続き重要な課題もあ

不祥事対策など引き

組もあれば︑会員の

会員各位のご協力を

全力で取り組むので

られる会を目指して

より県民・市民に頼

豊島健司前副会長よ

か記念行事も予定し

会

に伴う日当支給制度の成

ているので参加され

年

立︑谷間世代への支援金

たい︒

かなパブ創設

男女共同参画の推

支給制度の成立︑男女共

⑤災害対策委員会

出席してほしい︒

るので多くの会員に

続ＩＴ化を取り上げ

談会では民事裁判手

次回の民事裁判懇

員会

13

原則︒この点は元来

日﹁直ちに接見﹂が

当番弁護は配点当

連事務次長の活動紹

最高裁見学や日弁

⑥人材育成支援委員会

の登録をお願いする︒

教官などを当会から

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

司法の世界でも︑ＩＴ

化の流れが止まらない▼

大きな赤字予算を組

年度以上に赤字幅の

支出があるので︑昨

要資料を︑原則オンライ

会では︑委員会会議の必

に実施している︒また当

けて︑模擬裁判を積極的

手続のウェブ会議化に向

のロゴマークです︒

援金制度の成立に至

んでおり︑例年以上

横浜地裁では︑争点整理

った以上︑同制度に

に支出に謙抑的とな

事︼

よって対応するのが

る必要がある旨の説

会旅費について支給

要件の緩和を

検討する余地

はないかとの

質問があった

が︑本年度は

大規模支出が

見込まれるの

で消極的にな

らざるを得な

いと回答がなされた︒

第２号及び第３号

議案は一括審議さ

れ︑全会一致で提案

どおり可決された︒

第４号議案

綱紀委員会委員︑懲戒

であり︑谷間世代問

な資金の確保は必須

果たすために安定的

らゆる場面で使命を

が︑当会が今後もあ

その点の検討はした

計担当副会長から︑

問があったが︑前会

られないのかとの質

代の問題解決に充て

内部留保金を谷間世

Ｗｉｎｄｏｗｓ７の

間世代への支援金や

多いが︑本年度は谷

字決算となることが

だ上で最終的には黒

め︑赤字予算を組ん

に余裕を持たせるた

見積もる一方で支出

むよう収入を慎重に

正予算を組まずに済

予算は年度途中で補

副会長より︑当会の

青山良治会計担当

提案どおり可決され

るもので︑
全会一致で

任期満了などを受

けての後任等に関す

た︒新たにタブレット端

末を準備した弁護士も少

なからずいるようだ▼先

日放映された︑かの大学

病院医療ドラマでは︑以

前の放送版で紙のカルテ

を修正液で書き換えてい

たシーンが︑現代に合わ

せ︑仮登録状態の電子カ

ルテを書き換えるように

変更されていた︒これは

ドラマの話に限らない︒

今後は改ざんをチェック

する側でも︑システムの

知識が必要になる▼個人

のコンピューター利用が

当たり前の社会となった

が︑それでもまだ︑ウェ

ブページ閲覧やメールの

送受信だけという人が多

い︒様々なアプリを駆使

する各種の情報技術は︑

一般的普及へのハードル

がそれなりに高いように

感じる︒今なお残る情報

格差を︑この先どう克服

するか▼新たな技術を導

入するだけでなく︑それ

副議長は同年度筆頭

長の延命政之会員︑

議長は前々年度会

が進んでも︑人間同士の

えられる︒どれだけ文明

知識は︑人から人へと伝

うことも重要だ︒技術と

らの活用支援を併せて行

副会長の河合秀樹会

徹︶

分をも

大﨑

ない︒

︵新倉 武︶

切なことは︑言うまでも

コミュニケーションが大

︵会員

って閉会した︒

午後４時

員が務めた︒

た︒

ンで配布するようになっ

２０１８年度︵一般会

既定方針となる旨の

おり可決された︒

第２号議案

２ ０ １ ９ 年 度︵一般会

計・特別会計︶予算の件
第３号議案

２０２０年度︵一般会

計・特別会計︶４・５月

質疑等では︑委員

計・特別会計︶収支決算
承認の件
池本康次前会計担
当副会長より︑一般
会計については黒字
決算となったが︑本
年度より谷間世代へ
の支援金支出が開始
されること︑司法試
験合格者の漸次減少
に伴い今後の会員数
及び会費収入の伸び
年とな

