弁護士業

提案どおり可決された︒
◆第６号議案
務適正化対策会規一部改
正

年５月

会規一部改正により︑依

見も出されたが︑結果と

のではないかといった意

戒手続に付されたことの

◆第４号議案

いため︑当会適正化対策

応することは負担が大き

置を当会執行部のみで対

た︒しかし︑それらの措

とができることとされ

４月１日より施行される︒ い︑また報告を求めるこ

用の継続許可の明確化︑

同組合などによる会館使

正や︑神奈川県弁護士協

ことに合わせての字句修

室の名称が新しくなった

ル工事により会館内会議

当会会館のリニューア

いた罷免のほか︑司法修

て︑これまで設けられて

修習生に対する処分とし

正する法律により︑司法

弁護士法人会費の負担割

を考慮し︑当会における

の財政に与える影響など

員欠亡による解散が当会

いわゆる一人法人の社

◆第５号議案

提案どおり可決された︒

同議案は︑全会一致で

択や︑その他手続の簡易

回神奈川

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

４月となり︑新年度が

始まり︑時期的には入学

ルールの整備等を目的と

低くなっているな

会員の割合は更に

職者に占める女性

月は裁判官の異動のため

まりなく︑ただ３月︑４

ても仕事自体の変化はあ

のロゴマークです︒

や入社の時期である︒私

した会規の改正提案がな

の場合は︑新年度といっ

され︑全会一致で提案ど

裁判の期日があまり入ら

当会では︑これまで男

参画社会にむけての宣言

◆第９号議案

取扱いの防止等といった

登用︑性別による差別的

職者への女性会員の積極

の基本計画の整備や︑役

とについて触れられた︒

る趣旨のものではないこ

イノリティの視点を排す

中で︑同宣言案が性的マ

なお︑提案理由の説明の

に平成４年に結成され︑

込められた力強くも清ら

を披露︒平和への思いが

︵古西

わったと思う︒

達夫︶

関係の基本的なことを教

ぶ違ってくるという人間

より︑自分の感情もだい

してどのように思うかに

ことができた︒他人に対

と４年間楽しく生活する

ることもなく︑大家さん

れたときも特に腹を立て

大家さんから小言を言わ

く覚えていたおかげか︑

が︑祖母の言葉だけは良

ての一人暮らしであった

ことを言った▼私は初め

うに思いなさい﹂という

っているんだ︑というよ

大切な部屋を貸してもら

てはダメ︑大家さんから

ってるんだなんて思って

からといって︑借りてや

払って部屋を借りている

すると︑祖母は﹁お金を

をする部屋について話を

母に４月から一人暮らし

ころに遊びに行った︒祖

みに︑田舎の祖父母のと

暮らしが始まる前の春休

覚えている▼そんな一人

い気持ちであったことを

にならないかと待ち遠し

ことになった︒早く４月

初めて一人暮らしをする

に入学するというとき︑

であるが︑４月から大学

である▼かなり昔のこと

ち着いているという感じ

ないことから︑比較的落

ど課題も多く︑会

が性別にかかわら

内において︑男女
◆第８号議案

ず能力を十分に発

綱紀委員
会委員及び予備委員選任

揮し︑活躍できる

とが急務である︒

当会綱紀委員会委員及
による後任委員の選任に

そこで︑当会に

環境を整備するこ
ついて︑圧倒的多数で提

おける男女共同参

び予備委員の任期満了等

案どおり可決された︒

女平等実現のための様々

活動指針を実現していく

同議案は︑全会一致で

