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第１号議案乃至
第５号議案について
これらは︑横浜弁護士

第６号議案
理事者有償制に
ついて

時に終

いて執行部から︑９月
日に開催された会員集会
での説明に沿った形で︑
①理事者の経済的負担が
顕著であること︑②副会

度 か ら︑﹁ 会 長 及 び 副 会

弁護士会ですでに同様の

現状︑③東京三会や大阪

長の立候補者が出にくい

万円の報

提案趣旨は︑平成

議案であり︑それぞれ議
長に各々月額

会会館規則一部改正等の
論されたが︑いずれも賛

年

名変更については︑理事者提案・動議いずれも否決された︒

了した︒この結果︑理事者有償制については賛成多数で可決・承認され︑会

ものであり︑午後１時に始まった総会は︑熱心な議論を経て︑午後

員が集まった︒主要議案は理事者有償制︑会名変更という重要案件に関する

月４日︑神奈川県民ホール大ホールにて臨時総会が開催され︑多数の会
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成多数により可決された︒ 酬を支給する﹂というも

いること︑④当会会計状

趣旨の制度が実施されて

28

新理事者就任披露懇親会のご案内
日時 平成 年４月１日︵月︶ 時から

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

会財政が大変厳しい状況

減少を主な原因として本

相談センターの相談件数

事業の急激な拡大と法律

部においては︑法律援助

臨時総会では︑前執行

容性があること︑等が説

況からすれば︑財政的許

護士会等の状況を踏ま

ていること︑③愛知県弁

事務所を置く会員が増え

部にも藤沢・大和などに

する会員はもとより︑本

ること︑②各支部で活動

れている現在が好機であ

館リニューアルが予定さ

説明に沿った形で︑①会

開催された会員集会での

執行部から︑９月

その他多数の意見が発表

で反対するという意見︑

手続的な公正さを欠くの

員に対し働きかけがあり

方向で執行部より若手会

見︑今回会名を変更する

じるべきであるという意

てきた歴史や伝統を重ん

士会という名前で継続し

明治時代以来︑横浜弁護

反対する立場からは︑

上の賛成が必要な特別決

め︑議決権の３分の２以

本議案は会則の変更のた

された︒

を経て︑最終的には否決

るのではないか等の議論

に意見を表明できなくな

場所 ホテルニューグランド

する法定団体です︒

にあるとの報告があった

え︑実態にあった会名変

議が必要なものである︒

いては︑若手会員が自由

にも関わらず︑現執行部

された︒

見が発表された︒

において有償制を実施す

更を行うことが時代の流

日に

るのは矛盾するのではな

れであること︑等が説明

出・検討を経て︑午後

また︑会名変更に賛成

最も遠い案である﹁かな

まず︑執行部提案から
臨時総会においては︑

は︑弁護士会が神奈川県

反対６３３票︑棄権

採決され︑賛成３９４票︑

で横浜以外の事務所所在

実際に仕事をしていく中

賛成する立場からは︑

また︑同じく︑会名変

れた︒

あるという動議が提出さ

弁護士会﹂とするべきで

を 与 え る の で︑﹁ 神 奈 川

２票︑棄権２票で否決さ

賛成６６２票︑反対４０

会﹂について採決され︑

次 に︑﹁ 神 奈 川 弁 護 士

票︑反対３２５票︑棄権

については︑賛成６８９

いては否決され︑原議案

の議案は︑修正動議につ

活発な議論を経て︑こ

万円︶との修正動議が

体が帰属意識を持てる会

維持するためには会員全

中︑弁護士会の求心力を

員が増えている現状の

や横浜市外で活動する会

見︑会員数が増大し支部

するべきであるという意

奈川県全体を指すものに

いく観点からも会名は神

