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臨時総会、会員集会 開 催

弁護士成年後見人信用保証制度について
活発な議論
昨年

月

日︑横浜情報文化センター情文ホ
11

開会挨拶をする伊藤信吾会長

克災害対策委員会委員長

開会に先立ち︑服部政
会規一部改正の件︶が審

奈川住宅紛争審査会設置

足数を満たしたところ

会則改正についての定

議された︒

報告では︑昨年の台風

からの報告がなされた︒

ールにて︑
臨時総会及び会員集会が開催された︒

12

号・ 号災害時の会員
19

月 日

相談体制・実施状況等に

最後に第４号議案︵司法

改正の件︶が審議され︑

法の一部改正に伴う会則

の回答があったが︑当会

８６３名中６１０名から

る安否確認では︑登録者

の安否確認システムによ

する会規一部改正の件︶

に対する支援金給付に関

を受けられなかった会員

与及び修習給付金の支給

修習生の修習期間中に給

いずれの議案も質問及
び意見はほとんど出ず︑
全会一致で可決された︒

る取扱会規一部改正の

ターの調査依頼等に対す

ついて﹂をテーマとする

年後見人信用保証制度に

引 き 続 き︑﹁ 弁 護 士 成

会員集会

件︶及び第３号議案︵神

議案︵日本司法支援セン

開会宣言の後︑第２号

臨時総会

ことであった︒

が審議された︒

15

の会員数と比べると登録

10

者がそもそも少ないとの

また︑昨年の

ついて説明がなされた︒

の被害状況︑
当会の体制︑ で︑第１号議案︵弁護士

15

臨時総会開催のお知らせ

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

２月 日はバレンタイ

ン・デーである︒２月に

しては上限金額や迅速な

被後見人等の被害救済と

現状の見舞金制度では︑

ることができないこと︑

故意による損害を担保す

責任保険では被保険者の

同制度は︑弁護士賠償

会員集会が開催された︒

後見人︶の被害を弁償し︑ る︒

の履行として被害者︵被

第三者機関が︑保証債務

害が発生した場合︑当該

士後見人等による横領被

等の不正を保証し︑弁護

人となり︑弁護士後見人

考に︑第三者機関が保証

保証保険﹂の仕組みを参

弁協︶が実施する﹁保釈

対応することとされてい

と︑を各単位会で検討・

めの同意規定を設けるこ

会社との間で共有するた

保証機関型保険引受保険

会︑日弁連︑全弁協及び

情報を︑裁判所︑弁護士

証料支払︶状況に関する

本保証制度加入︵及び保

レートには見えない︒チ

のようで︑とてもチョコ

は︑形も色合いも芸術品

しまう▼並べられた商品

売り場につい足を運んで

贈る相手もいないのに︑

チョコレート好きの私は︑

し︑賑わいを見せている︒

ートの特設売り場が出現

入ると︑街にはチョコレ

対応という点からは必ず

が︑弁護士会の推薦では

制度の意義は十分にある

祥事対策という観点から

①弁護士成年後見人の不

会員集会においては︑

た︑近年︑耳にするのが

は驚くばかりである▼ま

ったのに︑最近の進化に

ピーナッツ入りチョコだ

の子供の頃は板チョコか

と︑推薦時には保証料を

原料や製品を適正な価格

の和訳で︑開発途上国の

ー ド と は﹁ 公 正 な 貿 易 ﹂

を創設するものである︒

支払っていたが︑後見人

で継続的に購入して︑開

フェアトレードチョコレ

業務を行っている期間の

発途上国の生産者や労働

なく申立時の自薦による

中で支払を停止した弁護

者の生活改善と自立を目

弁護士会推薦名簿の推薦

士後見人の行為について

本保険制度は︑全国弁

は保証されないこと︑家

指す取り組みだという▼

ートである︒フェアトレ

護士協同組合連合会︵全

庭裁判所との協議もなさ

チョコレートの原材料で

ョコレートと認証される

あるカカオ豆の生産地で

には︑子供達への教育︑

れていないこと等から︑

されるので︑弁護士とし

福祉対策︑環境への配慮

