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会員全体で協力し、県民から信頼される会に

通常総会開催のお知らせ

が︑県民の皆様からの信

うな役割を果たすこと

ると思いますし︑そのよ

うのが弁護士の仕事であ

うべきことを言う﹂とい

いと考えています︒

様々な面で進めていきた

も︑会員全体で議論して︑ いう状況でした︒そのよ

すし︑若手会員への支援

が大きい時代でもありま

にとっては将来への不安
てまとまってはいないと

数いて︑しかし集団とし

では︑被害者が全国に多

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︒

県民からのアクセスを容易に

山山 ゆ り

タンポポといえば黄色

い花︑そう信じて疑わな

かった筆者が白いタンポ

ポを発見したときの驚き

と興奮は相当なものだっ

た▼小学３年生の頃だっ

たと思う︒急いで図書館

に駆け込み︑図鑑を調べ

ました︒そういった誇り

弁護士をたくさん見てき

に事件に取り組んでいる

す︒しかし︑制度を作れ

た制度は数多くありま

ここ最近で大きく変わっ

ーの設置が決まるなど︑

昨年に成年後見センタ

て︑会員の皆様のお力も

行部のメンバーで協力し

す︒多様な経験を持つ執

た︑いわば﹁仕事人﹂で

務に携わり活躍してき

支部などで︑積極的に会

それぞれ様々な委員会や

当期の副会長たちは︑

とは胸に刻みたいと思っ

会長になっても︑そのこ

も何十倍にもなります︒

なる和ではなく︑何倍に

れば︑グループの力は単

しました︒全員で協力す

いうことの重要性を実感

て︑みんなで議論すると

て︑１つの目的に向かっ

このような経験を通じ

者全員が出迎える中︑会

催された︒入口で新理事

事者就任披露懇親会が開

航の間﹂において︑新理

ューグランド﹁ペリー来

４月２日︑ホテル・ニ

村稔横浜地方

された︒その後来賓の植

が登壇し︑それぞれ紹介

に大盛況であった︒

来航の間が満員の︑まさ

場に入ると︑広いペリー

に昨年できた﹁成年後見

表して挨拶を述べた︒特

し︑芳野直子新会長が代

次に新理事者が登壇

ぎらった︒

をユーモアたっぷりにね

員につき︑その仕事ぶり

ロバナタンポポ﹂という

とは︑後日小学校で﹁シ

奮が相当のものだったこ

真が掲載されていた︒興

冠を抱いたタンポポの写

に︑黄色い花柱に白い花

ポポ﹂という名前ととも

新理事者就任披露懇親会開催

を持って仕事をしている
ばそれで終わりというこ

お借りしながら︑働いて

てみると﹁シロバナタン

人たちが︑私は好きです
とはありません︒作った

成して︑そのメンバーと

し︑そのような方々を全
仕組みが円滑に動き︑県

解決のために何度も話し

力でサポートしていきた

まいります︒

合いました︒

い︑会員の皆様が頑張れ
民の皆様が安心して弁護

老犬の散歩が趣味で

ています︒

す︒人間は︑過去の後悔

之前会長より

表して延命政

が登壇し︑代

度︑旧理事者

そして再

た︒

辞をいただい

副市長より祝

林一美横浜市

裁判所長︑小

た︒

護士会を目指すと表明し

自由闊達に活動できる弁

とが必要であり︑若手が

会自身を知ってもらうこ

した︒そのために弁護士

することが重要であると

対するアクセスを容易に

に挙げ︑県民の弁護士に

センターみまもり﹂を例

十市の海岸で海を眺めて

も高知で再会した︒四万

白いタンポポに︑偶然に

だったからである▼その

えなかった︒ただの雑草

まったく取り合ってもら

りを交えて説明したが︑

ろん家族にも身振り手振

とにも現れている︒もち

題名の作文を発表したこ

まず最初に新旧理事者

る環境を作りたい︑と考

５
これまで消費者問題に

や 未 来 へ の 不 安 な ど︑

趣味
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境を整備することも︑地

数多く携わってきまし

様々なことをついつい考

弁護士として
心がけてきたこと

ことです︒そのような仕

た︒企業の製品の製造物

味ではありますが必要な
事にも取り組まなくては

責任が問題になった事件

また︑とりわけ若い方

なりません︒

えてしまうものです︒し
かし︑犬はそういったこ
とを考えることなく今を
生きていて︑そのような

たと述べた

した一年だっ

組み全力疾走

でスクラムを

あった︒全員

退任の挨拶が

を閉じた︒

んで出席者を見送り︑幕

は︑新理事者が出口に並

頭で歓談に入った︒最後

家庭裁判所長の乾杯の音

そして︑大須賀滋横浜

で調べてみると︑シロバ

ていた︒スマートフォン

ポが至るところで群生し

が︒見ると︑白いタンポ

身に覚えのある白い花

いると︑足下になにやら

龍太郎︶ ナタンポポは西日本では

︵会員

であると考えています︒

体制を整えることが必要

士にご相談できるような

ったときに︑気軽に弁護

ために︑何か問題が起こ

ポポを見て感じた鮮烈な

し︑初めてシロバナタン

蔵入りとなった▼しか

という偉業はあえなくお

して希少な植物の大発見

ることがわかった︒果た

奥園

上︑副会長全

社会が不安定になって

