２０１９年度の当会理事者に︑①新理事者と

分︶

新理事者就任披露会懇親会のご案内
日時 ２０１９年４月１日︵月︶
午後６時〜︵受付開始 午後５時

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

プールに通い始めて１

年ほどになる︒鏡に映っ

し︑定期的な運動をしな

分ももう若くないと実感

のロゴマークです︒

いる広島カープ戦を主と

た自分の姿などから︑自

する野球観戦を楽しんで

ければと思ったのが開始

ホテルニューグランド ３階 ﹁ペリー来航の間﹂

②筑波大学附属駒場高校

の動機である▼週に１回

場所

卒︑東京大学法学部卒︒

おります︒また︑街を歩

年生まれ︒桐蔭

いいたします︒

くのが好きで︑休日は必

か２回︑仕事終わりに水

設立し︵平成

②昭和

学園中学・高校出身です︒ 司法修習︵仙台︶を経て︑

着を持って向かう︒泳法

ただきました︒

中央大学︑早稲田大学大

ずといっていいほど外出

はもっぱら平泳ぎ︒体に

③普段︑自転車で︑のん
びりと街乗りをしていま

期 ︶︑ 大 木 章 八 先 生 の 下

をして︑至るところに出

務︒平成６年には新設さ

す︒お酒はかなり飲む方

で弁護士としての一歩を

れた当会相模原支部に所
属し︑平成７年に支部管

学院︑広島修習を経て︑

踏み出しました︒その後︑ 没しています︒
年６月

年 当 会 登 録︵

内で相模原法律事務所を
です︒パソコン全般は好

月に当会登

年

録︒その後︑同

す︒また︑自作のＬＩＮ

沢ひまわり基金法律事務

県米沢市に開設された米

とがありますが︑熱帯魚

③当新聞にも寄稿したこ

在に至っております︒

年に独立開業︑現

Ｅスタンプを公開してい

所にて執務していまし

平成

平成

年弁護士

平成

内システム︑広報パンフ

〜同

年１月まで︑山形

等は全て自作していま

ます︵笑︶︒

す︒ピアノもやっていま

う書くと何だか高尚な感

クラシック音楽鑑賞︒こ

す︒最近は︑板を担いで

ターの資格を持っていま

ＳＢＡ公認インストラク

き︒スノーボードは︑Ｊ

した︒１６００人を超え

ていただくことになりま

続き︑副会長を務めさせ

①常議員会副議長に引き

士会の懐の深さを信じ︑

史を有する神奈川県弁護

んが︑１３０年以上の歴

がないわけではありませ

まるかどうか︑全く不安

という責任ある仕事が務

①若輩者の私に︑副会長

長しないゴルフの練習を

すが︑最近は︑一向に成

③スポーツ全般が好きで

習︒平成

部法律学科卒業︒横浜修

義塾高校︑慶應大学法学

②昭和

たいと思います︒

年当会登録︒

することと︑贔屓にして

ができれば幸いです︒３

護士会に少しでも恩返し

①お世話になってきた弁

そしてバテるのも向こう

うが︑敵うべくもない︒

れて全速力で泳いでしま

い自分もそれに引っ張ら

ぐ人を見かける︒ついつ

あった︒しかし考えれば︑

歳と１歳の子がおります

別に競争しているわけで

ので︑副会長業務におい

します︒

もないのだし︑自分に無

より早い︒そのため何と

②川崎市生まれ︒実務修

理のないペースで泳げば

てもできる限り時短の工

習地は札幌でした︒弁護

いいのだ︒そう考え直し

なく嫌気がさし︑仕事の

士業務上の特徴として

て︑晴れて﹁復帰﹂を果

忙しさを口実にプールか

は︑英語関係の事件︵渉

たした▼さて︑仕事にキ

夫をしていきたいと考え

外企業法務や外国人の民

ております︒皆様のご理

事・家事事件︶が比較的

リを付けて今日も泳ご

ら足が遠ざかった時期も

多く︑事務所の弁護士及

いて無駄足になることも

う︒そう思って行くが︑

きます︒

多い︒スケジュール管理

