新理事者就任披露懇親会のご案内
日時 平成 年４月３日︵月︶午後６時より
場所 ホテルニューグランド
３階 ﹁ペリー来航の間﹂

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

時間がない︒やりたい

こと︑やらなければなら

９年間お世話になりまし

士登録︒大村武雄先生に

験がありません︒皆様の

かりで︑実務委員会の経

会２期と総務的な会務ば

ングが趣味でしたが︑現

③かつてはバイクツーリ

す︒お酒も飲みます︒中

③趣味は野球とゴルフで

録︒

録と同時に同事務所入所︒ 部卒業︒平成

どんどん時間がなくなっ

そうと焦れば焦るほど︑

かしてあれもこれもこな

のロゴマークです︒

年に木村良二

在は支部や東京への移動

でも日本酒が大好きです︒ て追い詰められる︒まる

ないことが沢山あるの

には適切な初期対応が必
た︒平成

用となっています︒物心

ムで日本シリーズ黒田博

れた葉巻を命の糧に︑ど

った﹁時間の花﹂で作ら

取った︒人間から盗み取

んどんと勢力を拡大する

な機会をいただき︑感謝

しております︒市民のニ

樹の最終登板を見ました︒ ①副会長就任という貴重

エル・エンデ作︶を手に

て そ の﹁ モ モ ﹂︵ ミ ヒ ャ

んだ本を思い出し︑改め

昔読書感想文のために読

られているようだ▼ふと

で誰かに時間をかすめ取

に︑毎日気がつくと夕暮

要です︒これらの点につ
会長のもと副会長に就任

お力をいただく一年にな

プのファンで︑平成

ろしくお願いいたします︒ ついたときから広島カー

ると思います︒どうぞよ

にはハマスタで前田健太

れ時になっている︒何と

いても今後十分な議論を
しました︒日弁連で高齢

②相模原市で育ち︑県立

のノーヒットノーラン

年当会登

尽くしながら迅速に対応
者・障がい者の様々な問

年弁護士登

相模原高校︑上智大学を

田原高校︑京都大学法学

しなければなりません︒
題に取り組みました︒

経て︑平成

を︑昨年は東京ドームで

年︑弁護士登

様々な課題はあるもの

③昼夜を問わず街を歩き

録︒仁平信哉先生の事務

リーグ優勝を︑札幌ドー

し︑平成

の︑県民から信頼される

回ること︑毎朝体重計に

月

司法計画委員会︑常議員

弁護士会︑会員が誇りに

乗ること︑美術館をハシ

所を経て︑平成

年度の当会理事者に︑①新理事者と

して一言︑②略歴︑③趣味等︑について語っ

思う弁護士会を目指して

ゴすること︑音楽を聴く

から相模原で独立して現

平成
てもらった︒

一年間全力で走り続けま

ことが趣味です︒音楽は

ていますが︑なかなか上

も会員が弁護士という仕

の要請に応えつつ︑今後

だった床屋は︑お客との

とそそのかされる▼陽気

して時間を﹁貯蓄﹂せよ

達から︑人々は無駄を排

ーズや変化の激しい時代 ﹁灰色の男たち﹂︒この男

事に誇りをもって取り組

達しません︒冬はスキー

める環境を整えられるよ

柔らかいもの︵布︶を集め

っても固いものではなく
るのが趣味です︒横浜ス

も︒首に巻くもの︑とい

年

す︒どうぞよろしくお願

クラシックからジャズ︑

次 期 会 長
いいたします︒

次 期 副 会 長

年

②横浜で生まれ︑浅野高

在に至っております︒

者の自宅や近隣に出向い

う︑５年間在籍した調査 ﹁ 無 駄 な お 喋 り ﹂ を や め

室での経験も活かし︑全

て仏頂面で散髪を急ぐよ

て法律相談をするなど︑

れたある先輩に︑弁護士

仕事のスタイルを変えな

年度の会長を拝

カーフも愛用しています︒ ①弁護士会の中枢を担わ

命し︑その重責に身の引

り同大学法学部講師をし

き締まる思いです︒昨年

ております︒
③高校時代︑一応甲子園
を目指して野球部に入

うになり︑お年寄り達が

ければならない状況で

ておりました︒その関係

力を尽くす所存です︒

す︒この状況を積極的に

で︑当会野球部及びテニ

成

会の運営をするにあたっ

の会名変更によって︑弁

捉えて対応すべきだと思

①筆頭副会長という立場

①人権保障に法律の留保

た︒執行部の独善に陥っ

１杯のぶどう酒をちびち

護士・弁護士会はより一

