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延命政之新会長に聞く

〜ユーザーである県民の視点を大切にしたい〜

通常総会開催のお知らせ
日時 平成 年５月 日︵火︶ 時 分〜
場所 関内ホール 小ホール
けたいですね︒
高齢者や障害者の権利
擁護をするには︑弁護士

事をしています︒

会員に対して一言

す︒

それぞれの地域において

県民のために役立てるよ

成もします︒若い会員が

ている基本的人権の擁護

条で弁護士の使命とされ

たないと︑弁護士法第１

弁護士会が自治権を持

のためにあるのです︒

弁護士自治は市民・県民

かり検討し︑それを具体

めに何ができるのかしっ

す︒弁護士会は県民のた

と対応することが必要で

止めて︑会としてきちん

いるのかしっかりと受け

高齢者や障がい者の権

ね︒

仕組みになれば良いです

することができるような

題をワンストップで解決

れば権利擁護に関する問

称 ︶﹂ が︑ そ こ に 相 談 す

して︑県民が何を望んで ﹁ 成 年 後 見 セ ン タ ー︵ 仮

対策の骨組みを作りたい

得た上で︑会規で不祥事

とが必要です︒

階で不祥事に対応するこ

す︒不祥事防止と初期段

対する信頼が揺らぎま

と︑弁護士や弁護士会に

による不祥事があります

のニーズをすくい上げて

ある県民に近づいて︑そ

さんの専門性も違うの

力的な人ばかりです︒皆

人全く違うタイプで︑魅

当期の副会長は一人一

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

のロゴマークです︒

山山 ゆ り

少し前まで私の事務所

に司法修習生が研修に来

はもちろん︑格好悪い所

中嶌

１人１人に対する感謝を

横浜地方裁判

後︑富田善範

者の紹介の

懇親会では︑新旧理事

や社会的弱者の人権擁護

るとし︑立憲主義の堅持

民・市民の人権擁護にあ

在意義や自治の目的は県

命会長は︑弁護士会の存

会長が挨拶を行った︒延

り︑家族よりも司法修習

ったのは 年近く前のこ

と︑私が司法修習生であ

なった▼思い返してみる

したりする貴重な機会に

仕事の進め方を見つめ直

を再確認したり︑自分の

務上の処理の理論的根拠

問を感じていなかった実

め︑自分としては何も疑

な司法修習生であったた

トにぶつけてくれる素直

生と過ごす時間の方が長
慶子︶ かった▼疑問をストレー

どうぞよろしくお願い

延命執行部の門出︑
盛大に祝福される

〜新理事者就任披露懇親会〜

参加を得て︑ホテルニュ

込めた挨拶を述べた︒

年度

ーグランド﹁ペリー来航

４月３日︑平成

新理事者就任披露懇親会

次いで︑今年度の理事

所長︑大門匡

のため︑弁護士会として

者が登壇し︑延命政之新

横浜家庭裁判

催された︒

の間﹂において盛大に開
名の

が︑国会議員や県内諸団
体の代表者を含む

来賓と１５９名の会員の

所長︑林文子

横浜市長︑吉

とであった︒目にするこ

と︑耳にすることの全て

が初めてのことばかり

で︑とても刺激的な日々

であった︒希望もあった

が同じくらい沢山不安も

あった気がする︒社会人

その後︑昨

理事者への激

市長から︑新

た︒会場には若手会員の

拶が行われた︒ り︑その後は歓談となっ

励を込めた挨

姿も多く見られ︑延命執

検事正の挨拶で乾杯とな

大谷晃大横浜地方検察庁

新旧会長の挨拶の後︑

修習生は新しい配属先で

の吹く５月︑きっと司法

あった︒気持ちの良い風

せてくれる貴重な時間で

日々は︑私を初心に帰ら

ある▼司法修習生のいる

諸課題に取り組んでいく 経験がなかったことから
ことを抱負として述べた︒ 色々な場所で非礼を働い
てしまった気もし︑穴が

年度の理事者

行部の門出を飾るにふさ

も︑現場に新鮮な風を吹

︵早川

和孝︶

大輔︶ き込んでいるに違いない︒

