２０２０年度の当会理事者に︑①新理事者と
しての抱負︑②略歴︑③趣味等︑について語っ
ていただきました︒

場を含め︑これまで不祥

員等の現場や俯瞰する立

思いであります︒綱紀委

①重責に身の引き締まる

害対策︑自治体等との連

からのアクセス改善︑災

身としては︑特に︑県民

た県西部に事務所を置く

そして︑横浜から離れ

次期会長

事に関わる会務にいくつ

か携わり︑
﹁弁護士自治﹂ 携強化︑会の組織運営の

新理事者就任披露懇親会のご案内
日時 ２０２０年４月１日︵水︶午後６時〜
︵受付開始 午後５時 分︶

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

犬派？猫派？と聞かれ

るとすかさず鳥派！と答

のの︑１年たたずに辞め

林水産省︶に就職したも

学部卒︑一旦霞ヶ関︵農

こちらは県内ではなく︑

すが︑登山も趣味です︒

した︒今は年数回程度で

ころにはほとんど行きま

海岸線の立入り可能なと

ドン大学法科大学院にて

イギリスに滞在し︑ロン

家庭の事情でフランスと

当会登録︒平成

銀行勤務を経て平成

大学政治経済学部卒業︒

②都立国立高校︑早稲田

ら自動車で行ってしまい

らいであれば思い立った

いのですが︑京都奈良く

す︒最近は時間が取れな

を中心に旅行を好みま

いものを食べに行くこと

③神社仏閣巡りや美味し

た︒

在の事務所を設立しまし

する予定です︒

走していますがもう引退

す︒フルマラソン４回完

はジムに足を運んでいま

行で仏語を磨き︑週１回

た︒年１回のフランス旅

ジルＷ杯にも遠征しまし

戦はほとんど観戦︑ブラ

会⁝とまでは贅沢言えま

当会にも小鳥の権利委員

ら驚きを禁じ得ません︒

事件の存在に︑常日頃か

かわいい生き物への虐待

が大好きです︒あんなに

インコやオウムの後頭部

が好きで好きで︑中でも

のロゴマークです︒

える青木です▼生き物全

司法試験を受け始めまし

専ら北アルプス等のスリ

年帰国し当会に再

人権法の修士号を取得︒

ホテルニューグランド ３階 ﹁ペリー来航の間﹂

た︒平成５年から今まで

ルある岩稜帯の踏破が好

平成

場所

小田原の杉﨑茂法律事務

きです︒会務でも︑基本

般が好きですが︑特に鳥

所で仕事をしており︑福

となる﹁三点支持﹂を忘

スターズファンですの

ます︒また︑長年のベイ

年から

年

井修習の１年半以外は︑

登録しました︒

で︑野球観戦も楽しんで

に挑戦してみました︒

飼い始め︑少しづつ家族

の委員会が欲しいと切望

しております▼小鳥好き

が高じて︑小鳥のための

弁 護 士︑ 略 し て﹁ 鳥 弁 ﹂

を目指して法曹を志しま

した︒たまにお弁当と間

①これまで当会にお世話

最善を尽くす所存です︒

とともに会長を補佐し︑

変光栄です︒他の副会長

いただく運びとなり︑大

会の理事者を務めさせて

なり︑かつ愛着のある当

①修習時代からお世話に

に立てるよう業務に励み

とを考えて︑皆様のお役

間は︑弁護士会全体のこ

てきましたが︑この１年

に支部の視線で会務をし

思います︒これまでは主

えるようにすることだと

務や会務活動が円滑に行

支援して︑会員皆様の業

務や会務活動を後方から

要なことは︑各会員の業

ろあると思いますが︑重

①副会長の職責はいろい

のアシダカグモも見慣

然の中︑手のひらサイズ

務をしており︑雄大な自

自然溢れ過ぎる離島で執

前は長崎県対馬市という

ことが懐かしいです▼以

か？と確認の電話が来た

権利﹂の間違いではない