画を実現するため

な施策を講じてきたが︑

ことを内容とした﹁男女

男女共同

今なお全会員数に対する

提案どおり可決された︒

武︶

共同参画社会に向けての

宣言﹂案が提案された︒

周年に際

しては︑様々なイベント

年の憲法施行

︵新倉

％

にとどまり︑また当会役

の呼びかけに賛同し︑以

女性会員の割合は約

市民ネットワーク﹂
と﹁合

来︑ヘイトスピーチ根絶

で合唱曲﹁こわしてはい

による人権抑圧﹂
﹁憲法

を目指す様々な運動の中

代表代理の裵重度氏

の平和主義や幸福追求

体が表彰された︒

は︑ネットワークの活動

権﹂についてわかりやす

け な い ﹂ を 歌 い︑﹁ 戦 争
ットワーク﹂は︑ヘイト

に多くの市民が共感し駆

く市民に広めてきた︒

心となっている︒

スピーチに

け付けてくれたことを振

贈呈式では︑代表の照

かわさき市民ネ

反対する活

り 返 り︑﹁ ま だ 日 本 に は

井携子氏のスピーチに続

さない

動を行うた

連帯してくれる人々がい

いて︑合唱曲﹁誓い﹂﹁青

め︑平成

る﹂として︑共生の街づ
年１月︑川

歳の団員がソロパート

以 来︑﹁ 愛 と 平 和 を 歌 う

に包まれた︒

かな合唱で︑会場は感動

間活動を続けている︒昨

市民合唱団﹂として

年

は︑川崎の教職員を中心

﹁ 合 唱 団 い ち ば ん 星 ﹂ ア抑留経験があるという

﹁ 誓 い ﹂ で は︑ シ ベ リ

い空は﹂が歌われた︒
崎市川崎区
桜本の社会
福祉法人青
丘社を中心
に結成され
た︒川崎市
内外の多数
の団体がそ

いを語った︒

くりを目指すことへの思

﹁ヘイトスピーチを許

か な が わ ２ ０ １ ８ ﹂ 唱団いちばん星﹂の２団
において︑第

県弁護士会人権賞贈呈式
が行われ︑﹁ヘイトスピー
チを許さない かわさき

議案の採決の様子

おり可決された︒

情文ホール

日︵火︶
22

横浜情報文化センター

平成

通常総会開催︵予定︶のお知らせ
日時
場所

能とするべく︑当会会規
同議案に対しては︑本

の改正提案がなされた︒
議案における改正内容の
みでは当会執行部の十分

の会規改正も提案された︒ 頼者の本人確認等の措置

して全会一致で提案どお

な負担軽減とはならない

に関する年次報告書の提

り可決された︒

月の日弁連

各議案は︑全会一致で
出が義務付けられ︑各弁

年

提案どおり可決された︒
護士会は︑本人確認等の

◆第７号議案

平成

なお︑法人会費に関する
実施状況について︑会員

弁護士会館会規一部改正

公表に関する会規一部改

室にそれらの措置の実施

その他会館使用に関する

神奈川県

改正規定については︑周

に対して必要な助言を行

当会の会員が懲戒手続

業務を行わせることを可

会員が懲

に付されたことの事前公

正
◆第２号・第３号議案

表に関し︑ウェブサイト

習の停止と戒告が新たに

合を定めるにつき︑社員

会及び綱紀手続に関する

化を可能とする旨の会規

２ 月 ４ 日︑﹁ 人 権 シ ン

弁護士法人会員会規及び

設けられることとなっ

が一人である法人の区分

会規一部改正

また︑併せて︑社員の

ポ

などを利用して行うため

知期間を設け︑平成

年

の他文言修正を行うため

の届出期限の緩和や︑そ

臨時総会開催
２月 日︑横浜情報文化センター情文ホールに
て︑当会の臨時総会が開催された︒なお︑議案の
審議に先立ち︑司法研修所刑事弁護教官の金谷達
成会員により︑
﹁司法研修所における刑事弁護教