細部について十分に議論

てのステータスを高める

は︑以前から児童労働者

管理人などにも制度の適

必要があること等から︑

等厳しい基準を満たす必

がなされてから導入され

用範囲を広げるべきでは

要があるとのことだ▼高

の問題があると言われて
人を年間何件もやってい

ないか等の意見が出され

なるべく早期に制度を導

いる︒フェアトレードチ
る弁護士︑あるいは後見

入すべきであるという積

るべきで時期尚早ではな

人報酬が高い弁護士とそ

た︒

からの預り金が生じるの

ではないか︑④依頼者等

めることとすればよいの

酬ごとに負担金会費を納

負担とし︑事案ごと︑報

か︑③保証料は弁護士会

より︑今後︑弁護士後見

度支援信託などの利用に

れつつあること︑後見制

見人に対する信頼が失わ

の注目度も高い弁護士後

の報道などにより︑市民

後見人の不祥事について

これに対して︑弁護士

り︑会員集会は閉会した︒ 見つけると購入している︒

内容を検討することとな

え︑執行部が更に制度の

出された意見を踏ま

た︒

会員

︵会員

極的な意見も複数出され

トレードチョコレートを

かな支援と思い︑フェア

きない子供達へのささや

日々の食事すら満足にで

級チョコレートどころか

田鍋

智之︶ である︒ ︵土居

久子︶

優しい甘みもお気に入り

が少なくなることも予想

辰
は後見人業務に限らない

久保田
ことから︑管財人や財産

平が生じるのではない

うでない弁護士とで不公

いかという意見︑②後見

要 件 と す る こ と︑︵ ２ ︶ 場 合 に は 適 用 が な い こ

上記制度の導入にあた

的救済を目的とした﹁保

入︵及び保証料支払︶を

証 機 関 型 信 用 保 険 制 度 ﹂ り︑︵ １ ︶ 本 保 証 制 度 加

ョコレートといえば︑私

しも十分ではないことか

のロゴマークです︒

14

その被害回復を図る制度

日時 ２０２０年３月 日︵火︶ 時〜
場所 横浜情報文化センター 情文ホール
13

ら︑弁護士後見人等の信

17

である︒

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

頼維持及び被害者の事後

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

日に︑川上

士︵埼玉弁護士会︶を招

Ｇ委員の水内麻起子弁護
合には︑外務省ハーグ条

ハーグ案件を担当した場

話もあり︑弁護士として

日︑外務省
約室への相談ないし援助

昨年 月
き︑当会会館にて︑発効
申請を検討することが必

いる︒

から５年が経過したハー

国外に不法に連れ去ら
ハーグ条約室の田畑成優
グ条約の概要と実務等に

れた子の迅速な返還の確
保等を目的とするハーグ
氏と︑日弁連家事法制委

ーグ案件の豊富な経験と

水内弁護士からは︑ハ

要だと思った︒

員会委員・ハーグ条約Ｗ
ついての研修会が開催さ
田畑氏からは︑外務省

れた︒

る際の返還拒否事由ごと

理解︑日本における徴用

の意義や︑従前の日本の

いわゆる日韓請求権協定

皮切りに︑１９６５年の

されている具体例などの

ことが多々あった︒徴用

回の学習会で初めて知る

れておらず︑私自身も今

報を基にした解説がなさ

日本の報道では正確な情

徴用工問題について︑

︵会員

障害者の人権 番番

問題解決の一助に

実

施

害を理解しないまま対応

しており︑相談しても解

決に至らない﹂︑﹁たらい

回しにされる﹂︑﹁専門用

語が分からず︑説明を求

めても説明してくれな

そのご家族で︑悩みを抱

ものの︑障害者の方々や

い﹂︑﹁こうした話を状況

悩まされているとの相

えている方は少なくな

改善のために役立ててほ

談︶
︑遺産分割協議書を

く︑弁護士への相談の需

相談担当者は７名︑相

律相談会を実施

作成したがだまされた等

要はあるのが実態であ

談件数は４件であった︒

した︒当会所属

の相談があり︑具体的な

る︒そういった方々に︑