当会事務局から﹁子供の

権利﹂
と記載したところ︑

入 会 員 紹 介 で︑﹁ 小 鳥 の

会して早１年が過ぎ︑新

なって６年目︑当会に入

違えられます︒弁護士に

になってきましたので︑

年生まれ︒愛知

の一員となっていく姿に

恩返しの機会と思い︑精

②昭和
才の身ではありますが︑

法学部政治コース卒業︒

県立旭丘高校・東京大学

りあらゆる面で未熟では

たいと思います︒もとよ

ております▼対馬は︑島

ることの便利さも享受し

に乗ることなく出席でき

れ︑委員会へ船や飛行機

喜びを感じています︒

せんが︑せめてペット法

保土ケ谷︑小田原︑大磯

③趣味と言える程のもの

れず︑後進のために︑浮

と︑半世紀以上︑東海道旧

がないのですが︑犬と音

います︒

のルート整備を心掛けま

楽と本があれば幸せで

宿場町の神奈川県民です︒ き石の除去や鎖の設置等
③昔は釣り好きで︑埋立

す︒

他の副会長とともに会務

す︒９年前から保護犬を

て前の金沢区等︑県内の

むことが好きです︒最近

ていた本を︑ぼんやり読

ませんが︑積ん読になっ

③趣味らしい趣味はあり

に所属してきました︒

の権利に関する委員会等

録です︒高齢者・障害者

次期副会長

を遂行していければと思

①会長を補佐して︑また︑ になって︑ボルダリング
いずれも簡単に実現で

います︒皆様からのご指

合理化等に問題意識があ

きるものでなく︑１年間

ります︒

ったこともあったこれま

の任期でできることは非

一杯頑張ります︒浅学菲
剱持会長をお支えし︑他

ありますが︑皆様が気持

民の人柄も良く︑満天の

ちよく活動できるよう︑

一生懸命頑張りますの

平成３年ソニー︵株︶入
運営に努めます︒

業務に従事した後︑カル

社︑法人営業・生産管理
②群馬県桐生市生まれで

星や水平線上の夕焼けを

すが︑物心つく前から神

一望できる素敵な場所で

奈川県在住です︒神奈川

で︑皆様のご指導をお願
①著しく偏った会務の経

いいたします︒
験しかなく︑副会長とい

③映画を劇場で年間

本

年当会

ト宗教問題に関わったこ
有意義な議論をいただけ

して退社︒平成

とを契機に︑弁護士を志
るようなグラウンド整備

県立座間高校︑法政大学

す︒皆様も機会があれば

う重責を担えるのか甚だ

②平成３年横浜国立大学
ができればと思います︒

ぜひ足を運んでいただけ

法学部を卒業し︑平成

ますと︑元対馬島民とし

年当会に登録しました︒

③ジョギング︑料理︒

す︒

︵青木

敦子︶

ては大変嬉しい限りで

卒業︑８年間横浜市立小
不安ですが︑当会に少し

程度観ます︒埼玉・横浜

で行われるサッカー代表

年弁護士登録です︒

学校の教員を務め︑平成
でも恩返しができるよう

年に現

登録︒
②東京杉並区高円寺出身

いただき︑平成

年ご指導

です︒都立西高校卒業︑

ます︒

中野新先生に
年弁護士登

微力を尽くしたいと思い
卒業︑平成

畑中 優宏（59 期）

の副会長と協力して会の

42

をとても誇らしく感じて

30

上智大学法学部法律学科

うしてこられたように︑

ます︒歴代の先生方がそ

いただきますので︑どう

年間︑精一杯︑務めさせて

での経験を活かし︑不祥

会館問題等の大きな課題

事の発生防止や発生後の

も含めて︑若い期や声な

導もいただきながら︑１

弁護士自治は︑
弁護士・

き声等︑幅広い会員のご

常に限られますが︑当会

弁護士会の社会的使命を

意見をお聞きして︑次期

対応について︑総合的な

実現するための制度的担

以降につながる準備を始