あったら入りたい気分で

が壇上に並

わしい︑活気に満ちた就

田渕

任披露懇親会となった︒

︵会員

び︑三浦修前

ら︑前副会長

アを交えなが

会長がユーモ

田雄人横須賀

ていた︒頑張っている所

みを作りたいと考えてい

もすべて見てもらおう

と︑２か月間密着マーク

ます︒

また︑県民が弁護士や
会員が誇りに思う弁護

繰り返しになります

をしてもらった▼２か月

会だけで対応することは

士会を目指したいと思い

が︑県民から信頼される

弁護士会に対して何を望

困難です︒アンテナを張

ます︒執行部からいろい

弁護士会を目指します︒

県民の皆様への
メッセージ

っていろいろな組織とネ

ろと提案をさせていただ

より身近な弁護士会を目

します︒

間︑寝食を共にすること

ットワークを組む必要が

きます︒会員の皆さんと

指します︒誰でも弁護士

んでいるのかを知るため

あります︒関係機関と構

議論をしながら︑柔軟に

︵聞き手

奈川県弁護士会に変更さ ﹁ 医 療 ﹂ と﹁ 介 護 ﹂ の 連

うな仕組みを作っていき

大多数の会員は真面目

と社会正義の実現ができ

化していくことによっ

利擁護を図ることで︑弁

と考えています︒

対応していく︑そんな仕

で︑刺激を受けながら仕

に︑県内すべての市町村 まではなかったが︑少な
を訪問したいと思います︒ く と も 昼 食 は 一 緒 に と

築したネットワークの中

に相談できるような仕組

携を中心とする﹁地域包

たいと思います︒

にあたっての抱負をお
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やって行きたいと思いま

れました︒以前にも増し

括ケアシステム﹂の構築

てのお 考 え をお聞か

社会に対応する権利擁護

に職務を遂行しているの

せください︒

センターが必要です︒今

ですが︑ひとたび弁護士

聞かせください︒
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で専門性を生かしていく
ことが大切です︒
﹁ 成 年 後 見 セ ン タ ー﹂
では研修も行い︑専門的

て県民のための弁護士会

が始まっていますが︑そ

な対応ができる人材の育

となるよう︑県民の弁護

こには﹁権利擁護﹂の視

より横浜弁護士会から神

士や弁護士会に対するア

点が不可欠です︒

とうございます︒就任

県民に信頼される弁護
クセス障害を取り除くこ

不 祥 事 対 策 に つい

士会を目指したいです

とを更に具体化していき

に受け取られがちです

年度創設を検討している

なくなってしまうため︑

て︑県民からの信頼を得

護士会に対する県民の信

会員のコンセンサスを

弁護士自治が認められて

ることになるのだと思い

組みの一つとして﹁成年

新執行部の特徴

後見センター﹂を位置づ

と思います︒ユーザーで

いるのです︒

超高齢社会が到来し︑

えているのですか？

具体的にはどのように考

セス障害対策について︑

権利擁護や県民のアク

頼も高まるのではないか

そのためには︑弁護士

が︑
そうではありません︒ 会が県民にアウトリーチ

弁護士会にも︑超高齢

ね︒弁護士自治というと
たいですね︒

新会長ご就任おめで
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弁護士のためにあるよう

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

ます︒
そう考えると︑弁護士
会は弁護士のためにある
というよりも︑むしろ市
民・県民のためにあると
いう視点が重要だと考え
当会は名称も昨年４月

ます︒

壇上に勢揃いした平成 29 年度の理事者たち
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最近は依頼者との連絡

