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明け まし てお めで とう ござ います
令和最初のお止肖 ですがいかがお過ごしでし ょう かツ

新しい年が夢と希望に満ち た１ 年となり ますよう にお祈り 申し上げます。

さて今年から裁判手続において もＩ Ｔ化か進められます。 近時の急激な

ＩＴ化・ グローバル化の状況か らすれば遅き に失 した感も否め ませんが、

Ｂ体的に は、 ２圦頃か ら旭古Ｎ亀、 東京、大阪等の大きな裁判所でウェ ブ会

議を利用 した争点整理手続きが開始され、その後全国の裁判所に広げてい

く予定です。 現在、裁判所と合回で模擬裁判を行いながら、使い勝手のよ

いウ ェブ会議が実施できる よう にを鴇協議を行つ てい ます。近い将来に は、

争点整ミ手続きだけでなく 、訴えの提起、書面や証拠の提出等の手続きや

記録の管ミ等をＩ Ｔで行う こと を目指してお り、 そのためのＲ事訴訟法の

改‾をに向けての検討もま もな く開始される予定です。

ＩＴ化により 、裁判所に出向く ことなく 裁判を遂行するこ とが可能とな

り、 利加者に とっ ては出をや記録管ＪＩのコストや時間を大幅に削減でき、

メリ ット は大きいですが、 他方、Ｉ Ｔ弱者と称される 人ぐ の裁判を受ける

権利が損なわれる 凪能性もゼロ ではあり ません。 私たち弁護士 は、 市Ｒの

ためになる法改‾毳ミとなるよ うに改Ｒ作業を注視してい くと ともに　自らの

ＩＴ スキルの 向上 をは かる 努力 をし てい かな けれ ばな りま せん。

今年 も皆様のお役に立てる よう に日 力の研鑚を怠 らず職務に精励し てま

いり ます。

何卒よろ しく ぉ願い申 し上げます。
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Ｍ社長弁貪上 花村淑郁

皆さ ま、 Ｆリ］け まし てお めで とう ございま す。

本年も倍Ｎ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、令和に なっ て初 めて の新年を 迎え まし た。 今年 は、 いよ いよ 東京 オリ ンピ ックで

すね。前回の東京オリ ンピック以来、実に５ ６年ぶり の日本獸催です。 この開に夏季オリ

ンピ ック を２ 回以上回 催し たの はア メリ カだけですの で、 我が国は ［五｜際 スポーツ 社会 にお

いて重要なる地位を担っている と言えるのでしょ う。 私もスポーツは大好きですので、大

いに楽しみに しています。 昨年ス申を沸かせたラグビー、 近年徐女に世界レベルに近づき

つつ ある サッ カー、渋野日 向子選手 の女子ゴルフ 、卓球女子の石鴇桂純選手など に注 目し

ています。

龍所長弁護士 瓶日］勝彦

あけ ましてお めで とう ございま す。

昨年 １Ｌ目下句、 ロー タリ ーク ラブの国際支援事業でベト ナム に行って きま した。

ＬＬＩ開部の幼稚回の トイ レと 炊‾筝場 を新 しく する事業ですが、 ハノ イか ら車で７ 時間、特

に最後の １時間は車が通る とは思われな いご１［ｙリ道を崖か ら落ちそ うに なり なが ら走るとい

う旅でし た（行き より 帰り の方が恐かっ た）。

幼稚園の 園児はほ とん どが裸足で、 茣監は鶏やア ヒルが走 り回って いま した （近 くの農

家で飼っ てい るのでし ょう か）。

全く 別世界がある こと を見聞き しま した。

今年 もよ ろし くお願い しま す。

弁護士清水綾子

昨年、終年劣化し た（ ７） 自宅を少 しリ フォ ーム し浴室を取り 換えたの で、 この作業に

要す る約 １週 問、 銭湯 ｊｍ いし まし た。 スーパー銭湯が人気だ とき きま した が、 我が家は自

宅か ら最寄り の銭湯（公衆浴場）にミい まし た。 施設は古いですが清潔感が あり 、厄ヽが落

ち着 く（気がする ）、 お風 呂上 がり にラ ムネ が飲 める と家族そ れぞれか ら好評で した。銭

湯の、にわか ファ ンになり まし た。

設備も時開か終てはメ ンテナンスが必要となるのですから、人も回様だろう と思います。

身体も精神も知識も定期的にメ ンテナンスするこ とを厄ヽがけたいと箆、い ます。

今年 もよ ろし くお願い いた しま す。
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弁護士鈴木隆臣

