回人権擁護大会に先立ち︑９月３

月３日・４日に徳島市において開催さ
れた第
日︑当会会館にて標記テーマのプレシンポ

会の運用に加え︑日本に

諸外国における弁護人立

カ︑ＥＵ諸国︑韓国等の

イツ調査報告や︑アメリ

調べへの立会に関するド

桂会員から︑弁護人の取

プレシンポでは︑飛田

ろである︒弁護人

告されてきたとこ

委員会等からも勧

国連の自由権規約

あり︑その確立は︑

必要とされるので

助言とその援助が

でこそ︑弁護人の

ジウムが開催された︒

おける弁護人立会の実践
立会権を確立する法整備

いる逮捕事案委員会派遣

する制度︶の実施状況に

たずに当番弁護士を派遣

当番弁護士派遣要請を待

なされた被疑者に対し︑

派遣制度︵逮捕の報道が

している逮捕事案委員会

から︑当会において実施

には︑弁護人の助言と援

人依頼権の実質化のため

まだ至っていない︒弁護

的弁護制度の実現にはい

のの︑勾留前段階での公

疑者にまで拡大されたも

の対象は勾留された全被

に伴い︑被疑者国選制度

また︑裁判員制度施行

︵会員

したい︒

今後の運用や結果に期待

たモデルケースであり︑

の公的弁護の実現に向け

が行われる必要があろう︒ 制度は︑まさに逮捕段階

関する報告がなされた︒

助を最も必要とする逮捕

続いて︑水上裕嗣会員

例が紹介された︒

また︑狩野直哉会員と

直後からの公的弁護制度

現在︑横浜地検には︑

11

13

神奈川県のアウトライ

﹁私たちはあなた方を

山山 ゆ り

した神奈川県弁護士会

見ている﹂▼ニューヨー

ンと天秤をモチーフに

のロゴマークです︒

クで開かれた国連気候行

歳の少

た事例に基づき︑知って

談を受けたことを想定し

担当した案件から︑被害

でなく︑講師がこれまで

明がなされた︒それだけ

れる絶好の機会になった

ことのできる経験にも触

の研修は︑実務に活かす

応が不可欠である︒今回

ための経験に基づいた対

的な対応ではなく︑その

すには︑知識による形式

えて新たな一歩を踏み出

被害者が被害を乗り越

日本でも︑台風の発生回

象のニュースが増えた︒

日本を含め各国の異常気

ッとさせられた▼近年︑

頭での発言である︒ドキ

を叱責し訴えた演説の冒

に対する大人たちの姿勢

前に︑現在の温暖化対策

女が︑各国の政治家らを

多面的な説明がなされた︒ 動サミットで︑

おくべき制度の内容や手

防止するために

者に寄り添い二次被害を

対応のノウハ

するのか︑示談

で被害者対応を

たいと思った会員が多い

自分も被害者の力になり

した講師の熱い講義に︑

被害者支援を多く経験

り︑居住する地域を直撃

の進路や上陸先が気にな

ている︒以前よりも台風

化の影響の一つと見られ

するなどしており︑温暖

数が増え︑勢力が強大化

ウ︑各制度の効

のではないだろうか︒是

する可能性があると︑自

と思う︒

果的な活用方

宅などに被害が出ないか

で︑日本近海で捕れる魚

秀勝︶ 化 に よ る 海 水 温 の 上 昇

心配になる▼また︑温暖

非とも犯罪被害者の支援

ただきたい︒

法︑被害者支援

豊富な経験を交

︵会員

環として︑検察官が処分

再犯防止の取り組みの一

う部署が置かれており︑

刑事政策総合支援室とい

い社会を﹂という言葉に

者にも加害者にもならな

る ﹂﹁ 誰 も が 犯 罪 の 被 害

のために仕事をしてい

の前にいるその人の幸せ

の参考とすべき点がたく

いずれにも日々の業務

紹介された︒

た福祉職との連携事例が

係者紹介制度﹂を利用し

によるものと聞くと︑少

象の変化が温暖化の影響

自己の生活に密着した事

量が減っているという▼

れ︑イカやサンマの漁獲