会則一部
月に施行さ

12

外国特別会員会規一部改

育の現状と課題﹂と題する報告が行われた︒

年

た︒そこで︑当会会則を

を廃止して︑社員十人以

当会における綱紀手続

欠亡によって弁護士法人

同議案は︑全会一致で

の改正提案がなされた︒

70

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

人権賞贈呈式

◆第１号議案

改正
平成

の方法等について会規上

同改正に対応させるた

下の弁護士法人会員の負

につき︑手続の適正を確

正

め︑当会で修習中の司法

担割合を一律一般会員の

保しつつ合理化を図るた

れた裁判所法の一部を改

修習生に修習の停止又は

月額会費の５割とする旨

め︑特別な事情がある場

明記する旨の改正提案が

戒告の事由があると認め

の関連会規の改正提案が

旨の会則の改正提案がな

が解散となった場合の清

合の文書の送達方法の選

なされた︒

た場合に︑当会から日弁

なされた︒

綱紀委員

連へ通知することとする
された︒同議案は︑全会

算人による当会への解散

96

発 行 所
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第22回
神奈川県弁護士会

19
28

開会の挨拶を行う
延命政之会長

一致で提案どおり可決さ
れた︒

25

受賞者を囲んで

11

31

26

29

30

22
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神奈川県弁護士会新聞
２ ０ １ ８ 年 ４ 月 号（ 第 ３ ６ ３ 号 ）
（１）

