４月１日現在︑県西支部の会員
数は１３２名である︒県西支部の
一つの特徴は︑その管轄する地域
の広さ
︵神奈川県のおよそ西半分︶
と市町村の多さ︵６市 町１村で
11

合計 市町村︶である︒小田原・
18

箱根での楽しい支部旅行（本年２月 14 日撮影）
昨年の支部旅行の様子

川崎支部

60

部に入会し︑支部の先輩

する川崎市川崎区に多く

裁判所川崎支部が所在

２０２０年度 関東弁護士会連合会

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

家で勉強する時間が多

の相談を受ける際︑新た

内に事務所を構える会員

り︑２３９名中︑川崎区

的に参加してくれている

へ多数の支部会員が自発

が増えた現在も︑各行事

る︒

重要な存在になりつつあ

には見据えられない現状

更に今年度︑川崎支部

結力を活かし︑支部会員

吉澤

幸次郎︶

︵川崎支部副支部長

きたい︒

一丸となって対応してい
は設立

とになり︑９月

周年記念行事を予定

している︒現在︑記念誌

立

日に設

周年を迎えるこ

ではあるが︑持ち前の団
は１４９名である︒若干

昨年度の例を挙げると

状況は変わらない︒
その余約４割の会員が川

川崎支部の新入会員歓迎

名の企業内弁護士を含む
崎市内各地に事務所を構

会には約

名の支部会員

えて活動している現状で

送り出すこととなった︒
だでさえ激務であるにも

の方の話に耳を傾けるな
また︑一部の裁判所・

かかわらず︑本年度は新

えられた暁には︑同感染

くなり︑配偶者居住権に

な制度である配偶者居住

のロゴマークです︒

の作成や記念式典の準備

権について︑お勧めする

そして︑近年活動の範

方から﹁１年に３人も新

れが活発に活動してい

検察庁の方と県西支部会

型コロナウイルス感染症

会長・副会長の職務はた

員がその家族も交えて行

による非常事態であり︑

どした︒

う地引網も︑毎年夏の支

両会員のご苦労は想像を

このような県西支部の

症により大きな打撃を受

ついて勉強した︒４月１

は支部委員会である川崎

は必然であるが︑支部と

囲を拡げつつある支部委

本原稿を執筆時点では

厚木・平塚の３市に事務

る︒そのため︑新型コロ

部の風物詩となった︒

絶する︒
出身支部である当支部

そして︑年２回の支部
総会も近年は支部会員の

としては︑両会員を最大
限バックアップするとと

半数を超える 名ほどの
会員に出席いただいてい

盛んな活動が実を結んだ

けた観光・飲食業を主要

もに︑両会員が任務を終

のか︑本年度は︑当支部

な産業の一つとする県西

る︒

より︑当会執行部に剱持

支部地域の復興・活性化

日以降︑遺言や死因贈与

が参加し︑箱根での宿泊

支部六〇周年記念事業実

を伴う支部旅行には

名

第１回地区別懇談会のお知らせ
︵予定︶

ある︒
会員数の増加や事務所

しての各種行事・会務を

員会︵現在は５つの委員

コロナ禍が猛威を振るっ

れる︒

︵古西

日

達夫︶

る遺言書保管法が施行さ

遺言を保管する制度であ

からは法務局で自筆証書

に対応したい︒７月

頼者の事情に応じて適切

確かであることから︑依

り選択肢が増えたことは

配偶者居住権の新設によ

ることができると思う▼

少させ︑自宅売却を避け

り︑遺留分の侵害額を減

有権とに分けることによ

