長に就任しました︒平

県民・市民に開かれた弁

﹁ペリー来航の間﹂

ほど経つが︑ 年と聞き
市民に身近な弁護士会と
年度の消費者問

う若手弁護士達が自由に

活動を通じて︑今後を担

③愛犬との散歩が一番の

取り組みました︒

め︑様々な消費者問題に

題対策委員会委員長を務

年４月当会登録︒大木

命館大学法学部卒︒平成

②県立希望ヶ丘高校︑立

きたいと思います︒

考え︑会長を補佐してい

護士会のあり方について

グ︑冬はスキーに行くの

南国でシュノーケリン

最近は︑子どもと︑夏は

弁護士会︵当時︶登録︒

てもゲームをやり続けて

ッコなんかも行きました︒ た﹁ファミコン﹂に魅せ

③旅行︒インドとかモロ

います︒

す︒小５のときに登場し

ベテランまで皆楽しめる

いる方は多い︒新人から

る︒そうでなくとも

顔を出してくれる方もい

①筆頭副会長として芳野

球︑大学ラグビー等スポ

通だと思っています︒野

きました︒今も行き続け︑

③中学の部活で始めたバ

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

年と第一線で活躍して

のが当部の特徴である▼

は︑地元のクラブチーム

て頑張りましたが︑現在

を受け入れて育んでくれ

ざいます︒私のような者

機会を頂きありがとうご

①この度は副会長就任の

した財務室等での経験を

意しながら︑４年間在籍

ないよう心身の健康に留

ございます︒厄年に負け

な機会を頂きありがとう

①副会長就任という貴重

ていたと聞くと隔世の感

が︑学校の校庭で行われ

大に行われる全国大会

３００人以上が参加し盛

げていたらしい︒今では

前は最下位争いを繰り広

した︒そんな当部が︑以

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

諸先輩方から創立当初の

話を聞くと︑これもまた

興味深い︒現在は全国で

も強豪で︑ここ３年の全

国法曹サッカー大会では

優勝︑優勝︑準優勝と昨

にたまに参加して︑自由

た弁護士会に少しでも恩

がある▼諸先輩方の中に

年は惜しくも三連覇を逃

に動かない身体と相談し

活かし︑会の運営に役立

は︑カズ︵三浦知良選手︑

ドミントンは︑大学の体

ながらボチボチやってい

返しができるよう精一杯

てるよう努めます︒

ます︒

②川崎市生まれ︑横浜市

育ち︒慶應義塾高校︑慶

も多い︒とはいえ︑そう

続ける限りは︑と言う方

横浜ＦＣ所属︶が現役を

すが︑会員をはじめとし

んので︑微力ではありま

余り行ってきておりませ

対策委員会以外の会務は

①これまで︑消費者問題

成

年５月に独立して川

東京弁護士会に登録︑平

た︒福岡修習を経て第一

圧倒されて断念し︑卒業

が周りのレベルの高さに

究者を目指していました

ジムに通い始めました

力向上のため３年前から

トなど︶が中心です︒体

試 験 の 勉 強 を 始 め ま し ︵ 野 球︑ 自 転 車︑ ア メ フ

後弁護士になるべく司法

が︑主にサウナと水風呂

低下に伴い今は観る方

味が中心でした︒体力の

フットサルと体を使う趣

③以前は野球︑自転車︑

これからの

を見習い︑サッカー部の

しかし︑諸先輩方とカズ

るかと思うこともある︒

えを感じ︑いつまででき

い知らされる▼体力の衰

を続けるカズの凄さを思

契約を更新しプロで現役

より年下である︒今年も

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

應義塾大学法学部法律学

年佐賀県唐津市

科卒業︒札幌修習︒平成

た皆様のご指導を頂きな

で汗を流す日々です︒

言う先輩方の多くがカズ

生︒地元の県立高校を卒

年当会登録︒

がら︑１年間務めて参り

する際︑当会に登録替え

崎に現在の事務所を開設
当会の会員は１６３０

護センター運営委員会の
まえつつ︑会員皆さんの

①歴史ある会の伝統を踏

②昭和

よろしくお願い致します︒ して現在に至ります︒

③読書・ゲーム︒読むの

事務局長を５年務め︑そ

年神奈川県生︒
の他に日弁連の国選弁護

年の歴史の
たいと思います︒どうぞ