県民の皆様からの視点を

ごくありふれた存在であ

いる中︑様々な問題が発

会員への
メッセージ

在です︒

６

なのだと思います︒会員

して関わり合いたいです

同士の結びつきなくし

生しています︒そのよう

印象は失われることはな

様子から教わることも多

て︑弁護士自治は成り立

忘れずに︑業務にあたっ

い︒白い花は︑今でも少

くあります︒まさに︑私

ちません︒会員全体で協

な状況における弁護士の

てまいります︒

し︑そのための弁護士会

力して︑依頼者の方々か

使命とは︑困っていらっ

にとっての先生という存

置かれている状況やご

ら信頼される会を作って

︵聞き手 山口

ます︒

陽︶

︵千歳

続けている︒

博信︶

年時代の記憶の中で咲き
まいりましょう︒

がなされるためのお手伝

いをすることです︒その

よろしくお願いいたし

意見はそれぞれ異なるで
じ弁護士であり︑仲間で
す︒私自身︑同じ仲間と

しゃる方々に法的な救済

しょうが︑会員はみな同

県民の皆様へ
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す︒会全体で十分に議論

新会長としての
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えています︒

問題などについては︑﹁言

憲法問題や働き方改革の

現在注目されている︑

会長として
取り組みたい事柄
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＝芳野直子新会長に聞く＝

憲法施行 年記念連続講座︵第６回︶

憲法は生きているか？
年

３月 日午後６時半よ
県に避難された原発事故

前半の講演者は神奈川

記念連続講座﹁憲法は生
がわ訴訟原告団の団長村

被害者で︑福島原発かな

り︑日本国憲法施行
きているか？〜ふるさと
が当会会館５階で開催さ
福追求権を根こそぎに

が︑被害者の生存権や幸

を 奪 わ れ て 〜 原 発 被 害 ﹂ 田弘氏だった︒原発事故
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塾長・日弁連憲法問題対
策本部副本部長伊藤真弁

３月 日︵日︶午前
時から午後４時まで︑横
浜新都市ビル地下２階

10
みみんも登場、街かど相談会

11
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想通り多数の相談者が列
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います︒
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し︑いかに深刻な被害を

議員になったことがあり

講演する伊藤真弁護士
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を得た︒

会員の叡智が集まる
楽しい会議を目指して

昨年度も常議員を務め

ますが︑当時は人数も少

信吾

ていましたが︑本年度も

なく小さな部屋でこじん

伊藤

引き続き常議員となると

議長

ともに︑議長の大役を仰

して頂ければと思います︒

正・副議長あいさつ
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大須賀 滋
横浜家庭裁判所長
備され︑事故がもたらし
無料法律相談会︶を開催 たが︑相続︵ 件︶と離 横浜地方検察庁 検事正
大谷 晃大
水地 啓子
た被害や関連訴訟の動向
した︒これは︑日弁連の 婚︵ 件︶だけで約半数 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
を説明された後︑パワー
市民サービス﹁ひまわり を占めた︒
生じさせているかを語ら
日本司法支援センター神奈川地方事務所 所長
ポイントを用いて︑憲法
法律相談プロジェクト﹂
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香川智佳子
かながわ民進党・立憲民主クラブ神奈川県議会議員
﹁ふるさと﹂は人と自
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出たけれど︑真に被害の
阿部 知子
松本
純
い﹁ふるさと﹂を奪った︒
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憲法連続講座の総括があ
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ように憲法の人権保障も
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り︑閉会した︒
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星野 剛士
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衆議院議員
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福田 亮一
で︑思う存分議論を戦わ
づき円滑に進行させる 皆様にお伝えしたいと思
会
長
山下
康

