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平成

年

月

日︵金︶ 時

分〜

ある﹁サマースクール２
方検察庁の協力を得て多

浜地方裁判所及び横浜地

本イベントは︑毎年横

い世界に触れ︑生徒たち

の中でしか見たことのな

着したりする等︑テレビ

察庁で防弾チョッキを装

で裁判官席に座ったり検

施設見学では︑裁判所

立場を簡単には譲らず活

た︒生徒たちは︑自分の

目指して意見を交わし

が納得するルール作りを

ずれかになりきり︑全員

関係を有する当事者のい

カラオケ店の営業に利害

があったかどうかであっ

ち被告人による物色行為

盗未遂罪の成否︑すなわ

た︒本事例の争点は︑窃

とに判決内容を議論し

が裁判官の立場で︑班ご

館に戻り︑生徒たち全員

座談会では︑法曹三者

午後は︑裁判所の実際

備員が事件当時酒を飲ん

し︑また︑証人である警

開校の挨拶をする校長の佐藤裕会員

望︑意見を広く
聴取し︑当会の
活動︑運営に反
映させることを
目的に︑地域の
様々な分野から
委嘱された委員

会議で︑毎年２

を構成員とする

回ないし３回開催されて
いる︒
前回までで委員を退任
した２名に代わり︑今回︑
新たに椛島洋美氏︵横浜
国 立 大 学 教 授 ︶︑ 元 木 朱
美氏︵神奈川県消費者団
体連絡会幹事︶が選任さ
れた︒また︑正副議長の
改選期を迎え︑委員の互
選により︑椛島氏が議長︑
佐藤奇平氏︵神奈川新聞
社︶が副議長に選任され