水温を好む魚が多く捕

の種類が変化し︑暖かい

を決める際に︑非常勤の

しでもその影響を減らし

日々の忙しさに追われ︑

さんあり︑大変有意義な
社会福祉アドバイザーか

査機関や福祉機関と連携

実行できていない▼未来

研修会であった︒
ら福祉的な助言や再犯防

することが求めら

は︑私たち弁護士にも︑
止計画の提案等を受けて

れているのではな

を担う子どもが︑これほ

立場の違いを超えて︑捜
参考にするということが

いかという︑力強

尚子︶ た い と は 思 う も の の︑
行われている︒さらに︑

いメッセージが込

でなく︑社会福祉士及び

検事という肩書きだけ

会の室井純子会員

あった︒また︑当

体的活動の説明が

支援室における具

︵会員

同支援室の職員が︑不起

精神保健福祉士の資格を

か ら は︑﹁ 福 祉 関

︵中嶌

重ねて行きたい︒

慶子︶

とからでも少しずつ積み

よう︑取るに足らないこ

ずに暮らすことができる

子どもたちが未来を案じ

のは悲しいことである︒

じ︑現状を悲嘆している

どにも切実に未来を案

訴処分になった被疑者等

められていた︒

社会福祉士の山

も有する中村部長の﹁弁

下康氏からは︑同

護士も検察官も︑いま目

そうだ︒

まで赴くこともあるのだ

に付き添って福祉機関等

橋本

畔栁

えて︑具体的︑

のやりがいなど︑ に積極的に取り組んでい

どのような態度

続といった基本知識の説

16

臨時総会開催のお知らせ
日時 ２０１９年 月 日
︵水︶ 時〜
場所 横浜情報文化センター 情文ホール
12

犯罪被害者支援に関する研修会
近年︑犯罪被害者が被
害者参加制度などで刑事
手続に関わることが多く
なっている︒特に神奈川
県は全国的に見ても極め
て多い︒それとともに︑
被害者支援に関心を持つ
日︑当会会

弁護士も増えてきた︒そ
こで︑９月

館で︑標記研修会が行わ
れた︒鈴木大樹会員が講
師を務め︑聴講した会員
は本部と支部合わせて
名であった︒

階でそのような人々に対

き︑検察庁が被疑者の段

部長の中村葉子検事を招

は︑横浜地方検察庁総務

て行われた標記研修会で

９月４日に当会会館に

うか︒

とがあるのではないだろ

ではないか﹂と思ったこ

起こすことはなかったの

療を受けていれば事件を

て︑﹁ こ の 人 が 福 祉 や 医

い被疑者や被告人につい

きていく力や支えが乏し

ば誰でも︑社会の中で生

を担当した弁護士であれ

弁護人として刑事事件

講義は︑被害者から相

粟村唯子会員から︑勾留

武洋︶

決定に対する準抗告や保

が実現される必要がある︒

伊藤

釈請求を行い︑その結果

して行っている取り組み

当会において実施して

犯罪の被害者にも加害者にもならない社会を

をご紹介いただいた︒

被害者支援を熱く語る鈴木会員

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

を集計する身体拘束解放
全件運動の結果
が︑具体的事案
における成果を
交えて報告され
我が国におい

た︒
て︑被疑者の取
調べにおける弁
護人の立会権は
確立されていな
い︒しかし︑身
体拘束を受け︑

研修会

33

62

供述を求められ

横浜地検総務部長 中村検事

24

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

「被疑者・被告人を福祉につなぐ
検察庁の取り組み」

飛田会員による報告

10

る取調べの場面

狩野会員と粟村会員による報告
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第62回人権擁護大会 プレシンポジウム