談業務を今後発展させて

方自治体における法律相

るべきだという意見︑地

観点からも早急に変更す

る現状があり︑営業上の

出された︒この動議につ

きであるという動議が提

挙手による採決によるべ

計に習熟しているから︑

とに対し︑当会職員は集

事進行を予定していたこ

議長が︑秘密投票での議

ての採決方法について︑

さらに︑本議案につい

提出された︒

べきであるという動議が

ながわ弁護士会﹂とする

あるから︑ひらがなの﹁か

固い印象を与える呼称で

川弁護士会﹂は︑市民に

奈 川 県 弁 護 士 会 ﹂﹁ 神 奈

了した︒

べ︑今回の臨時総会は終

に協力してほしいと述

サイドとして︑会の発展

はどの立場の会員もノー

決着をみたことで︑今後

論された案件が手続的に

が︑当会の中で活発に議

最後に木村保夫会長

ことが決定した︒

後も継続して使用される

護士会﹂という呼称は今

決され︑当会の﹁横浜弁

３８０票︑棄権５票で否

れ︑賛成６８４票︑反対

護士会﹂について採決さ

さ ら に︑﹁ 神 奈 川 県 弁

票で可決承認された︒

名にするべきであるとい

提出された︒

４月１日から︑会名を﹁神

う意見︑その他多数の意

年

第７号議案
会名変更について
提案趣旨は︑平成

山山 ゆり

今年１月︑築地の初競

りで大間の鮪１本に１億

数千万円の値がついた︒

宣伝効果狙いとの見方も

あるが︑それにしても途

方もない数字である▼四

季の移ろいが豊かな自然

を感じさせてくれる我が

国では初物を珍重する気

分・文化が醸成されてき

月︑私は横

︵滝島 広子︶

出になるだろう︒

れることのできない思い

景色や坂道の桜並木は忘

裁判所からの海の見える

を覚えるところである︒

たことなどが重なり感慨

辛かったことや嬉しかっ

ては︑旧庁舎の佇まいに

ることが多かった私とし

横須賀での事件を担当す

弁護士になって丸４年︑

良さそうである▼ただ︑

舎は明るく︑使い勝手も

い▼外光が差し込む新庁

案外初物好きかもしれな

︵ような気がした︶︒私も

かな雰囲気に包まれた

も︑この日ばかりは和や

もは緊張感のある法廷

号事件だと聞いた︒いつ

なった支部庁舎での第一

の時書記官から︑新装に

での弁論に出頭した︒こ

浜地方裁判所横須賀支部

ころで昨年

不思議なものである▼と

ばつい食べたくなるから

るし︑例えば初鰹と聞け

時頃より︑秘密投票によ た よ う に 思 う︒﹁ 初 ﹂ と
る採決が行われた︒なお︑ か﹁走り﹂とか言われる
と新鮮な味わいを連想す

の立場から︑執行部提案
の業務が有償化するの

賛成する立場︑反対する

という地方公共団体の出

の﹁ 神 奈 川 県 弁 護 士 会 ﹂ がわ弁護士会﹂について
は︑会務無償性の原則の

立場から活発な意見が出

票

観点から問題ではないか

また︑有償制に賛成の

地と所属する弁護士会名

更に賛成の立場から︑﹁神

で否決された︒

立場の会員から︑会長と

とが異なることで顧客を

先機関であるような印象
された︒

副会長の支給額に差を設

獲得する機会を失ってい

れた︒
万円︑副会長について

けるべき︵会長について

の意見が発表された︒

という意見︑その他数々

明された︒

いかとの意見︑最も純粋

された︒

以上の議論や動議の提

な会務と言うべき理事者
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奈川県弁護士会﹂に変更

12

12

のであり︑提案理由につ
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するというものであり︑

25 30
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理事者有償制実施へ
会名は横浜弁護士会を継続
臨時
総会