２月４日︑横浜市開港記念会館にて︑
﹁人権シンポ

かながわ２

０１８﹂が開催された︒盛りだくさんとなった催しの中から︑死刑

上映会と︑死刑廃止に向

を当てた映画﹁休暇﹂の

により︑死刑問題に焦点

刑事法制委員会の主催

担となる︑といったあら

で想起され︑彼の心の負

新婚旅行や家庭生活の中

死刑執行担当の体験が︑

えた︒反面︑引き受けた

＆

「死刑廃止に向けた日弁連の取り組み」

人権擁護委員会の主催

れている近藤敦教授︑フ

大学で国際人権を研究さ

ター兼パネリスト︑名城

ィはただ不快と感じるだ

に接しても︑マジョリテ

は︑同じヘイトスピーチ

特に印象的だったの

師岡弁護士からは︑平

ことを痛感させられた︒

かに遅れているかという

に向けた日本の取組がい

て説明があり︑差別撤廃

により︑師岡康子弁護士

リージャー

きた︒

︵東弁︶をコーディネー

ナリストの

けなのに対して︑当事者

成 年のヘイトスピーチ

中村一成氏

トとして招

をパネリス

感・恐怖を感じるという

は生存にかかわる危機

いて︑ヘイトデモ差止め

解消法制定後︑司法にお

も︑特にインターネット

の仮処分決定が出される

上では差別的言動が続い

など一定の効果があがっ

京都の朝鮮学校襲撃事

ており︑対応としてはま

ヘイトスピーチの﹁非対

件の際には︑実際にヘイ

だまだ不十分であるとの

称性﹂についての話であ

ポジウムを

トスピーチの被害を受け

指摘があった︒

き︑ヘイト

開催した︒

た人達だけではなく︑同

スピーチに

中村氏

様の立場にある他の人達

ているものの︑法制定後

は︑京都の

今後︑差別的言動をな

った︒

朝鮮学校襲

も︑同じような危機感・

関するシン

撃事件を取

くしていくために︑私た

もち︑声をあげ︑行動を

ち一人一人が問題意識を

起こすことの必要性を感

恐怖を感じていたとのこ

チによる被害の深刻さを

とであり︑ヘイトスピー

感じた︒

り︑ヘイト

スピーチに

材してお

よる被害に

差別撤廃に向けた世界各

︵会員

ポジウムであった︒

ウムを開催した︒来場者

サービスを格安料金で提

ジノ以外のＩＲ各施設の

は︑カジノ収益によりカ

ジノ︶の集客メカニズム

なった新里宏二弁護士

遠く仙台からの出席と

であるとの認識を示した︒

型カジノは最悪の選択肢

を拡大させるなど︑ＩＲ

ピーターにしていくもの

せ︑射幸心をあおり︑リ

のカジノ反対への取組等

プ座長︶からは︑日弁連

ル問題ワーキンググルー

特定複合観光施設区域の

サムとしての性格を有

への移動に過ぎず︑ゼロ

のポケットからポケット

自体は賭けを通じた金品

しても活動するという意

を阻止するために当会と

有力候補地であり︑これ

横浜はＩＲ施設設置の最

者問題対策委員長から︑

最後に︑小野仁司消費

の説明があった︒

整備の推進に関する法律

し︑ギャンブル依存症や

思が示され︑盛況のうち

その上で︑カジノそれ

だと説明した︒

みでギャンブルを体験さ ︵ 日 弁 連 カ ジ ノ ギ ャ ン ブ

供するもので︑家族ぐる

愛︶

また︑近藤教授からは︑ じる非常に意義深いシン

国・日本での取組につい

ついてリア

ルな話を聞

性とカジノ解禁の経済的

後藤

くことがで

消費者問題対策委員会

は︑

︵ＩＲ推進法︶︑同法に基

犯罪の増加などへの社会

名を超えた︒

効果﹂と題したシンポジ

│カジノ解禁推進法の現状を踏まえて│

カジノ解禁の経済的効果﹂

﹁カジノの危険性と

「ヘイ
トスピーチ規制を国際水準で
考える〜川崎の実例を踏まえて〜」
の主催で﹁カジノの危険

づくＩＲ推進会議の取り

的コストの発生を考える

月成立した

まとめ︑パブコメの結果

に本シンポジウムを終え

年

を当会会員が報告した

と経済的効果にも疑問が

泰樹︶

後︑静岡大学の鳥畑与一

依存症患者を増大させ︑

松岡

た︒

客を貧しくして貧困格差

︵会員

あることを説明し︑国民

鳥畑教授は︑ＩＲ型カ

をギャンブル漬けにし︑

教授の基調講演が行われ

ジノ︵統合型リゾートカ

た︒

平成

28

問題に関する映画上映会及び講演会︑カジノ解禁推進法に関する講
演会︑
ヘイトスピーチ規制に関する講演会の３つについて紹介する︒

けた日弁連の取り組みに

在を伴う︒こういった点

死刑を執行する人間の存

死刑制度は︑必然的に

た︒

るような内容になってい

度に対する疑問を抱かせ

で︑見る者に否応なく制

ぜた立場から見せること

の︑その私生活を織り交

を執行する職務を担う者

なく︑刑務官という死刑

的側面から論じるのでは

死刑問題を︑単に理論

かった︒

な印象を受けざるを得な

場面では︑きわめて強烈

ており︑特に刑の執行の

心の交流が丁寧に描かれ

方︑死刑囚と刑務官との

死刑囚の日常の過ごし

普段知る機会がない︑

すじである︒

よる講演が行われた︒

ついての木村保夫会員に

10
講演する木村保夫会員

寒波襲来中の日曜朝
時からの企画であるにも
関わらず︑満席に近い状
態での開演となり︑死刑
問題という重いテーマに
対する関心の高さを痛感
映画は︑拘置所の刑務

させられた︒
官が︑離婚歴のある子連
れの女性と結婚すること
になり︑新婚旅行を計画
したことから始まる︒彼
は︑旅行休暇を取得する
ために︑死刑執行の担当
を引き受けた︒これを引
き受ければ１週間の休暇
が与えられるからであ
る︒その結果︑彼は新婚
旅行に行くことができ︑
家族との心の交流が芽生

からも︑合憲性の問題が
出てくるように思われた︒
映画に引き続き行われ
た講演では︑死刑制度の
存廃についての議論の実
情が紹介され︑日弁連の
制度廃止に向けた取り組
みが紹介された︒
欧米では死刑廃止が主
流という︒我が国におけ