手段としてメールを利用

することも多いと思いま

ール送信の場面で警戒し

が︑セキュリティ上︑メ

非常に便利なメールです

さて︑連絡手段として

はとても便利です︒

の連絡手段としてメール

ます︒また︑Ｇｍａｉｌ

要したりする機能もあり

送信ボタンのクリックを

に送信するにはもう一度

に移動するだけで︑実際

リックしても送信トレイ

きたり︑送信ボタンをク

誤送信以外にも︑メー

記載するのはＮＧです︒

ール本文にパスワードを

合せ時に決めるとよいで

毎に異なるものにし︑打

う︒パスワードは依頼者

ことはできないので安心

レスは他の受信者が見る

ファイルを送る際に︑メ ﹁ Ｂ Ｃ Ｃ ﹂ に 入 れ た ア ド

しょう︒もちろん︑添付

です︒

に入れておきましょう︒

の ア ド レ ス は﹁ Ｂ Ｃ Ｃ ﹂

ような場合には︑送信先

い方がよいと考えられる

ておきたいのは︑何とい
には︑送信を取り消す機

っても﹁誤送信﹂です︒

ールソフトにどのような

また︑使用しているメ

イです︒

しょう︒これはイロハの

か︑を送信前に確認しま

アドレスになっていない

いがないか︑意図しない

当にこのアドレスで間違

関わるような内容︵線引

体的には︑事件の中身に

おく必要があります︒具

限に留める手段も講じて

考えて︑情報漏洩を最小

まった﹁事後﹂のことを

しては︑誤送信をしてし

が︑セキュリティ対策と

信を防ぐための手段です

以上は﹁事前﹂に誤送

で︑メールを一

まいます︒そこ

に表示されてし

がメール受信者

全員のアドレス

れてしまうと︑

や﹁ＣＣ﹂に入

ドレスを﹁ＴＯ﹂

す︒送信先のア

流出がありま

ールアドレスの

そしてハイセンスな賞を

・ＴＯ、ＣＣ、ＢＣＣの違いを理解して、ＢＣＣを活用する
ができないかと思い立ち

で︑何か会務のお手伝い

さぞかし会議もピリピリ

た猛者ばかりですので︑

い選挙戦を戦ってこられ

本年度の常議員は激し

で︑お手柔らかに︒

た︒もちろん冗談ですの

か筆が滑ってしまいまし

と決めつけて︵実際に私

常議員に立候補したとこ

としたテンションの高い

お願いします︒

１年間どうぞよろしく
ろ︑無党派かつ適齢期と

ものになると予想してお

を負わされてしまいまし

外は熱心に読まないもの

年度の副議長になる方以

副議長の挨拶なんて来

ます︒

ね︒︶
︑私には判断しかね

最初に挙げるべきです

らしすぎるのか︵これを

副会長のプレゼンが素晴

味がないのか︑はたまた

いて特定案件以外はご興

るいは常議員の皆様にお

静けさというべきか︑あ

でした︒これは嵐の前の

子抜けするほど無風状態

りましたが︑第１回は拍

・機密性の高い内容はメール本文に記載せず、パスワードをかけた添
付ファイルで送る

がそうでした︒︶
︑いささ

武司

・メールソフトの誤送信防止機能を利用する
た︒本当に感謝です︒

岩田

中庸を旨としたい
副議長

期です︒３月まで司
法研修所の民事弁護教官

・メール送信前には宛先のアドレスを確認
いうことで副議長の重責

を拝命しておりましたの

奈津子︶

︵会員

誤送信防止の機能が付い

きが難しいですが︶はメ

斉送信したい

徹

１年間かけて考えていき

高橋

ル送信の場面で注意した

ているかを調べて︑それ

ール本文に記載せず︑パ

が︑お互いの送

い点として︑メ

を利用してみましょう︒

スワードをかけた添付フ

秒︶︒

能もあります︵現時点で

例えば︑送信ボタンをク

ァイルに記載しましょ

は最大で

この誤送信を防ぐため

の調整といった細々とし
リックしてから○秒後に

に︑まずは︑送信先が本

た連絡や︑期日の報告︑
送信するという設定がで

小賀坂

気配りしていきたいと思

議長
は激論がたた

います︒
ところで︑常議員会に

かわされるこ
ともあるでし

います︒前議長︵現会長︶

１年間皆勤したときに

は財力にものをいわせ高

ょう︒議論が

いことではあ

額な商品を授与したよう

は︑議長から皆勤賞を授

りませんが︑それをうま

ですが︑このような悪し

与するのが慣例となって

く整理し︑できる限り一

き前例にとらわれず︑質

とは決して悪

致点を見出せるよう議事

熱を帯びるこ

運営を行っていきたいと
また充実した議論の実

素で気持ちのこもった︑
現と共に効率的な議事進

たいと思っています︒そ

思います︒

行を心がけ︑常議員の負

れなりにご期待を︒

信先を知らせな

また起案した書面を確認

その４
メールのセキュリティ編〜送信の場面〜

してもらう等︑依頼者と

はじめましょう
担が大きくならないよう
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す︒例えば︑打合せ日時