休館日であるのを忘れて

③かつてはレジャースキ

力の向上という課題はま

び事務職員の全員が英語

ーにはまっていました

︵山口 陽︶

だ残っている︒

あってお休み中です︒

が︑ここ数年は子育ても

でコミュニケーションで

解とご協力をお願いいた

見紛うばかりの速さで泳

につけて︑五輪選手かと

時々︑本格的な水着を身

まったのはご愛敬か▼

たさゆえ風邪を引いてし

換にも良い︒冬に水の冷

と無心になるので気分転

も︑泳いでいる間は自然

に思い悩むことがあって

果が見られてきた︒昼間

は少しながらようやく成

きで︑ホームページ・所

年には︑

法 人 化 ︶︑ 現 在 に 至 っ て
います︒平成
︑

山本一行会長の下で副会
長に就任し︑平成
年には常議員

年には相模原支部支部長
を︑平成

障害者の法律問題とスポ

したが︑最近は聴く方が

た︒弁護士業務としては︑ 飼 育 を 長 年 続 け て い ま
ーツ法︑スポーツ事故の

問題に力を入れています︒ 中心です︒
③日常のテニスに︑冬の

じがしますが︑実は天気

スノーボードと夏の山歩

の良い日︑よく干した布

冬山滑走も再開しました︒

①大変な業務を引き受け

てしまいました︒財務室

に入室して１年も経過し

ておらず︑また︑財政に

ついては厳しい見通しも

予想されるところでござ

る当会の副会長の重責を

全力で職務を全うしたい

いますが︑全力で頑張り

しっかり果たせるよう頑

と考えております︒

年生まれ︒慶應

張りたいと思いますの

るのが一番好きです︒
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青山 良治（58 期）

会の議長を務めさせてい

③ 日 本 舞 踊︵ 坂 東 流 ︶︑

団にくるまって昼寝をす

次期副会長

合格︒平成４年の修習︵熊

16

しての抱負︑②略歴︑③趣味等︑について語っ

昨今︑我が国では︑憲

本︶終了後︑当会に入会

17

で︑どうぞよろしくお願

澄川 圭（60 期）

10

48

12

ていただきました︒

法改正問題︑貧困格差の

次期会長

①２０１９年度の会長を

①甚だ微力ながら︑筆頭

務めさせていただくこと

副会長として伊藤会長を

広がり︑超高齢社会にお

補佐し︑他の副会長とも

ける諸問題等︑かつて直

も弁護士会としても︑地

力を合わせて﹁信頼され

になりました︒相模原支

道に多様な場面で人権擁

る弁護士会﹂を目指し︑

部からは初めての会長と

しくお願いいたします︒

護活動を続けることが重

尽力する所存です︒

面したことのない様々な

神奈川県は︑特色を持

要です︒そのためには︑

②広島県出身︒筑波大学

なり︑身の引き締まる思

った県内各地域に多くの

私自身︑どの場面におい

問題が生じており︑私た

企業・市民が存在してい

ても︑弁護士としての﹁素

ち弁護士は︑個人として

ます︒そこで︑県内の各

ましたが︑一生できる仕

地域における市民の法的

事に就きたいと考え︑在

第一学群人文学類卒業︒
ます︒

職中に司法試験の勉強を

新卒で建設会社に入社し
②桐蔭学園高校︑早稲田

朴な正義感﹂を忘れずに

て︑県内全域にわたり︑

大学法学部を卒業した

会務に邁進したいと思い

司法へのアクセスを容易

く市民に情報発信をし

になるように努力してい

始めました︒横浜修習︑
今後の地域の法的ニーズ

年４月当会登録︒
の担い手となる若手会員

茶 道︵ 裏 千 家 ︶︑ 宝 塚 観

平成

きたいと思います︒
また︑ 後︑平成元年に司法試験

ニーズに応えるため︑広

須山 園子（52 期）

21

19

19

劇︵主に雪組︶︑歌舞伎・

17