自宅を配偶者居住権と所

ような場合を考えると︑

対応しなければならない

自宅を売却して遺留分に

て︑配偶者が住み慣れた

と思われる▼相続によっ

売買のように換価できる

て︑当事者が合意すれば

産的価値があるものとし

が︑配偶者居住権も︑財

的な換価方法ではない

るとのことである︒一方

所有者にかかる場合があ

うな場合︑贈与税がその

する場合や︑放棄するよ

偶者居住権を無償で譲渡

は︑配偶者が所有者に配

いう心配がある︒税務上

法がないのではないかと

偶者居住権を換価する方

に入ろうと思っても︑配

宅を売却して老人ホーム

場合︑将来︑配偶者が自

かどうかが問題である▼

行う上では顔の見える関

会が活動中︶も支部会員

ており︑その収束も明確

配偶者居住権を取得した

の会員が事務所を構えて

係であることが重要と感

相互の関係を結びつける

行特別委員会において鋭

規登録するなんて時代が

いるが︑近年は川崎市内

じる場面が多く︑会員数

会員が参加している︒

４月１日現在︑川崎支
変わったなぁ﹂などと言

でも分散化が進んでお

意進めているところであ

部会員は２３９名であ
われたものだが︵確か当

所を構える弁護士がおよ

ナウイルス感染症の問題

島第一原子力発電所事故

る︒

る︒昨年度︑そして今年
時の川崎支部会員数は

そ９割弱であるが︑最近

が発生するまでは︑各委

月に
筆者が県西支部に加入

により甚大な被害を受け

会長と佐藤光輝副会長を

のためにも︑両会員の労
に感謝する宴や旅を積極
的に企画せねばと考えて
いるところである︒

60

人以

上増えていき︑今では先

の数年で毎年平均

度︑川崎支部の副支部長

期の同期３人が

年︒

数 人 だ っ た 記 憶 ︶︑ も の

登録したのは平成
当時︑

はそれら以外の秦野市・

員会内の部会なども含め

の会員数である︒

伊勢原市などに事務所を

れば︑概ね週２ほどのペ

新規登録と同時に川崎支

構える弁護士も増加して

ースで支部ないし支部委

かり定着し︑昨年

毎年の支部旅行もすっ

があったように思う︒

員会に関する行事・会合

きているというのが現状
である︒
県西支部のもう一つの
特徴は︑支部活動が近年
極めて盛んであることで

したのは約７年前だが︑

今なおその傷跡の癒えな

は︑東日本大震災及び福

その当時１つしかなかっ

い福島県双葉郡富岡町な

あろう︒

た県西支部の委員会はい

どを訪れ︑地元のガイド

理事者２名を輩出！

洋︶

18

10

を拝命している私が新規

の関係が希薄化すること

の分散化に伴い会員相互 ︵ 日 帰 り 含 む ︶ も の 支 部

60

日時 ２０２０年７月７日︵火︶ 時〜
場所 大宮ソニックシティビル 市民ホール

設立 周年を迎えて

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

60

13

赤沼

︵県西支部支部長

60

15

まや５つとなり︑それぞ

70

56

県西支部
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70
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神奈川県弁護士会新聞
２ ０ ２ ０ 年 ６ 月 号（ 第 ３ ８ ９ 号 ）
（１）