率も低下が予想され
ること︑築

った当会会館もいず
れ建て替え等が必要
となることなどを踏
まえると︑財政に余
裕があるとは言えな
い旨の説明がなされ
た︒

題は国へ働きかける

委員会委員及び予備委員

べき問題でもあるこ

保守終了に伴うＰＣ

分暫定予算の件

と等を踏まえ︑会内

関係費用など多額の

選任の件

議論を経て現在の支

質疑等では︑当会

全会一致で提案ど

明がなされた︒

第１号議案
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回答がなされた︒

︻議

２０１９年７月 日︵水︶ 時〜
横浜情報文化センター 情文ホール

臨時総会開催のお知らせ
日時
場所

通常総会が開催された︒日弁連前副会長の竹森裕
る︒１４０年の伝統

日︑関内ホール小ホールにて令和最初の

子会員による日弁連会務等報告︑芳野直子前会長
お願いしたい︒

５月

による退任の挨拶︑前年度理事者並びに川崎及び
と実績を引き継ぎ︑

告︼

相模原の前支部長への感謝状贈呈が行われ︑その

報

県内全域の法的ニ
り︑前年度中の活動とし

務

︻会

専用サイトに
﹁常設﹂
したので是非活用さ

ーズに応えられるよ
て︑県内全自治体訪問︑

④全域的活動支援

︻伊藤信吾会長の所信表明︼
①市民の司法アクセス
﹁法律相談センタ
う︑当会各支部との
人権救済申立事件におけ

目を迎え︑本年は赴

れたい︒

ー﹂﹁ 成 年 後 見 セ ン
連携を強化して活動

る刑事収容施設等での身

任弁護士壮行会のほ

の整備・充実

ターみまもり﹂など
を支援できる体制作

体被拘束者への事情聴取

③公設事務所支援委員

各制度内部の連携
りに努める︒

度や活動について県
進や谷間世代︵司法

⑤おわりに

民へ一層の周知に注

日時点

④民事裁判手続運用委

同参画基本計画の採択︑

年３月

名で

年度の入
名︑退会は

大規模災害発生時
の会員安否情報確認
システム︵ＡＮＰＩ
Ｃ︶の登録者がまだ

より一貫しており何

介などを企画してい

半数程度なので至急

らの変更もない旨を

る︒今後も日弁連事

輩出したいので適任

務次長や司法研修所
護士任官推進委員会

②裁判官評価検討・弁

いしたい︒

者の情報提供もお願
ートを当会ＨＰ会員

裁判官評価アンケ

きたい︒

再確認して臨んで頂

営委員会

①刑事弁護センター運

２・委員会報告

あった︒

会は

６０名︒平成

での当会総会員数は１６

平成

て報告がなされた︒

もり﹂の設立などについ

修習中に給与及び修

期の会員︶へ

の支援など新たな取

期〜

けられなかった新

力し︑アクセス環境

10

習給付金の支給を受 ﹁ 成 年 後 見 セ ン タ ー み ま

を強化し︑当会の制

や︑自治体との連携

１・一般会務報告

後に開会宣言がなされた︒

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

を充実させたい︒
②人権擁護活動
貧困格差︑パワハ
ラ︑外国人労働者問
題などが叫ばれ

31

30

質問する堀口憲治郎会員

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

64

る情勢下でこ
そ︑他者に思い
を寄せることの
重要性を想起
し︑少数者の立
場を尊重して地
道に活動する会
を目指す︒
③会内組織の見直
し・会館補修
ペーパーレス
時代に適した会
内組織の在り方
を模索し︑未着
手だった当会会
館の外壁補修や
サッシ修繕等も