横 浜 弁 護 士 会 新 聞
２ ０ １ ３ 年 ２ 月 号（ 第 ３ ０ １ 号 ）
（１）

し迫った時期に審判書を
受領して即時抗告にあた
ふたしたりする必要がな
また︑審判・調停の申

で︑これにより家事事件
会館講堂にて開催される

のため︑横浜市開港記念
により導入される電話会

に与える影響や同法施行
シーに配慮する必要が生

これまで以上にプライバ

ること︵同法

定の経緯やその理念と

容も︑家事事件手続法制

その熱気に負けず︑内

まで説明がなされるな

にかかわる事項について

であるかなど家裁の運用

されることから︑同法に

影響を与えることが予想

各会員の業務にも大きな

このように同法施行は

停成立の３段階に分けて

②調停実施の段階︑③調

ことにより︑いつ審判が

う に な っ た︵ 同 法

よう︒
運用委員会

︵会員

駒井

知会︶

日中法律家交流協会との共同セミナー開催
●●

易センタービルにおい

弁︶から﹁中国社会主義

事の高木喜孝弁護士︵東

拶があり︑その後専務理

一郎弁護士︵東弁︶の挨

と当会会員

た協会所属の弁護士７名

について説明し︑集まっ

までの歴史と今後の展望

者が当会の国際交流の今

現したものである︒

今までのつながりから実

当会国際交流委員会との

争処理の実務﹂という

会において﹁中国民事紛

士は︑２００８年にも当

講演がなされた︒同弁護

況２０１２年﹂と題する

席した︒

これにも多数の会員が出

街で懇親会が開催され︑

セミナー終了後は中華

月７日︑産業貿

て︑日中法律家交流協会

市場経済の法と制度の現

日中法律家交流協会

昨年

との共同セミナーが開催

名が熱心に

された︒これは同協会と

は︑日本と中国の法律家・

テーマで３回連続講演を

ところで︑国際交流委

法学研究者の友好親善と

日弁連会長や元最高裁判

団体であり︑顧問には元

７７年７月に設立された

ることを目的として１９

法律制度の発展に寄与す

たもので︑実務上大変役

執行状況について解説し

引法を中心にその内容と

司 法︵ 会 社 法 ︶︑ 証 券 取

備について︑物権法︑公

加入を契機に進めた法整

今回は︑中国がＷＴＯ

を果たしている︒今年の

交流の窓口としての役割

催など︑諸外国との友好

行事︑共同セミナーの開

上海市律師協会との交流

央地方弁護士会及び中国

を結んでいる韓国京畿中

員会は︑当会が友好協定

事らが名を連ね︑日本各

市律師協会との共同セミ

秋横浜で開催予定の上海

続いて︑協会の中堅︑

立つものであった︒

ナーの準備も進めている︒

地の弁護士が参加してい

若手弁護士による経験報

社会のグローバル化が

る団体である︒

当日のセミナーでは︑

告があり︑当会からは筆

ている︒

委員長

橋本

︵国際交流委員会

吉行︶

む機会になることを願っ

務処理により一層取り組

乗り越え︑会員が渉外業

など業務遂行上の障壁を

言葉の問題︑法意識の差

回のようなセミナーが︑

ていかねばならない︒今

れば︑それは早急に変え

る目が残されているとす

な事案として遠巻きに見

もし︑渉外事件を特殊

ならない時期に来ている︒

積極的に対応しなければ

及び会員が今まで以上に

ある渉外業務処理に当会

ら︑地元から強い要請の

友好交流を大切にしなが

一方である︒諸外国との

内企業︑市民から高まる

ビス提供のニーズは︑県

る弁護士による法的サー

進む中︑渉外問題に関す

冒頭同協会理事長の鈴木

の法律文化の相互理解と

している︒

12

相互交流を通じて︑両国

聞き入っていた︒

27

くなる︒

条・２５６条︶︑

立書の原則相手方への送
付︵同法

は大きく変わることにな
じる︒

にも杉井静子日弁連家事
いった基本的事項にはじ
ど︑充実したものとなっ

条︶等︑

て︑岩田眞横浜家庭裁判
議システムがどのような

法の制定で家事事件はど
法制委員会委員長を招い
まり︑同法施行が調停運

日

する講演会が開催された︒ た研修会を開催したとこ

う変わるか﹂をテーマと
ろであるが︵同研修会に
た︒

当会では昨年２月

本年１月から施行され
営に与える影響につい

事事件手続法の施行時期

求︶

精通することが求められ

て︑①調停申立ての段階︑

が迫った段階で改めて開

委員

た︒

われる充実した研修会であっ

い︑終わって欲しくないと思

もっとお話を聴いていた

師の話に聞き入った︒

ことを忘れ︑夢中になって講