設立１５０周年となる

保ですので︑県民・市民

めることができればと願

年 後 に 向 け て︑会 務 負 担

への法的サービス提供︑

っております︒

意味で会の対応力向上に

人権擁護についても︑歴

②横浜市生まれ︑横浜市

つながる施策に取り組み

代執行部等の当会の活動

立桜丘高校︒一橋大学法

18

の公平化︑総会の活性化︑ ぞよろしくお願いいたし

を継承し︑更に発展させ

18

13
佐藤 光輝（56 期）

15

おります︒無力感を味わ

URL http://www.
kanaben.or.jp/
菊地 哲也（51 期）

ます︒

ます︒

吉田 正穂（59 期）

50

10

16

10

24

18

小豆澤 史絵（54 期）

剱持 京助
（45 期）

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

弁護士自治を活かし 更なる発展を

民事裁判手続等のＩＴ化に関する研修会

メリット・デメリットを理解し
適切な利用を

ブ最前線
パ
な
か

かなパブの現在の体制など

研修会の様子

成し︑研修会に臨んだ︒

く︑独自のシナリオを作
るものと思われる︒

おいても︑多く使用され

おそらく︑実際の手続に
く必要があろう︒

とについても理解してお

そういった側面があるこ

研修会では︑始めに﹁招
で︑初めて﹁Ｔｅａｍｓ﹂ を共有することで︑視覚

ァックス又は郵送という

る以上︑従前どおり︑フ

手続が現行法下で行われ

また︑証拠の提出は︑

的に状況を把握すること

方法で行う必要がある︒

もっとも︑写真や動画

ができる反面︑裁判所に

待メール﹂が届き︑そこ
をインストールするとこ
与える印象も大きく︑用

その後︑架空の暴行事

ろから実演を行った︒

手続がＩＴ化されたとし

本年５月より︑いよい

ても︑書面の提出等の手

いから︑重要なメールに

いる際には注意が必要で

限って手際よく返信する

ある︒今回の手続では︑

成され︑週に１度︑１日

スキルが不可欠だ︒油断

件を素材に︑加害者が作

かけて︑理事会に提出す

すると︑あっという間に

成した﹁謝罪文﹂の作成

る議案や各種行事の実施

未読が２００通︑３００

よ横浜地裁本庁でも︑裁

等︑通常の業務執行に関

通になってしまう︒

判手続のＩＴ化が始ま

する事項を審議してい

このように︑毎日︑大

続や主張及び立証の方法

る︒この他にも定例の会

量のタスクに追いかけら

被告側が求めたにもかか

裁判手続のＩＴ化は︑

日弁連の事務次長とな

議はいくつもあるし︑省

経緯が争点となる事案を

そのメリット︑デメリッ

って１年８か月が過ぎ

庁や裁判所等との対外的

る︒これまでも︑民事訴

る中で︑かえって被告側

トを理解した上で︑適切

た︒日弁連の総次長室で

自体が大きく異なるもの

に不利な事情が明らかに

な形で利用すれば︑代理

は︑事務総長と７人の事

ではない︒

手続では︑被告側から

なってしまうという場面

人としても︑相応に有益

わらず︑原告側及び裁判

の要望で︑現場の様子を

を設定した︒

なものとなると思われ

所と現場の状況を確認す

確 認 す る 趣 旨 で︑﹁ ス ト

視覚的な情報共有は︑

用い︑模擬裁判手続を実

リートビュー﹂を画面共

当事者及び裁判所にとっ

践した︒

今回︑会独自の取組と
有の形で︑裁判所及び原

訟ＩＴ化検討ＰＴでは︑

して︑参加する代理人の
告側とともに確認すると

横浜地裁と共同で︑試行

立場から︑実際に使用さ

きた︒