念行事﹁障害者の人権１

の弁護士が法的

対処法等を回答したほ

このような機会を活用し

１０番﹂として︑電話・

月９

な側面から︑障

か︑電話等の相談だけで

てもらえるよう︑今後よ

日午前 時から午後２時

害者やその家族

は回答が難しい事案につ

り一層︑広報活動に力を

相談件数は多くはない

の方々が抱えて

いては︑後日︑継続相談

注いでいきたいと思って

しい﹂という声もあった︒

いる悩みや問題

を行うことにしている︒

いる︒

発達障害者の抱える騒音

点について︑解

相 談 の 中 に は︑﹁ 医 療 関

トラブル︵近隣の騒音に

決の一助となる

係者や発達センターの職

ＦＡＸ・面談による障害

よう相談を受け

者の人権に関する無料法

るというもので

幹︶

山岡会員から︑今回の法

馬奈木

改正の趣旨を踏まえて︑

︵会員

イム・有期雇用労働法及

全ての労働者がライフス

員など周囲の関係者が障

び労働者派遣法の改正内

ある︒

容について︑一通りの紹

改革﹂関連法に関する第

含め︑この数年の間に言

運輸事件の最高裁判決を

ョウレックス事件︑長澤

日に言い渡されたハマキ

の仲間として受け入れて

も︑非正規労働者を職場

用者側のいずれにおいて

めとして︑労働者側︑使

た︒そして︑全体のまと

くことの重要性が語られ

日︑当会会

館において︑山岡遥平会

２回目の研修会である︒

の判決につ

渡しがあった均等均衡待

月

員を講師として︑均等均

テージに合わせて働ける

山岡会員からは︑基本

遇に関する

労働環境作りを進めてい

的な事項として︑均等均

年６月１

また︑平成

介があった︒

衡待遇に関するパートタ

講師の山岡会員

年に成立した﹁働き方

衡待遇に関する会員向け

昨年

月

当会では︑昨年

110

研修会が行われた︒平成

電話相談を受ける会員

月９日︶の記

まで︑障害者週間︵

の立証ポイントや︑返還

３日から

話し合いによる解決の促

申立手続におけるかなり

裁判例等の研究結果を基

進︵ 無 料 で の Ａ Ｄ Ｒ 利

タイトなタイムスケジュ

に︑代理人として活動す

用 ︶︑ 裁 判 手 続 の 支 援︑

ール︵申立てから約７週

ハーグ条約室では︑当事

子の安全な返還︵代替執

間のうちに２回の審問期

者に公平中立な立場で︑

行現場における児童心理

活動する場合における非

専門家の立会い︶などの

常に有益な話があった︒

日及び５回の調停期日︶

裁判手続書類の翻訳費

今回の研修を受けて︑

援助を行っている等の活

用が一定額まで無料とな

ハーグ案件に対する理解

に伴う苦労︑共同受任の

ることなどは︑かなり有

をより深めることができ

勧めなど︑代理人として

用な制度であるし︑代替

動についての説明があっ

執行の場面で子どもの負

た︒

た︒

担が軽減されるよう配慮

工事件判決の解説を行

工問題についてのメディ

聡子︶

い︑その上で︑今回の韓

新井

国大法院判決について解

アの姿勢については大い

について正確な前提を欠

一連の韓国大法院判決

に疑問を持った︒

説をした︒
続いて殷弁護士が︑日

いたまま批判をし感情を

本の植民地支配とその責
任などについて解説し︑

10

条約は︑日本では２０１

会︶と︑殷勇基弁護士︵東
京弁護士会︶を講師とし

さらに︑現在の徴用工問

煽ることは︑両国の今後

することが重要であり︑

題についての日本政府や

今回の学習会は︑その点

の関係に悪影響を及ぼ
両弁護士の報告後には

からも非常に有意義なも

す︒まずは正確な理解を
会場から多数の質問が寄

メディアの態度について

せられ︑この問題につい

のであった︒

批判的に解説した︒

ての世間の関心の高さを

12

４年４月１日に発効して

詩朗弁護士︵東京弁護士

て 招 き︑﹁ 徴 用 工 判 決 か
ら考える戦後の日韓関
係﹂学習会が当会会館で
開かれた︒平日であった
にもかかわらず︑多数の
市民が来館し︑会場はほ
まず川上弁護士が︑徴