京︒理学部物理学科で研

業し︑大学入学を機に上

②昭和

しくお願いします︒

頑張ります︒１年間よろ

育会までプレーヤーとし

10

平成 年度の当会理事者に︑①新理事者として
成

活躍できる環境作りを目

楽しみ︒体の硬さは折り

章八先生に４年半お世話

〜

しての積極的な取組みや

指していきたいと思いま

紙付きですがヨガをめげ

会長を補佐し︑他の副会

ーツ観戦も楽しんでいま

年︑

す︒

ずに続けています︒料理

それと同時に︑基本的

長と協力し︑当会のため

す︒

られて以来この年になっ

②東京で生まれ︑静岡で

になり︑平成

人権の擁護と社会正義の

に務めます︒どうぞよろ

が定番になっています︒

育ち︑静岡大学を卒業し

同期の佐藤裕君と現事務

月に

は食べるのも作るのも好

所を設立︒会務は︑法教

年

ました︒平成３年弁護士

きです︒最近は食材をお

為に︑専門的かつ良質な

実現を使命とする私たち

しくお願いいたします︒

15

一言︑②略歴︑③趣味等︑について語ってもらい

20

酢や砂糖に漬け込んでの

13

期 ︶︑ 横 浜 法 律

登 録︵
事務所に入所し現在に至

育と倒産関係を中心に活

法的サービスを提供でき

弁護士や弁護士会自身

②大阪府立豊中高校︑明

動してきました︒

保存食作りにはまってま
す︒

年度

っています︒平成

に木村良二会長の下で副

次期副会長
シンポジウムの事務局長
を務めました︒

る環境を作ることがあり

を︑市民や県民に知って

治大学法学部法律学科

池本 康次
（56期）

ました︒

次期会長

と思います︒本年３月に

代に引き継いでいきたい
立ち上がった成年後見セ

年度の会長を務

めさせていただくことに

ンターもその一環とし

①平成
なりました︒一所懸命頑

10

西本 暁
（54期）

張りますので︑どうぞよ

ろしくお願いいたします︒ て︑高齢者や障がい者の

③子どもが小学生の頃ま

ます︒私が弁護士登録し

もらうことが︑身近な司

卒︒横浜修習︒平成

47

で︑夢と魔法の王国のリ

た当時は︑市民にとって

法を実現するために必要

当会に登録し︑松田壯吾

権利擁護のために会員の

弁護士はとても遠い存在

です︒市民・県民への発

先生の事務所に勤務し︑

皆様と共に育てていきま

でした︒法律相談センタ

信をより積極的に行い︑

弁護士会に求められる

ーは立ち上がったばかり

一層弁護士会を理解して

ゾートに毎年 回以上行

で周知されておらず︑当

現在までご一緒させてい

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

番弁護士もありませんで

もらえるよう取り組んで

池田 博毅
（54期）
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12

人を超え︑毎年多くの新

ただいています︒刑事弁

年

した︒そんなアクセス障

いきます︒

使命の一つに︑法的な救

25

害を埋めるべくたゆまぬ

しょう︒

21

入会員を迎えています︒

村松 剛
（52期）
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済を求めている人たちの
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在に至っています︒この

努力が続けられてきて現
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芳野 直子
（43期）
努力を地道に続け次の世
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よう続けていきたい︒

片隅に︑少しでも残れる
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豊島 健司
（50期）
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神奈川県弁護士会新聞
２ ０ １ ８ 年 ３ 月 号（ 第 ３ ６ ２ 号 ）
（１）

