２０２１年７月６日︵火︶ 時〜

関東弁護士会連合会
第１回地区別懇談会のお知らせ ︵予定︶
日時

Ｗｅｂ開催︵Ｚｏｏｍウェビナー︶

さまざまなご意見があろ

常議員会の議決が必要で

明発出には︑日弁連等と

まず︑４月から開始し
す︒あらゆる場面でのタ

その動きは今後加速化す

場所

13

今年度の重要テーマと

また︑ＩＴ

たいと存じま

意見を頂戴し

もに︑適宜ご

いただくとと

の議論に注目

います︒今後

討が始まって

等のＩＴ化についても検

事保全・執行︑倒産手続

て︑刑事手続︑家事︑民

きな流れと軌を一にし

民事裁判のＩＴ化の大

やすい言葉で短くまとめ

理由をできる限り分かり

を端的に冒頭に提示し︑

すれば︑たとえば︑結論

としています︒そうだと

持ってもらうことを主眼

関係者に広く問題意識を

す︒声明の役割は︑県民・

会長声明を重視していま

そのための１つとして︑

に努めます︵チャレ１︶︒

関し︑積極的な情報発信

指し︑弁護士の活動等に

弁護士・弁護士会﹂を目

しやすく頼りがいのある

今 年 度︑﹁ 身 近 で 利 用

か︒現状を打破するため

ままでよいのでしょう

状として︑はたしてこの

翼を担っている司法の現

０・３％です︒三権の一

国家予算全体のわずか約

ださい︒裁判所予算は︑

問題意識をぜひ持ってく

すが︑司法予算について

話が少し大きくなりま

約にご協力願います︒

いただき︑当会の意見集

ますので︑関心をお持ち

部からも情報提供に努め

の検討が必要です︒執行

く変わっており︑改めて

す︒

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

新たな感染症が蔓延し

ているとされて１年以上

の連携や地域司法の方策

かがってきており︑今後

村の実情・特色などをう

やすく︑解決困難と思わ

争解決に向けた協議がし

れであり︑良い意味で紛

る▼そんな中︑民事刑事

になったとみる向きもあ

判ＩＴ化の強烈な後押し

のロゴマークです︒

経った︒わが業界も様々

自治体訪問は︑４月末

等に役立てていきたいと

な影響が出ているが︑裁

自治体です︒

日時点で

イムリーな発信は困難で

るための組織がありませ

して︑法曹人口問題があ

化に付随し

るような工夫が肝要では

の方策を︑会員の皆さん

た︒

の一員に迎えていただい

講師︑行政の専門委員︑

団体の講習会・講演会の

なパブ出身の前任者から

雪地帯である︒私は︑か

に覆われる県内屈指の豪

一年の三分の一ほどが雪

まだ弁護士が足りず︑そ

強く実感している︒まだ

護士の存在意義を改めて

れから先も応じていく弁

た︒そのような需要にこ

ら北へ

引き継ぎを受けて５代目

の力を必要とする地域は

現在も少なくないのであ

所長として着任した︒

新庄には︑山形地方裁

護士は私を含めて３名

管内にて稼働している弁

激減しており︑かなパブ

への赴任を志す弁護士は

現在︑弁護士過疎地域

る︒

︵支部管内人口は約７万

で養成中の弁護士たちは

判所新庄支部があり︑同

人 ︶︒ 狭 い 地 域 で は あ る

が︑弁護士の需要が多く︑ 貴重な存在である︒私自

同支部には裁判官が常

である︒全国各地の最前

り︑身の引き締まる思い

身︑貴重な後輩たちを赴

駐しておらず︑期

線で活躍するであろう弁

事務所の電話がいつも鳴

日開廷日︵簡裁を

護士たちへ︑日々の仕事

任先へ送り出す立場とな

除く︶は毎週木曜

を通じて︑一緒に考え学

っていた︒

と隔週金曜のみで

ルペスウイルスの深い関

係が発見されたようだ︒