ぼ満席であった︒
用工とは何かということ

小太郎︶

︵会員

髙木
感じた︒

均等均衡待遇

16

についての概括的な話を

12

12

10

12

「働き方改革」関連法研修会 第❷回

12

徴用工判決から考える
戦後の日韓関係
月
18

30

いて︑簡潔ながらも要

終身雇用制が崩れ︑労

ほしいとの訴えがあった︒

要素︑均等均衡待遇を

待遇の比較方法・考慮

較対象労働者の選定︑

示内容も踏まえて︑比

そして︑各判決の判

遇を実現していくことの

かかわらず︑均等均衡待

中で︑雇用形態の相違に

温床となっている︒その

を阻み︑格差を生み出す

る状況が労働条件の改善

労働者の割合が４割に迫

働者全体に占める非正規

定めた規定の補充効な

必要性を再認識させられ

︵会員

田渕

大輔︶

た研修会であった︒

ど︑主要な論点につい

研修会の最後には︑

た︒

て詳しく解説がなされ

った︒

点を押さえた解説があ

11

ハーグ条約発効から
５年が経過して
12

30

ハーグ条約に関する研修会
昨年

会場からの質問に耳を傾ける
川上弁護士（左）と殷弁護士（右）

ハーグ条約室の活動について解説する田畑氏

学習会

（２）

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

要請に応えて︑相談所に
合った︒

プごとに協議し︑発表し
応急修理制度の利用を

を講師に招いた研修会で

ンの解消には効果的な手

研修を行った︒二重ロー

を用いて︑具体的な事例

加を得て︑こちらも大盛

面協力の下︑

名もの参

を題材に︑当該被災者に

況に終わった︒

用・駆使して生活再建に ︵災害対策委員会

東海道
新
幹
を反省させるもの︑被害者感

だったのだろうかと深く考え
させられた︒
﹁市民感情﹂を取り入れる
ことなどが期待されて導入さ
れた裁判員裁判が始まって
年︒今回の裁判の傍聴を通じ
て︑改めて裁判員裁判の意義
や︑本当に市民感情を取り入
れることができているのかを
今一度見つめ直す時期に来て