65
伊藤会長ほか今期執行部

31

89

70

48

30

実施したい︒

32

神奈川県弁護士会新聞
２ ０ １ ９ 年 ７ 月 号（ 第 ３ ７ ８ 号 ）
（１）

2019年度 通常総会開催

毎年恒例の東京弁護士会
真理教の一連の事件そし

れた︒テーマは﹁オウム

日︑
当会会館で︑ との経験交流会が開催さ
理教により家族とともに

本堤弁護士が︑オウム真

済等の活動をしていた坂

にまず感嘆させられた︒

答者としてそろったこと

ほどの第一人者たちが回

できた面々である︒これ

であり︑令和元年の現在
者・司会者から掘り下げ

し︑更に忌憚のない本物

の９名である︒い

当委員会が重要な役割を

を再認識し︑そのために

かなければならないこと

相模原支部には︑非公

ント︑大喜利などに仕立

律の内容﹂などを劇やコ

てくれているんだと実感

に自分たちのことを考え

う感想を持つ市民も非常

最初に当支部の会員に

いと思います︒

に多く︑実は︑非常に有

式の劇団︑最近では﹁コ

こうした試みは︑弁護

できて信頼できた﹂とい

よる市民向けの﹁劇﹂な

士会のイベントでありが

ててきました︒

ン ト 部 会︵ 又 は お 笑 い

年前

たのは︑今から約

いし﹁コント﹂が行われ

劇やお笑いというと︑

部︶﹂が存在します︒

若手会員を中心に︑支部

その時から現在まで︑

他団体︑市職員︑法律専

を覆し︑来場する市民︑

くい﹂といったイメージ

語が難しい﹂
﹁わかりに

っても︑我々にとっても︑

んいることは︑市民にと

て頼れる弁護士がたくさ

市民の身近に信用でき

意義な試みなのです︒

会では︑﹁ふざけている﹂

会員が関係する市民向け

ち な﹁ お 堅 い ﹂
﹁専門用

﹁そんなことして意味が

のイベント等で﹁弁護士

にさかのぼります︒

あるの？﹂という疑問を

まじめな方が多い弁護士

もたれる方も多いような

理想的なことです︒

一体何を言っているの

やってくれていて驚い

んが道化のようなことを

たちのために︑弁護士さ

と︑ そ し て︑﹁ も っ と 予

活躍するようになるこ

も︑コント部が結成され︑

他の支部︑そして本部で

めに︑
当支部のみならず︑

た﹂
﹁これまで敷居が高

算を

﹂︑ そ れ が 私 た ち

かった︵偉そうにふんぞ

そ れ 以 外 に も︑﹁ 自 分

弁護士会の活動が広く

門 家 か ら︑﹁ お も し ろ か

か︑と戸惑われた方が多

市民に理解され︑親しみ

の仕事﹂
﹁裁判﹂﹁法テラ

湾に浮かぶ唯一の無人島

いと思う︒無理もない︒

っ た ﹂﹁ わ か り や す か っ

ので︑今回は︑まじめに

であり︑横須賀の裁判所

支部だよりにこんな記事

た﹂と大好評を博してい

ス の 使 い 方 ﹂﹁ 新 し い 法

や検察庁︑警察署からも

が載っていたら私でも戸

と信頼をもってもらうた

その活動内容を紹介した

見ることができる︒明治

惑うと思う︒当然である

ます︒

ＰＩＥＣＥ﹂
︵ワンピー

時代より東京湾要塞の一

が︑唐突にこんな話をし

ス︶の主人公である︒

角として重要な役割を担

たのには理由がある︒

モンキー・Ｄ・ルフィ島

実はこの夏︑猿島が︑

っていた島である︒住所

ラインで区切られた４つ

レッドラインとグランド

ーでぃーるふぃ︑と読む︒

という男がいる︒もんき

モンキー・Ｄ・ルフィ

島である︒

は︑神奈川県横須賀市猿

さるしま︑と読む︒東京

猿島という島がある︒
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坂本弁護士一家殺害事件を
深く知り語り継いでいくために
〜弁護士業務妨害対策委員会 東京弁護士会との経験交流会〜