『街かど相談会』
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せつかることになりまし
た︒

現在は︑人数も増え
て論客も多く揃ってお
り︑時として議論もか
なり白熱します︒
もっとも︑会議はと
もすると︑お互いの正
義をぶつけ合って︑相
手を論破することに終

常議員会

（２）
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る︒しかし︑原子力損害

弱が原発賠償事件であ
る︒

探りしながら活動してい

㎞の位置にあ
放射線による影響は未

離で約
る︒避難指示こそ出なか
賠償紛争解決センターの

年１月にかなが

わパブリック法律事務所
った地域だが︑様々な思

平成
から相馬ひまわり基金法
だ不明確であり︑認識の
も︑﹁ 大 変 な 地 域 に 家 族

差は大きい︒私たち夫婦
で来るなんて⁝﹂となに

和解仲介手続でも︑和解

ってきた方もいる︒逆に︑ 訟係属を理由とする和解
やら英雄扱いされること

案受諾拒否︑最近では訴
案受諾留保など︑東電の
すらある︒けれど︑福島

いから︑避難した方も︑

不当な対応が後を絶たな
でも︑通常の人の営みが

残った方も︑避難から戻

い︒現地で活動している

律事務所に赴任し︑早５

と︑東京からは︑被災地

福島県相馬市は︑福島

の現状から目を背けられ

よる大きな被害を受けた

でもある︒

他の地域からの避難者を

震災・原発事故の爪痕

の地域︶
の北部に位置し︑ 多く受け入れている地域

県浜通り︵太平洋側沿岸

は未だ根深く︑現在の当

東日本大震災では津波に
地域である︒そして︑福

回

ている気がしてならない︒
年の予定だったが︑やり
残したことも多かった︒
他方で︑﹁風化﹂のためか︑

ことになった︒今では夫

い︑夫が後任として来る

士をしていた夫と話し合

った︒当時︑東京で弁護

れる人もなかなかいなか

加藤憲一小田原市長が市

回目となる︒今回より︑

催されており︑今回で

会議は︑毎年２︑３回開

会議が開催された︒市民

おいて︑当会主催の市民

３月６日︑当会会館に

市民会議を開催

婦で震災・原発事故の復

一般の人にも少しずつ定着

る︒

興のために何ができるの

世の 変
以上の裁判員と２万人を超え

︵フジテレビ

滝澤

教子︶

き姿を追っていきたい︒

めになる改革︑司法のあるべ

のためではなく︑世の中のた

これからも特定の人の利益

いるのか︒

どのような利点をもたらして

司法制度の改革が世の中に

らは司法取引も始まる︒

環境は大きく変化し︑６月か

この数年で司法を取り巻く

様子だけでも伝わってくる︒

に審理している姿は法廷内の

に真摯に向き合い︑公平公正

した制度とはいえ︑裁判員の

る補充裁判員が選任されてい

みなさんがひとつ一つの裁判

﹁被告人を死刑に処する﹂

最高裁の統計資料による

この重い言葉が２回繰り返さ

る︒自分が裁判員なら⁝いつ

そ１キロを密輸しようとした

と︑今年１月末までに６万人

のは初めてだった︒

された裁判員裁判を傍聴した

民委員に加わり︑多様な

後任に名乗りをあげてく

10

か︑何が必要なのか︑手

第

事務所の受任事件の４割

言い渡された︒
そ し て 今 年 ２ 月︑﹁ 読 み 上
げを後回しにします﹂それか
らおよそ２時間︒

で る？
わ

当初は相馬の任期は３

島第一原発からは直線距

年が経った︒

40

れた︒

その翌年には覚せい剤およ

きの有罪判決︒

成立が認められた執行猶予付

地裁判決では強盗傷害罪の

から鋭い質問が相次いだ︒

暴行の度合いについて裁判員

罪名について争う裁判で︑

盗傷害か窃盗と傷害なのか︒

判は︑千葉地裁で開かれた強

私が初めて聞いた裁判員裁

て実施された︒

画する試みが千葉県警で初め