泰︶

いるのではないかと感じた︒

川上

︵日本テレビ報道局
横浜支局

議論のリング
理事者室

ワンチーム

がある世代のは

や会員集会とい

これまで︑総会

て︑論点が見えた頃には

たままノコノコと出席し

論点なのかもやもやとし

事前資料を見て︑何が

ともある︒

った場で︑私も

更にその先に議論が進ん

ずだ︒しかし︑

期から

意見が続出する

く努力を再開︑というこ

でしまって︑また追いつ

含めて

ことはなかった

てしまった︑というのが

全くえらいことになっ

て︑そこを離れて会で発

持ち場で必死に闘ってい

んな必死なのだ︒自分の

単純な話︑み

い︒

も諦めるわけにはいかな

する以上︑同期のために

でも私は︑期代表を自認

と記憶している︒ とが何回かあった︒それ

現在の正直な感想だ︒私

幸い︑私は︑兼業で人

言をする余裕もないのだ

ロレスという仕事をして

前で殴られて恥をかくプ

実際に常議員会に出席

いる︵たまに殴り返して

と私は考えている︒

期の代表という名

は︑

目で常議員になった︒数

年前から﹁期代表を出す

期に限ら

ている︒やっぱり︑本当

ず若手が積極的に発言し

それに比べれば︑と自分

汚名を雪ぐこともある︶︒

してみると︑

を煽り続けてきた結果︑

べきだ！﹂と志高き同期

自分も責務を負う番にな

私は議論のリングに上が

を奮い立たせて︑今日も

あるのだ︒

は言いたいことが山ほど

期は︑貸与制初年度

ってしまったのだ︒

ているのか不安になるこ

自分が議論について行け

てしまった︒

全くえらいことになっ

しかし︑恥ずかしい話︑ る︒

底の氷河期であったと思

の期であり︑就職もどん

う︒山ほど言いたいこと

あるように思う︒

人権大会等で︑

各年度の執行部の

先生方が各年度ご

とでお集まりにな

り︑行動を共にさ

れている姿を拝見

して︑そのお気持

を進めていくものが多い

めに︑個々の責任で業務

のに近いものであるかも

代に部活等で経験したも

くその醍醐味は︑学生時

な関係でいられると嬉し

部同様︑今後もそのよう

現執行部も︑歴代執行

青山 良治

ちが分かる気がす
早いもので︑理事者と

しれない︒

るところである︒
しての業務も残すところ

が︑理事者としての業務

で言えば︑ワンチームと

これまた︑ラグビーで

いるのは︑私だけである

このようなことを感じて

いと思う次第であるが︑

は︑理事者一丸︑流行語
理事者を経験してみて

かもしれないので︑そう

でないことを祈りつつ︑

よく使われる言葉で言え

最後まで︑理事者一同︑

ば︑ワンフォアオール︑

オールフォアワンの精神

ワンチームとなって︑理

なって業務を進めていく

で︑業務を進めていくそ

点に大きな違いがあると

の 楽 し さ︑ と き に 苦 し

事者としての業務に当た

感じたことの一つとし

一つ一つの議題につい

は︑弁護士業務のそ

て︑弁護士としての業務

て︑理事者で議論し︑意

さ

思う︒

見をまとめ︑ワンチーム

うことである︒

は大きな違いがあるとい

となって業務を進めてい

れとはまた違ったもので

っていきたい︒

すなわち︑弁護士とし

と理事者としての業務に

筆時︶︒

あと３か月となった︵執

副会長

65

弁護士を派遣した︒
被災者からの相談内容

択するか︑地域の絆を大

選択してしまうと︑仮設

切にして自宅を再建する

住宅に事実上入れなくな

件の確認なども︑我々弁
か︑断念して公営住宅に

は多岐にわたり︑被災者

護士に期待される役割の
入ったほうがよいかなど

の生活再建に向けた各種

１つである︒被災者向け

るが︑それでも修理を選

昨年もまた多
の支援制度は︑根拠や管

支援制度の紹介や適用要

くの災害に見舞

被災者を
支援するために
われた︒神奈川

月６日には︑当

について︑様々な意見が
昨年

轄等がバラバラである

県でも︑台風
号による

会相模原支部に渡辺裕介
を 招 い て︑﹁ 自 然 災 害 債

択肢を提供することが肝
日の永野海

弁護士︵熊本県弁護士会︶

月

は︑同弁護士が考案した

弁護士︵静岡県弁護士会︶ 務整理ガイドライン﹂の

昨年

要である︒

来を見据えて︑様々な選

飛び交った︒

号・
大きな被害があ
った︒当会はい
ち早く被災者を
支援する旨の会
長声明を発信し
た上︑相模原市

して︑合同相談
会を同市内の被
災地で延べ４日
間実施したほ

る︒しかし反省や謝罪もなく

伊東

被告にとって︑まさに﹁満額

﹁出所したら必ずまた人を殺

副委員長

陳述書も読み上げられた︒筆

回答﹂の判決だったはずだ︒

導くかについて︑グルー

﹁確かに私は倒れている人
者も率直にそう思う︒しかし

﹁無期懲役﹂が言い渡された︒

情をくみ取ったものなど様々

対する判決として本当に妥当

を見事に殺しきりました﹂

じて
を通
聴

す﹂とまで語った小島被告に

克宏︶

関しどのような制度を適

他の士業と協力 ﹁被災者生活再建カード﹂ 段であり︑相模原支部全

の要請により︑

12

刑事裁判の判決には︑被告

去年６月に起きた東海道新
幹線殺傷事件で逮捕・起訴さ
れた小島被告の裁判員裁判は
耳を疑うような言葉で幕を開
けた︒被害者や遺族の悲痛な
調書が読み上げられ法廷に泣
き声が響くような状況でも表
情一つ変えることなく︑時に
は笑みを浮かべて罪と向き合
う姿勢を微塵も見せなかった
小島被告︒その後も反省や謝
罪の態度を見せることなく遺
族感情を逆なでする発言を繰
り返し続けた︒
の重さが平等であるなら刑の