を

充実した討議と効率的な議事運営︑
そして皆勤賞をどうするか

常議員会は︑総会に次
ぐ意思決定機関ですの
で︑当会の重要課題が議
論されます︒
とりわけ今年度は激し
い選挙戦が繰り広げら
れ︑ そ れ を 勝 ち 抜 い た
方々が常議員となってい
ますので︑議題によって
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正・副議長就任あいさつ
常議員会

（２）

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

新理事者就任披露来賓の方々

︵順不同・敬称略︶

横浜地方裁判所長
富田 善範
大門
匡
横浜家庭裁判所長
横浜地方検察庁 検事正
大谷 晃大
須須木 永一
神奈川民事調停協会連合会 会長
仁平 正夫
神奈川家事調停協会連合会 会長
日本司法支援センター神奈川地方事務所 所長
高橋 理一郎
林
文子
横浜市長
横浜市市民局長
西山 雄二
鯉渕 信也
横浜市健康福祉局長
横浜市健康福祉局 福祉保健課 担当係長
伊藤 浩美
横須賀市長 兼 神奈川県弁護士会市民会議委員
吉田 雄人
かながわ民進党神奈川県議会議員団 副団長
作山 友祐
松本
純
衆議院議員
衆議院議員
菅
義偉
衆議院議員
小此木 八郎
浅尾 慶一郎
衆議院議員
坂井
学
衆議院議員
衆議院議員
上田
勇
衆議院議員
鈴木 馨祐
笠
浩史
衆議院議員
衆議院議員
甘利
明
衆議院議員
義家 弘介
山際 大志郎
衆議院議員
阿部 知子
衆議院議員
志位 和夫
衆議院議員
篠原
豪
衆議院議員
衆議院議員
畑野 君枝
もとむら 賢太郎
衆議院議員
佐々木 さやか
参議院議員
島村
大
参議院議員
参議院議員
真山 勇一
牧山 ひろえ
参議院議員
松沢 成文
参議院議員
三浦 の ぶ ひ ろ
参議院議員
小島 忠男
東京地方税理士会 会長
星野
務
神奈川県司法書士会 会長
日本公認会計士協会神奈川県会 会長 高品
彰
神奈川県土地家屋調査士会 会長
岩倉 弘和
神奈川県土地家屋調査士会
境界問題相談センターかながわ センター長
西田 貴麿
長瀬 眞彦
神奈川県社会保険労務士会 会長
一般社団法人神奈川県不動産鑑定士協会 専務理事
坂本 圭一
水野 晴夫
神奈川県行政書士会 会長
公益社団法人神奈川県社会福祉士会 会長
山下
康
公益社団法人神奈川県社会福祉士会 副会長
小島 操子
高木 秀明
神奈川県臨床心理士会 会長
横浜商工会議所 理事・中小企業相談部長
山之井 功
川崎商工会議所 専務理事
小泉 幸洋
株式会社神奈川新聞社 代表取締役社長
並木 裕之