います︒前任の三浦会長
を踏まえ︑延命会長の補

がつきかねない危機的な

てはいけない︑また弁護

びやりながら昔話に興じ

層県民のニーズに寄り添

から引き継いだ﹁成年後

ス部に所属しましたが︑

状況だからこそ︑法的サ

②群馬県前橋市で生まれ

いきめ細かな法的サービ

見 セ ン タ ー︵ 仮 称 ︶﹂ の

佐役として︑神奈川県弁

現在は活動しておりませ

育ち︑ 歳のときに親元

スを提供することが求め

護士会のために︑尽力さ

ん︒

ては︑
会員の目︑裁判所・

られています︒とりわけ

設立は︑弁護士業務の発

せていただきたいと思い

ずだという話を伺いまし

った方向へは進まないは

を意識すると大概は間違

者︶の目︑マスコミの目

年

年に第二東京弁護士

学科卒業︒横浜修習︒平

慶應義塾大学法学部法律

ました︒慶應義塾高校︑

を離れ︑横浜にやってき

で︑あちこちで小競り合

つも疲れていて不機嫌

リアに変わる︒人々はい

めに椅子もないカフェテ

駄な食事時間﹂を省くた

ていたレストランは︑﹁無

にしますと︑地域の権利

高齢者と障がい者を例

たことに伴い︑若手弁護

法曹人口が急激に増加し

防止が喫緊の課題です︒

では︑若手支援と不祥事

し︑関根幸三先生の勤務

習︒平成

部法律学科卒業︒横浜修

高校︑慶応義塾大学法学

②東京都出身︒都立青山

くお願いします︒

①会務歴はＩＴ委員会︑

律事務所に居座り宣言を

護修習先であった横浜法

学法学部法律学科卒︒弁

②県立柏陽高校︑中央大

尽くす所存です︒

を補佐して会務に全力を

の副会長と協力し︑会長

と思います︒１年間︑他

ない弁護士会であるべき

ービスの提供にとどまら

②小田原市出身︒県立小

です︒

務に取り組んでいく所存

に耳を傾けて︑誠実に会

すが︑皆さまの声に謙虚

大役が務まるのか不安で

学非才の自分に副会長の

解しました︒もとより浅

けないという意味だと理

士会の独善に陥ってもい

楽しみです︒

の試合を見るのが一番の

は小２の息子のサッカー

四十肩のため断念し︑今

んでいましたが︑腰痛と

③かつては野球に打ち込

した︒

だき︑同

村良二先生にご指導いた

に当会に登録替えし︑木

会で弁護士登録︑同

だ︒

う今の感想とは違うはず

たいでこわいです﹂とい

くにも灰色の男がいるみ

を 書 い た の か︒﹁ 私 の 近

の感想としてどんなこと

売るほどにたっぷりあっ

いが起こる▼時間なんて

年に

年当会に登録

ますので︑どうぞよろし

擁護のネットワークの中

士がＯＪＴを受けること

弁護士を経て︑同

相模原支部支部長︑公益

17

年に独立しま

40

会員の皆さんとの関係

で弁護士はその役割を十

ができにくい状況です︒

活動等推進委員会︑地域

24

入れたいと思います︒

分に果たしていません︒

更なる支援策が必要であ

年より慶応義塾大学法

独立開業致しました︒同

︵須山

園子︶

年前の私はこの本

超高齢社会が到来し︑障

ると思います︒また︑弁

10

た約

がい者に対する意思決定

護士による不祥事の防止

佐藤 正知
（54 期）

支援の必要性が叫ばれて

り︑大学ではテニスをし

糸井 淳一
（55 期）

14

検察庁の目︑市民︵利用

自ら弁護士にアクセスす

想を転換する一助になる

科大学院講師︑同

10

24

堀口 憲治郎
（55 期）

17

11

18

と期待しています︒

河合 秀樹
（50 期）

ることが難しい県民のア

①平成

延命 政之
（42 期）

クセス障害の解消に力を

15

年よ

③テニススクールに通っ

13

ロックまで幅広く聴きま

29

20

す︒酒を少々嗜みます︒

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

校︑早稲田大学を卒業し

29

ました︒平成２年に弁護

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
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徳久 京子
（51 期）