一生刑務所に入りたいという

裁判では被害者の﹁人の命
重さと人数は問題にならな

な意味があると理解してい

会員 川邉 賢一郎（65期）

だ

上︑時機に応じてかつ将

15

判決では検察側の求刑通り

か︑横須賀市の

39

65

29

65

65

り

11

19

願望を持ち凶行に及んだ小島

よ

相談会
・
研修会
い﹂という極刑を求める意見

10

「被災者生活再建カード」
（詳細は、http://naganokai.com/card/をご参照ください。
）

事件の
殺傷
傍
線

常議員会
の い ま
ての業務は︑依頼者のた

?!
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員会独自のスケジュール
って漏洩する可能性があ

ントの乗っ取りなどによ

いる会員も︑近時は増え
てきているように思われ ︵ 各 委 員 が 自 分 で 入 力 し
スケジュールを管理す
あるので手帳のように紛

す︒ネット上にデータが

て表示することもできま

に管理する︵二段階認証

自分のアカウントを厳格

プリを利用する際には︑

う対策もありますが︑ア

手帳しか使わないとい

ります︒

るためのアプリは多数存
失することはありません

なくてよい！︶を一括し

在し︑代表的なものとし
し︑検索やバックアップ

ターフェイス︶も洗練さ

き︑ＵＩ︵ユーザーイン

して容易にアクセスで

複数のデバイスから並行

ブレットやスマホなどの

は︑ＰＣのみならず︑タ

かることなどがあります

には転記に二度手間がか

と︑手帳と併用する場合

に機械が必要になるこ

す︒例えば︑閲覧編集用

リですが︑欠点もありま

このように便利なアプ

プションを有効にする

ーを一般公開する﹂のオ

有設定で﹁このカレンダ

ｏｇ ｌｅ カ レ ン ダ ー の 共

注意する︵例えば︑Ｇｏ

カレンダーの共有設定に

ら困る情報は書かない︑

実 で し ょ う ︶︑ 漏 洩 し た

横浜マリナーズ監督退任の弁

来季の優勝を祈念して

月

日︑当会会

部では甲子園なんて夢の

また夢というレベルだっ

た私にとって︑本気で日

本一を目指すチームを率

いるというのは新鮮で︑

球︑監督はそれなり

草野球されど草野

人もいるが︑たかが

野球でしょ︑という

所詮︑お遊びの草

ズ監督を退任した︒

務めた横浜マリナー

私は︑先日︑２年間

悩ませる日々が続くので

えるというように︑頭を

で交代のタイミングを考

にスタメン発表︑前日ま

曜日に出欠確認︑水曜日

日の練習試合のため︑月

出番も必要である︒土曜

にして参加するのだから

い中︑時間や家庭を犠牲

選手は全員弁護士︒忙し

後の選手の涙を見て︑監

ず︒全国大会で敗戦した

ームならば優勝できたは

選手を多く有する我がチ

であった︒レベルの高い

１９年はベスト８止まり

１８年はベスト４︑２０

日本一には届かず︑２０

任中︑残念ながら目標の

しかしながら︑私の在

得難い経験であった︒

に大変でやりがいの

ある︒

である︒選手が集ま

一番の力はズバリ数

すチームの指揮を執れる

は︑本気で日本一を目指

他方︑一番のやりがい

選手の皆さん︑来季は︑

訳なく感じた次第である︒

督としての力不足を申し

副委員長

青木

康郎︶

長谷山

尚城︶

大手ファミレスが 時

︵会員

ち取ってほしい！

国決勝大会での優勝を勝

てる力を発揮し︑ぜひ全

田中恒司新監督の下で持

らず練習できないと

２度を数える全国屈指の

年連続出場︑優勝回数も

弁連の全国決勝大会に

点である︒当チームは日

まず︑当チームの

あるものだった︒

12

悩む監督が多い中︑

普段の練習でも約

名が集まる︒もっと

も︑人数が多いが故

催を期待したい︒

で︑活気あるバザーの開

伝を行ったりすること

ご来場いただくような宣

んなどもお客さんとして

び会員事務所の事務局さ

当から外し︑当会会員及

は︑できの悪い筆者を担

り若干減少したが︑今後

なかったようで︑前回よ

リスでの呼び掛けが足り

の収益については︑メー

協同組合単体のバザー

ある︒

また共催できれば幸いで

