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２０ １９年新春号

新年 日Ｊミ】 けま して おめ でと うご ざい ます

お止回はいかがお過ごしでしょ うか７

昨年も新年早々の豪雪から始ま り、 大阪北部、北海道胆振東部等

の地震、 ‾き日本豪雨、大型台風の上陸、４ ０で を超える酷暑等と自

然が猛威を振るい多く の方ぐが被災されました。 改めて被災された

方ぐ に対しお見舞いを 申し上げます。

新し い年が皆様に とっ て平穏で笑顔溢れる年とな りますよ う厄ヽよ

りお祈り 申し上げます。

今年で平成は終わ り新 しい元号に変わり ます。　 この節目 の記念す

べき年に 当事務所は開設満 ６０ 年を迎え ます。蠅和３ ４年、前所

長が自宅で１ 人で開業してから これまで幾多の困難も あり ましたが

大勢の皆様にお支えいただき今 日まで事務所を継続するこ とができ

まし た。 感慨一人であ ります。

年頭に肖たり 、新しい時代に向けて、感謝の気持ちを忘れること

なく 常に研鑚に励み、 皆様のニーズにが し迅速で的確なり ーガルサ

ービスが提供できるように精進する決意を新たにいた しま した。

どうぞ今年もよろ しく お願い申 し上げます。
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塲顫長弁護士 花村淑郁