勝郎︶

る更なる議論の深まりに
期待したい︒
千葉

シンポジウム
シンポジウム

in

︵会員

12

60

28

映画「休暇」上映会
講演

（２）

神奈川県弁護士会新聞
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人権シンポinかながわ2018

常議員会 平成

年度常議員会

年度

正・副議長退任挨拶

激戦は︑年度内の開設が
その段階でもっと注意深

が︑決議の内容について︑

の承認が求められるのだ

出され︑議案とすること

は︑事前に常議員会に提

る︒総会の議案について

されてしまったことであ

が提出された後に︑否決

するいくつかの修正動議

る 慣 例 に な っ て い る ︶︑

議長から皆勤賞を授与す

については︵皆勤者には

感させられた︒

に︑当会の高い力量を実

心し︑敬意をはらうと共

行われたことに大いに感

て︑極めて熱心に討議が

多種多様な課題につい

み︑弁護士会の直面する

布資料を丁寧に読み込

見込まれていた後見セン
く揉んでおけば︑一定の

関する決議が︑内容に関

ターを巡っての要素が強
混乱は避けられたのだと

平成 年常議員選挙の

小賀坂 徹

終えられたことにまずホ

議長

かったと思う︒後見セン

現時点︵３月１日︶で︑

ご迷惑をかけた皆さんに

予告どおりの質素かつセ

というところだが︑さて

り︑ほろ苦い思いである︒ うだ︒まさに嬉しい悲鳴

名近くいるよ

にこぎ着けることができ

は︑この場を借りてお詫

該当者が

ところで問題の皆勤賞

ターについては︑常議員
思う︒

た︒延命会長の臨時総会

ンスのある賞品をどうし

その他にも反省点はあ

会でも丁寧な議論が行わ

での涙には及ばないが︑

びしたい︒

れ︑３月１日︑無事開設

それなりの感慨がある︒
悔いが残るとすれば︑

くの常議員諸氏が事前配

総じて１年を通じ︑多

の常議員会速報を丹念に

ことにする︒

ようか︑これから考える

通常総会における憲法に

う︒関係者には心から敬

﹁ 中 小 企 業・ 小 規 模 企 業

神奈川県では２月を

からの参加者も多く︑全

ビルにて開催した︒会外

や︑具体例を踏まえ早期

においてなすべき活動

プに分析し︑各ステップ

性等の説明があった︒

に対策を行うことの重要

名の参加を得て盛

冒頭︑河合秀樹副会長

況であった︒

活性化推進月間﹂と定め︑ 体で

中小企業・小規模企業の

活 性 化 を 進 め る た め︑

より︑事業承継支援の注

次に︑横山朗会員より︑

様々なイベントを催して

業承継﹂と題す

﹁黒字会社の事

智彦会員より︑

本編では︑まず︑杉浦

に実際に採られる事業承

継支援及び具体例をもと

において行うべき事業承

つの段階に分類し各段階

赤字企業の財務状況を３

告があり︑これを踏まえ︑

と題する講演があった︒

力について挨拶があり︑ ﹁ 赤 字 会 社 の 事 業 承 継 ﹂

る講演があっ

継支援等の説明があった︒

続いて︑県担当者より︑

日︑当会業務改革

いる︒この一環として︑
２月

た︒そこでは︑

事業承継が社会問題と

そこでは︑赤字の中小企

事業承継の現

認識されて久しく︑早期

業数等︑現状に関する報

状・課題につい

に対策することの重要性

中小企業支援の施策等の

ての報告︑事業

は日毎に増している︒今

紹介︑挨拶があった︒

承継関連の税制

委員会主催で︑事業承継

につき言及があ

後もその重要性を発信し

に関するシンポジウムを

り︑その上で︑

︵会員

ていきたい︒

達哉︶

事業承継の過程

田中

を５つのステッ

行われた︒講演では︑イ

ンターネットのプロバイ