14

29

いる現在︑弁護士は依頼

18

神奈川県弁護士会新聞
２ ０ １ ７ 年 ３ 月 号（ 第 ３ ５ ０ 号 ）
（１）

信頼される弁護士会
誇りに思える弁護士会を目指して

的な仕組に始まり︑クレ
ジット機能とプリペイド
機能が複合した支払手段
が登場していることなど
が紹介された︒
次いで︑日弁連消費者

身近な自然を守る

〜北川湿地の保全
活動を振り返って〜

いない身近な自然の多く

めて考えさせられるシン

うに向き合うべきか︑改

消費者問題対策委員会
でもある池本誠司弁護士

政府の消費者委員会委員
の低地性湿地として三浦

は︑かつて県内最大規模

公害・環境問題委員会

山一郎氏により︑映像や

環境保全連絡会代表の横

場︑公務員の立場におい

他方︑教育や報道の現

武︶

は︑今も開発の危機に直

新倉

きなかったのかについ

︵会員

て︑ディスカッションを

保全の見地から︑このよ

ポジウムとなった︒

うな開発の問題にどのよ

面している︒生物多様性

神奈川県の中でも︑自

実施した︒

然公園などに指定されて

政治的中立性って何だ

では︑このような問題意

スライドを用いた︑北川

国家権力の失敗を踏まえ

冒頭︑三浦・三戸自然

識 か ら︑﹁ 決 済 サ ー ビ ス ︵埼玉弁護士会︶から﹁各
半島南部にあった北川湿

て作られたもので︑国家

問題対策委員会委員で︑

益々多様化する決済手
種決済システムと提供事

一連のシンポジウムの

ているのか︒

決済サー ビ ス と
消費者被害

スマホでの決済がごく

段︒どのような仕組で︑
と消費者被害﹂と題する

最後に︑首都大学東京大

第21回 神奈川県弁護士会人権賞贈呈式

人権賞は、石山春平氏、
山村淳平氏が受賞した。

石山氏は、小学校６年生

の時にハンセン病と診断さ
れ、1952年に療養所に強制

入院させられた。1968年に

社会復帰後、ハンセン病の

金融庁事務ガイドライン

様化に伴う割賦販売法や

局での長期収容、暴行、強制送還の実態などを明らかにした。

月自民党が行った学校教

められるところ︑昨年７

ては︑政治的中立性が求

無謀な戦争︑人権侵害︑

権力の三大失敗として︑

独裁があり︑故に︑憲法

学院教授である木村草太

﹂と題する

った︒
次いで︑ 氏 に よ る︑﹁ 政 治 的 中 立

内容についての講演があ

法に関する作文コンクール表彰式

した︒

木村草太教授 講演

どのような法規制がされ

湿地の貴重な生態系や︑

冒頭︑消
改正の動向︑消費者被害

に活動を行っていると述べた。

連絡会による保全活動の

費者決済研
に対して各事業者が負う

度から除外された人をより人間らしい方向に向けていくため

地の保全活動をテーマと

究所代表の
べき責任とその法的根拠

て、国の制度に対する疑問を持ち、非人間的になりやすい制

したシンポジウムを開催

長谷川恭男
等︑実践的な内容であっ

に立つ人間と役に立たない人間を振り分ける制度であるとし

業者の責任﹂と題する報

氏から﹁資
た︒

日本社会の在り方に問題を投げかけている。

報告は︑決済方法の多

金決済法の

