会員集会

﹁神奈川司法計画２０１３
設し︑家事事件を扱える

木簡裁に家裁出張所を併
や職員の増員を提言して

こと︑さらには︑裁判官

実現することは容易では

横浜家裁の抜本的拡充を

的な検討を加えた上で︑

状と拡充策について多面

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

する法定団体です︒

を提案している︒

月初旬完成予定の

山山 ゆ り

７月︑毎年恒例のグル

ープで︑島根県へ旅行に

行き︑出雲大社に行った

▼今年は︑ 年ぶりの﹁平

成の大遷宮﹂で︑５年間

にわたる御本殿修造が終

司法予算を拡充して地域 ﹁ 神 奈 川 司 法 計 画 ２ ０ １

か︑私たちは今選択

う憲法がほしいの

を 踏 ま え︑﹁ こ う い

上野氏は︑これら

会を築きたいのか︑参

し︑これからどんな社

り口から問題提起を

会についても様々な切

る︒憲法と私たちの社

な鋭い分析で知られ

日に﹁本殿

ない︒しかし︑県民にと

の司法基盤整備を強化す

の恐ろしさについて

を迫られている﹂と

加者一人一人に改めて

に裏付けされた類い稀

し︑﹁ い ま 日 本 は 人

問いかけるような貴重

も語った︒

口減少の衰退社会に

︵会員

櫻井

上野 千鶴子

遷座祭﹂が執り行われた

再び御神体にお還りいた

だくことであり︑その意

味には諸説あるらしい

が︑一説には︑神社は清

浄であることが必要で︑

そのために遷宮を行う

︵神の力がリフレッシュ

される︶のだという▼出

雲大社を参拝し︑自分自

身もリフレッシュしたと

ころで︑これまでの仕事

の取り組み方を振り返っ

てみた︒弁護士になり気

づけば７年目︒あっとい

う間である︒これまで多

くの方の相談を聞き︑事

件を扱い︑それなりに経

験を重ねてきた▼しか

し︑経験が増えた分︑
﹁慣

れ﹂で仕事をしていなか

っただろうか︒相談して

くる大半の人にとって︑

弁護士への相談は一生に

忘れることなく︑依頼者

士を志したときの初心も

一回あるかないかの問題
な講演となった︒
みぎわ︶ である▼経験を重ねるこ
とは重要であるが︑弁護

入っており︑成長と

発展を目指してきた

社会のギアを切り替

えるときである︒成

長と発展のシンボル

が原発である︒私た

組んでいきたいと気を引

のために仕事に一層取り

家 族 社 会 学︑ ジ ェ

き締めることができた旅

社会学者︒専攻は︑

ンダー論︑女性学︒

ちがいま望んでいる

ることではなく︑一

行であった︒

智之︶

東京大学名誉教授︒

︵田鍋

人一人が幸せに生きる

ことではないか︒自民

のは︑豊かな国にな

わり︑５月
って横浜家裁の充実は待

間部

ない︒私たちは︑今こ

優先するものに他なら

して国家の安全保障を

間の安全保障を犠牲に

党憲法改正草案は︑人

委員長

３﹂を入手希望の方は︑

裁判所予算は減少を続

抜本的充実のために﹂が８月の常議員会で承認さ
言している︒また︑人口

いる︒

年ぶりの改訂である︒