皆さ ま、 明け まし てお めで とう ござ いま す。

本年 も倍 ｜日 のご厚情 を賜 りま すよ う、 厄ヽから お願 い申 し上 げま す。

さて、昨年は、自 然災害の １年でし た。　２０ ０大い、上の犠牲者を ｍし たほ 日本豪雨 をは

じめ 、次 々に 日本瓲島 を直撃し た猛烈な台風駱、 北海道胆振東部地震な ど、 日本 の各覓に

大き な傷跡を残し まし た。 そし て、 連日 のよ うに各地で最高気温の記録 を更新した回目の

猛暑。異常気象の 多発が地球温暖化 の徴候で ある との仮説 には、それな りの 説得力が あり

ます。迅途は、平均気なの上昇 を２ 度未満に抑え るこ とを 目指 して いる とか。次世代の地

球環境保全に 『氛けて 、い よい よ世界規模で ｃｏ ２排 出ｔ削減 に取 り組 まな けれ ばな りま せん。

嶺膵長弁護上 松［日勝彦

新年あけ まし てお めで とう ございま す。 私は今年弁護士生ぼ３ ５年ですので、石原総合

法律事務所６ ０年の歴史の半分以上在籍 した こと にな りま す。 私か入所 した 頃、 事務所は

久屋犬ｉｍの 北の 突き 当た りの ビル にあ りま した （今 の事務所 に移転し たの が８ 年程前です

ので、覚えておら れる 方も いる かと監い ます）。 私か ３５ 年前事務所に入る こと にな った

のは、お 誘い 頂い たの と事務所が綺麗だった （当 時の法律事務所は 自宅事務所も 多く 、本

に埋 もれた小 さい とこ ろが多か った のです） とい う軽いも ので した。先代の石原兔二弁護

十の 人柄 と仕事も楽し かっ たた め、 居つ いて しま った とい うのが実情です。

最近、弁護士業界 もＩ Ｔイヒの 波が押し 寄せ てお り、 アナ ログ世代 の私 はと まど うこと

ばか りですが、３ ５年 の経験を 生か して いき たい と思 って いま す。 「継続は 力な り」 です。

事務所も ６０ 年の 長き にわ たっ て継続し 、今後も 力強 さを 増し てい くこ とで しょ う。

皆様の御支援を心から お願いいたし ます （私 には暖か い目 で見守っ て下 さる よう お願い

します） 。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、
Ｚｔ　。

弁護士清水綾子

事務所が この ３回 で回 設６ ０１ 年。 私は この ３Ｊｊで弁護士を録（事務所入所） ２０ 年を

経過 しま す。　２０ 年間 とい えば生ま れた子ど もが成人する 年ＹＸ。 私は どこ まで成長できた

ので しょ うか。

２１ 年目 を迎える にあ たっ ての決意は断捨離ｏ未だに紙である裁判関係資料を中心に、

まだ まだ紙が身の 回り に溢れて いる 中、 気に なる 資料等は 「あ とて読む、い つか 読む」と

取り あえず順番に積んで行き、 け」が高くなる一方。 毎玳発行される会誌、 雑誌の［ＬＩ も高く

なる 一方。「今で きな いこ とが、後にな ってでき るこ とは （め った に） ない」こ とを改め

て自 覚し 、斷捨離 に努 めま す。 本年 もよ ろし くお願い いた しま すｏ

弁護士鈴木隆臣

明け まし ておめで とう ございま す。

今年 は天皇陛下が ご退位さ れ、 ５Ｒ １日 には皇太子殿下が新天皇と して 勁位 され ます。

それ と回時に元号 も平成は終わ り、 新元号が始ま るこ とと なり ます。私は普段、 裁判所に

提出する 書類や契約書等を 作成する 際は、年 白日 の表示に 元号 を用 いて いま す。 です が、

今回のよ うな元号の切 り替わり に直面すると 、も う西暦で表示 した方が使利かも しれない

と思 うと きがあり ます。で も日 本人だか らや はり これまで通り 元号を使 うべきか と思 う気

持ち もあ り、 まだ西暦への完全 なりＪり 替え には 至っ てい ない とこ ろで す。 今年 は新 しい時

代の始ま りです。 気持ちを新たにして１ 年間がんばって行きたいとぶいます。
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弁護士伊藤歌 奈子

志操堅固

子供のと き、 近所のお じさ んのスク ーターの後ろ に乗ってカブ トム シを抽り に行き、本

物ス ゴーイ！ とｍつた記憶が。 そして、 そのおじ さん、昨年、 私の子供のためにクワガタ

４　１７Ｕ、 カブ トム シ約 １０ ［！ を抽ってきて くれまし た。 実家の母が、 足の不自 白なおじ さん

に対 し、 「場所教えて くれたら捕り にい ったのに 悪いねｏ 」　 と言うと、「場所は秘密！」

と答えたそう です。その話を聞いたとき、私の頭の中で、 トト ロの 「子供のときにだけ

あなたに訪れる　 不ぶ議な出会いＪ・」 が流れま した。現在、 そのカブ トム シの幼虫 １６Ｒ

を飼育中 。受 け取 って 下さ る方がい らし たら 、御連絡下さ い。　　　　。

弁護士中井志帆

新年あけ まし てお めで とう ございま す。

皆さ まお工Ｅ ｙへは家族イ ベン ト目 白押 しと いう 方、 寝犬ＥＲ とい う方、い らっ しゃ るか と犯、

います。 私は とい うと、父方か母方の祖父母の家でのんびり過 ごすことが多いです。 どち

らも歓迎 して くれ ますが、 特に父方の祖母は手料ミを次ぐ と披露し てく れる うえ、私かい

くつ になって も「若いんやから たく さん食べやなあかん」 と言うので、 調子に乗って帰る

頃に は体なが少し変わ って いる とい うのが常です。私はそんな寝圧ｙｘなら ぬ食工万 （回し

かも しれ ませ んが）ですが、皆 さま はど のよ うな お‾χ］｜七戮を 過ご されてい るの でし ょう か。

弁護士堀内綾力

判事補外部経験で、事務所にお世話にな る期間は ２年 間ｏ その開口 事務所６ ０瑕１年

に立 ち会 えて、と ても 幸運です。

私は、現在、 弁護士と しては２ 年目 ですが、 肖］ 法の仕事 に就いてから は５ 年目 になり

ます。ま だま だ若手気分が按けない のですが、鴇囲の ５年 目の弁護士を見る と、 独立す

る人や事務所の経営に参加する人も ちら ほら …相応に経験と責任が増す時期にあ るのだ

と自 覚さ せら れま す。

事務所に在籍させていただく期間も、残 りわずか ３ヶ 玳。 少しでも多く のこ とを吸収

し、 自分の年次に見合った風格を身に付けられる よう 、努力いたし ます。

◆事務局一同より ご挨拶

明けましておめで とう ございます。

｜日年中は格別の ご厚情にあずかり心よ りお礼申 し上げます。

本年は、 事務所滉設か ら６ ０年という記念する年にな ります。こ

の記念すべき年に事務所にて業務出来る ことは、 光栄にだいます。

今年も私たち事務局一賜、 少しでも弁護士の業務がスムーズに行え

るよ う努力いたし ます。

本年 も変わら ぬお 私き 立て の程、よ ろし くお 願い 申し 上げ ます。

皆様にとって幸多き年とな りますよ うお祈り 申し上げます。

事務局一同より
７　　　　　　　　４
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石原総合法律事務所戛設か ら６０年