人税法１３２条の２を適

岩﨑教授は︑初めて法
法の根拠条文とともに分

再編税制の概要が法人税

研修では︑まず︑組織

釈について︑下級審判決

件に係る最高裁判決の解

れるもの﹂という適用要

せる結果となると認めら

税の負担を不当に減少さ

日︑当会と横浜

国立大学の共催で標記の
用して組織再編成を利用
かりやすく説明され︑法

３月
研修会が開催された︒
人税法になじみが薄い受
の解釈と対比されながら

年２月
講者でもその後の解説を

最高裁平成
判決︵ヤフー事件及びＩ

租税法学会の理事や国税
庁国税審議会の会長︑税

紛争解決センター研修会

ＡＤＲ活用による

ームは複雑で︑判例掲載

始まる組織再編成のスキ

社︶の完全子会社化から

Ｓ︵ＩＤＣＦとは別の会

フトバンクによるＩＤＣ

が詳細に説明された︒ソ

長による更正処分の内容

れる︒平成

年度には５

げ︑研修意欲を高めてく

おり︑参加者の視野を広

かりやすい講義となって

マで開催されている︒い

は︑毎年多種多様なテー

横浜国大との共催研修会

ＤＲとしては︑神奈川住

当会が関与しているＡ

施しているものである︒

うことを目指して毎年実

を理解し︑利用してもら

が関与しているＡＤＲ

た︒この研修会は︑当会

とした研修会を実施し

は︑主に新人会員を対象

解決センター運営委員会

３月３日︑当会の紛争

の多くは若手会員であっ

研修会に参加した会員

用性について説明がなさ

ターを利用することの有

り具体的に紛争解決セン

度な内容でありながらわ ︵ 裁 判 外 紛 争 解 決 手 続 ︶ た経緯などを紹介し︑よ

ずれも大学教授による高

宅紛争審査会︑日弁連交

事例を通じて解決に至っ

を抜き出し︑実際の解決

決事例集から５つの事例

紛争解決センターでの解

のほかに︑昨年作成した

は︑各手続の概要の説明

紛争解決スキルアップ

誌の解説を読むだけでは

回開催され︑本年度も開

決の意義と射程をより深

理解する素地が作られた︒ 解説がなされ︑最高裁判

なかなか理解しにくいも

催が見込まれる︒貴重な

たが︑講師の説明に耳を
佐野

高王︶ ターがある︒各手続につ

川県支部︑紛争解決セン

問があがり︑充実した研

研修会の最後に多くの質

会員も多くいた︒また︑

傾け︑熱心にメモを取る

年度に始まった

のであるが︑岩﨑教授の

通事故相談センター神奈
︵会員

平成

説明によりスキームの全

機会を多くの会員に享受

スキームと︑所轄税務署

体像を把握することが可

してほしい︒

その上で︑法人税法１

いて運営委員会の委員か

修会となった︒

純代︶

更に今回の研修会で

方法について

く︑その解決

ない事件も多

訴訟になじま

ないものの︑

は解決に至ら

での話合いで

民事紛争には︑当事者間

各会員が相談を受ける

ら制度概要やその特徴︑
している人はたくさんいるの

吉川

横浜支局

どの説明がなされた︒

利用する際の手続方法な

い︒個々さまざまな感情や事

ではないかと改めて感じた︒
某復興相は

情があるのに十把一絡げにし

︵共同通信社

きながら突き詰めていきたい︒

士の先生方にもご教示いただ

一番近くでサポートする弁護

けずに書けるのか︑当事者の

伝わるのか︑どうすれば傷付

れている︒どうすれば正確に

た今︑避難問題が再び注目さ

打ち切りなどが取り上げられ

災いじめが騒がれ︑住宅支援

各地の原発訴訟が進み︑震

だきたい︶︒

自己責任で考えを改めていた

仕方にある︵注

その一因は間違いなく報道の

３２条の２にいう﹁法人

27

ている感じがする︒

某復興相の﹁自主避難は自
己責任﹂発言が飛び出した時︑
〝自主避難〟について勘違い

れた︒

能となった︒

次に︑ヤフー︑ＩＤＣ

ＤＣＦ事件︶を題材に︑

「自
主
ことが多々あるのだ︒もっと

く学ぶことができた︒

同規定の適用範囲につい

クチクと傷付けているのだろ

言えば﹁被災者﹂
﹁避難者﹂
﹁遺

Ｆにおける組織再編成の

務大学校の客員教授等も

じゃないかと言われるかもし

務められた︑租税法の第

私が記者という仕事に就い
れないが︑事実を淡々と伝え

き付けられてきた︒その中で
違和感を持ち続けているのが
﹁自主避難者﹂という言葉だ︒
区域外避難を〝自主〟と名付
けた人に悪気はないのだろう
が︑どうにも﹁勝手に積極的
に逃げてきた﹂という言葉の
印象が拭えない︒好きこのん
で古里を離れ︑慣れ親しんだ
生活を手放し︑子どもを転校
させ︑家族と別居する人が︑
一体どこにいるだろうか︒
記事に﹁自主避難﹂と書く