れた︒
﹁神奈川司法計画１次案﹂を平成
に作成してから

﹁神奈川司法計画２０

ったなしの課題である︒
１３﹂は︑横浜家裁の現

充実基本法︵仮称︶制定

年度予算では

３０００億円を切ってし

け︑平成

部及び川崎市北部に簡裁

が急増している横浜市北
などから期日がなかなか

まった︒こうした中で︑

計画２０１３﹂では︑こ
うしたことを指摘してい
る︒
自治体が行っている無料

さらに︑神奈川県下の
地域司法計画運動は︑
法律相談の分野別割合を

上野千鶴子氏が
憲法問題シンポで講演

司法制度改革審議会の議
％以上が

いのかを考え︑選び直

調べたところ

なのかと疑問を呈し

論の中で︑日弁連が︑陪

自民党憲法改正草案の

そ︑どんな憲法がほし
ル︵大ホール︶で行わ

親族相続についての相談
日︑当会・日

審裁判︑法曹一元に続い
９月

であることが分かった︒

すべきである﹂と述べ︑

て放った﹁第三の矢﹂で

た︒また︑緊急事態条
弁連・関弁連主催の憲

逐条解説へと進んだ︒

わが国が高齢化社会に本

れ︑８７８名もの市民・

ある︒当会では︑地域司

会員が参加した︒

﹁脱原発と憲法９条は
法問題シンポジウム第

解説であった︒

を押さえた端的な

項が定められたことに

格的に突入したことによ

講演は︑現行憲法が

短い時間の中で︑要所

法計画委員会が︑地道な

３弾﹁どんな憲法がほ

戦争の多大な犠牲と反

ジェンダー平等にとっ

り︑成年後見事件の増加

上野千鶴

抜け落ち︑家族の助
け合いや伝統及び
文化が強調されて
いることの指摘が
なされ︑これこそア
ナクロニズム︵時代
錯誤︶に他ならない
と断言した︒次に︑
天皇の元首化は立
憲君主制に他なら
ず︑国旗・国歌を尊
重しなければ憲法
違反になることも
指摘した︒さらに︑
﹁家族は社会の自然
かつ基礎的な単位﹂
とされていること
についても﹁おひとり
さま﹂は不自然な存在

上野氏は︑深い学識

も触れ︑国防軍が国

活動を続けてきた︒その

しいのか？

例 え ば︑ 前 文 か

役に立たない﹂などと指

ても基本のきである﹂

が大きく見込まれるな

省の下に制定されたこ

摘された︒そうした市民

民に銃を向けてもよ

結 果︑
﹁横浜家裁の抜本

子が自民党憲法改正草

書記官︑調査官等の職員

の声に応えるためには︑

と締めくくった︒

ど︑横浜家裁に対する需

ら︑戦争への反省が

談を行ってきたが︑独立

の増員がそれに追いつい

神奈川県に５箇所の家裁

いとされていること

的充実﹂を掲げての改訂

との確認から始まり︑

簡裁のある複数の自治体

ていないため本庁支部と

だけでは少なすぎる︵簡

60

ることに国として取り組 当会事務局まで︒
▼遷宮とは︑御神体や御
むように求め︑地域司法 ︵地域司法計画委員会
神座を本来あったところ
俊明︶ から移し︑
社殿を修造し︑

ようにすべきであると提

日 時 平成 年 月３日︵火︶ 午後２時〜５時︵予定︶
場 所 関内ホール
︵小ホール︶
テーマ ①会と会員との連絡方法について
②若手会員の会費値下げについて
③その他
12