ダや掲示板の仕組みの解

説から始まり︑発信者情

報開示請求の仮処分とい

た︒同セミナー・相談会

ネットの普及に伴い︑市

まで︑市民に対し分かり

った専門的な事柄に及ぶ
でも︑少なくとも常議員

２月 日︑当会会館に
心残りなのは︑一度イ

やすく解説され︑参加者

も予定を上回る相談希望

民の間にもインターネッ

上での書き込みによるト

初めての

マとした

題をテー

ネット法律研究会にも所

員長であり当会インター

は︑当会ＩＴ委員会副委

本セミナー・相談会で

加が得られ︑インターネ

ら様々な年齢の市民の参

８名となり︑県内各地か

︵会員

山縣

さがうかがえた︒

宏子︶

名︑相談会の参加者は

セミナー

ット上での法的トラブル

での名誉毀損・プライバ

に対する市民の関心の高

シー侵害に関する講演が

属している三浦靖彦会員

近年︑

・相談会

インター

であった︒ より︑インターネット上

本セミナーの参加者は

たもので

は︑当会法律相談センタ

うに︑発言者の一人一人

が寄せられ︑事前に研修

おいて﹁インターネット

の顔を思い浮かべなが

を受けた弁護士が相談に

の皆さんは読んでくれて

最後に副議長としての

ら︑その発言をまんべん

ラブルやインターネット

ンフルエンザで欠席をし

職務であるが︑正直なと

なく取り込んでつくって

通販サイトでのトラブル

セミナー後の相談会に

ころ﹁心躍るような﹂と

いたのだから︒

あり︑イ

は熱心に聴講していた︒

じてみても︑必要な時に

は形容しがたい︑地味な

会員の皆さん︑これか

ンターネ

ト上でのトラブルが生じ
の速報を常議員から﹁私

は活発に議論が起こるも

がらも大変な労力を要す

らは常議員会速報に注目

あたった︒

ている︒インターネット
の発言が引用されていな

のの︑冷静な常議員会で

るものであった︒そして︑

など︑トラブルの種類は

ー運営委員会が主催し︑
常議員に贈られるらしい

いではないか﹂とクレー

あったと思う︒これも延

その労力の大部分は常議

して下さいネ︒

多岐にわたる︒

市民に向け無料で開催し
センスあふれる素晴らし

命執行部の事前の周到な

員会速報の作成にある︒

ット上で

法律問題に関するセミナ
ていたが︑小賀坂議長の

いプレゼントを頂く機会

なんとなれば︑私はこ
手腕もあって問題の議案

準備と常議員の皆さんの

いったい会員の何名がこ

の法律問

ー＆相談会﹂が開催され

セミナー＆相談会

インターネット法律問題

神奈川中小企業センター

16

いたと信じたい︒

意と感謝を申し上げたい︒ 読んでいるのだろうか︒

「事業承継、会社よ永遠なれ！」

てしまったことである︒

ため︑当初︑議案によっ

においても特に荒れるこ

小賀坂議長から皆勤賞の
今回の常議員会のメン

ては難しい議事運営とな

ムを受けることのないよ

るのではないかと危惧し

を失ってしまった︒

バーは激しい選挙戦の末

岩田 武司

66

講演の様子

悔いと充実感と
平成
ッとする︒

いい日旅立ち

も︑大きな波乱なく無事

29

に選ばれた方々であった

とはなかった︒

各議案に対する真摯な姿

29

むしろ︑期間全体を通

中小企 業シンポジウム

初開催

27

29

副議長

20

29

勢の表れではないかと思

講演中の三浦靖彦会員

神奈川県弁護士会新聞
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年度理事者から

仲が良くバランスも取れ

こともあって︑最初から

会長の知り合いであった

全員がもともと延命政之

延命執行部は︑副会長

うと︑冗談はいうがほと