人はほとんど皆︑このウ

イルスに感染しているの

だが︑何かの拍子に悪さ

をするらしい▼ウイルス

ではないが︑世の中には

トキソ某という感染症も

ある︒これに感染すると

反社会的な気分が醸成さ

れるのか︑不貞や交通事

故とか︑法律家が﹁到底

許されることではない﹂

とする行動を導くという

話もある︒紛争の原因は︑

ろくでなしな性根︑では

なく感染症かもしれない

▼そうなると感染症撲滅

に邁進したくもなるが︑

ヘルペスウイルスに感染

することで︑人間は臆病

になって︑それが文明を

生んだなんていう人もい

る︒人間が︑いそいそと

法律に従ったり︑従って

この手の話が１００年後

そ︑かもしれない▼まあ︑

いるふりをするのも︑ウ

会員の皆様方におかれ

にどうなっているかは怪

イルスの感染があってこ

ましては︑今後ともかな

しいものだが︑いずれに

との全てを伝えて送り出

中に別の裁判期日

パブへの変わらぬご支援

しろ︑感染症とわが業界

期日の集中が避け

を何件か入れる運

をお願い申し上げますと

したい︒

用で期日が開かれ

ともに︑結びの言葉に代

︵勝俣 豪︶

ていた︒事件は違

剛志︶ い︒

えど︑裁判官︑相

千葉

の関わりは思いのほか深

︵会員

えさせていただく︒

いつもと同じ顔ぶ

手方代理人ともに

られず︑調停期日

あった︒そのため︑ びつつ︑私が経験したこ

ことが多いうつ病と︑ヘ

れる案件も和解に落ち着 家事問わず︑法的に重要
かせることができていた︒ な事実として主張される

かくの機会ですので︑当

すので︑緊急な場合には︑
私は︑新庄ひまわり基

ん︒チャレ４︵会務の効

ります︒紙幅の関係で︑

て︑従前の制

ないでしょうか︒専門的

とともに考えたいと思い

考えています︒

照会申出ですが︑ご活用
会としても意見を集約し

会長談話などの別方策も

金法律事務所への赴任を

地方新聞の記事執筆な

オンラインといえば︑

率化・合理化︶の観点に

これまでの当会の立場に

度・運用等に

な事柄を詳細に述べるの

70

各首長さまから︑各市町

いただいておりますでし
て積極的な働きかけをし

臨機応変に活用したいと

新庄ひまわりがある山

６月１日から研修会動画

も留意しつつ︑執行部と

ついてもこの

は意見書の形式によるべ

ます︒

最前線へ向けて

事件処理以外にも︑各

ょうか︒他会からも注目
ていくべきと考えます︒

経て︑本年３月より︑社

を集めています︒証拠収

考えています︒

ところが意外と︑当会

ど︑多方面から弁護士の

集の重要な手段ですの

形県新庄市は︑山形市か

には︑民事司法分野につ

員弁護士としてかなパブ

で︑利用しやすいよう︑
いては︑横断的に検討す

を会員サイト上で配信し

日付け意見書をご参

機会に併せて

ただし︑当会では︑声

改革・改善し

３
きと思います︒

２
ようという動

が︑当時とは状況が大き

照いただきたいのです

月

ついては︑２０１１年２

討する予定です︒

しては︑早急に対応を検

ださい︒

ます︒こちらもご活用く

めたいと思います︒

可能な限り改善工夫に努

力を求める声が多かっ

たオンラインによる

うとは思いますが︑せっ

は異なり︑月１回開催の

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

ることが予想されます︒

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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川崎支部