年７月

横浜家庭裁判所の

25

と家裁出張所を新設する

25

案を斬る﹂が関内ホー

思われる︒

をも抜いた︒それに伴い

の 議 員 か ら︑﹁ ど う し て

も繁忙をきわめている︒

裁は

法計画２０１３﹂では︑

26

10

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

要がさらに大きくなると

版作成となった︒
今︑なぜ︑横浜家裁の

年

から歴代の執行部ととも

委員会では︑平成

神奈川県では人口が増

に︑神奈川県下の自治体

抜本的な充実なのか︒
加を続け︑大阪府の人口

を訪問して︑議員との懇

横浜家裁の家事事件数が

簡裁で家事事件を扱わな

本庁においては待合室が

藤沢簡裁︑平塚簡裁︑厚

箇所︶︒﹁神奈川司

狭く当事者が座りきれな

にもかかわらず︑
裁判官︑ けてくれない裁判所では

模原︶
でも増加している︒ いのか﹂︑﹁家事事件を受

本庁でも４つの支部︵川

を抜き︑東京

区の人口

17

43

12

発 行 所
横浜弁護士会
横浜市中区
日本大通９番地
☎ 045 211 7707

入 ら な い︒﹁ 神 奈 川 司 法

13

−

い︒調停室の不足や支部

11
の家裁専門裁判官の不足

理想の社会を考える契機に

12

崎︑小田原︑横須賀︑相

23

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

神奈川司法計画2013固まる

横浜家裁の出張所新設や人的整備を求めて

きましたが︑判例や学説
官が行う出張講義の後の

まず︑４月に前任の教
として伝えたいことは何

〜そんな修習生に︑教官

うこともあります︒

しては正直︑気の毒に思

で︑昔を知っている者と

シャーも相当強いよう

二回試験に向けたプレッ

になったことで︑就職や

じます︒修習期間が１年

なくなっているように感

らを教えることは本当に

習生はとても可愛く︑彼

将来への希望に満ちた修

その通りでした︒しかし︑

実際なってみてもやはり

仕事だと思いましたし︑

的にも大きな負担を伴う

ました︒時間的にも経済

ときは正直言って戸惑い

教官就任を打診された

この仕事︑プライスレス！
の調査・研究をはじめ︑
懇親会に出席しました︒

楽しいです︒

にもきちんと対応できる

うな修習生の疑問︑質問

ハイレベルです︒そのよ

プ層の修習生は今も昔も

ていますが︑やはりトッ

ついてはいろいろ言われ

最近の修習生の学力に

〜教官も勉強ですか・・・

一生懸命勉強しました︒

〜今と昔で︑修習生の気

りできました︒

けたクラス作りもばっち

したので︑集合修習に向

と︑楽しい活動もありま

行で琵琶湖に行ったり

訪問に来たり︑クラス旅

修習生が大挙して事務所

を覚えたほか︑７月には

るクラス全員の名前と顔

ていない部分について

といった︑教科書に載っ

スピリット︑仕事の喜び

弁護士としての倫理観や

す︒また︑それと同時に︑

につけさせたいと思いま

識︑技術はきっちりと身

として最低限必要な知

事ができるよう︑弁護士

に実務に出ても一応の仕

まず︑二回試験後すぐ

に︑
本当にこの仕事は
﹁プ

生がおっしゃったよう

す︒ある教官経験者の先

も幸せだと心から思いま

仕事ができる私は︑とて

育てるという意義のある

な人達と未来の法律家を

な人物であり︑そのよう

識も申し分のない魅力的

ての実力も人としての見

る教官達は皆︑法曹とし

また︑一緒に仕事をす

凄まじい︵！︶時間と労
ですか︒

よう︑広く深い知識の習

風に違いはありますか︒

も︑自分なりに伝えてい

ライスレス！﹂です︒

名い

得と︑論理的な詰めの準

今の修習生は総じて真

きたいと考えています︒

そこでがんばって

で３月から動きだしまし
備は欠かせませんからね︒

面目ですね︒あまり﹁は

力を費やし︑今更ながら

〜大変愚問ですが︑やは
た︒集合修習が始まるま
〜集合修習の開始まで︑

︱就任から 半 年 ︑
左部明宏司法研修所教官に
お話を聞きました︱

りお忙しいですか？
では︑主に講義で使う白

園子︶

忙しいですね︒正式に

須山

っちゃけた﹂人もおらず︑ 〜最後に︑現在の思いを

︵聞き手

修習生と交流する機会は

士から︑出願にかかる手

続いて︑神原貞昭弁理

を中心に討論が行われ

の実例が紹介され︑それ

取り組んできた知財活用

小川潔氏により︑同社が

続の流れなどの基礎的な

た︒同社は今や上場企業

適切に管理し活用する意

員が︑中小企業が知財を

まず︑当会の中道徹会

のテーマは﹁知財経営 そ

ているものである︒今年

毎年異なるテーマで行っ

員会が︑中小企業向けに

となった︒

っても︑有用な情報提供

取り組んでいる企業にと

っても︑既に知財経営に

用しようとする企業にと

らは︑これから知財を活

践的な話があった︒これ

の選択などについての実

た権利の種類や出願地域

補助金や融資の紹介がな