的な模擬裁判を実施して

れるであろう方法につい

甲斐がある︒会議では︑

れているが︑次長の仕事

民事司法改革や裁判のＩ

は本当に面白くて︑やり

席しなければならない︒

Ｔ化︑法科大学院改革と

な会議もある︒合間を縫

１日に５〜６個の会議へ

いった重要課題に関する

って担当の委員会にも出

で︑概ね４か月に１人ず

出席することもザラだ︒

最新情報が取り扱われる

務次長が執務している︒
最所

つ入れ替わっていく︒代

会議が多い分︑自分の

し︑最高裁や法務省との

義一︶ 次長のうち６人が弁護士

︵会員

を重ねるうちに︑なんと

デスクに座っていられる

る︒

２月からは私が最も古株

時間は短い︒限られた時

さて︑そんな当事務所

確保する必要があるが︑

定数の相談・受任件数を

持していくためには︑一

２日間にわたって︑意見

だ︒理事会は︑

るのが大量のメールであ

事で構成され︑月に１度︑ い︒そんな中で負担とな

り︑総次長室のメンバー

い活動も刺激的だ︒何よ

となってしまった︒

次長の仕事はとにかく

て理解しやすい反面︑予

的事件単価の低い事件が

交渉や国会議員への政策

期せぬ形で不利益となっ

多くなり︑事務所経営は

説明といった︑普段の弁

いう方法を試行した︒自

員弁護士が３名︑勤務弁

間で多数の決裁を処理

らのデスクトップ画面を

護士が２名の弁護士５名

し︑職員との業務打合せ

て確認するとともに︑Ｉ

るいは司法過疎地での独

必ずしも楽ではない︒

会議が多い︒基幹となる

Ｔ化のリスク及び問題点

立開業を目指す新人弁護

体制である︵事務職員は

のは理事会と正副会長会

てしまう危険性もある︑

る目的は︑ひまわり基金

３名︶︒

護士業務では体験しがた

共有するという方法は︑

法律事務所又は法テラス

士を採用して︑１〜２年

をこなさなければならな
が︑日頃はどんな仕事を

そのため︑事務所を維
間のＯＪＴによって養成

名の理

について情報共有すべ

࠾࠴ࡌࡦߩ 日 常

介する︒

現在のところ︑法律相談

審議する︒正副会長会は︑ のメールが届く︒すべて

等︑日弁連の重要事項を

書の承認や規則の制定

１日平均１００通くらい

たい︒毎日︑楽しい雰囲

に助け合う気風がありが

る︒次長をやっていると︑ がいい人ばかりで︑互い

わねばならないので︑当

様な事件を経験してもら

成するためには︑多種多

赴任する新人弁護士を養

短期間で司法過疎地等に

可能かを打診してもらう

す前に︑かなパブで交代

談の割当を交代ＭＬに流

都合の悪くなった法律相

会長・副会長の先生方に︑ 会長と

で︑支援委員会や歴代の

まずは︑上記のとおり︑ 等の優先枠はない︒そこ

事務所でも一般民事・家

ことなどで︑相談・受任

名の副会長で構

気のなかで執務させても

事事件をできるだけ幅広

これからも︑多くの先

の機会の確保に努めてい

生方のご理解・ご支援を

る︒
また︑当然のことなが

いただきながら業務に励

く受任することを心掛け

ら︑国選弁護事件や法テ

ている︒

ラスの扶助事件等も積極

︵会員

んでいきたい︒
雅博︶

的に受任しているが︑そ

中山
うすると︑必然的に比較

︵会員

けどね︶︒

武内

大徳︶

ても︑退任時期は未定だ

と勤め上げたい︵といっ

残された任期をしっかり

る︒最先任の次長として︑

るのも次長の職責であ

部の円滑な引継ぎを支え

ない状況だが︑新旧執行

長が未定という落ち着か

本稿執筆時点で次期会

らっている︒

を熟読することはできな

71