強化による人権侵害の調査などを行い、在日外国人を通した

た︒

概要とトラ

送還された外国人を訪ねて証言を聞き取るなどして入国管理

後半は︑畑中

解説があり︑

点を踏まえた

間前から整理券が配られ

り︑当日は︑開演の２時

新進気鋭の憲法学者であ

において注目されている

木村氏は︑各メディア

中で重要なものが人権で

そして︑憲法の規定の

である︒

設けられているとのこと

権力分立に関する規定が

的人権を保障する規定︑

トロールする規定︑基本

において︑軍事力をコン

任務に即して慎重に考え

いては︑それぞれの場面︑

挙げ︑政治的中立性につ

いわゆる猿払事件を例に

についての実態調査や︑

育における政治的中立性

性って何だ

隆爾会員をコ

るなど︑その講演は︑市

小倉孝之会員

ーディネータ

民からの注目を集めた︒

そして︑猿払事件の最

講演が行われた︒

ーとし︑横山

あり︑その中でもとりわ

による法的視

氏と小倉会員

木村氏は︑まず︑憲法

高裁判決については︑政

の信頼の名の下で︑人権

最後に︑木村氏は︑政

の制約が正当化されたと

治的中立性が求められる

による政治を批判する言

の歴史に触れ︑憲法にお

論の弾圧や︑治安維持法

いて表現の自由が優越的

場面においては︑今後も

して批判した︒

地位を獲得した経緯につ

国民の信頼の名の下︑人

ることを考えなけれ

し︑人権を大切にす

について懸念を示

うおそれがあること

権が制約されてしま

いて語った︒

による表現の自由の制約

と述べた︒

ていかなければならない
により︑なぜ

治的中立性に加え︑国民

及し、自身の将来に還元して結論付ける論理構成に優れたも

やや難しいテーマなが

者の診察に携わる中、在日外国人の人権侵害を認識し、強制

?!

で、恋愛表現の自由やストーカー行為等の制約の必要性に言

名の参加者を得

山村氏は、医師として健康保険に加入していない外国人患

け重要なのが表現の自由

「恋愛の自由…当世恋愛事情から考えたこと」というタイトル

て︑充実したシンポであ

求訴訟を通じ、誤った施策を正すことの重要性を述べた。

であると述べ︑明治政府

高校生の部で最優秀賞を受賞した作品（高校１年生女子）は、

ら︑約

にアパートを借りることができなかったこと等を挙げ、国家賠償請

が作られた歴史について

がそれぞれ受賞した。

ブル﹂と題

動のリーダーとしても活躍してきた。

説明を行った︒憲法は︑

賞１名、優秀賞２名、高校生の部最優秀賞１名、優秀賞１名

した講演が

差別・偏見に対して実名で

貴重な湿地を

ルが開催された。応募総数51通の中から、中学生の部最優秀

あった︒

社会に訴える講演活動等を行い、川崎市で地域の障がい者活

守ることがで

考えを述べよというテーマのもと、法に関する作文コンクー

った︒
進一︶

体例を取り上げ、制約されている理由や制約に対する筆者の

講演で

佐藤

山村氏は、スピーチで、日本の教育も医療も国にとって役

告がなされた︒

当 た り 前 に な る な ど︑

6\PSR

シンポジウ

6\PSR

6\PSR

ムを開催し

?!