や日本政策金融公庫から

そのほかにも︑横浜市

あった︒

も大変励みになるもので

加した中小企業にとって

できた小川氏の話は︑参

社の知財戦略に取り組ん

であるが︑上場前から同

な契約書の条項などにも

話をしたうえで︑具体的

企業に認定され︑平成

ンでは︑横浜知財みらい

パネルディスカッショ

内容であり︑充実したシ

されるなど︑盛り沢山の

には随所に工夫が施され

講演を行った︒講演資料

会社の社内弁理士である

したレーザーテック株式

許庁の知財功労賞を受賞

年度には経済産業省・特 ︵弁護士業務改革委員会
佐々木

副委員長
ており︑パワーポイント

光春︶
を駆使したテンポのよい

ンポジウムとなった︒

踏みこんだ有意義な基調

の活用﹂であった︒

義という大きな視点から

ジウムが開催された︒
このシンポジウムは︑

事柄のほか︑事業に応じ

25

当会の弁護士業務改革委

講演であった︒

お聞かせ下さい︒

表紙作りや︑即日起案の

日︑今年で７回

辞令が出たのは４月です

９月

いろいろな意味で余裕が

73

目となる中小企業シンポ

13

ありましたか︒

―活きた知財と身近な専門家―

ための資料作りを行って

「知財経営 その活用」

が︑実際には引き継ぎ等

中小企業シンポジウム

（２）

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

日︑当会会

会館リニューアルこけら落とし講演

内外で高齢者の権利

の元委員長であり︑

権利に関する委員会

の高齢者・障害者の

延命会員は︑当会

た︒

いての講演が行われ

る弁護士の役割につ

超高齢化社会におけ

命政之会員による︑

弾として︑当会の延

ら落とし講演の第３

館リニューアルこけ

９月

17

権利擁護に関わるほ

ぼすべての分野を網

羅しており︑各々の

分野について講師の

具体的な経験談と実

践的な関わりのヒン

トが披露された︒

成年後見制度の普

及により︑成年後見

制度プロパーの研修

は︑あちらこちらで

開かれているが︑本

講演のように︑高齢

者の権利擁護に関わ

る法務分野すべてに

ついて︑多岐に渡り

有機的に解説された

ものはほとんどな

く︑その点で本講演

は誠に貴重な機会で

あった︒

そして︑講演の最

後では︑我が国の高

齢化がますます進む

状況において︑人権

感覚を備えた弁護士

が︑成年後見業務を

始めとする高齢者の

活動を行っているほ

擁護に関して熱心な

業の活動を意識しな

士会としても︑他士

アプローチし︑弁護

野にもっと積極的に

権利擁護に関わる分

か︑現在は日弁連の

がら︑会員が高齢者

成年後見︑消費者被

本講演は︑財産管理︑

経験に裏付けられた

そのような豊富な

況のうちに講演は終

で締めくくられ︑盛

だという熱いエール

を組織的に行うべき

業務へ進出する支援

の権利擁護に関する

害︑高齢者虐待︑遺

了した︒

順一︶

︵会員

内嶋

言相続︑死後事務委

といった︑高齢者の

任︑ホームロイヤー

る︒

高齢社会対策本部の

講演者 延命会員

事務局長を務めてい

「これからの超高齢社会と
弁護士の役割」

ばっちり広報してきたよ！
みみんと
ゆるキャラグルメフェスティバル
のるんの

やメモ帳などを狙って︑
順番待ちの行列ができる
ほど︒隊員は朝から日が
落ちるまで汗びっしょり
になって動き回っていた︒
ゆるキャラたちのパフ
ォーマンスを楽しむご当
日に﹁みみん﹂と﹁のる

で﹁くまモン︵熊本県︶﹂ 地ＰＲステージは︑最終

９月 日︑ 日の両日︑ のゆるキャラたちの中心

ん﹂が登場︒ぶっつけ本

赤レンガ倉庫前広場で開
とともに紹介され︑巨大

立ての演技を披露し︑会

スクリーンにその様子が

場の笑いを誘っていた︒

ゆる

倉庫前の通路に面して

秋晴れの行楽日和とな

催された﹁第１回

設置された当会のブース

ったこともあり︑来場者

キャラグルメフェスティ
センターのマスコットキ
は︑来場者が必ず通る恵

は主催者発表で

番とは思えないコント仕

ャラクターである﹁みみ
まれた立地︒お揃いのブ

映し出された︒

ん﹂と﹁のるん﹂が初参
ルゾンで身を固めた﹁着

が結成以来の初出動とな

にとっては︑本イベント

子ども連れの家族やカッ

ん﹂が愛想を振りまき︑

配る中︑﹁みみん﹂﹁のる

やポケットティッシュを

﹁ み み の る 着 ぐ る み 隊 ﹂ ぐるみ隊﹂隊員が︑風船

には﹁面白かった︒また

た様子であったが︑最後

さすがにぐったりしてい

面々も︑一日が終わると

人を超え︑着ぐるみ隊の

佐藤

ちの意見に耳を傾け︑共感し
てくれた人たちの存在が︑せ
めてもの救いになりました︒
これから取材するさまざま
な裁判で︑こうした存在に新
聞記者の私が近づくことがで
きれば︑司法を取材する意義
を自分なりに見出していけそ
うです︒
横浜支局に赴任して１年半
が過ぎました︒司法という側
面から︑また新たに横浜を知
る機会になるといいと思いま