が︑大半の聴講者は席を立つ

２時間を超過して続行された

講師の熱意と真摯さに溢れ︑

難波弁護士の講義は︑終始︑

う︑配慮された内容であった︒

に難民事件に取りかかれるよ

験の聴講者であっても︑すぐ

で及び︑難民認定実務を未経

弁連委託援助の利用方法にま

に関する立証活動の実際や日

の紹介に止まらず︑﹁難民性﹂

に関する統計︑難民認定手続

な知識︑日本の難民認定状況

講義は︑難民概念の基礎的

皆が聞き入った︒

まれた生々しい体験談には︑

種村

下されるか首を長くして

ディーの形式を採用すること

ケーススタ

務について︑

難民認定実

られがちな

ものと考え

務から遠い

の弁護士業

すれば日常

士は︑とも

難波弁護

であった︒

弁護士会︶

先生︵東京

属の難波満

詳細に説明がなされたほ

72

待ったり︑逆に年末の押

条 ︶ ︵民事裁判手続

たまま基本的な改正が全

難民認定実務について
熱い講義がなされる

か︑同法施行が審判手続

日︑当会・日本

で︑具体的に難民事件を扱う

月

弁護士連合会・ＵＮＨＣＲ︵国

イメージを聴講者に与えなが
講義の合い間に聴講者から

ら︑講義を進めた︒
て〜基礎的な知識と具体的な

まれていくと共に︑難波弁護

の発言を促しながらの進行

士御自身が難民事件に取り組

に︑聴講者もどんどん引き込
講師は︑日弁連人権擁護委

事例からの検討〜﹂と題する

員会難民認定問題特別部会所

研修会が開催された︒

連難民高等弁務官事務所︶の

12

共催で﹁難民認定実務につい

昨年

講演会は︑申込者多数

くなされてこなかった家

を根本から見直したもの

催されたものである︒

13

事審判法︑家事審判規則

審判日が定められるよ

ついては当会新聞２０１

は︑昭和

２年４月号に掲載︶
︑家

47

年に制定され

10

ている家事事件手続法

て 招 き︑﹁ 家 事 事 件 手 続

場合に利用できる見通し

覧・謄写が原則許可され

家事審判事件記録の閲

67

など大盛況であった︒

！！

る︒

14

所部総括判事を講師とし

家事事件
が変わる

家事事件
手続法の
施行
昨年 月 日︑当会に
12

22

難 民 に 関 す る 研 修 会 開催
■■■■■■■■■

（２）

横 浜 弁 護 士 会 新 聞
２ ０ １ ３ 年 ２ 月 号（ 第 ３ ０ １ 号 ）

●●

渉外業務処理の一層の取り組みを

裁判員裁判施行３年を振り返る

陳述等でメモをあえて事
後に配布することによっ
て話を聞かせる努力をし
た人もいた︒ＰＣなど補
助機器利用についても意

判決について

見が分かれた︒
４
性犯罪は厳罰化したと
の意見があった︒また︑
保護観察付の判決も増え

９回目になる裁判員裁判
複数選任請求していない

者段階において約４割が
ある︒

とで安定してきた印象で
なされた︒

弁論を行うべきか議論が

ており︑これを見越した
経験交流会が開催され

裁判員不選任請求の行

る︒弁護人として被告人

民の理解も不可欠であ

裁判員制度定着には市

最後に

使︑特に性犯罪で女性を

５

認められる印象であり︑
不選任とするかなどは評

公判期日について

積極的に行うべきとの声

の権利の擁護を第一に置

３

との回答であった︒会場

があった︒

きつつ︑よりよい制度運

公判前整理手続につ

価が分かれた︒結局印象

２

等で決める他ないという

からは︑複数選任は原則

通を超えるアン

ケート結果をもとに︑

も真実が明らかになる一端

これらの制度改革が少しで

は︑原則毎週火曜日午後

今期執行部の理事者会

真相
は

た︒
名の弁護人経験者が集
まって議論を交わした︒
議論された内容を振り返
りたい︒

用のための議論が求めら
れる︒

ゼンを行う検察官に対し ︵刑事弁護センター

公判では安定したプレ

意見が大勢であった︒

いて
打ち合わせ期日を含む
整理手続期日は３回〜８

運営委員会

被告人は︑殺人について

１時から開催され︑そこ

諭︶

理事者室

告人に対する裁判員裁判

となるよう願う︒

で当会の様々な重要事項
︵フジテレビ

横浜支局

一貫して否認を続け︑最終

が決定される︒
議題は弁護士会事務局

滝澤 教子︶

弁論では涙ながらに無罪を

よび︑

主張した︒

回出廷した被告人

のコラムで︑多く

ない︒これまでこ

しかしもったい

ある︒

の意見についての議論で

長選挙規程に関する当会