り調べの様子を一部録音・録

この前年２００８年には取

年︒

員裁判制度から今年５月で９

２００９年に始まった裁判

明るく、楽しく、しつこく！

覚せい剤取締法違反などの罪

あり︑復興に向けて尽力 やることが必要だと教え 一般社団法人神奈川県臨床心理士会 事務局長
稲富 正治
している人たちがいる︒ ていただいた︒復興は数
横浜商工会議所 理事・中小企業相談部長
その人々の努力を否定す 年単位で目処が立つもの
山之井 功
小泉 幸洋
ることはしてはならない ではない︒被災地という 川崎商工会議所 専務理事
横浜地方裁判所委員会委員 神奈川新聞社 統合編
し︑法的支援を含めあら 現場で︑﹁明るく︑楽しく︑
和城 信行
集局次長
ゆる支援が必要なのであ しつこく﹂活動していき 横浜地方裁判所委員会委員 日本放送協会横浜放送局
北川
薫
放送部長
たいと思う︒
る︒
横浜家庭裁判所委員会委員 神奈川新聞社 地域連
︵福島県弁護士会会員
災害復興支援の先輩弁
藤塚 正人
携局長
平岡 路子︶ 朝日新聞社横浜総局 総局長
護士から︑復興支援は
﹁明
久保田 正
並木 裕之
神奈川新聞社 代表取締役社長
るく︑楽しく︑しつこく﹂
五十嵐 泰
共同通信社横浜支局 支局長
亨
株式会社時事通信社横浜総局 総局長 福山
日本放送協会横浜放送局 局長
小川 純子
山本 明彦
毎日新聞社横浜支局 支局長
山本 広海
読売新聞東京本社横浜支局 支局長
神奈川県弁護士会綱紀委員会委員 神奈川大学 法
栗田 陸雄
務研究科教授
神奈川県弁護士会綱紀委員会委員 関東学院大学法
志村
武
科大学院
神奈川県弁護士会資格審査会委員 神奈川県弁護士
分野において活躍する市
から︑犯罪被害者と報道 会懲戒委員会委員 明治大学法科大学院 教授
岩﨑 政明
民委員により︑当会の活
について︑犯罪被害者支
神奈川県弁護士会懲戒委員会委員 神奈川新聞社
動に関して活発な意見交
援委員会委員である武内 編集局次長
鈴木 達也
田代 末廣
換がなされた︒
大徳会員︑上平加奈子会 横浜検察審査協会 会長
堀
釗
横浜検察審査協会 副会長
今回の市民会議では︑
員から︑概略説明及び問
神奈川県中小企業団体中央会 業務推進部長
法曹志願者減少問題につ
題意識の提示がなされた︒
熊谷 和幸
坂田 清一
いて︑法曹志願者問題対
法曹志願者減少問題に 神奈川県人権擁護委員連合会 会長
福田 裕行
神奈川県労働組合総連合 議長
策ワーキングチームの中
ついては︑都市部︑それ 神奈川県消費者団体連絡会 事務局長 丸山 善弘
道徹会員︑小平展洋会員
以外の地域での弁護士の 神奈川県生活協同組合連合会 代表理事兼会長
當具 伸一
就職状況や法曹の魅力に
ＮＰＯ法人神奈川災害ボランティアネットワーク
ついていかに発信するか 理事長
河西 英彦
といった点について︑市 神奈川県保護司会連合会 会長
石渡 勝朗
民委員より様々な意見が 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
出された︒
長谷部 勇一
横浜国立大学 学長
犯罪被害者と報道につ 横浜国立大学大学院国際社会科学研究院 研究院長
泉
宏之
いては︑犯罪被害者のプ
横浜国立大学大学院国際社会科学研究院 法律系委
ライバシー︑報道の自由 員長
荒木 一郎
を中心に︑犯罪被害者の 横浜国立大学大学院国際社会科学府法曹実務専攻
芳賀
良
専攻長
実名報道︑顔写真掲載が
神奈川大学大学院法務研究科 研究科委員長
どのような理由で必要と
鶴藤 倫 道
なるのか︑公表された情 関東学院大学法科大学院 法務研究科長
河村 好彦
報がインターネット上に
日本弁護士政治連盟神奈川支部 支部長
半永久的に残ってしまう
木村 良二
現 代 的 な 課 題 等 に つ い 神奈川県弁護士会市民会議委員 放送大学 元副学長
池田 龍彦
連合神奈川 副事
金井 克之
神奈川県勤労者医
早川
寛
神奈川県消費者団
柿本 章子
王
忠福
洪
益芬