麻央︶

す︒よろしくお願いします︒
︵東京新聞横浜支局
杉原

理事者室

る大きな議論にな

は常議員会速報が詳しい

についても︑詳細

夜間相談試行の件

浜駅西口相談所の

会で審議された横

て︑第７回常議員

とおりです︒そし

たり︑対立する意見を踏

得力に富む意見が出され

が示唆され︑その後に説

て実際は後の意見の根拠

気ない質問のように見え

ことはほとんどなく︑何

なる質問︑意見で終わる

発言を聞いていると︑単

これに対し先輩会員の

です︒

ので省きますが︑ベテラ

ったことは周知の

常議員会では︑規則の

常議員会での審議事項

改正や事業実施の承認な

これまでの常議員会に

は多数に上り︑審議時間

まえた絶妙なタイミング

出席して感じたことは︑

は３時間を越えることも

ン・若手を問わず多様な

ませんが︑執行部と関連

先輩会員の発言には学ぶ

珍しくありません︒その

ど当会にとって重要事項

委員会等で事前に十分に

べき点が多いということ

中で重要議題についてス

でなるほどと思える折衷

検討されているという信

です︒私もときどき発言

ピーディにかつ中身の充

的な提案がなされること

頼が前提にあるため︑執

をしていますが︑質問だ

実した議論をする必要が

意見が出され議論が盛り

行部提案については質問

けで終わっていたり︵尻

上がりました︒

や修正意見等が出ること

切 れ 質 問 ︶︑ 理 由 を 十 分

あります︒残る任期中に

が審議の対象となること

はあっても賛否が分かれ

その役割を果たすべく発

は改めていうまでもあり

ることは滅多にありませ

に説明しないまま結論だ

言力を鍛えたいと思いま

また︑その一員としての

瞰的に見ることができ︑

会という組織の活動を俯

そうした中で︑弁護士

れる機会が多くあります︒

い弁護士会の活動にも触

す︒

があります︒

ん︒

けを言い放しになったり

ただし︑今年度はＥ

した後は反省するばかり

Ｃｏｍｏｎ試行承認の件 ︵理由なき意見︶︑発言を

について︑賛否が分かれ

篤

業務を毎日のように担当

三品

することになりますか

副会長

士会館のリニューアル工

の多い通常の弁護士業務

事 の 引 継 と 完 了 な ど︑

とは異なる貴重な経験で

して参りまし

また︑副会長は︑個別

あると思います︒

たので︑ちょ

の担当業務のほかにも︑

任期を終えたときに自

ら︑副会長としての活動

原則として︑毎週１回ず

分がどのような思いで弁

様々な業務を体験いたし

副会長に就

つ︑理事者会と呼ばれる

護士会新聞を手に取るの

うど一回りし

任した当初

会長や他の副会長との会

は︑個人で行動すること

は︑右も左も

務運営に関する会議があ

か︑後悔と反省ばかりと

ました︒

分からないと

いうことがないように︑

たことになり

いうような状況でした

るほか︑日直と呼ばれる

残りの期間を精一杯頑張

ます︒

が︑その任期も気づけば

発信・来訪者への対応等

自分が直接担当していな

の業務がありますので︑

りたいと思います︒

私の担当の中で例を挙

半分以上が経過しました︒ 弁護士会館での文書の受
ただきました︒この間︑

算案の上程と説明︑弁護
理事者室だよりをお送り

他の副会長も︑１回ずつ︑ げれば︑通常総会での予

稿を書く機会を与えてい

目の理事者室だよりの原

６月号に続いて︑２回

気づけば後半に

よ

バル﹂に︑当会法律相談

加︒着ぐるみ︑広報︑ブ

万５千

ース担当など総勢 人の

オープニングセレモニ

頑張ります﹂と広報宣伝

った︒

プルは歓声を上げて記念

︵会員

うであった︒

ーでは︑前日の﹁ゆるキ
ｍ走﹂で優勝した

ブース内で行われたク

の手応えを感じていたよ

ャラ

イズも予想を超える人気

﹁のるん﹂が見事センタ
ーポジションを獲得︒全

となり︑クリアファイル

は判決に反映されませんでし

か疑問が残ることもありま

裁判に関わった経験がありま

ちは今でもありますが︑私た

った人たちのために︑新聞に
か︒

た︒判決に納得できない気持

睦巳︶

写真を撮っていた︒

11

できることはあるのでしょう

国から集まった１４８体

裁判所の判断は﹁事実﹂と

い気持ちになりました︒

た︒記者５年目で司法の取材
されますが︑本当に正しいの

９月に司法担当になりまし
をするのは初めてです︒訴状
や判決文を読んで争点や判決
内容を理解し記事にする作業
は︑まるで国語の読解をして
いるようですが︑これから︑
もっと踏み込んだ取材をして
いけるよう精進します︒
司法は︑白か黒か︑勝ち負
けがはっきりします︒双方の
主張が受け入れられることは
なく︑必ずしも弱者が救われ
る場所ではないと感じていま
す︒もちろん︑訴えの内容に
決で主張が認められずに悔し

す︒最後の手段として法廷に

私は︑取材でなく︑実際に

がる原告らに接することがす

もよるかもしれませんが︑判

14

す︒そのとき︑私たちの思い

会員 佐藤 鉄平（58期）
だ

29

救いを求めたのに救われなか

−

発言力を鍛える
常議員会
の い ま

28

20

でに何度かあり︑やりきれな

り

センターポジションを獲得したのるん（右）

て

めまし
じ
は

横 浜 弁 護 士 会 新 聞
２ ０ １ ３ 年 １ １ 月 号（ 第 ３ １ ０ 号 ）
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本日はよろしくお願いします︒