は︑﹁ 高 齢 者・ 障 が い 者

今回の一つ目のテーマ

︵ 現 在 は ８ 名 ︶ た︒

11

30

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

にどうなるかという実体

りの大人が飲酒したとき

がなされると︑生徒たち

き︑裁判官から判決宣告

全体評議の結果に基づ

のロゴマークです︒

験を踏まえて信用性を検

は︑その臨場感に圧倒さ

山山 ゆ り

本号が発刊される頃に

は落ち着いていることを

期待しているが︑今年の

夏はとにかく暑かった▼

各地で最高記録更新とい

うあまりうれしくないニ

ュースが出たりして︑気

等した︒生徒たちは︑自

果について意見を述べる

発表して︑他班の検討結

れぞれの班の検討結果を

スクールを通じて︑生徒

がうかがえた︒本サマー

ことを学んでくれた様子

こちらが想定した以上の

各プログラムを通して︑

か▼裁判所への行き帰り

方も多いのではなかろう

は︑生徒たちそれぞれが︑ かかわる暑さ﹂が︑決し

象庁が発表する﹁生死に

分の班と異なる意見につ

アンケートの結果から

れた様子であった︒

いて︑納得したり反論し

たちが少しでも法律家を

嬉しいと思う︒

木綿子︶ イター当日券を取るため

高校生や︑プロ野球のナ

高校野球を観戦しに来た

道︑横浜公園を往来する

ことを身に染みて感じた

て大げさな表現ではない

たりして︑充実した議論

身近に感じ︑法律の世界

犯罪成立か不成立か︑自

神田

会員︵同委員︶から︑今

副委員長︶及び角田勝政

者の権利に関する委員会

悦子会員︵高齢者・障害

意見交換に先立ち︑佐賀

び松岡泰樹会員︵同委員︶ く延々続く︒責任ある役

題対策委員会委員長︶及

小野仁司会員︵消費者問

解禁の問題点﹂であり︑

ジノ法案の経緯とカジノ

二つ目のテーマは︑﹁カ

さがあれば今夏の暑さま

なファンなど︑思いの強

に日中から列をなす熱心

︵会員
ができた︒

の権利擁護に関する弁護

年開設した﹁成年後見セ

から︑カジノ実施法の概

なったことを評価する意

積極的に関与するように

のみならず身上監護にも

ない場合の横浜市の税収

う意見のほか︑誘致をし

には慎重であるべきとい

市民委員からは︑誘致

つ︑無理せず早めに帰宅

たビールで頭を冷やしつ

んなときはかき氷か冷え

いうのが本音だろう▼そ

するまでには至らないと

の熱さは︑なかなか維持

の暑さを吹き飛ばすまで

割に燃えていても︑今夏

シーズンで終わることな

我々の仕事はひと夏︑一

のだろうか▼とはいえ︑

でも吹き飛ばしてくれる

ンターみまもり﹂の活動

要︑神奈川県にＩＲ施設

見が出された︒また︑篠

確保の代替案についても

れた︒

原正治委員︵神奈川県社

し英気を養うのもいかが

︵三橋 潔︶

広子︶ であろうか︒

検討する必要があるとの

滝島

意見が出された︒

︵会員

会福祉協議会会長︶から

を始めとする地域の関係

の共有︑社会福祉協議会

は︑制度についての情報

弁護士後見人が財産管理

市民委員からは︑近年︑ などについて解説がなさ

について説明がなされた︒ を誘致することの問題点

を中心とする当会の取組

士会の取り組み﹂
であり︑ 指摘された︒

機関との連携の必要性が

分なりの結論を出すこと

は︑
生徒たちそれぞれが︑ に関心を持ってくれれば

を行った︒議論の最後に

は︑全体評議を行い︑そ

班ごとの評議の後に

討した︒

時 分

憲法問題講演会
﹁国民投票法の問題点について考える﹂
日時

裁判官・検察官・弁護士

講堂

は勉強方法についての質

問等を疑似体験した︒

０１８﹂が開催された︒
彩なプログラムを行って

模擬裁判後には当会会

サマースクールは︑神
おり︑今年は１００名を

としている︒

奈川県に在住又は在学の

する夏の恒例イベントで

中高生を対象とした法教

た︒生徒たちは︑複数の
事実を検察官・弁護人そ

午前中は︑施設見学︑

がパネリストとなり︑仕