日までに出席のご連絡をいただいた方を掲載︶

30

講演する筆者（富山県弁護士会での研修会にて）

もこう考えながら傍聴してい

10

25

私自身︑死刑判決が言い渡

︵平成 年３月

て︑活発な意見交換がな 神奈川県弁護士会市民会議委員
された︒
務局長
今回をもって︑池田龍 神奈川県弁護士会市民会議委員
療生活協同組合 専務理事
彦委員︑柿本章子委員が 神奈川県弁護士会市民会議委員
退任されることとなった︒ 体連絡会 幹事
︵会員 山縣 宏子︶ 横浜華僑総会 会長
横濱華僑總會 会長

30

る司法制度
わ はどう変
中

最前線
ブ
なパ
か
に問われた男性に無罪判決が

活発な意見交換がなされた
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を

その 10
ＵＳＢメモリやＳＤメモリカードのセキュリティ

３月１日に当会に成年

後見センターみまもり

い う︒
︶ が 設 立 さ れ︑ 同

︵以下︑
﹁当センター﹂と
日に行政機関・支援者・

最後に︑一つのメディ

なるので紛失しにくくな

アをデータ移動・受け渡

る︒

しに流用していると︑う

ータ流出防止にも役立つ

ードは使用回数の制限が

っかり異なる事件のデー

ものである︒なお︑ＵＳ

あるといわれており︑そ

タが残っていて︑それを

にもセキュリティロック

最近ではメディアを購
もそも永久保存には向か

データ受け渡しのために

をかけることが有用であ

入すると︑無料でセキュ
ないメディアである︒さ

データの保管や移動に

憶装置︵メディア︶を利
リティソフトが付属して
っそく︑お持ちのメディ

誰かに渡すことで個人情

ＵＳＢメモリやＳＤメモ

用している方が少なから
いるのに︑パスワードの

報流出につながる︒

ＢメモリやＳＤメモリカ

ずいると思う︒コンパク
設定︑解除といった少し
アを棚卸しして︑消し忘

る︒

トな上に大量の電子デー

れたデータが入っていな

リカードといった外部記

タを保管・移動できるの
の手間を惜しんでそのソ

そこで︑誰かにデータ

で便利なものだが︑紛失
いか確認しよう︒

の際の被害は甚大である︒ フトを利用せず︑紛失の
際に大きなダメージを受

ルール化しておくことは

そこで︑これらのメディ

いかがであろう︒少しの

ディアを購入することを

ンパクト故に便利である

出費を惜しんで︑大きな

を渡す場合は︑新しいメ

が︑それをあえて大きい

損失を被らないように気

また︑ＵＳＢメモリや

次に︑メディアに記録

封筒や専用の小物入れに

をつけることが肝要であ

ＳＤメモリカードは︑コ

したデータは︑パソコン

入れて保管したり︑キー

る︒

ける方がいるので︑注意

の専用フォルダーに移動

ホルダーを付けて持ち歩

しよう︒

まず︑メディアに入れ
して︑メディアのデータ

けるようしたりすること

アを利用する際のいくつ

る情報の取捨選択をした
自体を消去しておくこと

かのアイデアを紹介して

上で︑保存したデータフ
は︑バックアップにもな

みよう︒

ァイル自体にパスワード

靖彦︶

をかけることと︑それら

三浦

は︑物理的に形が大きく

︵会員

るしメディア紛失時のデ

研修会

ＡＤＲ活用するための

いろいろな

を入れているフォルダー

健福祉局長︑横浜市健康
福祉局長︑神奈川県社会
福祉協議会会長︑横浜市
社会福祉協議会会長など
の多数の来賓や関連士業
団体の関係者などを交

として注目されている︒

は︑紛争解決手段の一つ

え︑活発な意見交換が行

川清志氏︵一般社団法人

今回の研修会では︑損害

れまでも家庭裁判所や自

来賓の皆様からは︑当

日本損害保険協会損害保

保険に関する問題︵そん

関係団体等に向けた設立

センターに対する期待

険相談・紛争解決サポー

紛争解決を目指すＡＤＲ

無料電話相談﹁みまもり