の振動が客席まで伝わっ

手に危険な技をかけるよ

プロレスといったら怪我はつきもの
ですよね︒
はい︒ですから︑受け
うなことは絶対にしない
んですよ︒

身を徹底的に練習しま
す︒学生プロレスのうち
は︑受け身ができない相

学生時代は親に内緒に

す︒現在は妻から反対さ

そり干していたくらいで

大学卒業後はユニオンプロレスに入
団して現在も試合に出場しているそ
うですが︑ご家族は心配しませんか︒
していました︒リングパ

れています︵笑︶
︒

を し て い ま す︒﹁ 弁 護 士

んでもらえるような試合

り上がるんです︒

って対戦相手を煽ると盛

として物申す﹂などと言

あるマットを剥がしたコ

リングサイドに敷いて

凄い衝撃でした︒

から落とされたときは物

ドライバーという技で頭

プロのリングでは激しい技を受ける
こともありますよね︒

ンクリートの床にパイル

はい︒剛選手が亡くな

コにやられて何も考える

ことで︑試合中はボコボ

いうのは試合後に思った

本物の︵笑︶剛竜馬選手とタッグを
組んで試合をしたこともあるそうで
すね︒
る１か月前のことです︒

し︑実力を最大限に引き

レーニングなどをしてい
ます︒

足していただくかを工夫

弁護士業務の依頼者が

↑
東
京

日に伊勢佐木町

試合はどちらに
行けば観ること
ができますか︒

月

のラジアントホールで興

行があります︒僕も出る

てください！ショアッ

する点が共通しています︒ 予定ですので是非観に来

︵会員

永田

横
浜
駅

西口

ショアッ

高校生の頃からテレビ
てきて感激したのを覚え

ンツも自分で洗ってこっ

控室では体調が悪そうだ

出した︒マリナーズの全

横浜鶴屋町
郵便局

横浜モアーズ

★このほかに、総合相談、離婚、相続、多重債務
（無料）
などの各種相談もご用意しております。

袋からは変な粉が出てき

バッグの中にあった手

ったままだった︒

年半前の宅配便の袋に入

キャディーバッグは７

年半ぶりに再開した︒

今年の夏︑ゴルフを７

ヨドバシカメラ

プロレスラーの竜剛馬だ！

で観るようになり︑高校
ています︒

プロレスラーの剛竜馬選手を知って
いる人しか分からないマニアックな
ネタ︵？︶ですね︵笑︶︒プロレスに
興味を持ったのはいつ頃ですか︒

２年生のときに初めて生

ムは剛竜馬選手に顔が似

︒
と猛烈なファイトを見せ ︵苦笑︶

余裕がなかったんですが
ていて感激しました︒と

ったのにリングに上がる
て︑やめていいと言われ

一番苦しかったトレーニングを教え
てください︒
るまでやめられず︑結局

試合は月１回です︒ト
レーニングはまちまちで
すが︑ジムでウエイトト

どちらも僕が大好きだ

プロレスと弁護士の仕事の共通点は
ありますか︒
合もあり︑正統派スタイ

ということですね︵笑︶︒

試合を観に来てくれたと

マリナーズの誇る絶対

員一丸となった力は︑日

県民センター

楽しい︒

者

デスク

記

須山

大関

田鍋

喜多

義人

麻樹

園子

亮子

智之

英博

辰

飯島

久保田

久保

が︑全てが新鮮で︑逆に

敏樹︶ スコアも初心者に戻った

していて底が剥がれた︒

かった靴も︑ゴムが劣化

た︒当時は買って間もな

ボンは既に捨てられてい

辰︶ たので捨てた︒ゴルフズ

ち負けの問題ではなく︑