横須賀支部
も全焼した中で﹁救護品

弁護士は︑自身の事務所

が経過した︒赴任後に︑

て赴任してから︑丸３年

事務所に２代目所長とし

鴨川ひまわり基金法律

時５件前後の刑事事件の

点されているからで︑常

の国選事件を優先的に配

館山警察署と勝浦警察署

護士会の仕組みにより︑

横須賀支部には︑支部
種コラムである︒角井駿

や︑新入会員の紹介︑各

実施された研修の報告

年からの市

裁判︑司法修習修了組の

ＢＣ級戦犯に対する横浜

馬袋鶴之助から始まり︑

に弁護士会の会長となる

勿論一般市民にも公布し

いた公報を関係諸官庁は

中央官庁から鎮守府に届

の法律相談に応じ⁝更に

境界や金銭貸借など一般

資金調達の相談は勿論︑

買付や物品輸送の方法︑

鴨川市内の弁護士が他県

手持ちがある状況である︒

会員の研修や交流を目的
活躍︑昭和

研修委員会と今昔ばなし

に移ったこともあり︑現

赴任当初は︑刑事事件

とする研修委員会が設置
輔会員を編集責任者とし
て各支部会員が執筆し︑
遣︑昭和 年代後半から

民法律相談への会員派

民心の安定を計り⁝官民

京浜間の情報を通知して

なからざりき﹂であった︒

共にその便宜に負う所尠

その中で︑災害時におけ

塊やこれを水源域とする

誇る︒その分︑各種災害

イドライン﹄利用におけ

度﹃自然災害債務整理ガ

の二重ローン問題対策制

月 ６ 日︑﹁ 災 害 時

そこで︑当支部では︑

築することはできず︑現

安全を確保する体制を構

てきた︒しかし︑十分な

スク配布等の対策を行っ

３階に変更し︑消毒やマ

律相談ブースを１階から

り︑支部一丸となって災

市や他士業とも連携を図

ナ禍の経験を活かし︑各

元年東日本台風及びコロ

体制２年目である︒令和

備は喫緊の課題だ︒

害時対応に関する事前準

達彦︶

いため︑近隣自治体住民

などにも法律事務所がな

近隣の南房総市や勝浦市

が︑苦しみながらも無罪

に︑戸惑いも感じた︒だ

件も動かしていくこと

励みとなり︑今では刑事

判決をとれたことなどが

初代所長の岡本吉平弁

事件の多さも︵それなり

からの相談も多い︒

護士︵かなパブ出身︶が

号が鴨川市を直撃し︑甚

昨年９月には︑台風

に︶楽しめている︒

福祉協議会などからの相

の対応に追われ︑被災者

大な被害をもたらした︒

向け生活再建制度の説明

当事務所も数日間停電し

取り扱う事件は債務整

会の講師なども務めた︒

談も多い︒リピーターも

理や離婚︑相続など多様

今年に入ってからは︑

増えつつあり︑地域に根

であるが︑特に多いのは

新型コロナウイルスの感

たが︑復旧後は被災者か

刑事事件である︒受任し

染拡大により︑観光地で

ら寄せられる様々な相談

た刑事事件の件数は︑赴

ざした事務所になれてい

任から３年間で１５０件

もある当地も少なからず

でいただきたい︒

金澤

︵千葉県弁護士会

佳弘︶

癒しに鴨川まで足を運ん

が落ち着いたら︑疲れを

活できている︒コロナ禍

心地がよく︑楽しんで生

しい︒温暖でとても住み

も山も美しく︑魚もおい

てしまったが︑鴨川は海

仕事の話ばかりになっ

いきたい︒

これからも研鑽に励んで

れた︒気を引き締めて︑

ことを改めて自覚させら

域の司法の担い手である

有事を経て︑自分が地

相談が増えてきている︒

中旬頃から債務整理等の

影響を受けており︑３月

を超えている︒千葉県弁

るように感じる︒

もあり︑各市役所や社会

６年間活動してきたこと

講演する筆者

は︑当事務所のみである︒ を多数こなしつつ民事事

在鴨川市内の法律事務所

されており︑９名の委員
が活躍している︒
２０１５年９月の創刊号

の当支部の新しい波︑三

同委員会では︑外部講

崎警察署の接見室問題⁝

現在︑コロナ禍で裁判

号ま

で︑当支部のメーリング

と連載は続いており︑大

から本年１月の第

の勉強会を実施してい
リストを通じて︑ＰＤＦ

師による研修会や内部で
る︒昨年度に︑全３回に

変興味深く拝読している︒ 所 の 業 務 が 大 幅 に 縮 小
し︑私たちも在宅勤務等

ファイルで配信されてい

年の関東大震災

る︒

大正

わたって行われた民法

る弁護士の役割について

では︑裁判所が全壊した︒ を余儀なくされている︒
大倉会員が﹃横須賀市震