の法廷を借りて模擬裁判

名の中高生が参加した︒ 子であった︒

の仕事を身近に感じても
座談会︑ルール作り体験

事の内容や普段の生活を

日を通して︑我々法律家
らうとともに︑物事を多
のうち︑生徒たちが︑そ

を実施した︒生徒たちは︑ でいたことについて︑周

れぞれの立場から評価

角的に捉える力や自分の

紹介した︒生徒たちから

日︑当

回市民会議開催〜
８月

市民会議は︑

催された︒

回市民会議が開

会会館にて第

〜第

成年後見・カジノ誘致問題
について議論

れぞれ希望する１つのプ

66

考えを他人に伝える力を

どであった︒

役の弁護士が苦労したほ

発に議論を行い︑まとめ

ルール作り体験では︑

である︒

の役のいずれかの役を演

20

問もあり︑普段の学校生

30

じ︑証人尋問や被告人質

横浜市開港記念会館

18

活の参考にもなったよう

場所

26

は興奮を隠しきれない様

ログラムに参加した︒

10

超える応募者の中から︑

学んでもらうことを目的

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

育のイベントであり︑１

８月３日︑当会が主催

県内の中高生 名が参加

〜サマースクール2018開校〜

30

11

31

市民からの要

活発に議論する市民委員

神奈川県弁護士会新聞
２ ０ １ ８ 年 １ ０ 月 号（ 第 ３ ６ ９ 号 ）
（１）

法律家の存在を身近に

本年４月から日弁連副会長に就任されている竹森

重な地位を占めていると
実感します︒
仕事の上では︑委員会
のメンバーに加えて︑事

半ですが︑月曜日は会議

霞が関にいることが大
なっています︒彼ら・彼

方々に︑非常にお世話に

て事務局といった優秀な

務総長や事務次長︑そし

が入らないことが多いの

わっています︒

裕子会員に︑
その仕事内容等についてお話を伺った︒

１ 日弁連副会長と
しての仕事内容
週１回の正副会長会
弁護士会の理事会
も過言ではありません︒

成り立っているといって

議︑ 月 １ 回︵ ２ 日 連 続 ︶ で︑事務所に出ています︒ 女らのおかげで︑活動が
の全

２ 就任して感じた
こと
日弁連の仕事は︑幅広

３ 心がけている
こと

く︑スピードが速いとい

なる当会の代弁者ではな

護士会連合会の大会に出

く︑国民のためにどうす

私は当会の会員です

ていませんが︑政治家へ
べきかという観点から発

が︑日弁連の中では︑単

の説明や︑法務省や財務

うのが率直な感想です︒

担当委員会では︑男女
省︑最高裁などを相手に

私自身はあまり参加でき

共同参画推進本部で︑日

席するため︑各地を訪問

弁連副会長の女性クオー

言することを心がけてい

とを迅速に決めていかな

日弁連の出す意見書が︑

その他に感じるのは︑

っています︒

るという意義もあると思

で︑﹁ 多 様 性 ﹂ を 実 現 す

また︑女性という立場

ます︒

補者の推薦などに関わっ
ければいけないので︑情

協議をしつつ︑様々なこ

ています︒その他の委員

報量に圧倒されそうです︒ か ら 意 見 を 述 べ る こ と

策委員会︑民事介入暴力
様々なところで重きを置

にわたります︒これらに

団として︑社会の中で貴

とです︒法律の専門家集

かれているのだというこ

対策委員会など
出席するなどして︑日弁

いても︑具体的に検討が
進められています︒

５ 当会会員への
メッセージ
日弁連の活動には﹁距

の研究顧問小杉礼子氏に

労働政策研究・研修機構

れている︑独立行政法人

ついて長年調査研究をさ

ウムでは︑若者の就労に

と就業が分断されている

用システムがあり︑学業

の背景には︑新卒一括採

ータから明らかにし︑そ

しやすいことを詳細なデ

ことに失敗すると貧困化

い て︑﹁ 若 者

当会会館にお

９月３日︑

若者の貧困率が国際的に

れるとした上で︑日本は

やすく最も景気に左右さ

向として︑若者は失業し

小杉氏は︑国際的な傾