弁護人の取調べへの立会と
逮捕からの公的弁護制度の実現に向けて

地への赴任を希望する新

律事務所では︑司法過疎

かながわパブリック法

紋別市︶に︑大西章元会

基金法律事務所︵北海道

会員が流氷の町ひまわり

本年は︑大根田紫織元

の時を迎えるのに似た感

育て上げた農作物が出荷

側としては︑丹精込めて

任していった︒指導する

い二人にとって︑改まっ

結婚式を挙げたことのな

べるスピーチを行った︒

紹介及び今後の抱負を述

心配していたのだが︑非

ワードもあるので︑若干

れ方に配慮が必要なキー

一部︑改まった場では触

すいキーワードが多い︒

人を採用し︑１年から２
た式典で主役となる経験

員がつがるひまわり基金

慨がある︒

年程度︑非常に厳しい指
ひまわり基金法律事務

常に厳しい指導の成果も

法律事務所︵青森県五所

は︑これまでなかったで

導の下で養成し︑送り出

改正相続法に関する研修会

最新知識の吸収・確認を

の明確化﹂など︑弁護士

かった︒人柄がにじみ出

業務に必要不可欠な重要

大根田弁護士について

あり︑道を外すことはな

所においては︑新所長の

あろう︒

川原市︶に︑それぞれ赴
赴任と前所長の退

している︒

の会議室であったにもか

日︑当会会館に

かわらず︑申込受付開始

９月

おいて︑横浜国立大学の

る良いスピーチだったと

論点についての詳細で分

関係者︑隣接士業

もに︑地元の行政

た式典であるとと

長への激励を兼ね

所長の慰労︑新所

施されている︒前

主催で引継式が実

手なキーワードだけでな

人と本気で付き合い︑派

と時間をかけて︑地元の

った︒今後は︑ゆっくり

素晴らしいスピーチであ

それらを存分に駆使した

けるキーワードが多い︒

の運営など︑人を惹きつ

グマの研究︑こども食堂

とを生かして︑悪い思い

う︒かなパブで学んだこ

貢献が求められるだろ

は対照的に︑地道な地域

なる︒華やかな引継式と

して活動していくことに

少ない環境で︑弁護士と

法律サービスの担い手の

ている改正法への対応は

立して既に一部施行され

い︒したがって︑昨年成

護士実務への影響も大き

は︑国民の権利義務や弁

る相続をめぐる法改正

誰もが当事者となり得

り︑マスコミでも注目さ

精通する常岡教授によ

し︑家庭裁判所実務にも

法︑特に家族法を専門と

本研修においては︑民

うかがわれた︒

り︑会員の関心の高さが

の会員が聴講に訪れてお

の猛暑となった中を多数

行為が不動産の贈与であ

生じること︑遺留分侵害

の債権との相殺の問題が

となったことにより︑他

求権と名を変え金銭債権

請求権が遺留分侵害額請

については︑遺留分減殺

特に遺留分制度の改正

思う︒

後すぐに予約で満員とな

は︑北海道大学出身︑ヒ

今後︑二人の弁護士は︑ 常岡史子教授を招き︑標

かりやすい解説がなされ

の方々へのお披露

く︑その人となりを表に

弁護士にとって急務であ

る場合に︑遺留分権利者

た︒

目といった意味合

る︒そのため︑当会にお

任に伴い︑地元会

記の研修会が開催された︒ った︒当日も︑台風一過

いがある︒当然︑

して︑一生懸命に頑張っ

出していってもらいたい︒ 出があれば早めに水に流
大西弁護士について

新所長の大根田弁

護士︑大西弁護士

れている﹁配偶者居住権

いため︑権利の保全には

いても会員への研修等を
も︑青森出身︑巨漢︑ア