コラム﹁支部の今昔ば

災誌﹄から引用・要約す

示唆に富む記録であり︑

なし﹂では︑大倉忠夫会

福田弁護士の精神を受け

員が当支部の歴史を紐解

るところによると︑この

同委員会の活動の中で

とき県は無料相談所を設

も特筆すべきものとし

年に横須賀に代

相模川等の自然に恵ま

秀︶

前の告知期間がわずかで

生田

あったにもかかわらず︑

れ︑都心へのアクセスも

り

継いでいきたいと思う︒

明治

だ よ

置し︑福田庫文治弁護士

いている︒

部

被災者相談窓口を設置す

同研修会には多数の会員

日

る等の対応を行った︒被

日から

︵横須賀支部副支部長

て︑﹁ 研 修 委 員 会 ニ ュ ー

支
月

未明にかけて東日本を通

容易なため︑首都圏有数
のベッドタウンであり︑
現在︑日本はコロナ禍に

による影響は大きく︑災

そして︑本稿執筆中の

が参加した︒

ある︒災害は待ってはく

万人以上を

る事前準備が不十分であ

れない︒当支部では︑法

管内人口は

で河川の増水や土砂崩れ

ったことを痛感した︒

その直後︑当支部管内

物的損害をもたらした︒

る実務上のポイント・問

在は支部会館の閉室を余

昨年

では台風関連の被災者相

題点﹂と題して︑弁護士

儀なくされている︒

を含む人的損害や多額の

談が急増した︒当支部設

の被災者支援活動に関す

池田

︵相模原支部会員

備に取り組みたい︒

害時対応に関する事前準

今年は桐生貴央支部長

立以来の未曽有の災害に

る研修会を開催した︒事

当支部管内は︑道志山

対し︑相模原市等と協力

部管内においても死傷者

を引き起こし︑相模原支

85

風︵台風

災地の最前線に立つ者と

昨年

を主任に委嘱した︒福田

ス﹂の定期的な発行が挙

が好評であった︒

12

し︑試行錯誤しながら︑

相模原支部

災害待ったなし

12

15

41

40

︵債権法︶改正の勉強会

研修委員会主催の勉強会（2015 年撮影）
台風 19 号被災者支援の相談会に参加した「かながわ災害士業ネットワーク」のメンバー

14

げられる︒紙面の内容は︑ 言人出張所を設置して後

21

して︑災害時対応に関す

13
号︶は︑各地

12

過した令和元年東日本台

10

19

（２）

神奈川県弁護士会新聞
２ ０ ２ ０ 年 ６ 月 号（ 第 ３ ８ ９ 号 ）

ブ最前線
パ
な
か

地域の司法の担い手として

重なり逆転負け︒悔し

負けが込むと逆効果で

日は部分日

反則の輝きで東の空に昇

とがぶつかり︑数多くの

私たちをのせた地球

流星が出現する︒

い星︑おうし座のアルデ

く︒その様子を想像しな

に向かって突っ込んでい

が︑たゆたう塵の集まり

年前の光︒

日〜

並んだ木星と土星

天の川の東側に

年周期で太陽系を巡って

ットル彗星は︑約１３５

母天体のスイフト・タ

ウス座流星群が見ごろ︒

うな︑なんとも不思議な

宇宙を漂っているかのよ

塵の粒のひとつになって

ぽーんと浮かび上がり︑

で自分自身が遥か上空に

そうしていると︑まる

がら︑夏の晴れた夜空を

が︑宵の空に見え

いる︒その軌道上に放出

心もちになる︒果てしな

見上げ︑流星を探す︒

始め︑一晩中楽しめるよ

された塵の中を︑地球が

い孤独を存分に堪能でき

けて︑三大流星群

うになる︒夜更けには赤

通り抜けることによっ

のひとつ︑ペルセ

日にか

バランから届くのは︑約

食︒横浜辺りでは︑ ってくる︒ともに昇る赤

分頃に食

分頃から欠

時

時
け始め︑

の最大を迎える︒台湾な

どでは金環日食となる︒

あの太陽から届くのは︑

い火星も昇ってくる︒

て︑塵の粒と地球の大気

﹁感謝の日々﹂

である︒

星を見よう︒時間

の旅をしよう︒

何処に居ても︑遠

亮子︶

く空を駆け巡ること

大関

はできる︒

︵会員

意を示すことができない

と︑理事者一同が実感し

ています︒

歴代の先生方︑事務局

の皆様が︑時々の課題に

処してこられたことを想

像しては勇気をもらって

います︒公私にわたって

多くの方から温かな応援

いたことで︑力を尽くさ

の執行部に加えていただ

ませんでした︒剱持会長

とになるとは思ってもみ

室だよりを自分が書くこ

少し前までは︑理事者

れた上であがってくるこ