周年記念式典を控えた現状

止が相次いでしまってい
るが︑火を消すことのな
いようにしていきたい︒
昨年度は川崎支部の新

部の会員数は２３２名で

４月１日現在︑川崎支
護士会における会員数以

であるほか︑小規模な弁

都の多摩支部に次ぐもの
崎区のみならず︑今では

の川崎支部が所在する川

横浜地家裁や横浜地検

る意見交換会・成年後見

親会︑破産手続等に関す

で︑法曹三者懇談会・懇

川崎支部では︑これま

ところである︒

求心力維持に努めている

することなく支部内での

禍の情勢においても停滞

で開催するなど︑コロナ

入会員歓迎会をＺｏｏｍ

ある︒この会員数は︑弁
財産管理人意見交換会を
昨年度に延期を余儀な

各区役所にて実施してい

相談︑さらには川崎市の

談センターや溝の口法律

加するなど︑川崎法律相

公職に就任する会員も増

市民に対する法的サービ

続の運用等の議論を深め

っており︑円滑な裁判手

川崎支部との連携をはか

横浜地家裁や横浜地検の

勉強会を開催するなど︑

関する勉強会や民事裁判

いける体制の構築に努め

な問題をともに解決して

市民の皆様の抱える様々

心力を高めるとともに︑

し︑川崎支部に対する求

今年度は是非とも実施

周年記念式典についても

くされた川崎支部設立

る市民法律相談をはじめ

たい︒

は法曹三者の刑事手続に

として︑市民の皆様の抱

コロナ禍の情勢により

スの向上に努めてきた︒

支部においても︑支部会

ってきた︒

手狭になってきたという

昨年度から懇談会等の中

ともあったが︑焼け石に

するため︑支部会館の移

このような問題を解消

水のような状態である︶
︒
名程度の会員が集ま

現在の会館には︑最大
で

転なども検討していかな

進行のための意見は述べ

と確認する︒円滑な議事

間を管理した︒会員に注

り︑１人あたりの発言時

いう理事者の方針もあ

の会員から意見を聞くと

を述べる会員の発言をで

るが︑議案の内容につい

意するのは芳野議長︑時

総会決議もあり︑より丁

ては触れない︒今年はコ

間を管理するのは副議長

今回の総会決議は多く

ロナ禍もあり︑休憩を２

という楽な役回りではあ

きる限り正確にメモした︒

回︵実際は３回︶入れる

る︒議案の修正意見を正

スケジュールを理事者

ことにした︒総会当日︑

寧に資料を読み込んだ︒

芳野直子議長と相談し︑

臨時総会は理事者の十

ければならないと感じて

分な準備と会員の協力︑

る程度の広さの会議スペ

最後に︑昨年度県西支

見の整理を担うよう指示

芳野議長の瞬発力のある

ースが一つしかない︒同

部より︑剱持京助会員を

を受けた︒円滑な議事進

生じつつあるものの︑現

当会の会長に︑佐藤光輝

行には質問と意見の仕分

在もなおこのような関係

年々︑支部活動関係の資

いると思われる︒これは︑ とは不可能であるうえ︑

会員を副会長に︑同時に

対応により︑円滑な議事

確に漏れなくメモし︑休

料等が蓄積されることか

送り出せたことは県西支

進行を実現することがで

休憩のタイミングは副議
ひとえに支部総会や支部

ら︑この貴重な会議スペ

けは重要である︒日弁連

いるところである︒

委員会の場に会員が集ま

ースも︑日々︑これらに

の総会で時々見る︑質問

時に複数の会議を開くこ

り︑白熱した議論を重ね

に何度も練習した︒副議

山﨑

いないのでその職務を話

事が長くなるため︑特に

と述べることがあると議

と言いながら意見を滔々

こ と は 無 い が︑﹁ こ う す

議長と今後議事進行する

きたと思っている︒芳野

た︒

た︒副議長は︑議長の議

したい︒

佐して円滑な議事運営に

言 の 機 会 は︑﹁ 議 長 を 補

臨時総会は議案が

本あ

議案と資料を読み込む︒

まず︑総会に先立ち︑

事者の答弁漏れが発生

難かったり複数あると理

注意した︒質問が分かり

りをした︒振り返りまで

い で す ね︒
﹂等と振り返

れば良かったかもしれな

任務である︒副議長の発

事進行を補佐することが

芳野議長から質問や意

長が決めることになった︒ 憩時間に理事者に手渡し

るという慣習が大切に受

長の職務は可視化されて
当会の運営にご尽力さ

３月２日︑臨時総会が

れた両支部会員に最大限

部会員一同︑大変名誉に
スペース確保のため︑こ

の感謝の意を送り︑本原

感じているところである︒ 開かれ︑副議長を担当し
れまで受け継がれてきた

浸食されつつある状況で
県西支部特有の新たな

書籍等を廃棄処分したこ

ある︵数年前には︑会議
課題としては︑支部会員

︵会員

こととしたい︒

夏彦︶ 努 め ま す︒
﹂という就任

及び死刑制度の廃止に向

っ た︒﹁ 死 刑 執 行 の 停 止

し︑円滑な議事の進行の

が副議長の職務である︒

健司︶

け た 取 り 組 み を 求 め る ﹂ 妨げとなる︒質問や意見

豊島

の挨拶と議事録署名人の

︵会員
発表の２回である︒事前

稿を締めさせていただく

数に比して︑支部会館が

け継がれてきたためであ

総会副議長とは
何をするの？

ろうと感じている︒

を維持することができて

することが困難な状況が

で顔の見える関係を維持

ことが挙げられる︒

求︶

える様々な問題をともに

60

員の増加に伴い︑会員間

︵支部長 種村

解決していける体制が整

近時は川崎市における

長年継続してきた︒近時

川崎区以外においても多

だ よ

いる︒

数の事務所が設立されて

支
数は１３８名である︒

り

本原稿執筆時点である
動への参加は

県西支部会員の支部活

定期総会に

は︑コロナ禍

であるにもか

かわらず︑全

の４割を超え

体の支部会員

る 名が会場

近年︑県西

交わされた︒

熱した議論が

へ出席し︑白

58

会員数増加に伴う県西支部の新たな課題

４月 日時点の支部会員

日に開

活発であり︑
今月
23

催された支部

県西支部の会館会議スペースの状況

20

部

上のものとなっている︒
退任する支部執行部への花束贈呈（支部通常総会にて）

護士会支部としては東京

60

県西支部

10

28

（２）
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会の開催時期の延期や︑
書面による議決について
議論され︑臨時総会にて