では︑延命会長はとい

することができた︒

く多い懲戒などにも対処

ることができ︑例年にな

不祥事対策などに専念す

私は︑苦情処理︑会員の

仕事をしてくれるので︑

め︑この４人がきっちり

このとき︑理事者全員

件が起こったのである︒

案が否決されるという事

て検討した結果である議

理事者内で議論を尽くし

５月の通常総会であり︑

それが分かったのが︑

とは否めない︒

あまい執行部であったこ

こえるが︑最初は考えの

ず忙しかったが︑その頃

臨時総会後は相変わら

である︒

スがあったからこそなの

可決されたというプロセ

活発な議論の末︑議案が

の準備をし︑総会当日の

と協力して︑できる限り

く︑執行部が関係委員会

議案が通ったからではな

で思わぬ方向に進んでし

が︑会議がその場の状況

か﹂︑﹁それ引き取ろうか﹂

と﹁ そ れ や り ま し ょ う

い副会長がいれば︑自然

から︑理事者間で︑忙し

止した︒

恒例のスキーツアーを中

で予定されていた︑毎年

会規・規則の制定︑改

横浜法曹スキー同好会
日の日程

い ん じ ゃ な い︒﹂ と い う
まう怖さを知り︑そうな

１月
という言葉がでるように ︵私︶によると︑

日から

は︑蔵王温泉スキー場で

だけで︑副会長の自主性
らないためには︑執行部

２月

に関しては堀口憲治郎副
を尊重してくれており︑

が︑積極的により多くの

日︑

会員に正確な情報を配信

なり︑日直の仕事を手分

気象庁より︑蔵王山・噴

かり話していると︑悪い

このように︑いい面ば

リア︶は規制区域外にあ

ト・ロープウェイ営業エ

泉スキー場エリア︵リフ

との合同合宿︑２月には

長野県弁護士会スキー部

今年度は︑既に１月に

果たして︑伝統ある海

れる︒

新規会員の増加が期待さ

なか︑スノーボーダーの

との距離を縮め︑さらに

るが︑今後は次第に地球

空に見えている火星であ

外スキーツアーが開催さ

には︑日没後すぐに南東

接近は７月

日︒この頃

れるのか否か︑新幹事の

松原

の空に見え始め︑
一晩中︑

︵会員

手腕に期待したい︒

デスク

大関

武

亮子

正穂

徹

達夫

新倉

吉田

大﨑

記

古西

者

ご記載を︒

皆さま︑今すぐ手帳に

ことができる︒

範之︶ その赤く輝く姿を楽しむ

３月号８面帯谷直子会員

の新入会員紹介︵事務所名︶

に誤りがありました︒

訂正してお詫びいたしま

ズオーハラ法律事務所

︵誤︶弁護士法人フレン

ンズオーハラ法律事務所

︵正︶弁護士法人法フレ

す︒

31

平成

正などは糸井淳一副会長
ん ど 文 句 を い わ ず︑﹁ い

最後の挨拶

が調査室での経験を如何

会長が財務室での経験を
その点でも︑副会長は非
このように話してくる

先般の皆既月食は︑ご

行部を引っ張り︑支部に

新幹事は︑若きスノー

覧になられただろうか︒

開催年次となる︒

ることができず︑参加者

ボーダーである︒平昌五

火警戒レベル２︑火口周

を確保することができな

輪スノーボード男子ハー

辺規制﹃小規模な噴火の

かった影響が大きいもの

けして終わらせることな

可能性︑想定火口域︵馬

と見られる︒

ども多くなった︒

の背カルデラ︶から概ね

し︑多数の会員に議案を

また︑お互いに︑担当

１・２㎞﹄が発表された

赤い月ときたら︑次は

理解した上で総会に参加

を尊重し︑問題が生じた

もちろん赤い星であろ

と︑最初から非の打ち所

してもらい︑活性化した

場合も︑決して︑担当を

フパイプ決勝での平野歩

のない執行部のように聞

総会とするための準備を

夢とショーン・ホワイト

絶大の信頼がある徳久京