いて︑丹念にチェックさ

とつもまた︑事務局にお

こうした文書のひとつひ

しかし︑よく考えると︑

文書が運ばれてきます︒

確認すれども︑また次の

いなかでは︑ときに︑理

します︒明確な正解が無

難しい判断場面にも遭遇

います︒影響も大きな︑

止められる日々となって

も︑より一層︑重く受け

り︑社会的課題について

普段の仕事とはひと味

を馳せずにいられません︒

だいていることに︑思い

の機能を実現させていた

によって︑理事者として

心を有していただくこと

さまざまなお立場から関

や支えもいただくこと︑

ねばと︑残された力をふ

違った疲労には︑差し入

状況のなかでの就任とな

イルス感染症が拡大する

取り組むことでしか︑誠

それらの課題に正面から

量が増えそうです︒

しています︒どうも消費

ものになります︒しかし︑ れのチョコが静かに貢献
らたくさんの決裁書類が

時しも︑新型コロナウ
あることに驚きました︒

理事者室では︑初日か

り絞っています︒

事者会での議論も厳しい

菊地 哲也

る︑貴重なひととき

夏の大三角が美しい︒

年前の

年前

が︑
冬の星々を従え︑

くなり︑今度は金星

と︑すぐに明け方近

空を楽しんでいる

そうやって夜通し

の光︒

届くのは︑約

光︒織女星ベガから

くのは︑約

牽牛星アルタイルから届

約８分前の光︒

13

い結果だが︑得難い経

は あ る ︶︒ 将 棋 イ ベ ン

季 節 の 星 空 案 内
理事者室

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

とに気づきます︒

副会長

12

将棋を指したり観戦

藤井聡太七段の活躍な
トなどで︑様々な魅力

援するもよし︒もし将

が︑それも落ちついてから是

65

８月

験だった︒
したりすると︑普段と

ど︑将棋界の話題で盛り
あるプロ棋士・女流棋

将棋の効用
は違う頭の使い方をす
るので︑気分転換にな

中学高校の部活で︑将
上がる︒夏には︑プロの

陽

棋を指していた︒決して
タイトル戦が行われた宿

士と交流することがで

山口

強くはなく︑開港記念会

きるのも面白い︒いま

会員

館で開催される神奈川県
で︑一泊二日の合宿があ

やオンラインで︑気軽

る︵自分や応援対象に

内の大会予選では早々に
る︒とはいえ﹁ガチ﹂で

るし︑プロの対局も視

はなく︑その後の夜の宴

聴しやすくなった︒女

帰宅︒今も当会会館に向

２年前には︑飯塚七段

性ファンも増えつつあ

かう途中で︑昔のほろ苦

のご紹介で︑プロ女流棋

る︒

会や翌日の観光が楽しい︒ に相手を見つけて指せ

３年前から︑当会の将
士と一対一で駒落ち将棋

獲得経験のある相手に︑

棋に興味を持たれた

近︑近所の夫婦げんかの声が︑

る︒むしろ︑家にいる時間が

非︒

17

25

い記憶が時々蘇る︒
棋の会に参加している︒

を指すテレビ番組に出演

自分で指すもよし︑

川崎支部にて︑約２か月

指導を受ける︒角落ちで︑ した︒相手は︑香川愛生

お気に入りのプロを応

に１回︑飯塚祐紀七段の

女流三段︒女流タイトル

さるので︑勝って良い気

角落ちで上手く指せて勝

程良い強さで指してくだ
分になれる︒

﹁大変だったな﹂と振り返る

いつもより大きいようにも聞

判決を求めているだろう︒地

増えて家庭内のトラブルなど

︵テレビ神奈川

21

11

10

16

17

６月

り

ら︑ご一報ください︒

ことができていることを願う︒

司法関係の皆様︑そして記

態宣言後︑いつもは多くの司

裁としてのこの決断は︑勇気

は増えてしまうのではないか

望遠鏡も双眼鏡も飛行機もいらない空の旅
だ

７月

よ

利寸前も︑最後にミスが

指導後の懇親会では︑

多くのトラブルや事件︑争

とはいえ︑こんなご時世で

ということを実感した︒

着任しました︒１年半ぶりの

いはいわゆる﹁不要不急﹂で

も事件は起きるし訴えもあ

こえるのは気のせいか︒

出戻りです︒以前取材させて

はなく︑当人たちはいち早く

者もテレワークが難しい職業
だと思う︒しかし︑そうも言
っていられない︒今この文章
も自宅で作っている︒
ニュースを通じて注意を呼
びかける立場である以上︑自
分が率先して感染予防に努め
る︒司法関係者の皆様にお願