る﹁遺留分制度の改正﹂︑

てほしい︒

は︑それぞれの引

その一環として行われた

会場は当会会館で最大

る︒

︵会員

山本

寛︶

していきたいと考えてい

ての研鑽を積む場を提供

くの会員が改正法につい

討している︒今後も︑多

めの代替措置の実施を検

講できなかった会員のた

たため︑当会では今回聴

望者が想定以上に多かっ

なお︑本研修の参加希

めていた︒

新知識の吸収・確認に努

護を確実にするべく︑最

充実させ依頼者の権利保

め︑今後の弁護士業務を

は︑改正法への理解を深

聴講した多数の会員

示された︒

ちな実務上の重要課題が

ことなど︑見過ごされが

当該不動産の仮差押等を

による登記ができず不動

本講義の内容は︑これ

検討する必要もあり得る

産の転得者に対抗できな

らの法律相談に必要な要

弁護士が就任することも

の新設﹂を始め︑実務上

法的︑民法・家族法的︑

ちへのサポート制度

素が詰まった必聴のもの

多い﹁遺言執行者の権限

の影響が大きいと思われ

福祉法的アプローチ︶
︑

った︒また︑児童虐待の

⑵いじめ問題

電話相談等︶

︵ 子 ど も シ ェ ル タ ー︑

ものである︒

に努めており︑本研修は
もの意向を無視してはな

相談での注意点等を取り

交 え て ﹂︑ 後 半 で 髙 橋 温

では︑様々な具体的事例

髙橋博丈会員

10

靖之︶ 通じた改正法の周知徹底

らず︑学校との関係調整

上げ︑⑵では様々な具体

北川

は﹁敵対﹂を回避すべきこ

︵会員

と︑②進級・卒業等の特

的事例をもとに︑注意点

ニメ好きなど︑分かりや

殊な区切りで環境が変わ

小学校のいじめ認知件

や対応方針の詳細な解説

数は︑昨年の文科省調査

がなされた︒
者が同じ地域に生活し進

で過去最大の

り︑調査や学校の対応が

学後も同じ学校となる点
行われた︒
本研修会では︑ ﹁ 学 校 に 関 す る 法 律 相 談

会員の﹁児童虐待の一般

万件とな
等が指摘された︒⑵〜⑷

困難になること︑③当事

継式において自己

子どもの最善の利益を

相談・子どもお悩みダイヤル担当者向け研修会

２０１９年 夏

９月６日︑当会会館に

について︑具体的事例を

児童相談所への相談件数

前半で髙橋博丈会員の

をもとに注意点︑対応方

⑶学校における懲戒処分

であった︒

常岡教授の講義を熱心に聴講する会員

被養成弁護士たちの巣立ち

おいて︑標記の研修会が

針の詳細な解説がされた︒ は︑一昨年の厚労省調査
年

間で３倍に増加した︒当

万３７７８件と

会の相談窓口にも︑いじ

で
題を取り上げた︒

め︑虐待の相談が後を絶

後半の講義では次の問
⑴児童虐待の一般知識

たない状況である︒

前半の講義では次の問

ート﹂の講義が行われた︒
題を取り上げた︒

⑵相談例

⑷不適切指導

⑴では児童虐待の類

憲介︶
型︑サポート方法︵刑事

小笠原

⑴では︑①子どもの最

︵会員
善の利益を優先し︑子ど

の特徴・注意点

⑶居場所のないこどもた

10

知識と相談例︑居場所の

髙橋温会員

ない子どもたちへのサポ

41

引継式前に記者会見を行う大西弁護士

⑴学校に関する法律問題

13

ブ最前線
パ
な
か
子どもの人権
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葉山町における

架空のケースを題材にし