身近な司法を実現するために

貧困問題の﹁解決策﹂と

との解説があった︒

関わる憲法問題であるこ

学習支援が広がっている

ットにした子ども食堂や

しては︑市民レベルで貧

い成年後見等業務を行う

そして︑阿部教授の講

条に

ために︑従来の成年後見

演では︑非常に多くの統

る最低水準として

された﹁成年後見センタ
人等候補者名簿の登載要

心でき︑かつ専門性の高

ーみまもり﹂の設立を控
件を見直すほか︑新たな

試みであり︑県民からの
務では︑より透明性の高

の家庭裁判所への推薦業

①成年後見人等候補者

る︒④新規拡充事業とし

指導する仕組みを構築す

が孤立化しないよう助言

た報告懈怠の予防︑会員

ならないことの注意喚起

について回答しなければ

簿登載を希望するか否か

ている会員も︑改めて名

等候補者名簿に登載され

いては︑既に成年後見人

簿更新要件︵継続登載要

よるところが大きく︑是

とえに会員各位の協力に

応えられるか否かは︑ひ

年記

日︑当会会館に

弁連初の学童保育シンポ

鈴木愛子弁護士から︑日

野ごとに説明され︑子ど

衣・食・住・医・学の分

子どもの貧困の現状が

りを向けるべきではない

していることに対して怒

のチャリティに頼ろうと

評価しつつ︑国家が民間

おいて︑憲法施行

もたちの貧困のリアルな

者貧困研究センター長を

首都大学東京子ども・若

状と解決策〜﹂と題し︑

て︑﹁ 子 ど も の 貧 困 〜 現

としている貧困家庭の子

ているため︑支援を必要

育は応益負担を原則とし

た︒その中では︑学童保

したことの報告があっ

て教科書を配ることか︑

障とは何か︑席を用意し

間に︑そもそも学びの保

姿が浮かび上がった︒合

発せられた︒

るべきとのメッセージが

同じくらいのパワーで怒

のか︑善意を広げるのと

念連続講座の第５回とし

務める︑同大学教授の阿

その他︑神奈川県内の

施されていないが︑民間

中学校では完全給食が実

の子ども食堂に頼るので

生徒全員が分かるまで学

保障ではないのか︑貧困

はなく︑まずは公立学校

校で教えることが学びの

対策としての学習支援事

での食事を保障すること

どもたちの利用を阻む要

業以前に保障のレベルを

が優先であるとの指摘が

因となっていること等が

続いて︑当会の西川治

議論すべきではないか︑

部彩氏の講演会が開催さ

会員から︑子どもの貧困

との疑問が投げかけられ

れた︒今回の講演会は︑
ャラバンの企画も兼ねて

問題は憲法上の明文規定

話された︒
おり︑当会︑日弁連及び

はないが︑ライフチャン
れた︒

健やかな発達を保障され

といった点等について議

義に違反したりしないか

また︑阿部教授からは︑

禍が起ることのないや

為によつて再び戦争の惨

が 出 る 一 方︑﹁ 政 府 の 行

のではないかという意見

あった︒

て︑自民党憲法改正推進

論を行った︒議論では︑

が制定されたことを想起

た︒
弁連貧困問題対策本部の

本部は︑憲法９条１項・

すべきであり︑弁護士会

衛隊は﹁戦力﹂︵９条２項︶ う﹂︵前文︶︑現在の憲法

自民党の条文案では︑自

としては平和主義に立脚

条に︑

日