からの若者支援が重要で

援する︑社会保障の側面

なく︑労働への移行を支

就労という側面だけでは

る施策としては︑従来の

社会保障の側面
からの支援が重要

よる講演が行われた︒

の就労と貧

も高いが︑その理由は若

催され︑教育

ポジウムが開

大会プレシン

弁連人権擁護

トが多いなどの学歴間格

歴ほど失業率が高くニー

更に︑日本では︑低学

の枠組があると論じた︒

富んだ有意義なシンポジ

今後の施策まで︑示唆に

若者の貧困化の背景や

ある旨話があった︒

最後に︑今後期待され

困﹂とのテー

者に厳しい社会保障給付

点にあると指摘した︒

マで第 回日

関係者や弁護

︵会員

ウムであった︒

理美︶

差があること︑また︑中

北村

途退学者の失業率が高

く︑最初に正社員となる

年以上にわたり︑

日の理事会で第３

むべき具体的施策が明ら

今後５か年の間に取り組

次基本計画が策定され︑

１月

た︒最近の活動としては︑

様々な取組がなされてき

以後

名が

来場した︒

士ら約

本シンポジ

シリーズ﹁男女共同参画を考える﹂ ①

当会にも﹁男女共同参画推進本部﹂
が立ち上がりました
本年４月から︑当会に

日公布︑同

国憲法︵昭和

離感﹂がある会員も多い
と思います︒しかし︑当

おいて︑会長を本部長と

４ 今後の大きな
動き

個近く

のは︑弁護士業務妨害対

会で主担当になっている

タ制に関して︑副会長候

します︒

月まで︑全国８つの弁

いです︒また︑７月から

など︑会議への出席は多

52

連としての意思決定に携

会の会員であれば同時に

施行︶に﹁法の下の平等﹂ が均等に政治的︑経済的︑ が︑一人ひとりの﹁真の﹂

かにされている︒
現在︑民事裁判のＩＴ

日弁連の会員でもありま

する﹁男女共同参画推進

が明記され︑大きな転機

享受することができ︑か

社会的及び文化的利益を

は進んでいるように思わ

見︑個人個人の意識改革

ないかと考えている︒一

意識改革がポイントでは

年６月

ついて︑日弁連の活動を

男女共同参画の推進に

えさせられるものも見ら

ほど進んでいるのかと考

としての意識改革はどれ

報道の中には︑社会全体

年５月の

号︶︒

同参画社会の

見ると︑平成

て社会のあら

の意思によっ

として︑自ら

対等な構成員

女が︑社会の

推進本部が設置されて︑

年６月には男女共同参画

議﹂が決議され︑平成

改革の実現をめざす決

の視点を盛り込んだ司法

定期総会で﹁ジェンダー

護士の﹁意識改革﹂は︑

取り組んでいる私たち弁

れる︒様々な人権活動に

︵会員

うか︒

宮下

京介︶

どれほど進んでいるだろ

ゆる分野にお

は︑﹁ 男 女 共

19

形成﹂を︑
﹁男

社会基本法で

施行された男女共同参画

成

を迎えた︒

つ︑共に責任を担うべき

れても︑昨今のニュース

男女共同参画推進に関
化へ向けて大きく動いて

すし︑日弁連の動きは︑

わが国における男女共

本部﹂が立ち上がった︒

社会を形成すること﹂と

係する活動は広範に及ぶ
います︒日弁連もその議

皆様のこれからに直接的

その後︑時を経て︑平

定めている︵同法２条１

ける活動に参画する機会
論に加わっていますが︑

に関わります︒ですから︑

日に公布・

が確保され︑もって男女
３つのフェーズに分けて

同参画社会形成活動の歩

月３

実施される計画になって

まずは日弁連の活動に興

そのために︑私の側で

年５月３日

おり︑その途上で横浜地

みは古く︑戦前にまで遡

も︑日弁連でどのような

陽︶

ることができるが︑日本

味を持っていただき︑何

連としての意見を求めら

ことをしているかを﹁見

思います︒

意見発信をしてほしいと

でもいいので︑積極的に

年

10

19

講演する小杉礼子氏

裁でも模擬裁判が行われ
法曹養成の制度改革も

れているので︑議論をし

喫緊の課題であり︑日弁

た上で発信していく予定

える化﹂する必要がある

山口

どうぞよろしくお願い