︵会員 青山

伺われた︒

良治︶

いての関心の高さが

れ︑市民の憲法につ

様々な質問がなさ

から木村氏に対し

講演後には︑市民

演を締めくくった︒

ばならないとし︑講

講演する木村草太教授

北川湿地への想いを語る横山氏と小倉会員

「○○をする（しない）自由」が制約されていると感じる具

50

委員長

（会員 久保田 辰）

のであった。

ットの基本

石山氏は、贈呈式のスピーチで、ハンセン病であることを理由

は︑クレジ ︵消費者問題対策委員会

その他、在日ビルマ人支援や、在留資格のない外国人の取締

池本弁護士（左）と長谷川氏（右）

回復者としてハンセン病の
受賞者（前列中央石山氏、右山村氏）を囲んで

（２）

神奈川県弁護士会新聞
２ ０ １ ７ 年 ３ 月 号（ 第 ３ ５ ０ 号 ）

人権シンポ in かながわ ２０１７

多彩なテーマで盛大に

神奈川県弁護士会新聞
２ ０ １ ７ 年 ３ 月 号（ 第 ３ ５ ０ 号 ）
（９）

障がいのある人の
現在︑過去︑未来

知的障害者の入所施設数

精神科病院の入院日数や

た多数の催しの一つとし
もＯＥＣＤ諸国中ぬきん

れではないのか︑という

思想・自己中心主義の表

世界に蔓延する弱者排除

障害当事者である奈良崎

である戸田和博氏︑知的

満男氏︑措置入院体験者

設長︵Ｙネット︶の家田

その他︑知的障害者施

１月 日︑当会と横浜
国 立 大 学 の 共 催 で︑﹁ 近

日

法施行後は最判が意義を

失うことになる︒

年２月

は︑事前求償権を被保全

最判平成

債権とする仮差押えは︑

時の最高裁判例からみた
民法改正法案﹂研修会が

されるが︑最判に沿う修

要である旨示したが︑改

めない承諾がされた場合

は︑債権譲渡に異議を留

留めない承諾の規定は削

抗できるとされ︑異議を

いた抗弁を譲受人にも対

いる︒

︵会員

高王︶

員の皆様からご批判を頂

ときに︵いつも？︶会

ある︒

されることもいっぱいで

長職に知的好奇心が刺激

とし込む作業など︑副会

を当会の会規や規則に落

っこしながら自らの思い

の交流︑法規集とにらめ

交換︑他士業の先生方と

や各委員会委員との意見

の議論︑調査室長・室員

理事者会や常議員会で

る︒

きは喜びもひとしおであ

支出を認めてもらえたと

佐野

会員に研修が求められて

実味を帯びてきた今︑全

た︒改正民法の成立が現

ぶ必要性を改めて認識し

改正の関係を意識して学

密な講義で︑判例と民法

大学教授ならではの濃

ると考えられる︒

判の法理が同様に妥当す

と位置づけられたが︑最

由ではなく完成猶予事由

更新︵現行法の中断︶事

正法案では︑仮差押えは

も中断する旨示した︒改

開催された︒講師は当会

年１月 日

ければ意思表示に要素の

正法案では︑債務者は常
は︑﹁ そ の 事 情 が 法 律 行

の譲受人保護の主観的要

に譲渡人に対して有して

正が望まれる︒

年６月１日
為の基礎とされているこ

最判平成

とが表示されていたとき

除された︒よって︑改正

副会長

則改正等︶や旅費支給に

関する会規・規則制定な

どは︑副会長職にあった

からこそ実現を目指すこ

とができたものであり︑

その作業もまた楽しいも

のであった︒

支出が必要な施策につ

等の枠組の変更︵委員会

配属時期・公益ポイント

組んだ新入会員の委員会

を目的に掲げて当期取り

るが︑うまく説得できて

の壁を突破する必要があ

だより﹂をご覧ください︶ 開き直れるのも副会長の

くは１月号の﹁理事者室

つ会計担当副会長︵詳し

断る強靱な精神力﹂を持

戴することもあるが︑い

通則︑公益活動・委員会

めんなさい︶︒

特権であろう︵会長︑ご

て自分ではない︵！︶と

場にあるのは会長であっ

ざとなれば責任をとる立

活動等分担金に関する規

﹁ 当 会 の 持 続 的 発 展 ﹂ いては﹁不合理な支出を

私には名残惜しい︒

求

件として善意無過失が必

理事者室

副会長職を敬遠する空
気もあるようだが︑１５
００名を超える会員を抱
える当会の施策に自分の
意見を反映させることが
できる副会長職の楽しみ
は代えがたいもので︑任