うと申し訳ない気持ちにな

たびに︑原発事故被災者をチ

葉
言
う

たのは２０１１年４月︒常に

て解説を行った︒
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一人者である︒

28

講師の岩﨑政明教授は
日

分かりやすい語り口の岩﨑教授

した租税回避を否認した

13

る場面では使わざるを得ない

ヤフー・
ＩＤＣＦ事件
最高裁判決の解釈について

東日本大震災関連の課題を突

法人税法132条の２所定の租税回避否認規定の適用範囲

族﹂という言葉も使いたくな

苦慮する会員

も多いのでは

ないかと思

う︒そんなと

きには︑当会

のＡＤＲを積

極的に活用し

てほしい︒

ンター運営委

︵紛争解決セ

員会副委員長

和之︶

年３月 日までに出席のご連絡をいただいた方を掲載︶

横浜家庭裁判所委員会 委員
株式会社神奈川新聞社 地域連帯局局長 兼 読者
藤塚 正人
相談室長
株式会社神奈川新聞社 統合編集局長
角田 照司
神奈川県弁護士会市民会議 委員
株式会社神奈川新聞社 経営企画部長 佐藤 奇平
高山 一郎
共同通信社 横浜支局 支局長
柵木 真也
時事通信社 横浜総局 総局長
野呂 法夫
東京新聞社 横浜支局 支局長
日本経済新聞社 横浜支局 支局長
伊藤 浩昭
小川 純子
日本放送協会横浜放送局 局長
読売新聞 東京本社 横浜支局 支局長
谷口
透
横浜司法記者クラブ 神奈川新聞
高田 俊吾
横浜司法記者クラブ 朝日新聞
古田 寛也
横浜司法記者クラブ 東京新聞
加藤 益 丈
横浜司法記者クラブ ＮＨＫ
戸叶 直宏
内野
優
横浜司法記者クラブ ＴＢＳテレビ
横浜司法記者クラブ 読売新聞
脇西 琢己
小林 愛子
横浜司法記者クラブ 日本テレビ
神奈川県弁護士会綱紀委員会委員
神奈川大学大学院 法務研究科 教授 栗田 陸雄
神奈川県弁護士会綱紀委員会委員
関東学院大学法科大学院 教授
志村
武
神奈川県弁護士会資格審査会委員・神奈川県弁護士
会懲戒委員会委員
横浜国立大学大学院教授
岩﨑 政明
神奈川県弁護士会懲戒委員会委員
株式会社神奈川新聞社報道部長
鈴木 達也
田代 末廣
横浜検察審査協会 会長
増田 憘昭
横浜検察審査協会 副会長
社会福祉法人横浜市社会福祉協議会 会長
大場 茂美
神奈川県弁護士会市民会議 委員
社会福祉法人神奈川県社会福祉協議会 会長
篠原 正治
福田 裕行
神奈川県労働組合総連合 議長
神奈川県消費者団体連絡会 事務局長 丸山 善弘
神奈川県生活協同組合連合会 会長理事
當具 伸一
山口 信郎
神奈川県保護司会連合会 会長
公益財団法人神奈川県暴力追放推進センター 専務
山田 高志
理事
横浜国立大学 学長
長谷部 勇一
横浜国立大学大学院国際社会科学研究院 法律系長
教授
荒木 一郎
横浜国立大学大学院国際社会科学研究院 法曹実務
芳賀 良
専攻長 教授
神奈川大学大学院 法務研究科委員長 鶴藤 倫道
神奈川県弁護士会市民会議 委員
牧野 孝一
日本弁護士政治連盟 神奈川支部 支部長
杉﨑
茂