と考えています︒

です︒
そのほか︑いわゆる﹁谷

いたします︒

間世代﹂への支援措置や︑

︵聞き手

会員

育児を理由とする日弁連

22

23

11

61

50

11

若者の就労と貧困

ると思います︒

21

日弁連人権擁護大会プレシンポジウム

会費減免の期間延長につ

14

11

10

（２）

神奈川県弁護士会新聞
２ ０ １ ８ 年 １ ０ 月 号（ 第 ３ ６ ９ 号 ）

日弁連の「見える化」が必要

竹森裕子会員に聞く 日弁連副会長のおしごと

法律相談や︑自治体と共

治体等で実施されている

この意見交換会は︑自

題︑自治体等で行われる

び相談に関する苦情の問

相談担当弁護士の遅刻及

現況等が報告された後︑

談状況・市民法律講座の

各自治体等における相

いて確認するとともに︑

ては︑現状の取扱いにつ

利益相反の問題に関し

等の見解を頂戴した︒

で︑これに対する自治体

会の問題意識を伝えた上

点から望ましいという当

とが市民の権利擁護の観

継続相談の方法や利益

った︒

充実した意見交換会とな

に議論が取り交わされ︑

を深めた︒

するなどして︑相互理解

生じかねないことを説明

っても利益相反の問題が

活発になされた︒

催して行われている市民
法律相談後の継続相談の
自治体等で行われる法律
相反の問題は︑会員の業

８月２日︑県内自治体

法律講座の運営その他自
方法や利益相反の問題等
相談は一般論を説明する
務に及ぼす影響は小さく

遅刻・苦情の問題に関
じないのではないかとい

て︑利益相反の問題は生

後も継続して自治体等と

運営委員会としては︑今

なく︑法律相談センター

会館にて行われた︒

等との意見交換会が当会

治体等と当会との連携に
について意見交換を行っ
にとどまるものであっ

しては︑当会における現
う疑問が呈されたのに対

の意見交換を行い︑自治

てからは初めてとなる︒

際に行われるようになっ

名に増えて︑選挙が実

５年ぶりであり︑定員が

私が常議員となるのは

である︒

省会﹂もとても楽しそう

と聞く常議員会後の﹁反

目立ち︑毎回欠かさない

ろっているため︑発言も

今期は前副会長全員がそ

若手の会員の中には︑圧

り︑初めて常議員となる

て的確な発言をされてお

うが︑多くの議案につい

抑えているのだとは思

とも言える存在である︒

た︒当時は︑広い意味で

役﹂として常議員になっ

の任期を終えた後の﹁後

士会にとってとても重要

会長という役職が︑弁護

年間出席していると︑副

さて︑常議員として１

のは︑今で言えば 期位

んな光景を見ていて思う

かもしれない︒今年もそ

倒される思いの方もいる

前回私は︑当会副会長

の副会長の負担軽減と多

人だけが常議員として

で︑副会長５人のうち３

てもらいたいとの理由

様な会員に常議員となっ

のがよくわかる︒特に年

しても︑地位が人を作る

護士がなっているのだと

であり︑元々が優秀な弁

みたいものである︒

長となった姿を是非見て

躍されている会員が副会

特定の委員会活動等で活

以降だろうか︑とりわけ

と︑副会長経験者を含め

少々無責任に付け足す

度初めの頃は︑現副会長

散見される一

蓄積とリラック

リストとしての

一年間のゼネラ

じることも多々あるのだ

見をもっと聞きたいと感

る﹁普通﹂の常議員の意

会員の声なき声とも言え

方︑前副会長は︑ た﹁論客﹂だけでなく︑

ス感が相俟っ

て︑正に﹁無敵﹂ が︒

があるのかと思うことも

あるが︑一緒に参加する

ことで執行部の結束が強

まる︒様々な人に会い︑

いろいろな意見を聞ける

のは貴重な経験である︒

他会の理事者との交流に

記者懇談会は会と市民と

大会がある︒市民会議と

反面︑会議等の準備に追

になるのも大変助かる︒

他会の状況を聞けるよう

より︑困った時に気軽に

会︒他会との関係で︑四

の貴重な意見交換の場で

池本 康次

会︵当会のほか東京︑千

上挙げるとそれだけで字