半島全域で

部は︑三浦

横須賀支

年１月に臨時総会が実施

毎年４月に定例総会︑毎

また︑横須賀支部では

市︑
三浦市︑ るべく研鑽や各種の試み

ある横須賀

されるほか︑月に１度︑

をより質の高いものとす

の皆様への法的サービス

対策委員会があり︑地域

業活性化委員会︑後見等

り︑昨年４月の定例総会

昨今のコロナ禍によ

在といえる︒

らではの醍醐味は今も健

る雰囲気︑つまり支部な

こそ遠慮なく議論ができ

お互いを知っているから

に会員数を増やしたが︑

賀支部も旧来に比べ大幅

司法制度改革により横須

な議論がなされている︒

ービスの提供という︑支

の皆様への良質な法的サ

発な議論を通じて︑地域

ある︒

を与えたのもまた事実で

改めて意識するきっかけ

が︑支部の意義・役割を

不便や努力を強いている

対しこれまでになかった

コロナ禍は社会全体に

会員数は

名である︒

だ よ

支部例会では概ね
前後の会員が出席し活発

だ︒

ものぼった︒

龍太︶

ず︑これまでどおりの活

大久保

市︑座間市との連携︑各
は︑地理的な隔絶による

の幅広い団体が参加する

て訴えかけるための地域

に加え︑広く市民に対し

市議会︑各政党への陳情
出頭の負担︑交通費など

相模原・座間地域司法改

具体的な不利益として

相模原支部設立以来の悲

の経済的負担に加え︑本

特に︑合議制の導入は
年にも

庁への回付に伴う数か月

願である︒過去

わたって︑裁判所相模原

革懇話会の始動の準備を

ている横浜地裁本庁への

の深刻な訴訟遅滞︑地元

支部の改革に向けた活動
が行われてきたが︑未だ

題を地元で審理できない

申入れについては︑今年︑

市民の立場から見ても無

サービスの利用者である

管内人口全ての代表者た

行う予定である︒まさに

毎年︑相模原市が行っ
こと︑遠隔地での手続き

相模原市長と座間市長が

している︒
相模原支部で昨年末に

を避けたい市民による権

が関心を持つべき社会問
実施したアンケートで

利救済の断念など︑司法

に実現していない︒

名の会員が

名強の相模原支部

は︑

回答し︑合議制裁判がな

るお二人に対して︑横浜

会員のうち

いことで不利益を経験し

視できない様々な弊害が

る対応をすることを願っ

名︑労働

ている人数が

名に

当委員会では︑相模原

地裁本庁が迅速に誠意あ
を経験した人数が

ている︒

翔︶

︵相模原支部地域司法
改革委員会委員長
多湖

ナ禍で大きく変わったテレビニ

浜支局に赴任してきたが︑コロ

収まる気配が無い︒昨年末に横

新型コロナウイルスの猛威は

一方で︑リモートでは十分な

えてのインタビューも簡単だ︒

抗がなくなった近頃︑国境を越

コンの画面越しに話すことに抵

ートによる取材を行った︒パソ

らない表情やしぐさを映像で伝

悲しみで震える肩など言葉にな

しめる拳︑落ち着かず揺する足︑

は言葉のみならず︑怒りで握り

せずにいた︒テレビニュースで

伝えるのに︑パソ

きれない気持ちを

える︒女性のやり

ュースの取材スタイルは今年も
変わることはなさ
そうだ︒飛沫によ

材

レビカメラで取材

る感染を防ぐため

し︑照明の当て方

力控え︑パソコン
の画面越しにイン
タビューするリモ
ート取材が増えた︒

より失職した旅行添乗員の女性

こともあった︒昨年︑コロナに

取材が出来ず対面に切り替えた

浜でも追求していきたい︒

テレビならではの映像取材を横

うと思えば済ませられる昨今︒

が必要なのに１箇所しか

す︒最初は︑２箇所押印

数の押印を求められま

として︑日直として︑多

決裁書類です︒担当役員

には聞いていましたが︑

多い！と驚いたのは︑噂

士自治が維持されている

士会としての機能や弁護

をシェアし︑それで弁護

陰に日向に︑膨大な会務

を通じ︑多数の会員が︑

ＷＴの会議やＭＬ参加等

者会・各委員会・本部・