法関係者が出入りする横浜地

がいるものだったと思う︒こ

いしたい取材はたくさんある

裁のロビーに誰もいない様子

と心配すらしている︒ここ最

洋司︶

の記事が掲載される頃には

山本

を見て︑今が異常事態なのだ

の事態に陥っている︒非常事

や 延 期 な ど ま さ に﹁ 未 曾 有 ﹂

大きく受け︑民事期日の取消

もこのウイルス災禍の影響を

急事態宣言の発令︒横浜地裁

の拡大︑そしてそれに伴う緊

さて︑新型コロナウイルス

よろしくお願いします︒

ります︒初めましての皆様︑

頂いた皆様︑ご無沙汰してお

４月に司法担当記者として

香川女流三段と筆者の対戦直前の様子
（この後、
角落ちで惜敗した）

新型コロナと
静かな横浜地裁
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練習試合で采配を振う筆者

感じた︒大学時代にも野

に憧れ︑野球の楽しさを

られて長打を飛ばすこと

あ っ た ︶︑ 速 い 球 が 投 げ

ならない︒

それなりに話さなければ

ットを打った理由だって

いのである︒右方向にヒ

と説明しなければならな

面白くないとブーイン

球サークルに入り︑とき
どき参加してはのびのび

数

以来︑諸先輩の汗と涙と

年の創設

野球部︵横浜マリナー

しての実力を試される機

のコロナ問題で︑監督と

いない︒就任したとたん

いが︑今年は実施できて

でも報告をすることが多

抗戦︶があり︑当会新聞

ーズは少し赴きが違う︒

ところが︑横浜マリナ

った︒

い野球ができるようにな

ようになり︑三たび楽し

浜マリナーズに参加する

でき︑その御恩もあり横

部光平先生の紹介で就職

いて︑宴席で理由をつけ

加えて︑運営や采配につ

をしなければならない︒

して恥ずかしくない試合

権だし︑相手チームに対

合中のサインは監督の専

る︒選手の起用判断︑試

責任の重さを感じてい

今回︑監督に就任して︑

グもある︒

単位会の野球部チームの
会すらないのである︒

当会には元監督の故岡

と野球をしていた︒

中でも屈指の実力を誇る
田中恒司が監督を務め
ームに所属していた︒１

年まで地元の少年野球チ

私は︑小学４年から６

て後で理由を付して説明

なように︑プレーに対し

否認主張には理由が必要

かかる︒

いことが重圧としてのし

て説明しなければいけな

︵三港対抗戦︶と︑京都︑

名古屋︑神戸との定期戦

もっとも︑例年春には

チャーで４番︒二刀流で

すごい選手がいて︵ピッ

浜高校から阪神へ入った

つ上の先輩に︑その後横

逆転優勝があり得る状況

弁護士らしくうまいこ

われる宴席で︒

だ︒それも︑その後に行

しなければならないの

不本意な結果であるが︑

会(員 田中

恒司

となってしまった︒

監督就任の挨拶が愚痴

大阪との定期戦︵三塔対

本紙４月号にて当会サ

以来最高順位でシーズン

聞こえてきそうなところ

ッカー部か﹂という声が

であり︑読者の﹁またサ

と佐伯会員の得点などで

島会員のハットトリック

始優勢に試合を進め︑金