︵平成
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とい
難者」
避

28

開催
横浜国大との共催研修会
る︒じゃあ使わなければいい

廣瀬

29

充実した研修会が行われた

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

いままに他人を裁き︑ま
た︑弁護士会において人
権の擁護を掲げることな
ど︑そもそもできること
なのかという問いを投げ

続けています︒恒例のスキーツアー︒

る︒日弁連も国際人権条

的な理由のない差別であ

経験をお持ちの梁弁護士

よって採用を拒否された

を受けながら︑最高裁に

ない︒弁護士会から推薦

して取り組み続けなけれ

問題を自分自身の問題と

私たちは︑身内の人権

を開催した︒今年度の行

毎年恒例のスキーツアー

まで３泊４日の日程で︑

では︑３月２日から５日

横浜法曹スキー同好会

でツアーを満喫した︒

参加者は︑各々のペース

のために捧げる者など︑

パで疲れを癒す者︑家族

に帰宅した︒

すこともなく︑全員無事

分に楽しみ︑怪我人を出

横浜法曹スキー同好会

３月８日︑兵庫県弁護
約に反する違法があると
ばいけないし︑今回の勉

外国人会員の調停委員就任
を考える勉強会
士会の梁英子弁護士を講
し是正を求める意見書を
の実体験に基づく言葉は

かけられているように感

師として招き︑人事委員
年

海道の旬の幸に舌鼓を打

キーも充実しており︑北

もちろん︑アフタース

員以外でも︑家族同伴で

ノーボーダーも︑当会会

員を大募集している︒ス

じた︒

会と人権擁護委員会の共
提出し︑当会も平成

コース総滑走距

も︑途中参加も︑アフタ

交流も盛んであり︑既に

他会のスキー愛好会との

画も進行中である︒

決定し︑海外ツアーの企

㎞を誇るルスツスキ

ち︑ピアノの生演奏を聴

来期の合同合宿の開催が

離

先は︑

のであった︒

強会はその一歩となるも

強会を通じ︑司法が自ら

重いものであった︒本勉

当同好会では︑新規会

催で標記勉強会が開催さ
７月常議員会の議を経て

現在多くの弁護士が︑ ﹁ 調 停 委 員・ 司 法 委 員 お

れた︒

ーリゾート︑宿泊はウェ

ースキーのみの参加でも

引き起こしている差別す ︵人権擁護委員会委員長

大歓迎である︒近年は︑

よび人権擁護委員につい

き︑暖炉のある部屋での

小法廷・大法廷等の見学

は︑必ずしも多数意見を

松原

範之︶

編集委員会の記者とし

を引き継ぎました︒

三谷前デスクから大任

︵会員

非︑筆者までご連絡を︒

も興味のある会員は是

たくの初心者も︑少しで

遠のいている人も︑まっ

しばらく雪山から足が

懇親会など︑それぞれ十

である︒
スキーツアーといって
も楽しみ方は人それぞれ
であり︑自由そのもので
ある︒スキー場の安全管
理の視察と称して︑全リ
フトに乗車し︑全コース

３月１日︑人材育成支

を走破し︑ツリーランま
で楽しむ者︑スキーもほ

否定するとは限らず︑多

担う場合もある﹂という

を行った後︑懇親会が開

示唆に富んだ話もいただ

援委員会の企画で︑最高

懇親会では︑和気藹々

いた︒加えて︑特に印象

どほどに温泉に浸かりス

とした雰囲気の中︑大橋

数意見を補完する役割を

裁判官から様々な話を伺

催された︒
大橋正春裁判官との懇談

その中で

できた︒

の意見のどこが違うかの

するというよりも︑互い

意見を通すために説得を

本職の記者の方には遠

りにしてきました︒

護士会の歴史を目の当た

た︒３月末で退官となる
に続き︑
審議室・図書館・

年間にわたって弁
最終戦は中国・北京︒

も︑﹁ 審

な感覚も記者の仕事の醍

前半から点の取り合いと