業務や︑常議員会・理事

裕︶

押さずまた戻ってくる等

が仕事を進められない事

なわち︑滞留して事務局

会員皆様のご協力が必須

を巡る各種制度のために

ため︑弁護士という職業

ますが︑ほかならぬ会の

今期理事者からも︑多

写真は︑任期初日に

態に︶なっていやしない

ですので︑不幸の電話と

不在中に︑決裁ボック

Ｆ会長が撮影したもの

かと常に気になり︵夢に

思わずに話を聞いていた

本稿執筆時点は︑任

ですが︑このような部

出てきそうという副会長

だけると嬉しいです︒引

くの方々に会務に関する

屋で理事者業務を行な

も ⁝︶︑ 決 裁 を し に 役 員

き続きよろしくお願いい

お願いをさせていただき

っています︒デスクも

室に行く機会をなるべく

スがカラフルなクリアフ

広く︑また向い合せの

確保したい思いにさせら

ァイルでいっぱいに︵す

配置のおかげで仲間意

というところです︒

識も感じられ︑なかな

たします︒

こういったルーティン

れます︒

業務の中でとにかく

か快適な空間です︒

期が始まって約１か月

したが︑慣れてきました︒ います︒

ことを目の当たりにして

長谷川

︵日本テレビ報道局横浜支局

飯島 奈津子

のヘマをやらかしていま

行が激減し︑将来の活路を見出

を取材した︒コロナ禍で団体旅

リモートで済まそ

コロナ禍で何でも

にもこだわった︒

な距離を取ってテ

広さの部屋で十分

た︒普段使う倍の

では不十分だっ

コンのインカメラ

リモート取材の

対面での取材は極

利便性を実感した
のは︑新型コロナ
ウイルスによる入
国制限で︑来日出

来なくなったベトナム人労働者
を取材した時だ︒これまでの方
法では︑東南アジアの支局に取
材を頼んだり︑日本へ入国後に
取材したりするが︑今回はリモ

副会長

任期が始まって
ひと月です

理事者室

コ

横須賀支部

コロナ禍を改良の契機に
支部規約の改正が決議さ

浦郡葉山町

支部例会が実施されてお
は開催できなかった︒旧

部としての役割を果たし

れた︒

を管轄とす

り︑各自治体との協議事
来の支部規約では緊急事

ていきたいと思う︒

横須賀支

活動は︑裁判所相模原支

を行っている︒

る支部であ

項︑弁護士会本部からの
態宣言下のような事態は

︵副支部長

逗子市︑三

り︑
現在
︵４

意見照会への対応等につ

想定されていなかった︒

部には︑研

支
部に合議制裁判を導入す

災いを災いのままとせ

月時点︶の

いて協議を行っている︒

その反省を踏まえ︑横須

相模原支部には︑相模
るための活動を行うこ

賀支部でも︑非常時の総

名

修委員会︑

法律相談事

原・座間地域の地域司法

り

の問題を取り扱う相模原
法教育の基盤を作ること

と︑相模原・座間地域に

が設置されている︒主な

支部地域司法改革委員会

部

葉山町における出張セミナー及び無料法律相談会の様子（令和元年９
月21日に撮影）

合議制裁判︑
労働審判導入への道のり
相模原支部

ナ
り

ロ

禍の映像取
だ

52
支部総会で合議制裁判導入への決意を語る岩城支部長

20

20

審判がないことで不利益

28

よ
Ｆ会長のツイッター（かな弁会長＠非公式）より

20

再確認された︒

50
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鳥弁とは
敦子

法の問題というより︑単

青木

の解除原因などがあいま
なる民法の問題です︒

鳥弁の経験

ースです︒実は動物愛護

いなまま︑紛争になるケ

会員

〜鳥に関する法律問題〜

当会に小鳥の権利委員会創設を切に望んでいる
青木です︒
今回は︑紙上研修という機会をいただき︑動物
愛護法に関する主要な問題について触れ︑
鳥弁
︵鳥
の弁護士︶事例に関し︑会員の皆様のお役に立て
る情報を提供させていただきたく︑僭越ながら書
かせていただきました︒