昭和 ３４ 年４肖

昭和 ５０ 年３Ｒ

昭和 ５７ 年３ｊ

平成 ２２ 年７肖

平成 ２３ 年８ Ｙへ
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初代所長石原金二が「自宅兼事務所」を回設ｏ
ぐぷ゛～

－「

◆皇太子 （平成大漲） ご結婚◆第１８回オリ ンピックの開催地を東京に決定

◆伊勢湾蝕菰◆国 Ｋ年生制度発 足。

旭古屋市束［无白壁「中産連ビル」 へ事務所移転。

◆ぽ」陽新幹線が博多まで開通◆ベ トナム戦争終結。

名古覧市中区丸の［大Ｊ「住友商事丸の［大Ｉビル］ へ事務所移転。

◆ペットボトル誕生◆国［大丿電機メーカー ９社がＣ Ｄプレーヤーを発表

◆電電公社が初の カー ド式公衆電話 を設 Ｔ朧。

現在の旭古屋市中 ［无錦「豊島 ビル」へ事務所移転。

石原真二 に所長を 交替。

践和 為責

屈代所長　 石　 原　金
一

一

一

＜弁護七とい う嗷梅に誇り を持 ち続 けよ 。品格の ある 弁護士で あれン

＜精神が北東であ るこ と。 胤持 ちが おお らか でゆ った りし てい るこ とが 大切ン

姿勢をよ くせ よ［膃草け、 胸張れ、 Ｗ伸ばせ］　　　　　　　　　　　　　 。。

覬儼にな った ら「怒る な、 觚ぶ な、 氣鵯草く な」　　　　　　　Ｊａｔでき偉く なっ たら 「威 張る な、 恕鳴 るな 、嘘つく な」　　　　　　　　　　　　ヤ∇ン

石原総合法律事務所

愛タミロ Ｓ１５古だ市 中ｌｇ錦 ２－ １５ －１ ５　 き島 ビル １０階

ＴＥＬ： ０５２－２０４－ １００１　ＦＡＸ： ０５２－２０４－ １００２

ＭＡ ＩＬ ：ｍ ａｉ ｌ＠ ｉｓ ｈｉ ｈａｒａ －ｌ ａｗｏｆ ｆｉ ｃｅ ．ｃ ｏｍ

售業時回 ：９ ：００～ １８ ：００　 休業 日： 土一 日・祝

※色ビル １ｔ！！ 下２ 階に、無料む車場 （２ 台ｊｌ） 有り 。他 、ｉ！ｉ隣に有料パー キン グ有り

最寄駅
地下 鉄東 はｊ 線伏 ｊｌ ９１ 番ａｉ口 徒歩 ３ｊｌ

地下鉄ごｉｌＪＨＩの ブｉ は、 東はｊ線 ・鶴舞線伏タ１ＳＲｊ ヒ改札口 をｉて、 １番 日丿 口を ごｉ ｌＪ ｍ下さい。

なお、千 日７ ：３０から２３： ００までは、 ｊｌ２下鉄東ＬＬ」線栄方面藤がｎｆｉきホームの東改札口から

伏ｊｌｉき下街をｉｉ り、 Ｃｉ口をｌていただければ、豊島ビル前に出るこ とができます。

眉Ｔｈｅ　ｌｓ ｈｉ ｈａ ｒａ　Ｔｉ ｍｅｓ　２０ １９　Ｎｅｗ　Ｙｅａｒ

誠にき手なが ら、 １２ 肖２９日 （土）か らへ 鴇６ 日（ 日） まで年末年始休業とさ せていただき ます。　 １Ｒ‾ｌ日（ｊｌ ）よ り平常呂

り業務い たし ます。
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