段階ではあるが日弁連会

手の先生が︑私は常議員

発言ではないが︑ある若

常議員会の議論の中での

先日︑衝撃を受けた︒

システム︑会規会則の位

とが多いと思われ︑会の

若手のうちに経験するこ

回目の常議員は︑比較的

なるのである︒しかも１

そして大変勉強に

面白いのである︒

常議員会の議論は

考えを持っているのでは

論点を理解し自分なりの

は︑会員皆がそれぞれに

のである︒これについて

定を変更しようというも

れを受けて会長選挙の規

らない状況が続いた︒こ

日弁連会長が長期間決ま

は︑再選挙まで行われ︑

日弁連会長選挙において

ご承知のとおり︑前回

の先生方が述べら

１回目だけど︑最後の常

置づけなどもわからない

ないかと思う︒想像する

れていたように︑

議員であるという趣旨の

言も気後れすることが

若手の先生にとって

だけでも面白そうではな

発言をしていたのである︒ ままに参加させられ︑発

多々ある︒１回目より︑

護士と戦わせるような議

多少は会全体が見えるよ

うになってきている２回

論しかできないが︑今か

は︑同期が数十人もいる

目の方がより常議員会の

底分からないような事項

れない我々理事者では到

年しか執行部として関わ

務局の優秀さである︒１

次長等をはじめとする事

川事務局長や棟居事務局

うのは︑弁護士会の長谷

る︒次回が楽しみである︒

私は居酒屋で仲間の弁

終わりという感覚がある

面白さを体感できるので

いか︒

らしい︒現実にも︑輪番

ら手ぐすねを引いてい

中で︑１度お勤めすれば

でまわしていけば︑２度

ある︒

誠

を引いたのが︑頭出しの

前回の議論の中で興味

常議員を経験したら２度

目が回ってくることはな

いのかもしれない︒

石井

を︑彼らは生き字引とし

担当する剱持筆頭

及ぶ︒議事進行を

毎回数百ページに

るが︑配付資料は

示したりする︒といって

の原案に的確な修正を指

投げかけたり︑会長声明

担当副会長に鋭い質問を

の内容を把握しており︑

木村会長は全ての議題

会長お気に入りのいろい

了後は︑会長の一声で︑

そのかわり︑理事者会終

べる者はあまりいない︒

か︑会議中にお菓子を食

たい夕方には終わるため

今期の理事者会はだい

誠に頼もしい存在である︒

て的確に答え︑必要なア

副会長は︑この配

も︑今期の理事者会は決

ろなＢ級グルメの店に繰

おおむね午後６時ころに

付資料を事務局長

して重苦しい雰囲気では

り出すことも度々あり︑

や理事者が関係資

と事前に検討し︑時間を

な く︑ 誰 か が 発 す る

ドバイスをしてくれる︒

かけて検討すべきものと

ジョーク等で爆笑の渦に

は終了する︒

簡単に終わらせるものを

て楽しみの一つである︒

容赦なく峻別してくれ

理事者会に出て毎回思

包まれることもよくある︒ これも我々副会長にとっ

毎回テンポ良く進行し︑

る︒おかげで理事者会は

料とともに提出す

副会長

理事者会の風景

よ

分かりやすい
弁護活動に向けて

施行３年を経過した裁
１ 罪名の分布と起訴前
の弁護活動
強盗致傷が最多で︑殺

する刑事裁判に関する法

律附則９条に基づく見直

回で︑６回が最多だった︒ て弁護人は個性に依存す

先日︑最高裁が公表した

人︵ 未 遂 ︶
︑現在建造物

裁判員裁判に関する調査結

しもされているなか︑昨

たことも話題になった︒私

果によると︑死刑求刑事件

伊藤

も当時この事件取材に関わ

委員

２０１２年４月︑１人の

り︑初公判や判決なども取

るところが大きい︒冒頭

女性が死刑判決を受けた︒

施行後３年を経過したこ

首都圏で男性３人を殺害す

で評議された時間は平均で

会員 佐藤 光輝（56期）
だ

は︑のべ１００日間にもお

は大きく変わっているが︑

司法・警察をとりまく状況

取り調べの録音・録画など

この数年︑裁判員制度や

判員も同じだと思う︒

民の代表として選ばれた裁

真相を知りたいのは︑市

る︒

よってこの時間に違いがあ

自白か否認しているかに

時間にもおよぶ︑そして

材した︒

？
れる

るなどした罪に問われた被

放火などが続いた︒被疑

月

真相を知りたい一心で取
材を進める︒取材を続けて
もわからないことは多い
が︑公判では︑細かいディ
テールまで明らかになり︑
取材に応じてもらえなかっ
た遺族の悲しみ︑怒りの声
も直接きくことができる︒
その一方︑被告人の心情だ
けは傍聴しても疑問が解け