２項を維持した上で︑自

に当たらないことになる

した立憲主義をどう実現

講演会では︑まず︑日

の夜︑憲法問題対策本部

衛隊を明記する内容の条

が︑集団的自衛権の行使

していくかが課題ではな

昨年５月３日の安倍首

れた︒
相のメッセージを受け

玲子︶

が企画した﹁憲法に自衛

文案を検討している︒こ

﹁戦力﹂でないという理

いか︑
という発言もあり︑

東

隊を明記する憲法改正案

れについて︑日弁連は会

屈が成り立つのかなど︑

べ く︑﹁ 会 内 討 議 資 料 ﹂ まで認められた自衛隊が

内での議論の参考とする

活発な意見交換がなされ

９条２項と

の条文案が

後︑自民党

行い︑その

干の解説を

護会員が若

とに︑福田

資料﹂をも

﹁会内討議

日弁連の

衛隊を明記することは立

起もなされた︒また︑自

か︑という重要な問題提

る現状をどう考えるの

米軍基地を押し付けてい

条約の下で沖縄に多くの

在していることや︑安保

紀以上もの間︑現実に存

とすれば︑自衛隊が半世

も自衛隊明記に反対する

意見交換では︑そもそ

︵会員

模索していきたい︒

取り組むべきかを真剣に

会としてこの問題にどう

をより一層深め︑弁護士

いる︒今後︑会内の議論

の年になるともいわれて

正が現実に動き出す節目

しており︑今年は憲法改

案を発議することを目指

自民党は本年中に改正

みぎわ︶

憲主義違反とはいえない

櫻井

り︑立憲主

矛盾した

大いに盛り上がった︒

会(員

についての会内学習討論

今回の学

大雪が降った１月

会﹂が当会会館にて行わ

習討論会で

た︒

を整理した︒

は︑まず︑

スの制約として

関弁連の共催として行わ

日弁連の貧困問題全国キ

ジウムを１月

日に実施

25

困にある子どもをターゲ

え︑運営を担当する高齢

昨年の臨時総会で承認

子どもの貧困問題をを
解消するために

者・障害者の権利に関す

ことを素晴らしいものと

期待に加えて会員の関心
い配点を行うための取組

て︑従来のみまもりダイ

があった︒

件︶として︑年２回の更

非︑多数の会員に︑名簿

１月

計データを示しながら︑

が報告された︒

も高く︑４年ぶりの大雪
みとして︑配点されても

その後︑次の点につい

日に当会会

という環境の中でも︑１
選任されずに終了した場

館 に て 開 催 さ れ た︒
﹁成

００名弱という多数の会
合には︑別事件を配点で

て具体的な説明がなされ

員が説明会に出席した︒
きるようになる︒②弁護

た︒

冒頭︑徳久京子副会長
士賠償責任保険の加入状

年後見センターみまも

が挨拶を行い︑その後︑

り﹂は当会でも初めての

総勢７名の委員が事業に
自己申告の内容に加え

況について︑会員からの

説明の中では︑まず︑
て︑保険証券の写しの提

関する説明を行った︒
﹁成年後見センターみま

ヤルと同じ電話番号で︑

﹁成年後見センターみ

新研修を必須化する︒⑥

への登載について協力を

13

13

会が︑１月

相談事業も拡充すること

25

る委員会による業務説明

１月 22 日に開催された業務説明会の様子

出︑家庭裁判所への情報

事務所への来所又は出張