種村

に限り﹂取消ができると

正法案では︑動機の錯誤

錯誤はない旨示した︒改

行為の内容とされていな

当事者の意思解釈上法律

は︑動機が表示されても

最判平成

解説された︒

最高裁判例を素材として

る︒その実務への影響が

民法の成立が予想され

今年の通常国会で改正

事後求償権の消滅時効を

渡邉拓教授

会員でもある渡邉拓教授︒

17

人権シンポで実施され
て︑当会高齢者・障害者
また︑ナチス・ドイツ

でているとのことである︒
によるおぞましい障害者

の権利に関する委員会主

抹殺作戦︵Ｔ４作戦︶の

催 で︑﹁ 障 が い の あ る 人
の現在︑過去︑未来﹂と
実態についても︑自身が
出演したＮＨＫ番組のＶ

題するシンポジウムが開

ＴＲなどを使いながら説

催された︒
基調講演は︑現ＮＰＯ

そして最後に︑障害者

法人日本障害者協議会

権利条約の精神を日本中

明された︒

も全盲の障害者である藤

︵ＪＤ︶代表であり自身
井克徳氏によって行われ
に行きわたらせ︑磨きを

視点を示された︒また︑

真弓氏からも会場発言を

28

期満了が迫っているのが

！
！

た︒

後を絶たない障害者のホ

いただいた︒参加者は︑

27

かけるのが我々の責務で

ーム転落事故や﹁安永健

約１００人に達し︑大盛

27

26

副会長職は楽しい

り

あると結んだ︒

太さん事件﹂も︑障害者軽

日が早く来ればいいと︑切に

よ

藤井氏は︑昨年７月の

視による人災ではないの

況のうちに閉会した︒

一人から手紙がきたこと︒そ

願う︒

12

だ

津久井やまゆり園事件は

かとの疑念を示された︒

たこと︒春休みには手紙をく

信夫︶

︵会員

全員でいまは自分の実家にい

佐々木

藤井氏によれば︑日本の

１月︑四国の知らぬ場所か

手紙をくれた女性とその息子

いる︒男の子が︑その家族が︑

育委員会の調査はまだ続いて

癒えぬまま暮らしていて︑教

た男の子は︑いまも心の傷は

浜市の小学校でいじめを受け

各地で相次いで発覚した︒横

め問題が︑昨年末以降︑全国

福島からの避難児童のいじ

だ﹂と手紙は締めてあった︒

って︑元の暮らしに戻れそう

長男も学校に行けるようにな

と い う︒﹁ 毎 日 で は な い が︑

息子をもつある母親の話︒
にあっている︒数か月間︑学
校には行けていない︒きっか
けは些細なことだった︒背が
ちょっと小さかったり︑声変
りが周りより遅かったり︒同
級生が〝いじり〟だと思って
いたことも︑だんだんと心の
重 荷 に な っ て︑
〝いじめ〟に
変わっていった︒ある日︑母
親が家に帰ると︑長男は自分
の部屋で︑手首から血を流し
て倒れていた︒命に別状はな
かったが︑その後もリストカ
性からの手紙だった︒一年ぶ