他にもあるが︑これ以

ことが難しいのは残念で

据えてじっくり取り組む

われ︑一つのことに腰を

埼玉︶交流会︒私は留守

会と法テラス協議

る︒支部連絡協議

連絡協議会があ

交流会︑士業団体

懇談会や士業合同

司法書士会︶定例

三会︵同じく税理士会︑

い︒全員で出席する必要

全員で参加することが多

日直１人を残し︑土日は

いる会議もある︒平日は

だひたすら座って聞いて

をすることもあれば︑た

様々であり︑主体的に話

は知らなかった︒内容は

ほど行事や会議があると

がもってこいである︒

ためには副会長になるの

い︒参加する機会を得る

内容をご確認いただきた

は︑是非実際に参加して

いるだろう︒そんな方に

ない記事だと思った方が

名称だけ羅列したつまら

さて︑ここまで読んで

ある︒

月には人権

り︑

会が年に数回あ

問︒
他士業との関係では︑ 数オーバーになる︒これ

番予定であるが韓国訪

︵同じく愛知︑福岡︑
千葉︑ ある︒

葉︑埼玉︶交流会と五会

副会長

に不慣れな点も

﹁ 残 っ た ﹂ の で あ る が︑

50

本年は例年以上に活発

ついて︑意見交換を行う
た︒

本年は︑冒頭で︑種村
状の対応を説明するとと
し︑自治体等で行われる

り

目的で３年前から開催さ

求会員による﹁法律相談
もに︑今後の防止策につ

理事者室

て︑復帰戦と

ここはピン芸の大会

40

よ

れているものである︒

案件の見分け方﹂と題す

体等との相互理解を深め
られるよう努めていきた

法律相談であっても必ず
しも一般論の説明にとど
い︒

いて協議した︒
継続相談に関しては︑
まらないこと︑一般論に

るミニセミナーにおい
て︑法律事件の意味や隣
相談担当弁護士との速や

展洋︶

先を入れ込む

律問題や相談

か︒ネタに法

小平

接士業との権限の異同等

︵会員

とどまるような説明であ

雄大

かな連絡を可能とするこ

藤塚

が説明され︑質疑応答も

会員

など︑芸人と
して自分にで
きることがあ

して︑学生時

るのではと考

分小さくなった観客の

代４回挑戦し

えた︒こうし

笑い声︒自分の前の芸

次第に縮まっていく

見渡した周囲には︑

人が︑顔に無念と書い

袖幕との距離︒幕一枚

弁護士とお笑いと
緊迫感溢れる舞台裏で

殺気づいた表情が浮か

今回は︑副会長として

出番を待つ私︒

んでいる︒みな︑ネタ

一度も一回戦

てしまった︒

て舞台裏に戻ってき

１ぐらんぷり﹂

まずは日弁連総会︑関

の最終確認に余念がな

﹁Ｒ

弁連地区別懇談会︑定期

参加した行事とこれから

﹁まさるバンド﹂と

大会︑支部交流会︑十県

参加予定の行事について

いう芸名で臨んだこの

会定期大会に夏期研究

合格を果たせなかった

め︑思い詰めていた親

大会では︑その会場で

大会に出場することに

子︒超長時間労働の息

唯一のアマチュア合格

感じたことがきっかけ

は︑倒れていった先

子を案じながらも︑過

者となった︒その後二

だ︒デマ情報によって

人達の血だまりがで

労死するまで相談先を

回戦で敗退してしまっ

た︒大音量の出囃子に

きている︒スリップ

たが︑最近徐々にネタ

突き飛ばされるように

注意⁝

知らなかった両親︒知

をする機会をいただけ

い︒一体この中の何人

私は学生時代お笑

ぼれていく権利があ

らなかったばかりにこ

るようになっている︒

が生きて帰れるのだろ

いサークルに所属し

る︒いかにして︑権利

まだまだ未熟だがしっ

転を狙い日本中のピン

ピン芸人をしていた

があることを伝えられ

紹介したい︒

が︑卒業後は活動を

るか︑相談場所がある

したのである︒

していなかった︒芸

かり頑張っていきたい︒

生活保護申請をあきら

人復帰は︑市民と法

ことを知ってもらう

駆け上がった舞台に

一回戦の会場︒一発逆

だ

行事もりだくさん

会員 剱持 京助（45期）

うか︒

ネタ披露中

芸人が参加する︒その

足を洗ったはずだっ

一度はこの世界から