の弁護士業務妨害対策特
殺害された事件が起きた

３月

別 委 員 会︵ 東 弁 委 員 会 ︶ て坂本弁護士一家殺害事
オウム真理教の被害救

件を知るために︒
﹂
である︒ のは︑平成元年
質疑応答会では︑参加

と当会の弁護士業務妨害

月４日

11

対 策 委 員 会︵ 当 委 員 会 ︶

動での苦悩や内情︑活動

た質問が多数なされ︑回

に対する妨害行為︑遺体

も最悪の弁護士業

今回の経験交流

発見の際の絶望︑メディ

答者から︑坂本弁護士が

会は︑参加者から

ア出演の実情︑活動に伴

狙われた理由︑一連の活

の口頭での質問に

う経済的な問題等︑本物

務妨害事件として

その都度回答者が

の話を聴くことができた︒

ずれも︑坂本弁護

果たしていかなければな

の海のうち東の海︵イー
ストブルー︶のフーシャ

りかえっているイメージ

の切なる願いです︒

か﹂を宣言してからも

市が﹁カレーの街よこす

里枝子︶

に改名するのである︒嘘

水谷

︵会員

ではない︒横須賀市のホ

周年である︒これを運命

ンピースの世界におい

だと呼ぶのは早計だろう

て︑海軍は︑物語上必要

ームページにも載ってい

知っている人は知って

不可欠な存在である︒こ

る︒いやしくも弁護士な

いるが︑私は無類のまん

のように横須賀とワンピ

か︒他にも︑横須賀には

が好きである︒自宅にあ

ので証拠に基づいて述べ

るまんがは２０００冊を

ースは深いつながりがあ

米海軍基地があるが︑ワ

超えてからは数えていな

れそうなので︑横須賀支

しているとさすがに怒ら

ワンピースの話ばかり

るのである︒

なら猿島とワンピースの

その勢いのまま書きたい

がないので︑おとなしく

うと思ったが︑もう紙幅

怒られることにする︒

︵会員

改名はあく

※編集部注

稲田 裕一郎︶

始︑すなわちルフィが初

す︒

めてテレビで﹁海賊王に

周年だが︑横須賀

までこの夏の期間限定で

から

おれはなる﹂と宣言して

ワンピースのアニメ開

と思う︒

る︒ここまで来たらもう︑ 部の活動についても書こ

ことを書け﹂と叫んでい

が﹁横須賀のことを書く

い︒そんな私の中の何か

ている︒

親しみが湧いた﹂
﹁本当

があった︶けど︑とても

!!