ますので︑どうぞ︑よろ

30

千歳 博信（57 期）

20

23

50

いです︒一生懸命頑張り

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

30

期︶︒大木章八先生の

12

德田 暁（53 期）

伊藤 信吾
（44 期）
事務所でイソ弁として勤

の育成も引き続き支援し ︵
てまいります︒

44

神奈川県弁護士会新聞
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（１）

各地域の市民の法的ニーズに応えるため

弁護士・公証人による

い者が安易に信託組成す

り︑専門的知見を持たな
性︑②信託の限界と後見

る信託契約書作成の重要

ォンから気軽に送れる無

パソコンやスマートフ

アプリに通知が届く仕組

場合︑スマホ版ＬＩＮＥ

が一不正ログインされた

である遠藤英嗣弁護士

料メッセージアプリケー

近年︑民事信託がメデ
ィアでも取り上げられ︑ ︵東京弁護士会︶︑横浜地
制度との併用︑③適合性

みとなっていますので︑

ることのリスクが指摘さ

早急にパスワード変更を

部に漏れてしまってはま

容に関する情報など︑外

り取りの中には︑事件内

しかし︑依頼者とのや

そ の 他︑﹁ 友 だ ち 自 動

いう対策も考えられます︒

情報は一切送信しないと

すし︑事件内容に関する

最小限にとどめるべきで

容に関する情報の送信は

また︑設定で﹁ログイ

ずい内容もあると思いま

追 加 ﹂﹁ 友 だ ち へ の 追 加

ン許可﹂をオフにすると︑

す︒そのため︑ＬＩＮＥ

を許可﹂をオフにするの

報データを送信すること

のアカウント乗っ取り

がオススメです︒オンに

ができるなどの理由か

︵不正ログイン︶には注

なっていると︑電話帳に

ＰＣ版ＬＩＮＥからのロ

意が必要です︒必要なト

電話番号が登録されてい

グインを防ぐことができ

ーク履歴は定期的にバッ

る人が友だちとして自動

ら︑依頼者との連絡に利

クアップとしてＰＣに保

追加され︑意図せず知り

用している弁護士もいる

存しておき︑ＬＩＮＥ上

ます︒そもそも︑事件内

のトーク履歴を消去する

合いや依頼者︑相手方と

︵会員

です︒

ＷＯＲＫ

小川

健一︶

対策の一考となれば幸い

外部に漏らさないための

以上︑依頼者の情報を

ティ面が充実しています︒

とができるなどセキュリ

でアクセスを切断するこ

の盗難・紛失時には遠隔

号化されるほか︑スマホ

す︒通信時のデータが暗

キュリティ対策の一つで

ＩＮＥを利用するのもセ

Ｓ﹂というビジネス版Ｌ

﹁ＬＩＮＥ

に変更しておくべきです︒

名など分かりやすい名前

送信の元となるので︑本

いる場合があります︒誤

ント名が本名と異なって

また︑友だちのアカウ

うおそれがあります︒

ＬＩＮＥで繋がってしま

ことが望ましいです︒万

と思います︒

シ ョ ン﹁ Ｌ Ｉ Ｎ Ｅ ﹂︒ 無

方法務局生島弘康公証人

れ︑弁護士が関与してい

料通話機能や︑メールで

広く一般の方にも浸透す

く意義は今まで以上に重

行うべきです︒

原則との関係︑④受託者
による不正・適格性と信

⑤遺言︑⑥死後事務委任

要となる︒本講演会には

った︒
本セミナーへの参加者
名︑相談者は７組と︑
共に定員を超えるほどの

は

大盛況であり︑家族信託
に対する市民の関心の高
さをうかがうことができ

亮祐︶

は送信できない容量の情

れた︒続いて︑管理・活
用・承継・身上監護とい

契約と組み合わせた民事

当会会員を含め他士業・

相談員として招き︑当会

をお招きし︑当会の根本
雄司会員とのクロストー

信託契約の設計︵総合設

基本的な活用事例につい