まもり﹂が県民の期待に

成年後見制度の利用促進

お願いしたい︒また︑説

暁︶

70

22

提供に関する同意を名簿
が特に高いと思われる平

による相談を実施する︒

のために︑家庭裁判所︑

明会の内容は︑ＤＶＤの

德田

に関する委員会委員長

詳細かつ示唆に富んだ講演を行う阿部教授

憲法改正案を
めぐる熱い議論

22

もり﹂について︑より安
登載要件とする︒③会員

成

年度の名簿登載にお

から当会への報告を通じ

⑤平成 年度以降は︑名

国︑地方公共団体その他

貸出しも行う予定である
きたい︒

ので︑是非︑ご覧いただ

の関連機関との協議や連

日ま

その他に︑本年３月１
日から来年の３月

講じられること等の説明

での名簿には経過措置が ︵高齢者・障害者の権利

31

もなされた︒会員の関心

熱い議論が交わされた会内学習討論会

30

携を促進させる︒

31

（２）

神奈川県弁護士会新聞
２ ０ １ ８ 年 ３ 月 号（ 第 ３ ６ ２ 号 ）

「 成年後見センター
みまもり」
みまもり
」へ の 協力を

たもので︑①登録支援専

題に対応すべく作成され
る︒

れない等のメリットがあ
質疑応答の際には活発に

ージを持つことができ︑

の研修会には熊本県弁護

く利用されたため︑今回
きは︑おそらく我々も被

日︑当会会館に

②自由財産の範囲が広

災していることだろう︒

撃的であったが︑それで

被災事務所等の写真は衝

のは︑私的な制度である

中でも印象的であった

まない︒熊本県弁護士会

域の復興・再活性化も進

れば市民の生活再建も地

平成 年賀詞交換会

麗らかに新春を
言祝ぐ

延命政之会

長が年頭の挨

拶を行い︑被

表彰者らの息

の長い活動を

慶賀するとと

もに︑３月１

開始する当会の後見セン

日から活動を

ターへの意気込みも述べ

次いで︑当会在会

日︑ロ
イヤルホールヨコハマに

年並びに喜寿︑米寿︑

お屠蘇気分が抜けたか

する約１６０名が登録支

て︑当会恒例の賀詞交換

すとともに︑長年当会及

うしで新年の挨拶を交わ

らは晴れやかな笑顔が見

れ︑壇上に立った各氏か

卒寿の会員の表彰が行わ

定かでない１月

件があり︑手続の進行に

援専門家に登録している

会が開催された︒会員ど

た︒

期間制限もあるが︑最終

名しか登録しておらず

そうであるが︑当会では

び法曹界に貢献された諸

られた︒

年︑

的に債権者の承諾が得ら

先輩方を表彰するとい

会員数の１％にも満たな
会員各位におかれて

う︑伝統の行事である︒

い︒
は︑災害が起こる前の備

建に資する方向で柔軟に

えとして︑登録支援専門

解できた︒
また︑具体例を複数挙

取材をしていて感じるの

な被害者を生み出さないとい

ぐことができればその分新た

いたレールから外れてしまっ
た人への風当たりも激しい︒
法廷は被告人の罪を裁き︑
量刑を決める場であるだろ
う︒ 同 時 に︑﹁ 被 告 は な ぜ 事
件を起こしたのか﹂︑﹁どうし
たら事件を防ぐことができる
の か ﹂︑ 彼 ら が 真 に 反 省 し︑
同じ過ちを繰り返さないため
の場であって欲しいとも思う︒
︵ＮＨＫ横浜放送局記者
彩奈︶