記憶されている︒

答えていく質疑応

の話が次から次へと語ら

小野毅会員︑影山

坂本弁護士は当会の会

士と家族を救う全

らないと痛感した次第で

村 の 出 身 で あ り︑﹁ 海 賊
王におれはなる﹂と宣言
している者である︒言わ
ずと知れた大人気まん
が・ ア ニ メ︑﹁ Ｏ Ｎ Ｅ

20

答会の形で進める

画を観ているかのような

秀人会員︵以上︑

員であった︒今回の経験

国弁護士の会やオ

ある︒

だよ
横須賀支部

れ︑ドキュメンタリー映

回答者は︑岡田

その後に行われた懇親

時間であった︒

当 会 所 属 ︶︑ 伊 藤

交流会で︑当会会員が坂

ウム真理教被害対

相続と掃除、どちらもホウキが重要です

猿島改めモンキー・Ｄ・ルフィ島

相模原支部

支部り
−横須賀の夜明け−

こととした︒
尚会員︑武井共夫
会員︑滝本太郎会

芳朗弁護士︑瀧澤

員︑小島周一会員︑ 会にも回答者全員が出席

秀俊弁護士︑中村

裕二弁護士︵以上︑ 本弁護士一家殺害事件を

策弁護団等で︑オ

︵弁護士業務妨害対策

東 弁 委 員 会 所 属 ︶ 深く知り︑語り継いでい

ウム真理教の一連

浩之︶

委員会委員長
苑田

の事件及び坂本弁
護士一家殺害事件
等に中心となって

もっと光を！
！
YOKOSUKA DAWN

11

第一線で取り組ん

20

質疑応答会の回答者たち

（２）
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研修会

刑事弁護

対する反応が逐一寄せられる︒

被

害

取材をしているつもりはない

５月
日︑刑事
弁護セン

期代を中

状弁護﹂に対する会員の
関心は高く︑
心に 名という多数の会

が設定した具体例を基
に︑どのような弁護方針
を立てるのか︑薬物事犯︑
窃盗︑性犯罪という各犯
罪類型において︑被疑者・
被告人を理解するために
どのようなことに気を付
けるべきか︑被疑者・被
告人に対する処分をでき
るだけ軽くし︑更生につ
なげるにはどのようなこ
とを検討すべきかについ
て︑講義がなされた︒