て︑相続法改正が終活に
及ぼす影響を分かりやす
セミナー後の相談会で

年度以来︑

年

異なり︑今年度は︑

あり︑その際の緊張感は

意見が述べられることも

私自身はというと︑結

どである︒

何とも言いようがないほ

多少は落ち着いて常

年

議員会に出席できる

ようになった︒

が経過する間に︑同

年前と変わらずな

ず︑自身の成長が体重の

かなか議論に参加でき

局︑

副会長を務める姿を

期や期の近い会員が

見てきたからであろ

みであったことを恥じる

実際には︑様々な議題

ばかりである︒

数出席して︑積極的

に際して︑悩むことも少

で私自身の賛否を決める

う︒また︑私よりも

に発言しており︑常

随分若手の会員が多

議員会の様子も随分変わ

なくない︒残る半年の任

に参加したいと考えてい

期中には︑少しでも議論

そもそも何を議論してい

とめるなど︑事前準備に

長が大部の資料を取りま

営していく最前線の様子

最後に︑弁護士会を運

る︒

るのかということ自体︑

い︒若手会員の方には︑

に触れることは︑業務上

是非積極的に常議員を務

も参考になることが多

らない︒また︑一部の議

めることをお勧めしたい︒

相当な労力を投じている

題や会長声明案の議論で

様子は︑以前と何ら変わ

重鎮ばかりに見えて毎回

は︑非常に説得的な反対

タートであった︒周りが

年前とは

このような

とされる場面は結

構ある︒そのため︑

後世での検討にも

耐えられるよう︑

誤字脱字も含め入

念なチェックが欠

かせない︒結構な

劇場で泣き︑電車で泣き︑ 見て記憶に残る演技と相

ているが︑鋭い質問や白

て毎回四苦八苦し

須山 園子

まって︑まさに﹁一粒で

ボリュームがあっ
︵自分の刀を手に︶﹁こ

大変な一日であった︒

作品をリフレインする方

にその作品に対する理解

で再確認することで︑更

い機会になっている

熱した議論に改めて触

法としては︑①更に観劇

れ︑各議案を振り返る良

るのは己の腹か⁝しづ⁝

する︑②ＢＤやＤＶＤを

いただける︒映像を文章
約束︑守れネがった⁝﹂

と愛着が深まるように思

観劇して感激した︵！︶ 二度も三度も美味し﹂く

吉村︑マイム芝居︵握り

視聴する︑③ＣＳ放送を

る﹂である︒セリフとと

ＣＩＮＱで脚本をなぞ

私のオススメは﹁Ｌｅ

久保存されるが︑後日に

全てが録音反訳の上︑永

がある︒常議員会は議事

さて︑筆頭副会長の重

などと考える今日この頃

がもっと深まるかも⁝⁝

員 会 議 事 録 の チ ェ ッ ク ﹂ し︑
﹁理解﹂や﹁愛着︵？︶﹂

要な仕事の一つに﹁常議

である︒

の微妙な雰囲気も伝わる

書き﹂があったら︑議論

重 い 雰 囲 気 ︶﹂ 等 の﹁ ト

爆笑︶
﹂とか﹁︵一同沈黙︒

さらに︑
﹁︵ここで一同
飯を見つめ︑土下座︶︵以

見 る︵ た だ し 約 一 年 後 ︶ う︒

壊したのは︑とある日の

もに﹁ト書き﹂で舞台が

などが一般的であるが︑

宝塚観劇帰りのこと︒手

再現されているが︑目で
子﹁ Ｌ ｅ

ここでついに涙腺が決

Ｃ Ｉ Ｎ Ｑ ﹂︒

には脚本が掲載された冊

義士伝﹂より︶

上︑宝塚雪組公演﹁壬生

ラネ︑じゃが⁝最後に斬

の刀で何人斬ったかワガ

副会長

議事録が参考資料

緊張していた記憶がある︒

よく分からないままのス

臨む理事者︑議長・副議

他方︑常議員会当日に

ったというのが今年度の