者を代表して澤野順彦会

をいただいた後︑被表彰

裁民事所長代行から祝辞

て仕事のできる会であっ

当会は落ち着いて安心し

とであると語り︑また︑

けていることが健康のも

たと総括された︒

年︶からスピ

員︵在会

乾杯の挨拶に立った大

ーチがあった︒澤野会員

は︑修習時に始めたダン

谷晃大横浜地検検事正

は︑昨年被表彰

スを今に至るまで毎日続

者から要らない

と言われていた

銀杯はどうなっ

たのかとの追及

を行い︑廃止し

たとの報告を聞

くと︑さすが弁

護士会は柔軟性

があると褒めら

れ︑会場を沸か

せた︒

かくて賑々し

隆爾︶

い初春の宴とな

った︒

畑中

︵会員

他の理事者から学ぶこと

は多く︑大いに刺激を受

けた︒また︑考え方や立

場が異なる理事者が︑執

行部として一体となって

だよりもこれが最後であ

延命執行部の理事者室

１回︑常議員会３回︑理

時点では︑まだ臨時総会

ところだが︑本原稿執筆

してから︑弁護士として

があった︒５年前に独立

をしてみたいということ

いる弁護士と一緒に仕事

るフィールドで活躍して

いる︒

産になるものと確信して

理事者仲間は︑生涯の財

った︒このような経験や

ったことがないものであ

成感は︑これまでに味わ

生涯の財産

プロジェクトを進めてい

る︒理事者室に通い︑会

事者会９回︑その他やる

は１人で仕事をすること

く醍醐味︑やり遂げた達

長や他の副会長と毎日の

べきことが盛りだくさん

なお︑これと引換えに

淳一

ように顔を合わせるの

失ったものについては︑

糸井

も︑残りわずかと思うと︑ であり︑残りの任期を指

が多くなり︑改めて自分

字数の制約もあるので︑

の仕事のやり方を見つめ

直し︑視野を広げたいと

いで︑感傷

少し寂しい︒と言いたい

にふける余

また別の機会に改めたい

受けた理由

事者を引き

で︑私が理

への情熱︑やさしさなど

点︑異なる価値観︑仕事

い雑談からも︑新たな視

や︑理事者室での何気な

った︒理事者会での議論

幸いである︒

少しでもお伝えできれば

悪くないよということを

会員に︑副会長の仕事も

当会の将来を担う若手

と思う︒

の１つに︑

これは期待どおりであ

思ったのである︒

自分と異な

ところ

裕はない︒

折り数えるのが精いっぱ

副会長

来賓の鹿子木康横浜地

げて実際の処理手順が説

家への登録を是非お願い

余裕がない現代︑寛容さが

は︑社会は彼らが思うよりず

清水

理事者室

明されたことで︑どのよ

被害者の立場からすれば︑罪

失われている︒インターネッ

康代︶

が本心なのか疑問に思うこと

を犯した人たちを支えること

トを開けば︑顔の見えない相

天野

したい︒

﹁出所さえすればそれで人
もある︒しかし︑冒頭で紹介

は恵まれていると思うのも当

︵会員

うな点に気をつけて手続

生が変わると思っていまし

したように本気で更生の道を

を進めれば良いのかイメ

た︒でも︑出てからが本当の

手への誹謗中傷であふれてい

傍聴していると反省の言葉を

うのもまた︑事実である︒

る︒罪を犯した人︑社会の敷

然だろう︒一方で︑再犯を防

みを

歩もうとする者もいる︒

したことを許してほしいとは
言えないけど︑また刑務所に
戻ることはしたくない﹂
︒
詐欺や盗みを繰り返し︑服
役している受刑者が取材に対
して語った言葉だ︒
再犯率が年々上昇している
中︑どうしたら再犯を防げる
のかを社会全体で考えたい
と︑再犯防止の取り組みを取