は毎回異なる洋服を着てい

り

最後の常議員？
常議員会
の い ま

20

日︑当会にて第

年

はいつも緊張感があり︑新

人が法廷に入ってくる瞬間

思っている︒その中で被告

取材できるところにあると

という一連の流れを︑自ら

ら犯人検挙︑初公判︑判決

感じるのは︑事件の発生か

支局の仕事でやりがいを

20

鮮な気持ちになる︒

11

したら解明さ
う
ど
36

12

ないことが多い︒

30

判員制度︒裁判員の参加
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去年

会員

月の会長談話
12

野口

明

﹁健全な精神は健全な

年 ︶︑ ２ 時 間

年︶であり︑一昨

分︵

で開催された第

ることができなくなって
いる状況にあり︑何だか
んだ言いつつ︑日付が変
わる頃に︑より高みを目
指して︑いつものジョギ
ングコースをふらふらと

見事 グロス

の

横浜法曹ゴルフ忘年例会＆常議員会議長杯

優勝は

井上雅彦 会員！

信生会員︒新ペリアが見

事はまり２位入賞となっ

た︒３位は︑グロス で

回った昨年優勝の大橋俊

二会員︒忘年ゴルフに比

磯子カンツリークラブで

曹ゴルフ会の忘年例会が

打数が少なかった選手が

い︒とはいえ︑グロスの

で優勝の行方が分からな

場合︑最後の成績発表ま

われた︒新ペリア方式の

箱のように焼売等が積み

井上会員の下には︑ドル

ン︑ドラコンも取得した

外に︑ベスグロ︑ニアピ

やタルトであり︑優勝以

ツリークラブ名物の焼売

入賞の商品は磯子カン

類なき強さを発揮した︒

開催された︒忘年例会は

有利であることは間違い

日︑横浜法

マラソンは基本的に積

常議員会議長杯を兼ねて

がない︒本年は︑そういっ

月

み重ねた練習量がそのま

おり︑飯田直久常議員会

昨年

ま結果に反映される︑過

議長から寄贈された優勝

走る日々が続いておりま

酷な個人競技ですが︑一

す︒

生 懸 命 練 習 を 続 け て︑

実に１年を通じて最多

井上雅彦会員が優勝し︑

が︑自己ベストスコアを

ただいた堤浩一郎会員

新法曹ゴルフから参加い

重なっていった︒また︑

おりましたが︑最近では︑ ロを走り終えた後の達成

見事常議員会議長杯を獲
の

名の会員が参加し︑

で回った

た意味では順当な結果と

事務所の同僚弁護士と駅

味しさは何物にも代えら

更新するという喜ばしい

のは︑トップア

大盛況となった︒

終わりを見せないほどの

こともあり︑パーティは

も一度足を運

んでみてくだ

さい︒参加希

望者は︑お気

軽に本年度幹

事の渡邊寛一

会員宛にご連

重雄︶

絡ください︒

︵会員

常磐

鮮 と 日 本 ﹂︵ 趙 景 達 著 ︶ と思います︒是非とも続

デスク 國村

武司

編を期待したい︒

までの時代を簡潔にしか

記

新ペリア方式で勝負が行

マクラスのスコ

法曹ゴルフは︑老若男

人間の集まりです︒ゴル

女を問わずゴルフ大好き

２位はグロス

フに興味のある若手会員

の方︑是非と

で回った成田

脱帽である︒

会員の実力には

アであり︑井上

得した︒グロス

という

なり︑グロス

トロフィーをかけての戦

そのためか︑毎年冬の足

伝大会に出場するように

れないものがあります︒
それがどんなに素晴らし
いものなのか︑少しでも
興味が湧いた方は︑気軽
な気持ちで周囲の人を
誘って︑少しずつ走り始
めてみてはいかがでしょ
うか︒
悩むことも多くあった
と思うが︑それを乗り越
えた先にある充実感︑達
成感ですぐに忘れてしま
う︒今思うと私の事務所
は法律事務所の運営の仕
方など全く知らない素人
集団である︒だが︑何も
知らないからこそ利用者
が一番喜ぶことは何か︑
弁護士として大事なこと
は何かを事務所が一丸と