怠らないことが必要だと

中止の責任をとって︑
全員でどうやってフォロ

松原範之会員︵私︶は幹
いうまでもなく︑当期

う︒この夏！火星が！地

上げであった︒延命会長

ところはないのかといわ

静岡県弁護士会スキー部

今も既に明け方の南の
自らの手で後見センター

り︑スキー場は通常営業

との合同合宿の開催が決

ドの関心が高まっている

の名勝負が火付け役とな

瀬健太会員︵

を設立しなければ︑当期

れそうであるが︑悪いと

らすると︑今回の中止は︑ 定しており︑慣例によれ

ころは全員にある︒でも︑ が続けられていることか

任する︒

執行部は無意味であると

それがその後良い方向に

そ の 結 果︑﹁ 延 命 執 行

秀樹︶

明るさを増していく︒最
いっても過言ではなかっ

部は︑このメンバーでよ

河合

ば︑海外スキーツアーの

た︒

通常総会での経験が役立

か っ た︒﹂ と 執 行 部 全 員

のである︒
ち︑理事者間の団結︑理

げることができたのは︑

事者間の助け合う精神が

が思っている︒

︵副会長

ありがとうございました︒

会員の皆さん︑１年間︑

生まれた結果と私は思っ
臨時総会の終了時に延

ている︒
命会長の目から思わず涙
がこぼれたのも︑単純に

中止の責任を取った松原会員
in 米沢市の天元台高原

後見センターを立ち上

参加者の減少を食い止め

しかしながら︑蔵王温

事を辞任し︑後任には楠
ーするかを真剣に考える

とのことである︒

以外の選択肢はなかった

執行部の最大の目標は︑

のも当期執行部の良いと

球に大接近する！
ころである︒

り︑日本でもスノーボー
延命会長の悲願ともいう

期︶が就
べき後見センターの立ち

確保のため︑中止とする

電 話／045−620−8300
予約受付時間
月・火・木・金 ９：30〜17：00
水 ９：30〜19：00
土 ９：30〜15：30
責めることなく︑すぐに︑ ことから︑参加者の安全

神奈川県弁護士会 横浜駅西口法律相談センター
進むのが︑当期執行部な

69

ていた︒

なく発揮し︑財政・財務

活かし︑憲法・人権︑労
常にやりやすかった︒

幹事の松原範之会員

働については︑佐藤正知

延命執行部のメンバー in 熱海

子副会長が支部をまと

◆相談時間 45分以内
月・火・木・金 ９：30〜11：45
13：00〜15：15
水
９：30〜11：45
13：00〜15：15
16：00〜19：00
土
10：00〜12：15
12：45〜15：00
◆相談料金 5,000円（税込）
債務整理相談
◆相談時間 30分以内
月
９：30〜11：30
火・水・金 13：00〜15：00
土
12：45〜14：45
◆相談料金 無料
交通事故相談
◆相談時間
30分以内
水
16：30〜19：00
◆相談料金
無料

29

副会長が中心となって執

25

事業者の経営相談
◆相談時間
30分以内
水
17：00〜19：00
土
10：00〜12：00
◆相談料金
無料
賃貸住宅相談（法テラス利用）
◆相談時間
30分以内
月
13：00〜15：00
金
９：30〜11：30
◆相談料金
無料
空き家・近隣問題法律相談（法テラス利用）
◆相談時間
30分以内
木
９：30〜11：30
◆相談料金
無料
賃金に関する法律相談（法テラス利用）
◆相談時間
30分以内
土
12：45〜14：45
◆相談料金
無料

総合相談

横浜法曹スキー同好会
の
恒例
23

痛感したのである︒

インターネット予約は
ひまわり相談ネットから

スキーツアー を中止！
30

（４）
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「延命執行部は、このメンバーでよかった。」