か︑情状証人として出廷

疑者から何を聞き取るの

を題材にして︑接見で被

の下に︑とある窃盗事件

る情状弁護という考え方

者・被告人の更生に資す

に資する情状弁護と被疑

研修会前半では︑量刑

籍や講座︵日弁連ｅラー

他にも︑参考となる書

ることの大切さを感じた︒

を得ながら環境調整を図

関係者・関係機関の協力

被告人を理解した上で︑

に関し︑目の前の被疑者・

きらめがちな︶情状弁護

前科多数のケースではあ

しがちな︵そして︑同種

一見すると安易に処理

することを渋る被疑者の

員が参加した︒

親族にどのような説明を

ニング︶が紹介されるな

歌山弁護

催で︑和

を行った︒ して理解を得るのかにつ

士会所属

の赤木俊

之弁護士

を講師に

招き︑標

記テーマ

で研修会

また︑後半では︑講師

︵会員

永合

大輔︶

彩奈︶

︵ＮＨＫ横浜放送局記者

なってくると思う︒

の信頼関係もより一層大切に

弁護士︑さらには弁護士会と

を目指すためにはメディアと

ず︑社会に警鐘を鳴らす報道

傷つく被害者の思いを忘れ

くない︒

をしていただくケースも少な

の間に入って難しい交渉ごと

とも多く︑ご遺族とメディア

の観点で弁護士会が関わるこ

件や事故があると被害者支援

こうしたことも背景に︑事

実である︒

な研修会となった︒

ど︑刑事事件を担当する

刑事事件
では避け
ては通れ

ずあり︑その気持ちに土足で

と︑被害者や遺族の存在が必

ない﹁情

れた︒

弁護士にとって大変有益

ター運営

60

いて︑参加者との質疑応

委員会主

62

答を踏まえた講義がなさ

24

踏み込んでいるのではないか

清水

会員 城田 孝子（55期）
副会長となって早くも
か月もあ

２か月が経過したという
べきか︑あと

るというべきか︒右も左

の救済・撲

消費者被害

属し︑専ら

委員会に所

者問題対策

私は消費

ればならない︒当時はそ

場の人への配慮もしなけ

り︑他の分野や様々な立

れば影響力は甚大であ

が︑会が発する声明とな

思い込んでいるのである

反対されるはずがないと

なのだろう︒ だ︑これは絶対に必要だ︑

滅の立場で

う意見をされた時は︑意

を出すことに反対だとい

の辺がピンと来なかった

委員会内で議論し︑こ

味が分からずぽかーんと

ので︑そもそも会長声明

れは会長声明として世に

活動してき

４月から初めての常議

出すべきだということに

た︒

年目︑同期には既

員を務めている︒弁護士
登録

が分かった気がする︒会

したのを覚えている︒

としての目線を持ちつ

なると︑じゃあ誰が常議

員長とともに説明に立つ

つ︑それぞれの分野の熱

に副会長経験者もいるか

ことが多く︑私も何度か

それなりに年をとり︑

のイメージは︑とにかく

その役を担ったのである

ようやくあの意見の意味

大量の議案︑長時間の会

ますやる気になってくれ

が︑﹁ 消 費 者 の た め に ﹂ を持った若手会員がます

員会で説明するかという

議︑喧々諤々の議論であ

という思考と熱意一色だ

話になる︒若手委員が委

るが︑本原稿を書いてい

るような︑絶妙な発言が

ビューである︒常議員会

る時点で今年度の常議員

った若い頃は︑常議員会

ら︑遅ればせながらのデ

会はまだ３回︑荒れる気

ている︒

の反応にかなり戸惑った︒ できたらいいなあと思っ

大会シンポジウムのテー

で開催される関弁連定期

自分では良い声明案

配はまだない︒が︑これ

はきっと嵐の前の静けさ

企画や会長声明の

発出などが多い分

野を担当していま

すので︑多くの市

民のためになる企

画︑適時適切な会

の意思表明を実現

していきたいです︒

また︑東京五輪

開催年の２０２０

で良い経験です︒後進の

暁

副会長が続きやすいよ

德田

今期の理事者は︑今の

年９月に当会主催

ところ︑伊藤会長のおお

として︑同大会が成功す

マ に︑﹁ ス ポ ー ツ と 法 ﹂

るよう準備に尽力したい

が採用されました︒スポ

委員会については︑委

と思います︒

う︑良い先例を残してい

員長を務めていた高齢

会員の皆様におかれま

くことも︑今期の役割か

担しようということで一

者・障害者の権利に関す

しては︑１年間︑どうぞ

らかな人柄もあってか︑

致団結してやっていま

る委員会を始め︑人権擁

よろしくお願いいたしま

できる限り不要な負担は

す︒弁護士会という組織

護委員会︑憲法問題対策

す︒

ーツ法研究会出身理事者

の中で仕事をすること

本部︑民事介入暴力対策

なと思っています︒

も︑普段︑自分の事務所

委員会など︑研修会等の

も分からぬまま︑あっと

でお山の大将となってい

いう間に時が過ぎていき

帳になっていることに愕

間も寸分の隙間のない手

つの間にか︑向こう何週

きことが積み重なり︑い

ます︒ジワジワとやるべ

然としているところです︒ る自分には︑とても新鮮

回避し︑必要な仕事は分

副会長

早や２か月？
あと か月？

理事者室

17

り

講師の赤木俊之弁護士

という批判があるのもまた事

よ

10

だ

常議員会
の い ま

〜あなたの情状弁護 大丈夫？

川崎市で登校中の児童らが

さ

当然︑見られて恥ずかしい

し

殺傷された事件を発生当初か
ら取材している︒
何の落ち度もない人の命が
無残に奪われる事件が後を絶
たない昨今︑取材をする側と
して感じるのは︑良くも悪く
も メ デ ィ ア が﹁ 批 評 さ れ る ﹂
時代になったということだ︒
取材現場に赴けば︑多くの
人がスマートフォンのカメラを
向けて︑実況中継などをして
いる場合もある︒
また︑
会見の
すれば︑インターネット上な

が︑事件や事故の取材となる

場も放送メディアが生中継を
どで記者のする質問や言動に

取 材の難
者

17年目にして分かること
10
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筆者はカメラマン（またもや）