弁護士法人かながわパ

後列左から中山雅博、重野裕子、青木一愛、前列左から水谷寛、松嶋佳史

法律事務所への赴任︑あ

し︑送り出すことである︒
そして︑設立からの

10

年間で︑ひまわりへ８名︑ しているのかを改めて紹
法テラスへ２名︑司法過
名の養成を終え

疎地での独立開業が２名
の合計

期の新人

て︑無事に送り出すこと
１月からは

ができた︒

業していった︒現在は社

を終えて︑かなパブを卒

うちの４名は無事に任期

計で７名であるが︑その

護士となった弁護士は合

士を養成する側の社員弁

また︑この間に新人弁護

ての一歩を歩み始めた︒

所に加わり︑弁護士とし

弁護士２名が新しく事務

72

ブリック法律事務所︵以
下﹁ か な パ ブ ﹂
︶の主た

࠳ࠗ࠻ࠢᰴ㐳ߩ
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つき︑カジノ事業者の皮

越智医師は︑ギャンブ

講演がなされた︒

を誘導するための施設に

を長く及ぼすとのことだ

家族・社会に大きな影響

ャンブル依存症が本人・

清

社会に起きてい

大河内秀明

井上文男

有坂正孝

岡村共榮

大久保均

勤

松井宏之

佐藤修身

川村

在会 年の会員

大川隆司

１

会に長く貢献した会員及

小島周一

ご来賓の挨拶に続き︑当

ールヨコハマにて︑恒例

び長寿の会員の表彰が晴

１月８日︑ロイヤルホ

の賀詞交換会が開催さ

杉原光昭

在会 年の会員

栗原

る諸問題に最初

岡本秀雄

喜寿の会員

に気付き得る立

鈴木 満

３

猪狩庸祐

２

三澤隆行

れやかに行われた︒

被表彰者を代表してス

れ︑和やかに新年の挨拶

が交わされた︒会長及び

ピーチを行った

小島周一会員

場にあるので︑

は︑﹁ 弁 護 士 は

それを取り上げ

谷渕 勇

伊藤平信

鈴木則佐

田辺紀男

中村裕一

綿引幹男

人見泰碩

丹野益男

世古晴次

大倉忠夫

米寿の会員

小林嗣政

稲生義隆

て問題提起する

宮下浩司

いう意識を当会

田中

４

ことも大事な仕

の先輩たちが紡

内藤 亘

事であり︑そう

いできたと思

安國種彦

清

表彰を受けた

卒寿の会員

宮崎正男

５

う﹂と語った︒

会員は以下のと

おり︒おめでと

い返せばペリー来航の間

が明けていた︒あえて思

長に就任し︑気付けば年

つい先日︑４月に副会

紀の出来事の真っ只中︒

今は民法大改正という世

ともできない︒結果︑削

処理をおろそかにするこ

ている︒特に︑これまで

な経験をさせていただい

の勉強で得られない貴重

勉強時間である︒しかも︑ 会長業務を通して︑机上

らざるを得なかったのが

あまり接点のなかった委

みたい︒

めて各冊一ページでも読

の皆様には︑特に特に︑

てくれた弁護士会事務局

トして３月まで完走させ

長を優しく的確にサポー

して︑頼りない末席副会

が上がらないだろう︒そ

メンバーには今後一生頭

容してくれた当期執行部

がまま末っ子を温かく受

お陰である︒執行部のわ

うございます︒

る姿を目の当たりに

な収穫であった︒

できたことは︑大き

最後になるが︑こ

こまでの任期を無事

に過ごせたのは︑前

期執行部を始めとす

る多くの先生方︑事

務所メンバー︑家族︑

ははるか彼方だが︑日々

本来なら一生で一番勉強

員会で︑当会の多くの先

圭

の感覚としてはあっとい

すべき一年︒焦りから手

生方が弁護士会︑ひいて

澄川

う間︒話に聞いていたと

当たり次第に本を買って