会員とともに相談にあた

るようになった︒しかし
託業法︑⑤専門職関与の

一方で︑専門的知見や実
日︑ った視点から︑後見制度
重要性等について︑問題

クとも併せて︑１月
検討が行われた︒

務経験を欠く者による信
との比較をしつつ信託制
今後︑遺留分制度を潜

度の基礎知識︑具体的活
脱するような信託事案等

当会会館において掲題の
用事例の説明がされた︒

講演会が開催された︒
そして︑①見守り︑②財
に関して委託者死亡によ

託組成の結果︑不十分な

︻基調講演︼
遠藤弁護士より︑実際

計︶の重要性についても

支援者・市民ら総勢約

後見契約︑④尊厳死宣言︑ る 紛 争 顕 在 化 も 想 定 さ

産管理委任契約︑③任意

いし脱法的な信託組成事
例も散見されるのが現状
託の健全な発展を目指し
の過誤事例の紹介があ

である︒そこで︑民事信
て︑信託分野の第一人者

述べられた︒最後に︑長

のうちに終わった︒内容

名の参加があり︑大盛況
の掘り下げを含めて再度

期にわたって生きる正し

の開催を望む参加者の声

い信託︑信託に詳しい専
門家に相談する重要性を

が多く寄せられたため︑

強調された︒

︻クロストーク︼

定している︒
千宏︶

第２回講演会の開催も予

生島公証人と根本会員

海野

︵会員

らは︑将来判断能力が衰

両講演では︑弁護士か

された︒

により︑①公正証書によ

信託活用の理解深まる

えたときに備えて資産管
理を信託する場合や︑死
亡後の資産承継を信託す

て解説があった︒また︑

る場合など︑家族信託の
えず︑家族信託を有効活
日︑当会会館に

用し︑不適切な信託の設

１月

子に自宅不動産の管理を ﹁ 前 か ら 家 族 信 託 に つ い

お い て︑﹁ 信 託 セ ミ ナ ー

信託した事例をもとに︑

た︒また︑
参加者からは︑
るためにも︑専門家によ

た︒
︵会員

笹岡

充実したセミナーとなっ

う所期の目的にかなう︑

家族信託制度の周知とい

が挙がるなど︑市民への

い機会だった﹂という声

がなかったのでとても良

かなかこういうセミナー

ては関心があったが︑な
る市民向けセミナーが望

信託税制の基本的な考え
本セミナーでは︑まず︑ 方や︑実際の課税内容に

より山本みや子税理士を

④LINE WORKSを利用しセキュリティを強化

90

まれるところであった︒

税理士からは︑父親が息
本セミナー・相談会は︑
当会法律相談センター運
営委員会が主催し︑市民

ついて解説があった︒弁

向けに無料で開催したも

護士と税理士による市民

狩倉博之・杉原弘康両会
のであり︑家族信託をテ

向けの分かりやすい講演
に対し︑参加者は熱心に

門﹂というテーマで講演
近年︑家族信託がマス

が行われた︒続いて︑東

本セミナー後の相談会

聴講していた︒

というテーマで講演がな

き︑﹁ 民 事 信 託 と 税 金 ﹂ には︑東京地方税理士会

広之進税理士を講師に招

京地方税理士会から吉野

ーマとするものであった︒ 員 に よ り︑﹁ 家 族 信 託 入
コミ等において多く取り
上げられ︑そのワードは
一般的に認識されつつあ
るが︑その制度への理解

はじめましょう

①乗っ取り
（不正ログイン）対策を なるべく
事件内容に関する情報を端末に残さない

21

は追いついているとはい

③友だちのアカウント名を本名にし、誤送信
を防ぐ

基調講演を行う遠藤英嗣弁護士

＆相談会﹂が開催された︒ 定によるトラブルを避け

30

その 15
LINE のセキュリティ

②友だち自動追加をオフにして電話帳との同
期を防ぐ

正しい信託の重要性
家族信託に関するセミナー＆相談会
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を