した︒

振り２度目の常議員とな

平成

10

印象である︒

10

り︑早くも約半年が経過

21

年前は︑常議員会で

10

く説明した︒
は︑個別の家庭事情に合
わせた解決の糸口を紹介
した︒悩んだ際には︑相
談の窓口として︑当会の
ことを強くアピールでき

法律相談センターがある
は︑会場である葉山町福

このような草の根の活

点を当てて︑毎年１回︑
終点にあり︑セミナー開

動を行うたびに︑他士業

た︒

市民向けのセミナーを開
催日の土曜日にはバスは

祉文化会館はバス路線の

催してきた︒横須賀市︑

に比べて︑弁護士は市民

支部管内の自治体での

から縁遠い存在と思われ

セミナー開催は一巡した

運行していない︒企画担

ところが︑蓋を開けて

が︑今後もどうすれば弁

当者からすれば︑来場者

みれば︑予約申込者のみ

護士や法律相談センター

逗子市︑三浦市と続き︑

ならず当日参加希望者も

今回の葉山町は支部管内

葉山町は︑人口３万人

加わり︑自然と質疑応答

ていることを感じる︒

強の自治体で規模は大き

が近くにあることをアピ

数に不安があった︒

くない︒また︑横浜市か

がなされるなど盛況であ

くくるものである︒

ら程近くにあるものの︑

の４自治体の最後を締め

支部管内の自治体にて︑

終活に関するセミナー＆相談会
９月
日︑葉山町
福祉文化会
館にて︑当
会の主催に
より︑終活
に関するセ
ミナー＆相
談会が開催
された︒こ
れまで当会
の横須賀支

ールできるか︑引き続き

理事者室

会員 吉澤 幸次郎（56期）

だ

常議員会議事録考

康裕︶

模索していきたい︒

った︒
セミナーでは︑横須賀

町内に鉄道の駅はなく︑
隣市からバスを使って行

河野

社会部

10

10年振りに常議員に
なってみて
常議員会
の い ま

10

り

部管内で

ニュースセンター

富人︶

よ

は︑いわゆ

︵会員

いがある人は︑成人の０・８

支部の若手会員２名が︑

ぎ︑対策を求める声が高まっ

％︵約

かざるを得ない︒さらに

民へのアンケート調査のう

ている︒

る終活に焦

﹁まずはパチスロをやめる
ち︑カジノによる﹁ギャンブ

万人︶と推定される︒

ことだと思います﹂重度のや

最も金が使われたのはパチン
コ・パチスロだった︒家族を
含めると︑倍以上の人がギャ
ンブル依存症に苦しめられて
いるのだ︒
カジノの依存症対策が叫ば
れるなか︑改めてパチンコや
競馬など︑より身近なもので
苦しむ人を救う方法を見つめ
直す機会にできないだろう
か︒パチスロに依存し︑過ち
を犯した母親のような家族を
これ以上作らないために︒

はより身近なところに潜んで

神奈川県担当

報道局
が大部分を占めた︒カジノに

いる︒厚生労働省によると︑

︵テレビ朝日

今年８月︑横浜市はカジノ

依存する人の増加による治安

全国でギャンブル依存症の疑

森本

を含む統合型リゾートを誘致

悪化を指摘する報道も相次

しかし︑ギャンブル依存症

ル依存症﹂を不安視する意見

を放置した罪に問われた母親
は︑絞り出すように話した︒
私が横浜支局に赴任した今年
７月︑初めて取材した裁判だ
った︒母親は︑執行猶予付き
の判決を受けたが︑健全な生
活を取り戻すまでは︑児童相
談所に保護されている長女ら
と一緒に暮らすことはできな
い︒この家族を引き離した原
因のひとつは︑母親がのめり
込んでいたパチスロだ︒母親
は裁判で﹁パチスロに依存し