−行政との連携の充実に向けて−

た︒しかし︑戻ってき

無敵の存在？
常議員会
の い ま

や弁護士との距離を

10

自治体等との意見交換会
−

神奈川県弁護士会新聞
２ ０ １ ８ 年 １ ０ 月 号（ 第 ３ ６ ９ 号 ）
（５）

〜関越大会準優勝〜

ーフィンの

におけるサ

から

歳までの老若男女

を超える中︑１歳９か月

２日目は４チームに分

に１日目の幕が閉じた︒

も行われ︑大騒ぎのうち

光景が見られた︒二次会

詰まらせる者等︑様々な

りつく者︑食べ物を喉に

横目に︑大好きな酒にあ

介をしていたが︑それを

の下で初参加者が自己紹

た後の宴会では︑名ＭＣ

泉にふやけるまで浸かっ

ており︑子

が併設され

にはプール

オーツカ﹂

シーサイド

所の﹁一宮

た︒合宿場

開催され

子供教室が

会員による

その後︑

８月４日︑横浜︑東京︑新潟︑群馬︑埼玉の５

がりながらも︑その後は

名が一堂に会し︑

げ抜き︑３対２で初戦を

さの中︑６回を一人で投

レジェンド畑中隆爾︒暑

初戦︑
埼玉戦の先発は︑

み５失点と苦しい立ち上

初回に味方のエラーも絡

は︑新加入の豊田秀一︒

決勝の新潟戦の先発

県渋川市で開催された︒

チームによる弁護士関越野球大会が︑今年も群馬

随所に力のあるストレー

総勢

暑さにも負けず⁝？

突破した︒なお︑畑中に
開催場をご

続く２戦目は︑宿敵東
最終回に登板した川原佑

ロで２つの三振を奪い︑

こそしたものの自責点ゼ

が開催された︒気温

目から練習試合︒激しい

当然のことながら１日

昨日からの疲労もあるの

ったのだが︑朝から灼熱︑ にプールに

れない戦いがそこにはあ

口も動き︑絶対に負けら

２日間テニス漬けである︒ かれての公式戦︒皆足も

なお︑当クラブは初心

ず︑テニス

にも負け

供達は暑さ

東京五輪

戦いが繰り広げられた︒

だろう︑プレイヤーの体

者に向けて練習会も行っ

存知であろ

﹁波乗り道

コートが３面あったた

力は奪われ続けた︒そし

うか︒そう︑

場﹂と呼ば

め︑試合が終わればまた

て︑当クラブ会長が﹁エ
日

ポリシー﹂を適用し︑試

クストリーム・ヒート・

テニスに興味がある方も

ている︒経験者は勿論︑

体を消耗させる︒その消

もっとも︑戦いとは身

ームはどこだったのであ

した︒果たして︑優勝チ

合を切り上げる英断を下

でご一報を︒

の問合せは佐藤裕会員ま

大歓迎である︒入会など

んぼが広がる自然豊かな

が︑市内とは思えない田

私の家は横浜市内です

場所に住んでいます︒夏

耗した身体を癒してくれ

った︒

いたのか︑元気溌剌であ

んでいた︒

大いに楽し
れる千葉県

試合が待っていたが︑ア
８月

日︑波
乗り道場

〜

で︑平成
年度横浜法
曹テニスク

晴彦︶ の間は︑蝉の声がずっと

れ︑中国の独禁法がいま

し﹂と題する講演がなさ

品の授受も行われた︒な

意見交換がなされ︑記念

流を目指すことについて

帰宅時にはうるさいほ

てきました︒

え︑秋の虫の声が聞こえ

いつの間にか蝉の声は消

井上

だ多くの問題を抱えてい

お︑自己紹介時に芳野会

耳についていましたが︑

る内容であることが︑詳

ど鈴虫やら松虫やらが鳴

その後︑華僑大学一行

ていてくれるでしょうか︒

本号が出る頃も︑鳴い

の虫の声で起こされます︒

いています︒朝もこれら

長が中国語で挨拶し︑出

法研究会を代表して中道

を当会会員の事務所や横

席者一同を驚かせた︒
学園を会場とし︑日本・

浜地裁へ案内し︑途中観

題して講演を行い︑営業

にて懇親会を催した︒

赤レンガ倉庫のテラス席

光も入れながら︑夜には︑

記

者

越川

千歳

山口

滝島

三橋

純哉

博信

陽

広子

潔

奥園龍太郎

徹 会 員 が︑﹁ 知 的 財 産 権

の自由を制限して市場を

次発表を行った︒
発表の一部を紹介する

反競争的にする効果を有

デスク

と競争法との関わり﹂と

当会からは︑独占禁止