れからほぼ毎月来るようにな

の よ う に︑ 彼 ら を〝 赦 せ る 〟

級 生 の 言 葉 に︑ 引 き こ も る

りの知らせには︑彼女と長男

ットを繰り返し︑思い出す同
日 々 は 続 い た︒
﹁息子を追い

った手紙には涙のあとがあっ

啓太︶

の近況が書かれていた︒家族

︵テレビ朝日 杉原

込んだ彼らを︑
私は許さない﹂

と

れた同級生を四国に招待した

「近時の最高裁判例からみた民法改正法案」研修会

ること︒あのあと︑同級生の

民法改正で判例の意味も変わる

ら届いたのは︑その母親の女

基調講演を行う藤井克徳氏

す
ゆる）
こ
赦（

中学生の長男は学校でいじめ

6\PSR

頑張ってるぞ、かなパブ！

名が参加した︒同日は
Ｂクラス決勝戦では︑

台にコマを進めた︒
小林・中村ペアが緩急を

快晴ではあったが︑最強
寒波が日本列島を襲った

は冒頭で述べた通り︑田

３で破った︒Ａクラス

びで宮代・飯田ペアを６

使った正に老練な試合運

に応じて︑ＡクラスとＢ
中・加藤ペアが五十嵐・

本年の初打会はレベル

日であった︒

れ︑各クラス２つのリー

日︑ ク ラ ス に そ れ ぞ れ 分 か
14

ートは歓声と熱気とで溢

ニスコートのセンターコ

横浜市泉区にある立場テ

れぞれのクラスでの優勝

リーグの一位のペアがそ

グでリーグ戦を行い︑各

挙である︒

年に引き続き２連覇の快

会に臨み︑田中会員は去

会員は優勝宣言して本大

片岡ペアを破った︒加藤

れていた︒
を目指し︑決勝戦を行っ

田中康晃会員・加藤尚
Ａ１リーグでは田中・

敬会員ペアが五十嵐崇仁
弁 護 士︵ 一 弁 ︶・ 片 岡 邦

て間もないが︑当クラブ

年最初のイベントとなっ

決勝戦である︒２０１７

毎年恒例の新年初打会の

横浜法曹テニスクラブ

田直久会員のご子息︶ペ

会員・飯田舜祐くん︵飯

２リーグでは宮代洋一元

護士︵東弁︶ペアが︑Ｂ

林雅信会員・中村千之弁

一方でＢ１リーグでは小

︵会員

井上

参加いただきたい︒

峻︶ ァイルがたくさん入って

人は是非︑イベントにご

る︒テニスに興味がある

ニスを楽しめる環境であ

ランまで︑和気藹々とテ

級者まで︑若手からベテ

立弁護士を支援するため

中には︑非常に重要なフ

では五十嵐・片岡ペアが︑ は︑テニス初心者から上

加藤ペアが︑Ａ２リーグ

５ で 破 り︑

弘弁護士︵一弁︶ペアを
決勝戦８

た初打会には︑当会会員

アが１位通過で決勝の舞

の勉強会など︑当会会員

みなさんのパソコンの

及び他会所属弁護士総勢

ところで地方に出てしま

にとって有益な事業を率

う︒

先して行っている︒この

事務所の所員が集まっ

このような事情から︑

ような公益的活動をしつ

て︑現状の課題等を分析

東京三会の都市型公設事

つも何とか赤字を免れて

務所等連絡協議会が開催

務所は︑事務所の賃料も

いるのは︑所員一人一人

された︒同協議会は︑全

興味を引いたのが︑東

弁護士会が負担するなど

階におい

回都市型公設事

北弁連にて支援してきた

手厚い保護を受けている

月４日︑東京の

見事優勝を果たした︒

私は︑当クラブに入っ

た︒

﹁おおぉぉ﹂︑１月

最強寒波 到 来 の 中 で の

昨年

−

する会議である︒

（左）加藤・田中ペア、（右）五十嵐・片岡ペア

国各地にある都市型公設

弁護士会館
て︑第

所﹂が解散したという報

の超人的な頑張りに基づ

もともと︑都市型公設

関わらず︑昨年度の決算

などは受けていないにも

は︑当会から賃料の援助

でも個々の所員の超人的

ていくためには︑いつま

的にこうした活動を続け

もっとも︑今後も継続

くというより他ない︒

事務所は︑法テラス事件

そうした中︑かなパブ

が赤字となっている︒

や国選事件など一定の公

今すぐ確認してみて下さ

を解くために口座への送

勝手に暗号化して︑それ

ートを行っていますの

れを塞ぐためのアップデ

陥︶が見つかる度に︑こ

で︑怪しいファイルはダ