人しか集まっ

催１週間前︑飯田直久会
員から﹁
ていません﹂との悲痛な

さて︑結果であるが︑
会長杯は渡辺亨氏︵東京
弁 護 士 会 所 属 ︶・ 佐 藤 武

連絡が︒参加メンバーは︑ 晴会員ペアが︑副会長杯

番の暑さを記録

当時︑今年一
スで︑上・中級者のＡリ

である︒本大会はダブル

中で最も権威のある大会

た︒

思惑をもって当日を迎え

めないよな﹂等の様々な

だとそもそもダブルス組

数 平 気 な の か な ﹂﹁ 奇 数

﹁今年は優勝できる﹂﹁人

カップを持ち帰ることに

った︒両佐藤会員が豪華

すべき初代優勝ペアとな

ペアが︑令和時代の記念

は髙原会員・佐藤裕会員

会長杯﹂が開催

ラブ会長杯・副

浜法曹テニスク

コ ー ト で︑
﹁横

ある杉田テニス

ダイスの近くに

八景島シーパラ

プリカカップが贈呈され

華カップと取り切りのレ

て購入した持ち回りの豪

と大友会員が大枚を叩い

勝ペアには︑宮代元会員

れている︒各リーグの優

ーグが副会長杯と命名さ

Ａリーグが会長杯︑Ｂリ

ーグに分かれて行われ︑

りだったが︑負けると悔

も︑笑いあり︑楽しさあ

られた︒真剣勝負の中に

挨拶で本大会の火蓋が切

で頑張りましょう﹂との

会員の﹁今日は少数精鋭

人となり︑会長髙原將光

力を得て何とか偶数の

した５月

当クラブの会

友秀夫会員が副
結する⁝はずだった︒開

て︑大勢のメンバーが集

プリカカップをめぐっ

今年も豪華カップとレ

タの保護は喫緊の問題だ

ります︒家族写真のデー

していた者が多かった︒

ゃんを見て︑悔しさを癒

の愛犬であるスパイスち

試合の後には︑飯田会員

しいものである︒負けた

飯田会員のご家族の協

長杯・副会長杯
る︒

された︒

は︑宮代洋一元

会長の時に始ま

私は︑アマチュア写真

会員が会長︑大

った当クラブの

家ですので︑写真データ

まず︑外付けハードデ

最近は︑デジタルデー

ょう︒次に︑ハードディ

にやることは難しいでし

す︒ただし︑これを厳格

ィスクの耐久期間は︑一

タをプリントせず︑その

スクを２つ装備して同じ

外と家族写真などのデー

まま写真データとして外

データをコピーするミラ

般的には３年と言われ︑

付けハードディスクに保

ーリング機能がついてい

３年ごとに買い換えるの

存しておくスタイルが増

るハードディスクは︑お

タの保護については無関

えてきています︒でも︑

勧めです︒２ＴＢのミラ

心の人が多いのではない

外付けハードディスクの

ーリング機能の外付けハ

がベストと言われていま

デジタルデータは︑一瞬

ードディスクは︑２万円
これらを厳格に行うこ

で消えてしまうことがあ

とは難しいかと思います

ります︒消えてしまった
し︑高額な費用がかかり

ので︑どうしても残して

くらいです︒
ます︒特に︑家族写真が

おきたい写真データは︑

ら復元は極めて難しい

かと危惧しています︒

っています︒しかし︑意

と私は思っています︒

その 17
写真データの保護

井上

晴彦︶

私は︑どうしても残し

もしれません︒

確実でしょう︒また︑デ

ＤＶＤ等に保管するのが

保存する習慣を付けるの

プリントしてアルバムに

安志︶

がよいと思いますが︑ど
山本

うでしょうか︒
︵会員

ータをクラウドで保管す

もありますが︑大げさか

ディスクに保管する方法

あります︒長期保存用光

には不向きという意見も

しれませんが︑長期保存

保存には向いているかも

メモリーなども︑一時的

きたＳＳＤやフラッシュ

また︑最近安くなって

しているか疑問です︒

り︑家族写真の保存に適

情報漏洩のニュースもあ

しなかったために生じる

が︑パスワードを厳格に

いるサービスもあります