細に発表された︒

︵会員

ろうか⁝︒

◆事業者相談〈30分以内・無料〉
木
10：00〜12：00

るのは天然温泉と宴︒温

民法・競争法を中心として

東アジアの法改正とその影響

ラブ夏合宿

◆交通事故相談〈30分以内・無料〉
水
13：30〜16：00

インターネット予約は
ひまわり相談ネットから

中国・韓国の研究者が順

第４回国際シンポジウム開催
桐蔭横浜
大学法学部

と︑名古屋学院大学法学

と華僑大学

部の加藤雅信教授による

次回のシンポジウム

法学院との
き誕生した

は︑中国泉州市の華僑大

学で開催される︒興味の

する知的財産法と︑自由

の関係について︑著名な

ある方はぜひ独禁法研究

競争を推進する独禁法と
る講演が行われ︑物権法

会までご連絡を︒

華僑大学一行による当会

智之︶

判例をもとにした発表が

への表敬訪問が行われ︑

田鍋

なされた︒

華僑大学からは︑陳乾

日本と中国との更なる交

︵会員

の改正ではなく債権法改

翌日には︑独禁法研究

勇専任講師による﹁中国

会メンバーの案内にて︑

独占禁止法改正の見通

た︒

興味深い内容で発表され

正となった経緯が非常に

日本の民法改正﹂と題す

協定に基づ

◆家庭相談〈45分以内・5,000円〉
月
13：30〜16：30
火・金
10：00〜13：00

ߛࠃࠅ
ㇱ

㊁

猛暑の中の熱戦

テニス部夏合宿

とってはこれが当会野球
トを見せた︒２番手で登

京︒東京の千葉投手に対
基は︑最近の登板機会の

一宮町であ

ドレナリンが放出されて

電話／044-223-1149 予約受付時間／平日 ９：30〜17：00（火・木は19：30まで、土・日・祝13：00〜17：00）

東アジア法 ﹁ 世 界 の 民 法 改 正 動 向 と
律文化研究
センター主
日︑第４

催で︑８月
回国際シン
ポジウムが
開催された︒
横浜市青
葉区の桐蔭

◆債務整理相談〈30分以内・無料〉
火
13：30〜15：30
木
17：00〜19：00

土曜・日曜・祝日も
相談を行っています

◆総合相談〈45分以内・5,000円〉
月・水
10：00〜13：00
火
16：00〜19：00
木・金
13：30〜16：30
土・日・祝 13：30〜16：30

川崎法律相談センター

神奈川県弁護士会

35

る︒

28 72

度

勝目の貴重な

部で通算

して︑横浜は２回︑この

板した西村隆雄は︑失点

日９番に入った河野隆之
少なさに対する鬱憤を晴

勝利となった︒

がライト前へ先制タイム
打者をダブルプレーに仕

リーを放つと︑
３回には︑ らすかのごとく︑最後の

一方で打撃陣は︑新潟

留めてみせた︒

25
30

〝若き主砲〟根本淳己が
リーベースを放つ︒その

強烈なライトオーバース
の好投手村田の前になか
と大

後︑ワイルドピッチで︑

差の敗戦となった︒

ってみれば︑３対

なか得点を奪えず︑終わ

投げては︑辻居弘平︑

貴重な追加点を挙げた︒
元嶋亮の両投手が危なげ
試合後には︑伊香保温

員の石原知︑豊田らが自

泉の旅館﹁福一﹂にて︑

己紹介を行った︒なお︑

ないピッチングを披露

今年に入り︑名古屋︑

チームの敢闘賞には︑東

し︑見事４対０の完封勝

大阪など強豪相手に負け

京戦で３安打を放った河

懇親会が開かれ︑新入部

が続いていたチームにと

利を収めた︒

っては︑明るい材料とな

野が選ばれた︒
今大会︑強豪東京
相手に勝利を収めた
のは︑弁護士野球全
国決勝大会へ向けて
の大きな収穫であっ
た︒長谷山監督の下︑
チームとして更なる
レベルアップをして
直之︶

松永

︵会員

日︑
横浜は無事予選を突

26

28

いきたい︒

︵速報︶９月

破し︑大分での決勝

−

筆者はカメラマン（写っていない）
講演する中道会員

10

23

大会に駒を進めた︒

−

94

る勝利であった︒

森弘史主将から紹介される新入部員たち

（６）

神奈川県弁護士会新聞
２ ０ １ ８ 年 １ ０ 月 号（ 第 ３ ６ ９ 号 ）