研修 会 ﹁ 当 事 者 中 心 の 精 神 医 療 を 目 指 し て ﹂

障碍など︑様々な精神疾
患の症状や現象が紹介さ
れた︒そのような当事者
への関わり方として重要
なのは︑当事者を孤独に
することなく︑症状の背

け︑ゆっくりと話をする

に寄り添って話に耳を傾

後にある不安や喪失など
格闘の現れであるから︑
ことである︑というアド

日︑当会会館に
そのような人に安心感を

１月
て︑研修会﹁当事者中心
であるという話があった︒ バイスがあった︒

の 精 神 医 療 を 目 指 し て ﹂ もたらすことが最も大切
が開催された︒この研修

年後見等の業務において

員の多くから︑自らの成

講演後は︑参加した会

の二軸を取りやすいが︑

迷った経験に関連した質

精神疾患は﹁陰﹂﹁陽﹂

見人等候補者名簿の更新
このような状態には︑ス

問が出され︑関心の高さ

は︑成年後見センター後
要件指定研修の１つとな
トレス耐性の高い人であ

をうかがわせた︒

っても︑受けるストレス

講師を務められた越智
の大きさや︑周囲のサポ

っているものである︒
祥太医師︵ことぶき共同

基づいて的確に回答さ

れに対して自身の経験に

講師の越智医師も︑そ

合がある︒つまり︑誰で

れ︑参加者にとっては︑

ートの状況次第で至る場
も精神疾患にはなりうる

診療所︶は︑患者の隔離
拘束のない病院を経営さ

のだ︑という視点が必要

思われる︒
陽︶

いに参考になったものと

れているとのことであ

そして︑統合失調症・

る︒講演では︑精神疾患

気分障碍︵うつ病や躁う

であるとのことであった︒ 今後の業務を行う上で大

安が最初にあり︑症状と

においては︑当事者の不
されているものはその不

がする︒被害に遭わないため

山口

再発防止が目的の一つとされ

にはどうすればいいのか︒そ

︵会員

転中にイライラしている自分

る︒世間に広く知られること

つ 病 ︶・ 発 達 障 碍・ 人 格

急いで保土ヶ谷バイパスを
がいたことに気が付いた︒こ

安を埋めようとする努力

運転中︑強引に割り込んでき

れも大切だが︑なぜ犯罪に手

︵東京新聞

鈴木

弘人︶

こともあるのではないか︒

つ被告の犯行理由と似ている

日常の小さな感情が法廷に立

り運転をするかもしれない︒

た時に﹁カチンときて﹂あお

る可能性だってある︒ふとし

ったのか︒自分が加害者にな

定した行為に至るには何があ

﹁結果は重大﹂と裁判所が認

﹁強固な犯意﹂﹁悪質な犯行﹂

う︒

いか考えることも重要だと思

も感じたことのある要素はな

を染めたのか︑そこには誰し

で犯罪の未然防止︑被害の最

誰

」

人は特異という考えがある気

る ︶︒ そ こ に は︑ 罪 を 犯 し た

小化につながる︵と信じてい

ういう気持ちがあおり運転に

していた自分にハッとした︒
﹁カチンときた﹂
︒大井町の
東名高速道路で一昨年６月︑
あおり運転を受け無理やり停
止させられた夫婦が後続の大
型トラックに追突され死亡し
た事故の裁判で︑被告はあお
り運転をした理由をこう話し
た︒死亡した夫に駐車位置を
注意されて逆上したのだ︒別
件で起訴された３件のあおり
運転も同様の発言を繰り返し
た︒

つながるのかと納得する部分

それだけの理由で二人の命
を奪うなどあんまりだと思

もある︒
事件︑事故︑裁判の報道は

う︒しかし︑被告のように危
険な走行はしていないが︑運

−平成31年賀詞交換会−
会計担当副会長を務め
る以上︑当会の会計状況
を会員の皆様に報告せね
ばならない︒とはいえ︑
近年書かれたことを繰り
返しても仕方がない︒内
容が被らぬよう過去の会