その他多くの皆様の

おり弁護士会の業務は非

はただ積み上げる︒副会
え︑自分の事務所の事件

会での業務が多いとはい

の山を何とかしたい︒せ

長が終わったら︑この本

さではない︶を支えてい

は司法制度︵決して大げ

たい︒

心からの感謝を申し上げ

そんな焦りの反面︑副

しかし︑いくら弁護士

副会長

35

50

常に幅広く︑量も多い︒

表彰を受ける小島会員

ル依存症が多くの神経伝

なる︒一度カジノを含む

泰樹︶

り

達物質の動きを乱れさせ
歳頃︑

ＩＲ施設を誘致してしま

松岡

ほ

﹁俺︑副会長が
終わったら⁝﹂

よ

る病理であるとする︒ギ
ャンブル開始が
歳頃︑受診が

借金などで問題化してく
るのが
まで

歳頃と︑医療につながる

日に横浜市
算用であると断言した︒

昨年８月
ＩＲ施設は︑カジノへ客

年かかるなど︑ギ

の林市長がＩＲ誘致を発

共 催 の 下︑﹁ 横 浜 市 の Ｉ

月 日︑日弁連との

Ｒ誘致を考える﹂と題し

対の趣旨の質問であった︒

った︒

最後に︑当会消費者問

うと︑ＩＲからの撤退を

としてＩＲ事業者から期

題対策委員会小野仁司委

たシンポジウムを当会会
来場者は約１８０名に
待されたもうけへの補償

員長が︑横浜にＩＲ誘致

会場からの質疑応答も

も及び︑会館５階の大会
︵損失補填︶を求められ

を許さないという強い意

多く︑全てがＩＲ誘致反

議室に入りきらず︑４階
る可能性があり︑撤退が

表明しようとしても︑Ｔ

の会議室も使用した︒

困難であるとの考えが示

ＰＰのＩＳＤ条項を根拠

当会会員からの現状報

館にて開催した︒

告の後︑鳥畑与一静岡大

思表明をして︑大盛況の
︵会員

うちに︑閉会となった︒

された︒
次に︑精神科医の越智
祥太氏により︑ギャンブ

遺族に話を聞きに伺い︑厳し

鳥畑教授は︑横浜市が

った︒

きた公判は数少ない︒日々法

中村

と疑念が浮かんだ︒
︵毎日新聞

紬葵︶

のか︒裁判はこれでいいのか

て正しい判決が出せるものな

や私欲を含んだ発言に基づい

め た さ の な い﹁ わ か ら な い ﹂

行していたこともある︒後ろ

神聖な場というイメージが先

た人が裁かれる︑ある意味で

刑事裁判は疑いをかけられ

れなかった︒

の気持ちを想像せずにはいら

被告の発言に被害者やご遺族

を経験している身としては︑

怒りの大きさを裏返した反応

い言葉で追い返されることが

人の被告の姿に驚いた︒

しれないが︑黙秘とも違う２

廷に立たれている先生方にと

ル依存症から見える横浜

担当するのは今年度が初めて

ほとんどだ︒哀しみの深さや

発表したＩＲ施設を誘致

放った︒検察官の﹁本心では

だった︒毎日多くの公判が開

ってはよくあることなのかも

カジノの問題についての

ないこともあるということ

事件が起きれば被害者やご

令和２年賀詞交換会

理事者室

40

学教授による講演が始ま

年

表したことを受けて︑同

22

した場合の経済的効果に

ですね﹂とあっけらかんと口
記者として３年目︑裁判を

にした︒

20

と
こ

20

消費者問題シンポジウム

昨年末︑世間の注目を集め
る裁判が続いた︒
年前に川崎市のトンネル
内で通行人の女性を刺して殺
害したとして︑殺人罪で懲役
年を言い渡された鈴木洋一
被告は公判中︑当時の心境の
変遷などを聞かれて﹁わから
ない﹂
﹁説明できない﹂と割
り切った様子で繰り返した︒
２０１８年に新幹線の車内
で乗客３人を殺傷したとし
て︑殺人罪などで無期懲役の
判決を受けた小島一朗被告は
証言台の前で﹁無期懲役にな