少年友の会とは︑次回も

あったように思われる︒

回は例年に増して活気が

の悩みもある︒
何せ︑ 強豪である︒高校の野球

ばしく︑また︑現実に今

体が現れたことは大変喜

時にバザーを開催する団 ︵バザー準備委員会

組合バザーにとって︑同

いくように思われる協同

り︑賑やかさが減少して

くなり︑お歳暮の数も減

例年︑徐々に景気が悪

か︒

も多いのではないだろう

会員でお世話になった方

少年事件を担当する当会

で協力する団体であり︑

上でこれにボランティア

育的・保護的措置をとる

年友の会は︑裁判所が教

と同時開催となった︒少

﹁少年友の会﹂のバザー

今回は例年と異なり︑

開催された︒

弁護士協同組合バザーが

故 岡 部 光 平 会 員 の 壮 行 試 合︒ た く
さんの選手が集まりました︒

昨年

館５階にて︑毎年恒例と
なっている年末神奈川県

20

ます︒

て Ｇｏｏｇ ｌｅ カ レ ン ダ

れています︒カレンダー
が︑中でも最も注意すべ

などを利用すればより確

を共有できますので︑例

なってしまいます︶など

と︑誰でもカレンダーを

の対策をとりましょう︒

見ることができるように

多くのアプリではネッ

きは︑情報漏洩の危険性

ト上にデータを置きます

でしょう︒

事務員が確認し編集する

えば外出中の自分のスケ

ことができます︒また自

博毅︶

ＰＣ・タブレット・スマ

にまとめ︑夏の会長杯に

池田

ホ用のアプリを用いてス

して熱戦を繰り広げた︒

続いて常議員会議長杯も

︵会員

スケジュール管理に手

を叩くも︑後半はグロス

員︒前半こそ不本意な

帳を使用している会員は

期ま

名が︑剱持京

期から

曹ゴルフ会主催の忘年ゴ

磯子カンツリークラブ

獲得し︑この日参加の青

のイーブンパーで見事

ルフコンペが開催された︒

山良治副会長︑澄川圭副

助常議員会議長杯を目指

での総勢

ペとして

が︑そのデータがアカウ

昨年 月
日︑名門

名のスコア

会長より満面の笑顔で議

ターで上位

では︑乗用カートのモニ

当会の全会員に向けて門

磯子カンツ

今年も昨年に引き続き

年々盛大に！！

分のスケジュールと︑委

その 20
スケジュール管理のＩＴ活用とセキュリティ

多いと思います︒
他方で︑ ケジュール管理を行って

ジュールを事務所にいる

これらのアプリの多く ︵複製︶も容易です︒

ーがあります︒

46
幸次郎︶

記

者

デスク

土居

久保田

飯島

田鍋

久子

辰

麻樹

智之

久保 義人

でしょうね︒

れについて行けてないん

違和感がない︒時代の流

う︒しかし︑テレビには

スマホ︑アプリなどもそ

らの略語に馴染めない︒

の是非はともあれ︑これ

様な議論をしていた︒そ

う︒コンビニ業界でも同

間営業を廃止するとい

24

20

はじめましょう
リークラブ

がリアルタイムで確認可

吉澤

少年友の会 との 初 の 共同開催

ߛࠃࠅ
ㇱ
㊁
12

を
戸を開き︑オープンコン

長杯を受け取った︒
ゴルフ会の月例競技部門

同時開催した横浜法曹

能なシステムが導入され
名から脱落

ている︒自らのスコアを
忘れ︑上位

が入会以来初の月例優勝

では︑

期河野力丸会員
していくライバルの動向

ルフ初参加の若手会員か

パーティでは︑忘年ゴ

となった︒

に最大の関心を抱く若干
名の会員の姿は到底見ら
れたものではないが︑こ
れも年末の風物詩となり

入会宣言が出されるな

ら横浜法曹ゴルフ会への
そして︑この日限りの

ど︑盛会のうちに幕を閉

つつある︒
ハンデを算定する新ペリ

じた︒
横浜法曹ゴルフ会への

ア方式で行われた競技の
結果︑優勝はこの一年で

︵会員

入会希望者は吉澤まで︒

熱気あふれるバザー会場

36

70

期の渡辺孝太郎会

例

弁護士協同組合バザー
年末恒

60

12

にて横浜法

常議員会議長杯を受け取る渡辺会員

17

37 15

20

20

抜群の存在感を発揮して
いる

69

忘年ゴルフ
横浜法曹ゴルフ

（４）
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