35

１月
おいて﹁自然災害による
質問が飛び交うなど充実

い︑③個人信用情報とし
士会から伊山俊太郎弁護
講義冒頭に映し出された

年熊本地震で多

門家の手続支援が無料︑

るガイドライン﹂の研修

士を招いて︑具体的な事

平成

被災者の債務整理に関す
会が行われた︒このガイ
て登録されない︑④保証
例を基に実際に問題にな
った点やどのように解決

がゆえの柔軟性である︒

では会員数の

％に相当

利用するにはもちろん要

実践的な講義がなされた︒ も動ける人間が動かなけ

に至ったかなど︑極めて

この制度を利用すると

ドラインは︑自然災害被
債務の履行が原則求めら

した研修会となった︒

災者の﹁二重ローン﹂問

講師の伊山俊太郎弁護士

っと冷たい︑ということだ︒

材し続けている︒

50

り

26

述べる被告人が多いが︑それ

よ

50

30

れれば︑債務者の生活再

60

澤野会員

28

運用できることがよく理

14

10

だ

『自然災害による被災者の
債務整理に関するガイドライン』
研修会

スタートなんです﹂
︑
﹁自分が

登録支援専門家への登録を！
司法記者として刑事裁判を

止の取り組
防

再犯

神奈川県弁護士会新聞
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１月

はじめましょう
日︑杉

定着した感のあるタブレ

すっかり日常の生活に
うＩＤによって機器を紐

予めアップルＩＤとい
と︵パスコードを複雑に

複雑なものにしておくこ
子どもが触ることなどに

もっと具体的に言えば︑

ーマンエラーによって︑

あります︒

しても︑実際のログイン

パソコンと同様︑業務

付けしておけば︑紛失し

で︑操作に支障はありま

用のものとプライベート

ット︒パソコンと比較し

せ ん ︶︑ 画 面 に ロ ッ ク の

のものは分けるべきでし

よって意図しない操作が

かかる時間を短めに設定

ょう︒

行われてしまう可能性が

また︑リモートで音を

しておくことなども必要

に際しては指紋認証など

ルであるタブレット機器
ットへの接続を契機とし

鳴らしたり︑インターネ

になります︒

により瞬時に入れますの

を業務でお使いの会員の
て内部のデータを初期化

た場合でも所在を探知す

方も多いことと思いま
することなどができます

また︑少なくとも︑セ
るようなアプリについて

も周到な弁論準備手続が

優勝したペアには︑優勝

白熱した試合の結果︑

回程度とのことであった︒

本田

正男︶

13：30〜15：30

５回程度の勉強会・懇親

豊富な会員とともに事件

って研鑽を積む制度であ

る︒

成支援することを目的と

円滑に遂行できるよう育

が弁護士業務を適正かつ

当委員会は︑若手会員

ーターとのつながりを築

同士だけではなく︑チュ

を行っている︒新人会員

担当し︑新人会員の指導

弁護士のチューター役を

人会員が︑数年後に若手

同制度で研鑽を積んだ新

である︒また︑近年では︑

の意見があり︑大変好評

っと増やして欲しい﹂等

た ﹂﹁ 勉 強 会 の 回 数 を も

でき︑非常に有意義だっ

在は当委員会委員が指導

階ということもあり︑現

いたい︒なお︑試行の段

は積極的に利用してもら

考えており︑新人会員に

めて有用な制度であると

験を積むことができる極

件を共同受任して実務経

指導担当が持ち込んだ事

員はまだ少ない︒しかし︑

同制度を利用した新人会

から試行されているが︑

年１月

して活動している委員会

担当を担っているが︑制

同制度は平成

である︒現在の主たる活

度化された際には︑会員

ある︒これは︑いわゆる

次に︑事件研修制度が

要な実務経験の機会を得

と呼ばれる新人会員が必

今後も積極的に活動して

させて運営していく等︑

べく︑新たな制度を発足

人程度の班に分
け︑各班をベテラン・中

いきたい︒そのためには︑

会員を

している︒これは︑新人 ﹁即独﹂﹁早独﹂
﹁ノキ弁﹂ 手会員の育成支援を図る

当委員会としては︑若

する予定である︒

から広く指導担当を募集

くことができる点でも︑

まず︑チューター制度

っていきたい︒
は平成 年１月から実施

る︒

同制度の充実を今後も図

細貝

協力を願いたい︒

︵会員

者

田渕

早川

記

西

和孝

大輔

健二

慎司

慶子

雄一郎

波田野馨子

中嶌

安達

高橋

デスク

いきたいものです︒

りを感じながらすごして

つつも︑季節の移り変わ

目の前の仕事に集中し

実感します︒