そして︑動物愛護法が
コ店でフクロウが展示さ

５年に︑北海道のパチン

私が対馬にいた２０１
護法では

されおり︑当時の動物愛

しい店内に常時鎖で係留

初回 フクロウ事件
その１
北海道パチンコ店巡り

改正され︑動物殺傷に関

動物愛護法に関する代表的な問題
まず︑ペットの展示に

路の猛禽類研究所の先生

弱 さ せ ﹂﹁ 虐 待 ﹂ す る 疑

にお話しを伺ったりもし

れていることがインター

また︑
番外編としては︑ 一見に如かず︑と思い対

ました︒

しては︑５年以下の有期

馬から北海道に旅立ちま

北海道に住んでいる修

いがあるものと考えまし

した︒

習同期に車で北海道内の

た︒この点について︑釧

ペットの里親トラブルも
現場では︑パチンコ店

ネットで話題になってい

多くなってきています︒

で夜行性のフクロウたち

ました︒そこで︑百聞は

すが︑意外にも動物愛護
個人間で里親契約を行う

懲役となり︑罰則が強化

法には︑殺処分について
に際し︑契約書を作成せ

されています︒

条２項の﹁衰

関する基準が強化されま

した︒
次に︑昔から問題とな

の法的根拠は規定されて

パチンコ店４か所を回っ

っている保健所による犬

おらず︑法的にグレーな

が︑昼間も大音量かつ眩

てもらい︑同期には感謝
です︒心残りがあるとす
れば︑人生初の北海道の
思い出が︑パチンコ店巡
りだったことでしょう

ンタール児童福祉法・児

った書籍を紹介したい︒

当会会員が執筆に関わ

会員も執筆者に名を連ね

らは高橋温︑野口容子両

各条文の解説は学者と実

い合い紛争﹂などのタイ

がとられており︑当会か ︵﹁面会交流﹂や﹁子の奪

務家の共同執筆という形

トルが付されたコラムも

も参考になる内容であり

題となるようなケースで

のような中年男性に特に

る︒可塑性の乏しい筆者

また意外なヒントもあ

談部分が清涼剤となり︑

まれている第三者との対

た︒途中いくつか挟み込

特殊な分野とも思える

児童福祉や児童虐待は

ま ず は︑﹁ 実 務 コ ン メ
童虐待防止法﹂
︵有斐閣︒

大変充実している︒︶︑各

が執筆のほか編者として

次 に︑﹁ こ れ か ら の 男

籍 を 紹 介 し た い︒﹁ 民 事

筆者が執筆に関わった書

最後に手前みそだが︑

の子たちへ﹂
︵大月書店︒

弁護の起案技術〜７の鉄

るといえる︒

お勧めである︒

ている︒

も執筆者の選定など重要

が︑離婚事件で親権が問

事務所一冊必携の書であ

写 真 左 ︶︒ 藤 田 香 織 会 員

な部分に関わっている︒

写 真 中 央 ︶︒ 太 田 啓 子 会

則と

のオキテによる紛

員の単著である︒既に話

は︑男の子の育て方が重

くし性差別を解消するに

ての固定的な観念︶をな

アス︵男女の役割につい

間にあるジェンダーバイ

だ︒︶︑一言でいうと︑世

点で９刷が決まったそう

ると思うが︵原稿執筆時

お手にとられた会員もい

題になっている本なので

って頂き︑ご意見を賜れ

の皆様には︑ぜひ手に取

とめたものである︒会員

などの書き方の技術をま