わかってくることがあ

気を引き締めて頑張っ

醐味なのかもしれません︒

く及ばないのですが︑き

る﹂という︑説得を生業

てまいりますので︑ご指

っと歴史の立会人のよう

が全員同

とする弁護士にとっても

導ご鞭撻のほどお願いい

確認をする場であり︑違

じであっ

目から鱗の落ちるような

いを確認していくうちに
を目指し︑攻撃を続ける

ても理論

話であった︒

議 の 結

が︑カウンターから追加

構成が全

果︑結論

点を許し万事休す︒更に

員違うと
てみれば２

との話に

似合う︒ドラマに出てく

が あ る ﹂ という言葉がやはりよく

いうこと
は三連敗となったが︑全

最終結果は８位︒最後
試合全力で戦い抜いた充

るような大法廷の裁判官

隆︶

一同は大

松本

実した交流大会であっ

︵会員

いであろう︒

席に座らせてもらえたこ

見の存在

﹁反対意

変 驚 い
健太︶

た︒また︑ とを出席者は一生忘れな
楠瀬

た︒次回大会は︑２年後
︵会員

に予定されている︒

者

デスク

中嶌

早川

健二

慶子

和孝

記

高橋

大輔

西

慎司

雄一郎

安達

波田野馨子

田渕

最 高 裁 判 所 は﹁ 荘 厳 ﹂ たします︒

５の敗戦︒

３の状況︒当会は同点

て︑

山頂に到達した参加者たち

１点を追加され︑終わっ

なり︑試合残り５分で２

的だったのは︑
﹁合議は︑

勝敗がつかずさらに続

裁判所見学会が実施され

最高裁見学と
最高裁裁判官との懇談

正男︶ スティンルスツリゾート

各地の弁護士会からの推
本田

ら解消することもできな

本勉強会は︑当会が更

ての実質的な国籍要件に

なる取組を行う前提とし

関する意見書﹂を公表し

躍をしている︒しかし︑
て︑会員間の意識を高め

薦に基づき︑調停委員・

最高裁は︑外国籍の弁護
るために企画されたもの

司法委員・参与員等とし

士に対しては︑法律上の

ている︒

要件を充たしているにも
である︒

て裁判所で仕事に就き活

かかわらず︑その採用を
ついて︑私たちは感覚を

少数者の権利の侵害に

このような最高裁の対

拒否し続けている︒
研ぎ澄まさなければなら

戦は中国・深圳︒スピー

第４戦の相手はＪＡＰ

り返したものの︑後半に

半を３

２ 失 点︒ 決 着 は Ｐ Ｋ 戦

うことが

く︒しかし︑当会８人目

ル︒前半に松原範之︑後

第２戦の相手はモンゴ
半には金島が得点を挙

日

にかけて︑ベトナム・

げ︑守備陣も相手を完封︒ い敗戦︒
８進出を決めた︒

37

のキッカーが外してしま

ハノイにて︑アジア

２ ０で勝利し︑ベスト
チーム

法曹サッカー大会が

３月 日から

42

開催された︒アジア
カ国︑計

予選リーグの相手

ドのある深圳を相手に守

ベスト４がかかる第３
は︑マレーシアとモ

３の

ＡＮ ＵＮＩＴＥＤ︒関

完敗であった︒

も更に１失点︒０
太の先制点を皮切り

西の弁護士会を中心とす

ア︒当会は︑金島悠

０で折り返
失ったものの︑及川

に︒ＰＫ戦は５人を終え

−
１
の大勝となった︒

点を追加し︑６

健一郎のＰＫなど２

１とリードし折

る連合チームである︒前

を４

に得点を重ね︑前半

−

初戦はマレーシ

も含め初対戦である︒ ２点を先制され︑後半に

備陣が決壊︒前半早々に

が参加した︒

−
ンゴル︒過去の大会

21

14

26

−

−

23

す︒後半には１点を

−

−

10

応は︑国籍に基づく合理

北京 チ ー ム と の 記 念 撮 影

通信

講義を行う梁英子弁護士

27

走りきってアジアベスト８
サッカー部

（４）

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

