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令和 とな って初めての夏です。 皆様いかかお蓋ご しで しょ うが ‾！

令和 とは 「麗 しき 平和 をも つ日 本」 を意味す ると いわ れ、 安倍首相 は、 改元

談話で「 １人 １大 の日 本人が明 日へ の希望と とも にそれぞれの 花を 大き く咲

かせ るこ とができ る日 本で あり たい 、と いう 願を返め て令和に 決定 した 。」 と、

語っ てい ます。平成の 時代 は、 阪神淡路大震災、 東日 本犬哀哭 をは じめ とする

大き な自 然災害や地下鉄サ リン事件、福 知［ｊ］ 線脱線事故等 の事件や事故や企業

の不祥事が多発し まし た。 大々の間 に格差が広が り、 大々が将来へ の夢 も持ち

づら い「麗し き平和を もつ 日本」と は大 きく かけ離れた日 本だ った ので はない

かと思い ます。

地震や台風等 の自 然現象を 未然 に防止す るこ とはでき ませ んが、事件や事故

を未然に防ぎ、大々が将来に夢を持てる社会を築くこ とは可能です。令和の時

代が、「麗し き平和を もつ 日本」と なる こと を願ってやみませ ん。

さて令和になって も暑い日 が続いています。

夏は暑く なければいけませんが、暑さにも限度があり ます。適度に暑い夏と

寒い冬、 そして麗かな春と爽やかな秋。 そんな美しい 日本の四季の移り変わり

を楽 しみたい、と願う こと は贅沢な こと なのでし ょう が？ そんなこ とを思いな

がら 今夜 も冷えた ビールを飲んでい ます。

くれ ぐれ もご 自愛 いた だき ます よう お願 いい たし ます。
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弁護こＬ 築［ｔｌ 健一

皆様こんにちは。　６８ 期の築ＬＬ１Ｗ

一と 中し ます。

私は今年のいＸよ り、 判事補の弁

護士職務綣験制度に基づき当事務所

で勤務してお ります。 大学 ・修習時

代は大Ｗで菟ごし、平成２ ８年 １　ＪＩ

に京都地方裁判所 にて判事 補に 任官

いたしま した。裁判官としては、約 ２年間を労働集中部に

て、 労弛事イ牛を含む様ぐな民事事件を、がＪ１ 年間を刑事部

にて、裁判長裁判 等を 担当 して おり まし た。

依頼者の皆様のお役に立てるよ う、 誠心誠意執務に取り

組ませていただきます。どうぞよろ しく おＷい致します。

■御社で法律相談を行います。

事件 の相談を 受け ると 、な ぜも っと 哢期 に相 談し てくれ

なか った のか とい う思 いに駆ら れる こと がよ くあ りま す。

そこで、 ご希望される企業に対しては、 定期的に当事務所

の弁護士が出かけ、法律相談を実施いた しま す。

また、こ の法律相談の機会 を、 福利荐生の一つと して、

従業員が個人 的な 法律 問題 を無 料で相談 でき る場 にし てい

ただ いて も構 いま せん。

弁護士は棄て の獸題を解決でき るわ けではあ りま せん が、

弁護士であれば解決できる問題は沢［おあり ます。我力をご

活用 くだ さい。

堀［ち１ 綾ヵ

平成 ２９ 年４ 万か らモ原総合法律

事務所に て弁護士業務 に従事さ せて

いただきましたが、本年４ 万１ 日を

もっ て裁判所 に復帰す るこ とと なり

まし た。

現在 は、 高知 逖方裁判所に て、刑

事事件を担当 しており ます。

在戦中は、皆様の ご］筧援 ・ご協力のおかけて、 多く の貴

重な経験 を積 むこ とが でき まし た。

私か携わ るこ との でき た業務は、幅広い 弁護 士の 業‾鮪の

なか のほ んの 一部かと 存じ ます が、 弁護士と して職務 に従

事するこ とで しか得られなかっ た経験が多々あっ たと思い

ます。

この ２年 間で 得た 知識 ・経験を 生か し、 より 良い 程丿 法の

実現に向 けて尽力 して まい りた いと ぶい ます。

本肖 にあ りが とう ござ いま した。

・従業員向けセミ ナー等の回催

色セ な場で弁護士 によ る法律セ ミナ ーが 開催 され ており

ます が、 各を業がその 特々で直 面す る法律鸚題は、業種や

規模など によ って異な りま す。

当事務所 では、こ れま でも 個々 の企 業か らの ご依頼で、

弁護士が講師 とな って従業 員向 けの セミ ナー を開 催し てお

りま すが、顧 問契約を 締結 して いる 企業 から ご希望が あれ

ば、 初回に限 り、 基本的に無償でそのよ うなセミ ナーを開

催させていただきます （なお、 交通費はいただく 場合があ

ります。 ）。

従業 員に 対す る研修の 一貫 とし てご活ｍ いた だければ幸

いです。

誠に勝手なが ら、 ８ｊ１１ ４日 （水）か ら８ Ｊ１ １６ 日（金） まで夏季休暇とさ せていただき ます。

８９ １９ 日（ ｇ） より 干常 呂り 業務 いた しま す。

ｉｉ原総合法律事務所

愛知 県１５古鴇＿市中 Ｅ錦 ２－ １５ －１ ５　 き島 ビル １０階
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営業時間 ：９ ：００～ １８ ：００　 休業 日： 土・ 日・祝

奈肖 ビル地下 ２階に無料Ｓｉ車場（ ２台お） 有り 。他、ｌｉ隣に有料パーキング有り

最寄駅
湊下 鉄東 はｊ 線伏 ｊ１ ９１ 番１ｊ４ 口ｉま歩 ３ｊｌ

地下鉄ご利１］の力は、東はｊ線・ 鶴舞線伏・９ヨヒ改札口を ａｊ て、 １番ｉロをご１１ＪＨＩ下さい。

なお、平 日７ ：３０から２３： ００までは、 地下鉄東は１線栄方面藤がｆｉ行きホームの東改札口から

伏只ｌｔｈ下街をＪり 、Ｃ Ｍｊ 口をｉていただければ、豊島ビル前にａｊる ことができます。
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