21

かれる中︑私が法廷で傍聴で

新しい年を言祝ぐ
だ

12

か﹂との問いには﹁当然そう

るために話している﹂と言い

鳥畑教授（左）と越智医師（右）

年目の疑
念
当１
担

30

横浜市のＩＲ誘致を考える

況
大盛

13

28

初 打 会

快晴無風
テ ニ ス

いよいよｅ裁判が始ま

に慎重な扱いが必要にな

務に実効性を持たせるた

そこで︑秘密保持の義

いただいたので︑その情

護修習の指導担当の古西

いただいたのは︑私の弁

を敬遠している人も多

る煩わしさから︑割引

てもらいたい︒弁護士

職員に対し固有のアカウ
めには︑単に書面などで

報を交えて︑協同組合の

ると思います︒

ントを付与することは認

当会会員の大多数は

現状︑裁判所は︑事務

はないでしょうか︒

載でも︑ｅ裁判のセキュ
めておらず︑Ｔｅａｍｓ
契約を締結し義務を課す

神奈川県弁護士協同組

ります︒そこで︑この連
リティ上の留意点につい

だけでなく︑事務職員が

を事務職員と共有するこ

や︑メールその他の通信

る 情 報︵ パ ス ワ ー ド 等 ︶ や ス マ ホ と い っ た 機 器

付される弁護士日誌や

年秋に協同組合から交

合に加入している︒毎

う︒

皆様と共有できたらと思

組合員であるメリットを

であったが︑弁護士にな

生と指導担当という関係

達夫会員︒かつては修習

約のときに一言伝える

な組合員の皆様に︑予

いかもしれない︒そん

会計時に割引等を受け

的多い職業であろう︒

ともあり︑会食は比較

は個人事業主というこ

て考えてみたいと思いま
を提供するＭｉｃｒｏｓ
業務で利用するパソコン

神奈川県弁護士協同組合の
特約店を利用して

す︒まず︑今回は事務職
護士のアカウントに関す

送受信など︑事務職員と
手段の起点となるアカウ

郵便物やファックスの

員との連携についてです︒ ｏｆｔ社も︑規約上︑弁

の連携抜きには業務が成
とを認めていません︒

待価格割引を受ける体験

事をした際に︑組合員優

名店である揚州飯店で食

月︑中華街の

結論から述べてしまえ

ルトで︑おまかせ前菜五

酒を頂きながら︑アラカ

る︒

は︑ 感 慨 深 い も の で あ

に食事をするというの

った今でもこうして一緒

っかけになれば︑執筆

典が広く認知されるき

けられる協同組合の特

だけで割引を簡単に受

うに本記事を執筆して

い手続も必要ない︒

えておけば︑他に煩わし

腐︑北京ダック︑上海カ

ビのチリソース︑麻婆豆

ば︑昨年
いる組合員も多いこと

をした︒予約の際に神奈

種盛合せから始まり︑エ

弁 護 士 業 務 便 覧 を︑

の個人のものは使わせな

もっとも︑組合員の

と思う︒

川県弁護士協同組合の組

いるが︑恥ずかしなが

日々の業務に利用して

い配慮が必要になると思

特典を調べたことのあ

合員である旨を店側に伝

ントについても︑弁護士

その接続の設定を一定程
われます︒

る組合員はどれほどい

Ｔｅａｍｓを使った手

度事務職員に手伝っても

会員各位におかれまし

るだろうか︒私も偉そ

続に向け︑機器を準備し︑ の方で用意し︑事務職員

護士同様数多くのセンシ
らうことはあり得ますの

ては︑ｅ裁判の実施を機

が日常の作業の中で︑弁
ティブな情報に触れるこ
で︑ｅ裁判においても︑

に︑電子データの管理に
ついて一層の徹底を進め