シャーを物ともせず︑終

ムは優勝のかかるプレッ

の発令である︒リーグ戦

が︑ここで緊急事態宣言

開幕を心待ちにしていた

を！と４月の新シーズン

新シーズンこそは優勝

迎えた最終戦︑当チー

結果としてはリーグ参入

誉であり誇りである︒

る︒非才の私にとって名

酒の力により︑全国

ズ︶は︑昭和

迄になった︒今年は︑私

30
全国大会にて

56

であった︒

であるが︑これも忌まわ

５対１の快勝︒追う立場

畑中

隆爾

した大仏たちの姿をいくつかお見せする︒

ご 要 望 に 応 え︵？︶︑ 本 紙 ４ 月 号 で 紹 介

会員

大仏を訪う

)

◆委◆員◆長◆退◆任◆挨◆拶

当新聞は︑昭和 年６月の創刊以来︑
当会及び会員の諸活動を映す鏡としてあ
るべく発行を重ね︑今号で３８９号に至
りました︒私も長きにわたり関わり︑こ
の５ 年間は編集委員長として微力を尽く
してまいりましたが︑このたび岩田武司
新 委 員 長 に バ ト ン を 引 き 継 ぎ ま し た︒ 昔
ながらのアナログ媒体として︑当新聞を
今後ともよろしくお願いいたします！
︵畑中 隆爾︶

今号が発刊される頃

には︑どのような状況

になっているのだろう

か︒期日だけでなく︑

依頼者との打ち合わせ

方法その他私達の業務

束に向かっていること

古西

陽

達夫

奥園龍太郎

を心より願う︒

者

デスク

記

山口

越川

正大

純哉

渡邊さち穗

濱口

しめやかな涅槃大仏

新監督就任挨拶

社会人リーグの結果など

［追補版］

アバンギャルドな頭大仏

への影響も大きい︒収

62

ッカー部の紹介記事を掲

しきコロナウイルスによ

は休止となり︑現状再開

載していただいたばかり

り種々の行事が中止にな

としてはできる限りのこ

サッカーをする環境が

の目途も立っていない︒

を終えられた︒

っている影響ということ

とをし︑首位チームの結

完全に奪われてしまった

果を待つことになった
が︑さすがは首位チーム

サッカー部員は日々スト

でどうかご容赦いただき
まず︑前回の記事の時

である︒最後まで盤石の

ファンキーな盛岡大仏

エキセントリックな名古屋大仏

センセーショナルなハニベ巌窟院

たい︒
点では最終結果が出てい

たサッカー欲を再開後の

レスとサッカー欲を溜め
結果︑期待された逆転

リーグ戦にぶつけ︑新シ

戦いを見せ︑勝ち点を取
ついて報告する︒最終節

優勝は起こらず︑当チー

ーズンの優勝を勝ち取り

なかった社会人リーグ

を残した時点での状況を

ムは２位のままシーズン

たいところである︒

りこぼすことはなかった︒ ている︒この期間に溜め

おさらいすると︑当チー

を終えることになった︒

︵西区リーグ︶の結果に

ムは首位と勝ち点１差の

前稿で読者を煽るような

健太︶
記事を書いた手前︑大変

楠瀬
２位につけており︑首位

︵会員
チームの結果によっては

飄逸な万治の石仏

監督の重圧〜 汗と涙と酒の力〜

サッカー部は
何をしているの？
続

（４）

神奈川県弁護士会新聞
２ ０ ２ ０ 年 ６ 月 号（ 第 ３ ８ ９ 号 ）