や︑当会の成年後見制度

トセンター︵そんぽＡＤ

紛争解決センター運営

ダイヤル﹂の事業を行っ

を通じたユーザーへの温

われた︒

てきているが︑当センタ

かみのある対応の継続へ

治体からの候補者推薦や

設立説明会は横浜市開

ーの設立後は︑従来の推

る委員会委員

の権利に関す

齢者・障害者

を担う当会高

ンターの運営

問が多数寄せられ︑県民・

の変更点など実務的な質

は︑これまでの取扱いと

明がなされた︒会場から

組との違いに着目した説

ことから︑これまでの取

て︑面談相談事業も行う

ーが県民・市民に対して

式典を通じ︑当センタ

負が述べられた︒

に育てていきたい旨の抱

県民・市民のために大切

期会長から当センターを

乾杯の際︑芳野直子次

の言及が多くなされた︒

用法﹂というテーマで研

別

いろいろなＡＤＲ活

員 を 講 師 と し て︑﹁ 紛 争

部功志会員と遠藤政尚会

解 決 委 員 会 事 務 局 ︶︑ 服

人国民生活センター紛争

Ｒ︶本部運営グループ︶︑

明がなされた︒

について︑各講師から説

ＡＤＲ手続の概要や実情

め︑紛争類型に応じた各

紛争解決センターを含

ＤＲ︶を取り上げ︑当会

療問題︵東京三会医療Ａ

ぽ Ａ Ｄ Ｒ ︶︑ 消 費 者 問 題

委員会は︑３月２日︑及 ︵ 裁 判 外 紛 争 解 決 手 続 ︶

港記念会館で１５０名を

薦事業や相談事業に加え

長の德田暁会

市民・関係者からの関心

修会を開催した︒

行われた︒

を迎え︑当セ

員と同委員会

負う役割の大きさを改め

れた︒

も活発に行わ

例年︑登録

春になると花粉や砂が

年数の浅い会

員を対象に開

車にパウダーのように付

していたら︑車全体がう

着します︒そのまま放置

ぐいす餅のようになって

研修会である

が︑今回の研

しまいました︒

催している本

い登録年数の

修会は︑幅広

の盛況ぶり

し︑例年以上

会員が参加

粉や砂は車のボディーに

したのですが︑頑固な花

遅ればせながら洗車を

ればかえって傷がついて

こびりついており︑こす

しまいそうです︒

で︑ＡＤＲへ

の関心の高さ

て感じ︑運営を担う者と

中で︑裁判手続によらず︑ 藤への配慮︑金銭賠償の

て︑大変興味深い話がな

やメリットなどについ

割や各ＡＤＲ制度の特徴

容の研修会を開催してい

べく︑ニーズに沿った内

ＡＤＲを会員に周知する

滝島

三橋

越川

広子

潔

純哉

奥園龍太郎

千歳

策をしてますか？

デスク

博信

皆さんはどのような対

をうかがわせ

るものであっ

た︒

記

来年度以降

も︑紛争解決

して身が引き締まる想い

者

手段としての
また︑引き続き当会会

内垣大輔氏︵独立行政法 ︵国民生活センター︶︑医

成年後見セン

の高さがうかがえた︒
館で行われた記念式典で

訴訟コストや感情的葛

長の内嶋順一

紛争が多種多様化する
会員が登壇し

陽

賢史︶

山口

池田

︵会員

く予定である︒
根本

され︑研修会参加者と各
︵会員

講師との間での質疑応答

判所長の他︑神奈川県保

限界など︑民事訴訟の限
当会ではこ

た︒

界を補完するＡＤＲの役

・１事件１メディアをルールにする
公正中立な専門家の関与

・メディアは大きい封筒や小物入れに入れておく
雄司︶ のもと比較的短期間での

・メディアにデータは残さない

で開設初日を過ごした︒

・ファイルは暗号化し、フォルダーにはセキュリティロッ
クをかける

は︑大須賀滋横浜家庭裁

身振り手振りを交えて説明する内嶋会員

超える参加者

説明会と開設記念式典が

成年後見センターみまもり
設立説明会＆開設記念式典

はじめましょう
ター運営部会

講演に熱の入る服部会員

（４）

神奈川県弁護士会新聞
２ ０ １ ８ 年 ５ 月 号（ 第 ３ ６ ４ 号 ）