訴状や答弁書︑準備書面

や司法修習生のために︑

官経験者が︑若い弁護士

司法研修所の民事弁護教

耕舎︒写真右︶である︒

争 類 型 別 主 張 書 面 ﹂︵ 創

︵編集委員長

れば幸いである︒

具体的に性差別をしな

イラストにつられて手に

筆者もポップな表紙の

弁が風を切って歩く文化

によりけりです︒ウィル

するのかは︑時代や地域

何を法的保護の対象に

岩田

したが︑ポルノや性犯罪

は現れるのでしょうか？

武司︶

要だという内容︒

いような育て方が語られ

ていくが︑それぞれ明確

な回答があるわけでもな

く︑著者が試行錯誤をし

ながら書き進めているの

についても歯に衣着せぬ

が伝わる︒

重い内容にびっくりし

のご指摘を受けるなど︑

が悪く記事にできないと

ば︑ご興味のある方はぴ

屋駅に行く用事があれ

いですが何かの折に名古

め︑遠方への出張が難し

お︑特殊な飼い鳥派とし

インコ派
︵狭義︶です︒な

私は︑強いて言えば︑

閥があるため︑なかなか

が︑このように様々な派

なってやりたいのです

動物愛護活動も一丸に

うから︑そんなこともあ

リするものも多いでしょ

した人間の大半がビック

って︑過去何万年に存在

まあ︑皆さまの価値観だ
認し︑鳥の団体に報告し

苦い思い出の多い名古屋

か︒フクロウの様子を確
ました︒なお︑結果的に

ですが︑ぴよりんだけは

豪

お店側がある時期以降展

久雄

示を取りやめて︑事なき

勝俣

るかもしれません︒

本間

記

安達

川添

慎司

啓明

康

敦子

長谷川

青木

長谷川篤司

者

意見がまとまらないのが

しい限りです︒

デスク

ては︑家禽派と猛禽派も

存在します
︵独断と偏見︶
︒ 悩みの種です︒

鳥派には︑飼い鳥派と

があり︑インコ派閥には︑ オウム・インコの日とし

が６月号に掲載されて嬉

立ち寄りください︒

終わりに
告発事件に関し何度か

オウム派とインコ派︵狭

日は︑
名古屋に行きました︒時

野鳥派があります︒飼い

最後に︑６月

ＳＮＳに動物虐待画像

鳥派の主流には︑インコ

派︵広義︶とフィンチ派
を上げ︑それを見た方か

には記者クラブで記者会

て登録されており︑本稿

ら刑事告発を依頼される

その他とりどり〜
その３
鳥ミニコラム

今は新型コロナのた

よりんのもとへ︑ぜひお

義︶があります︒

77

変わらず甘かったです︒

書籍紹介コーナー
を得ました︒

当会会員の執筆による
見をしたものの︑段取り

その２ インコ虐待事件

こちらは想い出のぴより
ん︒

ず︑所有権の移転や契約

や猫の殺処分についてで

44

こともありました︒

15

紙上
研修
状況です︒
オカメインコはインコという名 額が赤くて全体に無地なので、ア
前ですが、角があるので、実際 カビタイムジオウムです。収納さ
れておりますが、実は角（ツノ）
にはオウムに分類されます。
があるので、オウム族になります。

（４）
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