で修習をし︑現在弁護士

て︑詳しくは神奈川県弁

原藤

達也︶

毛塚

川添 啓明

勝俣

豪

デスク

敦子

安達

康

慎司

長谷川篤司

長谷川

本間 久雄

青木

記 者

期待したいと思います︒

で名乗りを上げることを

いずれは︑より大きな場

がフル回転いたしました︒

要な局面です︒大きな脳

は︑社会性を発揮する重

ます︒自己紹介・あいさつ

るためとも言われており

たのは︑社会でうまくや

人間の脳が大きくなっ

︵会員

者冥利に尽きる︒

ともまた事実です︒その
事務職員がセンシティブ

られてはいかがでしょう

クラフトビール・紹興

ため︑弁護士職務基本規
な情報に触れることは多
いと思います︒紙媒体と

する事務職員等に対する

程

比較してはるかに拡散の

ニ味噌とレタスのチャー

指導監督を定めていま

申し遅れたが︑私は第

す︒事務職員を雇用する

ら自分が組合員である

容易な電子データの扱い

か︒

場合にも︑秘密保持義務

んどなかった︒今回︑

４年目となる弁護士であ

協同組合特約店につい

ハンに舌鼓を打った︒

本田 正男︶

期司法修習生で︑横浜

︵会員

と意識することはほと

については︑紙媒体以上

私は縁あって協同組合

護士協同組合で検索をし
恒例の飲み会では︑皆

︵会員

衛︶

条は︑秘密保持に関

すし︑同時に︑事務職員

立しないことは明らかで

左から大川会員、同会員のご子息、田中会員、戸張会員、佐藤会員

を負わせる例が多いので

19

11

る︒一緒に食事をさせて

69
特約店で食事をさせて

で今日のテニスを振り返

戦による決勝が行われた︒
Ａクラスでは息をのむ

日︑横浜法曹テ

ハイレベルな試合展開が

１月

ニスクラブの本年最初の

当テニスクラブでは︑

イベントである恒例の初

定期的な練習会だけでな

るなど︑年齢を問わず和

Ｂクラスは︑参加チー

く︑裁判所戦や税理士戦

繰り広げられた結果︑田

ムが各クラスで最も多い

などイベントも多く︑レ

打会が︑金沢区にある杉

前日の荒天から打って

激戦区となりながらも︑

ベルを問わず参加できる

気あいあいとした空気で

変わって寒さも和らぎ︑

本来はＡクラスでもおか

会になっているので︑興

あった︒

快晴無風の絶好のテニス

しくない佐藤武晴会員・

中康晃会員・石川貴教弁

日和となった︒

戸張雄哉会員ペアが優勝

護士ペアが優勝した︒

参加者は当会会員だけ

田ゴルフ場テニスコート

でなく︑その家族︑他会

宏之会員親子が優勝した︒

会員までご一報を︒

味を持たれた方は佐藤裕
Ｃクラスでは︑将来有

した︒

優勝決定後は︑各自自

望な子供たちから老獪な

初打会はあらかじめペ

由に対戦をし︑６時間に

で満場一致で選任された

アを決め︑レベルに応じ

わたって本クラブ今年初

テクニシャンまで︑幅広

てＡＢＣの三クラスに分

のテニスを楽しんだ︒

い年齢層の中︑見事大川

かれ︑ダブルスのリーグ

小林雅信新会長のもと︑

戦を行い︑トーナメント

大勢で盛り上がった︒

参加し︑昨年末の忘年会

の所属弁護士や修習生も

にて開催された︒
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絶好のテニス日和

を

はじめましょう

その 2１
ｅ裁判のセキュリティ 事務職員との連携