１月

日︑ロイヤルホ

ールヨコハマにて︑毎年

恒例の賀詞交換会が開催

１

小島敏明

小川克介

永倉嘉行

石川惠美子 川上英一

𠮷原耕平

在会 年の会員

佐藤嘉記

吉村信彦

伊藤秀一

湯浅勝喜

小泉萬里夫 後藤雅晴

勝

寒河江晃

米寿の会員

太田壽郎

大村武雄

５

茆原洋子

林眞佐雄

堀越金次

卒寿の会員

山田忠治

６

清水沖次郎

宮島才一

水地啓子

米山安則

藤田

竹中英信

誠

高井佳江子

手塚

宮田 学

芳野会長の年頭の挨拶

された︒

と会務報告に続いて︑在

川島清嘉

滝本太郎

年︑

年等及び長寿

会

和雄

法曹 年以上で
在会 年の会員

在会 年の会員

鐘尾彰文

森

祝の表彰が行われた︒次

年間を

永見和久

２

３

いで被表彰者を代表して

横溝正子会員が

振り返り︑当会１１５年

目にして初めて女性の会

長となったこと︑坂本事

件︑会名変更などの思い

出を語るスピーチをし︑

末岡峰雄

歓談後︑和やかな雰囲気

のうちにお開きとなった︒

横溝正子

喜寿の会員

根本孔衛

４

なお︑表彰された会員

は次のとおり︒皆様おめ

でとうございます︒

はまだまだいくらでもあ

る︒

ここで問題となるのが

予算である︒かつて某副

会長は別の某副会長を

アクセルであるがブレー

﹁執行部のエンジンかつ

ウ︑大金を引き出してラ

た︒財政と法規でザイホ

することができる︒会員

には︑ＨＰですぐに確認

聞を読みたくなったとき

このように過去の当新

会等で検討した結果に対

活動している会員が委員

支出申請がある︒熱心に

日々︑様々な委員会から

役 に な る こ と が 多 い︒

が︑会計担当はブレーキ

キはなかった﹂と評した

スベガスに高飛び︑夜の

サイト内にある法規集で

し︑予算がないので再検

康次

会合が唯一の得意分野⁝

会規等もすぐに確認でき

討と無下に言わなければ

池本

自由な記載ばかりだ︒数

る︒理事者会の資料もク

副会長

字ばかり追いかけていた

ラウド上で確認でき︑世

ようである︒

ならないことも少なくな

い︒そんな最中に思った

ことを最後に記しておき

予算がないと予算内︑

たい︒

上︑委員会のペーパーレ

ホ対応に検索機能の向

ある︒会員サイトのスマ

いただければ幸いである︒

てしまうことがおわかり

に追いかけられ疲れ切っ

会計担当が１年間数字

一字違いで大違い︒

ス化など便利にする方法

できるのは非常に便利で

れており︑いつでも確認

去の資料がＨＰに掲載さ

委員会によっては︑過

いる︒

の中の進化に助けられて

からか相当お疲れだった

辞世の句

理事者室

新春を寿ぐ

計担当の記事を読み返し

50

35

20 40
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50

り

50

35

よ
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た乗用車に﹁ちっ﹂と舌打ち

講演する越智祥太医師

「カチンとくる
も
で

だ

不安や喪失に寄り添う

神奈川県弁護士会新聞
２ ０ １ ９ 年 ３ 月 号（ 第 ３ ７ ４ 号 ）
（７）

寒さに負けず
が多かったのではないだ
ろうか︒
そんな︑テニスが注目

広げ︑Ａクラスでは︑井
原淳弁護士・田中和宏弁
護士ペアが︑田中康晃会
員・梶山孝史弁護士ペア
を打ち破り︑優勝を決め

今年の初打会には︑当
直久会員ペアが︑Ｃクラ

ラン小林雅信会員・飯田

た︒Ｂクラスでは︑ベテ
会会員とその家族︑他会

にあふれるスタートとな

し︑寒さに負けない活気
和気藹々とした雰囲気の

た︒その後の懇親会では

名が参加

った︒

者ペアが優勝を果たし