70

すると発表した︒横浜市の市

ていた﹂とも話している︒

直す
め
つ

けどを負った当時３歳の長女

21

対
存症 策を見
依
ル

ギャン
ブ
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会員

い︶に注意を要します︒

の諸点から︑保管︵取扱

善管注意義務・返還義務

については︑守秘義務・

で︑﹁ 紙 媒 体 ﹂ 事 件 記 録

弁護士業務を行う上

出しや他者の目に触れさ

確保の観点からは︑持ち

こと︑②セキュリティの

すぐに内容を確認できる

的な利用の観点からは︑

す︒具体的には︑①効率

ら考える必要がありま

委ねることもできます︒

を依頼者に渡して処分を

含めて︶
﹁全部﹂の記録

や預り書類以外の書類も

に︵判決書等の重要書類

事件処理終了後は︑直ち

依頼者に返却できます︒

前後を問わず︶検索機能

ば︑①︵事件処理終了の

この作業をしておけ

すべきでしょう︒

定のルール作りの工夫を

方に関しては︑各自で一

すが︑ファイル名の付け

チームのみが全国大会の

同組となり︑このうち１

沢︑新潟︑富山︑三重と

せ抽選の結果︑横浜は金

きた︒ブロック内の組合

大会予選の季節がやって

今年も日弁連野球全国

出場権を獲得する︒横浜

せる機会を最小にするこ

こ の 結 果︑﹁ 紙 媒 体 ﹂ を最大限活用できるだけ

特に︑預り書類原本に関

予選準決勝は金沢との

が飛び出し︑チームに勢

おくからね﹂と言ってい

は２回勝てば全国大会出

作成や︵対依頼者の関係

対戦︵９月７日︶となっ

場となる︒

対依頼者の保管責任から

での︶預り書類・返還書

た︒９月だというのに試

に関する限り︑弁護士は︑ でなく︑②証拠説明書の

これら２つの要請を満
大幅に解放され︑後は﹁デ

類に係る
﹁書類目録﹂
・
﹁受

とが求められます︒

しては︑穴あけ↓紐綴じ
ができないため︑保管方
法に工夫を要するだけで
たすためには︑早期に︵受

領書用紙﹂の作成も︑容

なく︑対依頼者の関係で

ジタル情報﹂としての保

任 直 後 段 階 か ら ︶︑ 紙 媒

管︵バックアップ︶とセ

体記録のデジタル化︵通

た岡部先生の笑顔が忘れ

保管責任︵損害賠償や懲

いを与える︒続く２回︑

戒処分︶を問われるおそ

合会場の石川県内灘町の

キュリティ︵流出・漏え

易になります︒

常は︑ＰＤＦ化︶を進め

られない︒

れがあります︒

３回には︑戸田龍聖のラ

出すなど︑大量得点︒投

柵越えホームランが飛び

角田健典を中心に全員で

グを見せ︑守備も毛塚衛・

長した安定したピッチン

弘平がようやく大人に成

たい︒

力投する森投手

大輔︶

この２か月ほど︑ラグ

野木

全国大会では︑天国か

げては森弘吏がテンポよ

守り抜き︵ただし１人を

雅弘︶ た︒

く投げ込み︑守備陣も最

ビーＷ杯の熱戦にくぎ付

︵会員

後まで集中を切らさず大

除 く ︶︑ 新 潟 に 付 け 入 る

フティーバント・盗塁で

６回表には西村誠のセ

隙を与えない︒

勝︒予選決勝に駒を進め

予選決勝は︑新潟との

た︒

チャンスを作り︑ここで

けになっています︒

日︶となり︑

新潟市まで再び遠征に出

石原大悟が値千金のレフ

対戦︵９月

年前か

きたライバルであり︑二

ら全国大会出場を争って

勝負あり︒６

１での勝

ち︑ダメ押し点を奪い︑

ト線タイムリー打を放

て︑ちょっとした〝ロス

浜での決勝戦も終わっ

本号が出る頃には︑横

た︒古豪新潟は

枚看板の好投手を擁する

状態〟になっているかも

頑張って長生きをした

しれません︒

の地で行われる︒私たち

ら︑ひょっとしてもう一

今年の全国大会は福島