染ルートとなりますの

の添付ファイルが主な感

ドしたファイルやメール

ブサイトからダウンロー

ただ︑いずれも︑ウェ

行しています︒

金を要求するもの︶も流

い︒

また︑ＯＳ︑メールソ

フト︑ブラウザなどは︑

で︑自動アップデートの

セキュリティホール︵欠

確認をオンにするなどし

ウンロードしない︑出所

ックしない︑添付ファイ

て︑アップデート漏れが

ルは開かない︑実行しな

不明なメールに記載され

ただし︑これらの対策

いということを守るだけ

たＵＲＬはむやみにクリ

をしていても万全ではあ

ないようにする必要もあ

りません︒例えば︑脆弱

でかなり被害を防ぐこと

ります︒

性を修正するプログラム

ができます︒

ルやＥＸＣＥＬファイル

なお︑ＷＯＲＤファイ

やウィルス対策ソフトの

定義ファイルが完成する

までのわずかな時間を狙

そのパソコンは︑メー

による検知が難しいマル

は︑ウィルス対策ソフト

もあります︒また︑最近

必要です︒

性がありますので注意が

ルスが混入している可能

った攻撃︵ゼロデイ攻撃︶ であっても︑マクロウィ

ルから︑ウェブサイトか

︵会員

いることと思います︒

ら︑ＵＳＢメモリから⁝

ウェアの一種であるラン

う︒

者

デスク

記

園子

良治

久子

飯島 麻樹

土居

田鍋 智之

青山

久保田 辰

須山

久保 義人

ンがいたら便利だなと思

復元してくれるリペアマ

能や肝機能を新品状態に

しい︒目のピント調節機

ィションを維持できるら

もらえば︑適正なコンデ

のリペアマンに調整して

耗していくけれど︑プロ

形するし︑フレットは磨

は木製なので少しづつ変

エレキギターの大部分

浩人︶

あらゆるところからウィ

サムウェア︵ファイルを

に最新の状態に保ち︑ま

ェックを行うよう設定し

まさかウィルス対策ソ

てください︒

フトの期限切れを放置し

尚城︶ たりしていませんよね？

内山

ルスの脅威にさらされて

います︒もし︑ウィルス

に感染してしまうと︑重

要なファイルを失った

り︑外部に漏洩したり︑

その損害は計り知れませ
ん︒

とはいえ︑パソコンを

全ての脅威から切り離す

ことは困難です︒

そうなると︑重要にな

るのは﹁ウィルス対策ソ

フト﹂の導入です︒パソ

コンにウィルス対策ソフ

トをインストールするこ
しても支援の方策を検討

な頑張りに依存すること
かなパブの活動につい

していくが︑会員のご理

はできない︒当委員会と

員 Ｍ Ｌ︵ か な パ ブ 通 信 ︶ 解ご協力もお願いしたい︒ た︑定期的にウィルスチ

ては︑これまで本紙や会

﹁ か な パ ブ は︑ 本 当 に

ではかろうじて赤字を免

ある︒それに加えて︑か

等によって紹介してきた

頑張っています！﹂

れている︒

なパブのように︑弁護士

とおり︑法テラス事件・

とはもちろんですが︑常

過疎地で活動する弁護士

国選事件の受任や司法過 ︵ 公 設 事 務 所 支 援 委 員 会
長谷山

副委員長

育成を目的としている事

益的活動を行うことを前

その 3
パソコンのセキュリティ編
（2）

務所では︑新人弁護士が

体質となりやすいもので

はじめましょう

疎地への弁護士派遣にと

提としているため︑赤字

のことである︒

赤字問題が主たる要因と

告であった︒この原因は︑ にも関わらず︑ほとんど

﹁やまびこ基金法律事務

頑張ってるぞ！
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を

どまらず︑即独・早期独

・ダウンロードファイル、メール添付ファイルに注意

−

入所し１︑２年してよう

・セキュリティホールを塞ぐためのアップデートを頻繁に

熱き決戦

最前線
ブ
なパ
か

28

やく一人前になってきた

・ウィルス対策ソフトを導入し、かつ、最新状態に保つ

11

13

（10）

神奈川県弁護士会新聞
２ ０ １ ７ 年 ３ 月 号（ 第 ３ ５ ０ 号 ）