スでは岩崎健太会員・筆

所属の弁護士や

毎年恒例の横浜法曹テニ

習生等の総勢

スクラブの初打会が︑金
者はその賞品の豪華さに

日に

を集めている平成最後の

１８年︒今年に入り更に
初打会では︑レベルに

２０１９年︒１月

期の修

法曹テニス初打会
大坂なおみ選手の全米
オープンテニス女子シン
グルス優勝の快挙に︑連
日︑彼女の試合やインタ

全豪オープンの優勝も決
沢区にある杉田ゴルフ場

成され︑各クラスで優勝

ラスは初級・初心者で構

スは中級者︑そしてＣク

クラスは上級者︑Ｂクラ

スの試合が行われる︒Ａ

ナメント方式でのダブル

はリーグ戦︑決勝はトー

に分かれ︑各クラス予選

る︒テニスに興味のある

は丁寧な指導が待ってい

めてラケットを握る方に

レベルの高い試合が︑初

われている︒経験者には

戦等他団体との交流も行

理士会や裁判所との対抗

に練習会が開催され︑税

当クラブでは︑定期的

大嶋

恭子︶

方は是非気軽にご参加く
︵会員

ださい︒

１月

日に︑当会にて︑関弁連行事である平成

年度若手弁護士カンファレンス及び同第２回地区別
懇談会が開催された︒

に終わり︑日弁連・関弁

え実施し︑何とか成功裏

目であり︑試行錯誤のう

ンスは︑今回でまだ３回

連理事の女性割合を

な回答がなされた︒日弁

に日弁連執行部から丁寧

弁連の対応といった議題

化や災害問題に対する日

％

連からも高評価を得た

ンスとは︑一昨年度から

若手弁護士カンファレ

とともに︑同時間帯に起

れ議論の状況を報告する

ループの代表者がそれぞ

後︑全体会議にて︑各グ

見交換が行われた︒その

員等が加わり︑活発な意

謝申し上げたい︒

る︒この紙面を借りて感

会委員の協力の賜物であ

会若手会員育成支援委員

会職員︑関弁連職員︑当

が︑これも若手会員︑当

明がなされた︒

への協力依頼を含めた説

日弁連副会長から単位会

当会会員である竹森裕子

施策の進捗については︑

以上とするための具体的

日弁連執行部・関弁連役

実施されている行事で︑

草担当者において︑提言

１ 若手弁護士

関弁連管内の若手弁護士

書をまとめあげた︒地区

会では︑中国獅子舞が日

弁連会長を含む参加者を

関弁連地区別懇談会

月２日に水戸市で開催さ

盛り上がった︒次回は７

会が行われるなど大いに

カンファレンス

が集結し︑６つのグルー

別懇談会では︑提言書が

噛んで回り︑各単位会が

は︑日弁連執行部と関弁

持ち寄った日本酒の鑑評

とめ︑議題として提出し︑ 朗々と読み上げ︑菊池裕

連管内の単位会会員の連

２ 関弁連
地区別懇談会

その後に行われた懇親
プに分かれ︑それぞれ設

議題として提出され︑当

正之︶
定されたテーマにつき︑

会の須須木健太郎会員が

坂本

議論を交わす︒そしてそ

︵会員

れを当日中に提言書にま

太郎日弁連会長からは︑

康次︶

提言１つ１つにご丁寧な

︵副会長

れる予定である︒

池本

絡調整を図るための会合

当部会では︑確定申告

本人のお気持ちは︑察す

池江璃花子さんのご病

収税額の計算方法︑青色

気には︑世界中が驚き︑

申告のメリット︑経費認

るに余りあります︒一日

質問が出され︑これらの
１月８日︑当会会館に

についての研修会を︑こ

質問についても丁寧な回

載せるのかについて等︑

書のどこにどんな費目で

を入れている場合は申告

である︒裁判手続のＩＴ

日弁連会長から一定の回

若手弁護士カンファレ

回答をいただいた︒

答を得るというものであ
当日は︑各グループに

る︒

初めての確定申告に備えて

若手会員向け税務研修会

て︑﹁ 若 手 会 員 向 け 税 務

定できるもの・できない

悲しみにくれました︒ご
研修会〜初めての確定申

答があった︒
対 し て︑﹁ 〇 〇 先 生 静 か

おらず︑皆それぞれが好