利となった︒

く︒１回表なんと黒江卓

度︑自国開催を目にでき

るのではないか︑と淡い

にとって今年の福島には

期待を抱いています︒

特別な意味がある︒福島

は︑今春急逝された岡部

大輔

和孝

健二

早川

慶子

田渕

高橋

友深

者

の 訃 報 で あ っ た︒﹁ 一 足

中嶌

西

将大

デスク

先に福島に行ってるから

小川

記

ね︑全国大会に出場して

若林

ら福島への登録替えを予

必ず福島に来るんだよ︑

雄一郎

おいしいお酒を用意して

定していた︒その矢先で

ある︒岡部先生は６月か

光平会員の生まれ故郷で

郎の先頭打者ホームラン

さて試合は序盤から動

強敵である︒

−

らだ︒農地は諸事情から

弁護士業を早く引退し

宿敵新潟を撃破
全国大会
（福島）
へ
出場決定！

イト線二塁打のほか︑足

ら見守る岡部先生に我が

た野菜や果物の始末で︑

農家の仕事は︑春のお

納税猶予を受けているの

て︑写真撮影や農業に専

の中での我慢比べとなっ

野球部の躍動する姿をお

気温は

とバントを絡めた小技で

見せすることを︑約束し

非ご検討ください︒

各会員におかれては是

度を超え︑猛暑

いの防止︶の問題に対応

これにより︑事件処理

得点を重ね︑着実にリー

するだけで済みます︒

ておくのが適切です︒

ドを奪う︒投げては辻居

事件記録の保管方法に
関しては︑①効率的な利

ＰＤＦ化の際には︑最

試合は序盤から横浜が

農業を始めたのは︑母

親戚︑孫や事務所の人に

彼岸にジャガイモの植付

で︑私が亡くなるまで農

念したいのだが︑叶いそ

大川

中は︑紙媒体記録なしで

点数を重ね︑小川健一の

もちろん︑弁護士業や

親が亡くなった７年前

お願いして引き取っても

け︑ゴールデンウィーク

地として保全する義務が

うもないことが残念であ

︵会員

用と②セキュリティの確

ル名を付す必要が生じま

ＮＨＫテレビの﹁野菜の

低限︑書類ごとにファイ

から９月までは午前６時

時間﹂を教科書に︑野菜

書面の作成ができ︑証拠

から夏野菜の収穫︒９月

薬有機肥料で野菜を育て

作りに励んでおり︑無農
する︒９月終わりにクリ

ている︒

には︑冬野菜の種まきを

原本も原本提示後すぐに

安志

保︵紛失や情報の流出・

35

漏えいの防止︶の両面か

山本

の収穫と皮むき︒ 月里
芋とサツマイモの収穫︒

く︑生活がかかっている

代になってか

の夏野菜の植付けで始ま

ある︒しかし︑義務ばか

る︒

手応え十分の黒江選手

21

を

はじめましょう

トラクターに乗る弁護士

ホビーの写真撮影が優先
するので︑適切な時期に

月はミカン︑続いて︑
ゆず︑キンカン︑夏ミカ

植付け︑肥料︑収穫をや
ンの収穫︒

月からは冬

ターに乗る︒６００坪の

の力が私のミスを挽回し

れるわけがない︒でも︑
変なのは春から秋までの

て立派な野菜を育ててく

野菜の収穫があり︑１年

１００坪の畑で１年中

草刈りで︑その省力化の

れるのである︒逆に頭を

梅畑を耕して草刈りする

様々な野菜を作ってい

ため︑自らトラクターに

不思議なことに大地の土

る︒ただ︑私にとっては︑

乗っている︒
弁護士兼業農家なのであ

で︑私が

悩ますのが︑収穫しすぎ
畑仕事はホビーではな

る︒

る︒６月にはジャガイモ

りではつまらないので︑

らっている︒

とタマネギの収穫︑６月

60

15

10

ためである︒自宅脇では︑ 中畑仕事がある︒最も大

12

年３︑４回ほどトラク

11

その 19
事件記録の保管について（デジタル化とその効用）
my car

（６）
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