ですが︑李氏朝鮮末期か

最近韓国との外交関係

も印象深く描いており︑

ら日本が韓国を併合する
ると思うが︑これを守り

大変参考になります︒

一誠

が難しくなっています

広子

が︑古代朝鮮から始まっ

勝俣

市川

重雄

豪

統子

篤司

常磐

長谷川

滝島

信念をもって大胆に進め

ただ残念なのは︑現代

歴史を踏まえた将来へ

者 山田
ば大丈夫だと確信してい

た私の文庫本韓国歴史の

に繋がる続編が未刊と

の冷静な見通しこそ大事

淳一

旅も︑ようやく近代に入

と言っても文庫本では

糸井

る︒即独という折角の機

りました︒

なく︑岩波新書﹁近代朝

なっていることです︒

会に恵まれたので今まで
りあげていきたい︒

にない面白い事務所を作

まだまだ試練は多くあ

なって考えてきた︒

いとなる︒

レ ー ス で ４ ２・１ ９ ５ キ

音が聞こえてくる頃に

なったこと︑過去６年間

動するのでちょっとした

91

肉体から﹂との信念の下︑ 分︵
月に栃木県大田原市

原 マ ラ ソ ン に お い て︑

年

を始めたつもりが︑いつ

軽い気持ちでジョギング
の間にかフルマラソン３
たった３秒ではあります

回大田

時間切り︵業界用語で﹁サ
目標としてきたサブス

ブ ス リ ー﹂ と 言 い ま す ︶ が︑３時間の壁を破り︑
を目指して本格的に練習

ジョギングを始めた当

リーランナーの仲間入り

初はサブスリーを達成し

を果たしました︒

精神的・肉体的・業務

たらマラソンを引退しよ

に取り組むようになって

的な負担を考慮して︑フ

いました︒

ルマラソンの挑戦は年に

１度︑ 月と決めており︑ うかな︑と漠然と考えて

は︑自然と︑恐怖と期待

落選が続いた東京マラソ

の均衡をうまくとるのが

動できる自由を満喫でき

運動となりよい気分転換

感︑爽快感︑ビールの美

の混在した︑格別な緊張

者の方々からレースのご

感が全身を支配するよう
これまでの私のフルマ

紹介や出走のお誘いを受

ンに当選したこと︑依頼

59

になります︒
ラソンの記録の変遷は︑

けるようになったこと等
実上今後しばらく引退す

の嬉しい事情により︑事

年 ︶︑ ３
年 ︶︑ ３ 時
年 ︶︑ ３ 時 間

分︵
分︵

分︵

３時間
時間
間

難しい︒現在も改良が必

たのは﹁報酬﹂だ︒報酬

師匠になってもらい︑書

要な点である︒苦労もあ

経営者としての経験もゼ

勤務か︑独立か︑まさ

面の添削や助言が得られ

奮闘ぶりを紹介するのは

に弁護士にとって転機で

るホットラインを確保し

基準に当てはめにくい事

ある︒即独ともなれば一

件があったり︑仕事量と

いる新人弁護士が増えて

世一代の大勝負︒でも私

る一方で自分の決断で行

ロという点だ︒そこで︑

いると書いてあった︒一

た︒経営面では中学から

東京の先生にお願いして

瞬ドキッとするとともに

はどちらかというと大勝

トピックが法曹界で話題

独﹂だからである︒この

﹃即独奮闘記﹄

になっている中で︑私の

〜今までにない事務所を目指して〜

ている︒地元開業である

将太
通っていた塾の塾長に隠

ため︑通勤や現場︑依頼

岡本
居中だったのを無理矢理

会員
負は嫌いでない︒むしろ

経営面での参謀になって

期
好きかもしれない︒ただ

新

し︑悔いのない勝負にす

このような陣容のもと

者のところへ自転車で移
もらった︒
スタートして２年近くに

常議員会議長杯を受け取る井上会員（向かって右）

24

即独の最大の課題は弁

計画した︒

74

74

74

10

になっている︒

20

11

なるが︑よく頭を悩ませ

12

03

11

護士としての経験ゼロ︑

法曹ゴルフメンバー勢ぞろい

07

るため全力で考え抜いて

63

90

08

面白いかもしれない︒

09

26

22

11

20

自戒した︒そう︑
私は﹁即

の乏しい状態で就業して

で︑ＯＪＴを受ける機会

11

（４）
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目標のサブスリーランナー
の仲間入りを果たして