にしてください﹂と漫才

も早い全快をお祈りしま

わらずピアノが趣味と言

す︒

って笑いを取る者や︑新

れまでも何度か若手会員

きな席に座ることがで

向け企画として開催して

のようなやり取りもあっ

ものの区別︑減価償却費
た︒

の計算方法︑各事業経費

婚でありながら配偶者の

告に備えて〜﹂と題する
顔を見ることができず︑

研修会を︑弁護士業務改

き︑普段よく話す会員同

一方︑骨髄バンク登録

士で座ることもできた︒

きており︑毎回非常に好
美味しい中華料理のコ

項目の説明から︑確定申
ボス弁の顔しか見ていな

革委員会夢実践部会の主
例によって︑新入会員全

講師の東京地方税理士

への問合せ件数が︑これ
ースと飲み放題を十分に

まで一日数件だったもの
堪能することができ︑料

評であるが︑今回もまた
いとボス弁以外から笑い

が︑何百件にもなったそ

盛況であった︒筆者も今
を取る者︑自分は歓迎会

まで確定申告を二十回近

告書の具体的な書き方ま
員が１人ずつ前の舞台で

き詳細で分かりやすい説

で︑幅広いトピックにつ
挨拶をしていき︑見た目

会横浜中央支部所属の中

うです︒みんなが何とか

理や酒が進むにつれ︑皆

してあげたいと思った結

を欠席で出したが︑先輩

く経験しているものの︑

が筋肉質であるにもかか

今回参加して︑曖昧だっ

明があった︒

また︑もう１人の講師

山隆太郎税理士からは︑

果でしょう︒世知辛い世

売上の計上時期︑源泉徴

の中ですが︑人の温かさ

それぞれが着席していた

たことが明瞭になったり

テーブルから動き出して

新しいことを発見できた

弁護士が出席で出したた

の同支部所属の和泉彰宏

めやむを得ず出席したと

税理士からは︑給与所得

も感じられました︒

多くの会員と話をするよ

りして︑とてもためにな

奥園龍太郎

潔

デスク

陽

今後も定期的に開催し

三橋

注意事項について︑説明

課税の見直しの話や給与

うになり︑とても楽しい

味わえる新入会員歓迎会

ていく予定であるので︑

山口

千歳 博信

興味のある会員は︑ぜひ

記

とアドバイスがあった︒

ご参加いただければと思

滝島 広子

質疑応答では︑参加し

陽子︶

た若手会員から︑領収書

石塚

越川 純哉

︵会員

う︒

て︑また︑事務所に経費

の保管方法・年数につい

者

った︒

言って先輩弁護士以外か

は︑新入会員にも先輩弁

所得と事業所得の区分と

ら笑いを取る者など︑聞

また︑新入会員の声が

護士らにも︑とても楽し

当会の雰囲気を十分に
小さいと︑舞台近くの先

い思い出となるものであ
達夫︶

輩弁護士から﹁聞こえま

古西

せーん﹂との声が飛んで

︵会員

る︒
者からその先輩弁護士に

きて︑その度に逆に司会

が多かった︒

ひと時であった︒

午前中から始まった試

30

く者を飽きさせない挨拶

合は︑熾烈な戦いを繰り

されている︒

したペアには賞品が用意

中︑賞品が授与され︑筆

め︑近年はテニスをしな
感動したのであった︒

ビューが報道された２０

１人ずつ挨拶する新入会員

応じてＡからＣのクラス

期等︑昨

20

22

催で開催した︒

第２回

若手弁護士
カンファレンス
地区別懇談会
平成30年度

72

45

テニスコートにて開催さ

Ａクラス決勝進出ペア

れた︒

飽きさせない挨拶

い方でも︑ニュース等で

新入会員歓迎会

テニスの試合を見る機会

１月８日︑
日以降に当会に
名のうちの

事務所の先輩弁護士ら
が︑ロイヤルホールヨコ
ハマに集まった︒
着席する席は決まって

税理士による懇切丁寧な説明

20

多くの新入会員と︑その

入会した全

年１月

71

85

17

（８）

神奈川県弁護士会新聞
２ ０ １ ９ 年 ３ 月 号（ 第 ３ ７ ４ 号 ）