きは嬉しかったですね︒

的エース畑中隆爾会員は

弁連野球でも有名である︒

久保田

はエンターテインメント

いかにしてお客さんに満

更なる高みを目指してい

６回まで相手をノーヒッ

ただ︑マリナーズは︑

︵聞き手
性の高いお客さんに楽し

ず両チーム優勝という経

トに抑える快刀乱麻のピ

これまで全国大会では平
延長戦の末に決着が付か

単独優勝がない︒
今年は︑

れば９対０の快勝であっ

の控え選手や女子マネー

ッチング︒打線も︑糸井

ジャーが出場選手を鼓舞

淳一会員︑森弘吏会員な

年に名古屋チームと

成
を打ち崩し︑終わってみ

どの活躍で岐阜の好投手

回３点を先取した︒

この試合でも︑ベンチ

る︒

そして︑どちらも単に勝

環状1号

験こそあるものの︑まだ

ッチもあります︒僕自身

期間限定相談を実施しています。
た︒

ルの試合もあり︑デスマ

団体自体は︑女子の試

ユニオンプロ
レスではどん
な試合をされ
ていますか︒

本当にきつかったです︒

したことがありました︒

クガクした状態で試合を

１０００回続けて膝がガ

試合直前に︑先輩の指

ャンスをつくるも︑その

弁護士になってからはどのくらいの
頻度でトレーニングや試合をしてい
ますか︒

示でスクワットを始め

後の打者が凡退して得点

アウト３塁から西村誠会

本和臣会員が右中間を抜

横浜ベイシェラトン
ホテル＆タワーズ

☆夜間総合相談
（平成25年12月25日まで）
相談日：月・水・金曜日
18：00〜20：00
相談料：30分5,000円

予約受付時間/平日９：30〜17：00

電 話／045−620−8300

で観戦しました︒投げ技

大学在学中にプロレス
ていることから付けられ

ご自身でプロレスを始めたきっかけ
は何ですか︒
サークルに勧誘されて学
ました︒

なりました︒リングネー

優勝経験のある埼玉チー

できず不穏な空気が流れ

マツダスタジアムへ！

ムに予選１回戦で９対２

た︒しかし︑２回︑ワン
る同チームに苦戦も予想

員がレフト前ヒットで待

く長打を放つなど︑この

23

生プロレスをやるように

全 国 大 会 出 場 決 定！
と圧勝した岐阜ロッキー

日︑横浜マリナ

ーズは重要な試合を迎え

ズである︒好投手を擁す

９月

月に広島のマツダスタ

た︒この試合に勝てば︑
ジアムで開催される全国

され︑選手は一様に緊張
先攻のマリナーズは︑

の面持ちで試合に臨んだ︒ 望の先制点︑次打者の関

大会に出場が決定するの

初回ノーアウト満塁のチ

!!

横浜弁護士会 横浜駅西口法律相談センター

11

!!

決戦の場所は岐阜︒対

である︒

ショアッ!!と雄叫びをあげる竜剛馬選手！

TSプラザビル 4F

☆賃貸住宅トラブル相談
（平成26年３月24日まで）
相談日：毎週金曜日
９：45〜11：45
相談料：30分無料相談

長打を放つ関本会員

―「竜剛馬」として活躍する川邉賢一郎会員（65期）に聞く ―

り
岐阜を破
横 浜 ０３００２４０９

!
ッ!
ア
ショ
23

戦相手は︑全国大会で準

22

11

プロレスラーが法廷へ!!
日本初！
チーム名 一 二 三 四 五 六 七 計

（４）
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