触れ︑改めて春の季節を

頼者の担当者の異動等に

担当している裁判官や依

達の職業ですが︑事件を

基本的に異動のない私

節です︒

春は出会いと別れの季

嘉満︶

を理解いただき︑是非︑

である︒当委員会の目的

会員の協力が必要不可欠

インターネット予約は
ひまわり相談ネットから

動は︑チューター制度と

ーに自分の事件の質問も

ができるうえ︑チュータ

新人会員からは﹁勉強

を共同受任することによ

◆総合相談 〈45分以内・5,000円〉 ◆債務整理相談〈30分以内・無料〉

会を行う制度である︒

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

ることが困難であること

火曜・木曜は20時まで
夜間相談
（総合）
を行っています

ることができます︒

す︒軽く持ち運びも容易
その他︑タブレットに

ンシティブな情報に触れ
は︑個別にロックやパス

るのは初めてであった

行われていることに驚い

賞品としてウエアの上下

弁護士業務の情報は入れないようにする

に鑑み︑新人会員が経験

◆相続相談 〈45分以内・5,000円〉

ても︑今や性能の面から

なだけに︑スマホなどと
ので︑センシティブな情

ついては︑お子さんなど
家族で一緒に使うような

コードをかけるなどの処

が︑試合のレベルは極め

試合は︑Ａク

た︒そんなに詳細に決め

が授与された︒なお︑私

・タブレットを家族で共同利用する場合には、
堅・若手弁護士の３名の

◆離婚相談 〈45分以内・5,000円〉

も遜色のない強力なツー

同様に紛失や盗難の危険
報の漏洩を回避すること

ことも多いのではないか

理が必要です︒

ができます︒

もありますので︑万が一

と推察されますが︑現時
トの使い分けは一般的で

初打会は︑最初に法曹

て高く︑白熱した戦いで

ラスとＢクラス

なくても良いのではと思

は勝ったり負けたりしな

相模原法律相談センター

神奈川県弁護士会

の事態に対応することの
この観点では︑機器自

点では︑複数のアカウン
はありません︒業務用の

できるよう事前の備えを
ットしておく必要があり

本年１月号の記事もご
ます︒複数回のパスコー

タブレットを家族が触れ

らしくルールの確認から

あった︒各参加者は多忙

に分けた︑ダブ

っていたが︑実際に︑あ

がらも︑賞品の靴下をも

︵ＩＴ委員会委員長

しておくことが必要です︒ 体にパスコードを予めセ
参照いただければと思い
ドの入力失敗で機器を初

始まった︒勝ち数が同じ

ルスでのトーナ

るブロックでは︑各ペア

らった︒

るような場合には︑ヒュ

期化する設定にしておく

浜法曹テニスク
場合にどちらのペアが勝

の中で︑どのくらい練習

メント形式で︑

が２勝１敗で並び︑どの

じておく
チューターが担当し︑年

13：30〜16：30

水

13：30〜16：30

水

ますが︑ここで︑ｉＰａ

ラブ恒例の初打

をしているのか気になっ

各ペアが３試合

ペアを勝ち上がらせるか

・タブレットの紛失・盗難に備えて対策を講
事件研修制度の運営であ

―若手会員の育成支援に
ご協力を！―

ｄを前提にＡｐｐｌｅの

合議体が形成された︒

仕様を簡単にまとめます︒ こと︑パスコード自体を
成績に応じて︑賞品が授

会が盛大に行わ

ち上がるのかなど︑事前

私は︑初打会に参加す

れ︑若手から重

たが︑一番多い人は週３

与される︒

鎮まで約 名が

に説明を行うのである︒

から５試合程度

参加した︒

裁判所のみならずここで

スコートにて横

田ゴルフ場テニ

21

金

月
10：00〜13：00・13：30〜16：30
火･木 13：30〜16：30・17：00〜20：00
水・金 10：00〜13：00

28

を

好天に恵まれて
今年も盛大に開催！
行ったうえで︑

新年初めてのテニス行
事であって︑極めて楽し
い貴重な経験であった︒
今後も横浜法曹テニスク
ラブでは夏合宿や対抗戦

明徳︶

23
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等の行事があるので︑ご

味間

興味ある方は是非お越し
ください︒
︵会員

若手会員育成支援委員会
佐藤正知担当副会長と当委員会委員

委員会
活動紹介
⑦
シリーズ

その９
スマートフォン・タブレットの
セキュリティ（２）
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神奈川県弁護士会新聞
２ ０ １ ８ 年 ３ 月 号（ 第 ３ ６ ２ 号 ）

テニス初打会