Ｂのサービスを提供して

るという方もおり︑１Ｔ

５ＭＢくらい必要です︶︑ ておきたい家族写真は︑

して︵プリントするには

１枚５ＭＢくらいに圧縮

︵会員

一報を︒

合せは佐藤裕会員までご

がだろうか︒入会等の問

パイスを加えるのはいか

テニスを通じて日常にス

者の方も大歓迎である︒

る︒経験者は勿論︑初心

等多くのイベントがあ

他団体との試合︑懇親会

当クラブでは練習会︑

いた︒

こうか﹂と頭を悩ませて

て 帰 ろ う か ﹂﹁ ど こ に 置

な り︑﹁ ど う や っ て 持 っ

ーグと中・初級者のＢリ

14

日︑

日常にスパイスを

を

11

無くなると家族の歴史さ

将棋指導対局会
②その他の保存方法についても
よく検討を

会長杯・
副会長杯
え思い出すのも困難にな

で あ り︑﹁ 手 合 い 違 い で

て読みが冴えたのは僥倖

につなげた︒一局を通し

った人もいれば︑十分に

うまく指せて最終的に勝

どれも熱戦で︑その中で

ていった︒筆者が見るに

につれ徐々に無言になっ

日︑この時期恒

例のプロ棋士による将棋

した﹂とのコメントを対

５月

指導対局会が︑当会川崎

局後に頂戴したのは︑ま

いたようだが︑いずれに

支部にて開催された︒今

しても有意義な経験とな

回は︑森下卓九段︑中村

次は︑こちらも強敵の

さに望外の結果であった︒ 読み切れずに負けた人も

鈴木女流二段と対局︒今

真梨花女流三段及び鈴木

し︑９名の会員等が参加

環那女流二段をお招き

っただろう︒

動かしていく︒近年流行

的に攻めようと駒を前に

少し緊張しつつも︑積極

ている実力者を相手に︑

棋戦でベスト４に進出し

今年度に新設された女流

にお手合わせを願った︒

戦︒まずは中村女流三段

筆者は角落ちでの挑

木女流二段の寄せに筆者

した状況に︒最後は︑鈴

中でミスがあって混沌と

優勢の局面が続くが︑途

に転じた︒しばらく筆者

の攻めを牽制しつつ攻勢

雁木戦法を採用し︑相手

を見せる︒こちらは再び

し︑積極的な攻めの姿勢

右の銀将を前に繰り出

いる女流棋士は︑早めに

しくださったプロ棋士の

最後になったが︑お越

も花が咲いた︒

にいたことから︑昔話に

指導を受けた人が参加者

下九段に高校の将棋部で

上がり︑そして以前に森

める将棋界の話題で盛り

七段の活躍等で注目を集

会が開かれた︒藤井聡太

くの和食料理店にて懇親

上げる︒

︵会員

陽︶

真夏のＯＮＥ

デスク

吉田

徹

正穂

亮

武

晴彦

大﨑

濱﨑

新倉

記

井上

者

す︵笑︶︒

斐もなく呼び起こされま

へのワクワク感〟が年甲

を 耳 に す る と︑〝 夏 休 み

が︑このようなニュース

雨入りしたばかりです

本号入稿時点︑まだ梅

です︒

名看板も変更されるそう

企画が始まり︑一部の駅

ＰＩＥＣＥ列車﹂という

急宴線

ず︑７月５日からは﹁京

猿島の改名のみなら

山口

後のご活躍をお祈り申し

終了後は︑川崎支部近

の雁木戦法を採用して︑

が応手を誤って詰まさ

周囲の参加者も︑対局

将棋盤の中央からの敵陣

開始直後は雑談しつつ指

攻略を図った︒
途中で﹁マ

女流三段の厳しい攻めを

れ︑悔しい敗戦となった︒ 方々に心より感謝し︑今

受けるも︑何とかしのい

していたが︑手数が進む

リカ攻め﹂と名高い中村

した︒

秋に海外留学を予定して

18

で押し切り︑最後の勝利

熱気あふれる指導対局の様子

熱戦、熱戦、
また熱戦
①外付けハードディスクには寿命
があるので注意

25
の保護については気を遣

はじめましょう

（４）
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