明けましておめでとう ございます。　４年前の新春号では、 ラグビーワールドカッ プで日

本が南ア フリ カに勝っ て驚 いた こと を書 きま した が、 昨年 のワ ール ドカ ップでは、な んと

予選 を突破し てベ スト ８ま で行 きま した 。　 日本代表は本 当に 強く なっ たん だと 実感 しまし

た。 さて今年はオ リン ピッ クイ ヤーですね。 私は観戦チケ ット は残念ながら 当た りません

でし たの で、 テレ ビの 前で応援 した いと 思い ます。それに して も毎年夏 の暑 さが増し てい

るよ うにをい ます。選手の皆さ んに は体調管理に気をつけて頑張っ て欲 しい と思いま す。

私も 暑さ 寒さ に負 けな いよ うに Ｔ年 間頑 張り たい と思 いま す。

本年 もよ ろし くお願い 申し 上げます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 。。。

弁護士伊藤歌 奈子

ＮＨ Ｋの Ｅテ レで放映 して いる 『び じゅ チュ ーン ！』 を毎週楽 しみ にし てい ます。作詞

作曲イラスト を手がける井上涼さんが、 美術品を ５分で紹介する番組です。 沢［わの作品の

なかでも、「富嶽二十六景 神楽ｍ沖浪裏」をちとにした、 「ザパーンド プーンＬ ＯＶ Ｅ」 、「富

士御神天文黒黄羅紗陣羽織」を ちとにした「噴火する背中」が面白 いです。 「びじゅ デュ

ーン　 噴火する 背中」等 とイ ンタ ーネ ット で検索す ると 見ら れま すの で、 一度是非 ご覧く

ださ い。 ちなみに 「富嶽二十六景神楽Ｊ ＩＩ 沖浪裏」 は、 常鼈ではないですが二菱Ｕ ＦＪ銀

行貨幣資料館で本物を見られた り、 「富士御神天文黒黄羅紗陣羽織」は、到古屋城でおも

てな し武将隊 の豊 臣秀吉が レプ リカ を着てい たり 、と 更に 楽し みが広が りま す。

弁護士中 井志帆

皆さ ま、 明け まし てお めで とう ござ いま す。

突然ですが、 皆さ ま、 ミュージカルはご覧になり ますか。 最近はミ ュージカル俳優と呼

ばれる俳優さ んがテレ ビの歌番組な どに出演 している のを 目にする機会が増えた り、 ミュ

ージカル映画が話題になったり もレ 髟、前よ りも、ぐっと人気が増したよう な印象です。

私は、数年前に「紅は こべ」の ミュージカル版を観てから、すっか り観劇好きになり まし

た。 かつ ては事務所で も、 おすすめ の演 目な どを 開かれた りも しま した が、 今で は、 私か

語り 出すと止まらないのが皆にばれてしまい、誰も付き合ってくれません。 観劇仲間を絶

賛募集中 です。

本年もどうぞよろ しく お願いいたします。

弁護士築山健一

あけ まし ておめで とう ございま す。

昨年４Ｈ に弊所に入所し、 早く も９ か九１が経ち ました。 弁護士になってか らというも

の、 １日 が経つのがとても早く 、も う新年を迎えるのか、 とい うのが‾を直な感想です。

裁判所から范向し （弁護士職務経験といいます。 ）、 弁護十をする こと に決まっ た際には、

果たして自分に務まる ものかと不安に箆、つたこ ともあり ましたが、依頼者の皆様をはじ

め、 先輩弁護士、 事務局にも恵まれ、や り［Ｐ斐を持って 日々の職務に臨ませていただい

てお ります。 本年も、 依頼者の皆様によ り良いリ ーガルサービスを提供できるよ う、よ

り一層の精進をして参ります。 本年もどうぞよろ しく お願い致します。
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◆事務局一同 より ご挨拶

新年、明けま しておめでと うござい ます。

皆様 にお かれ まし ては輝か しい 新年 をお迎え のこ とと お喜び申 し上 げま す。

｜日 年中 は格別の ご厚誼に あずかり 、厄ヽか らお 礼申 し上 げま す。

本年 も、 より 一層 のサービ ス向上に 努め て参 りま すの で、 変わ らぬお福立

てを賜り ます よう お願い申 し上 げま す。

皆様 にと りま して幸多 き一年と なり ます よう 心か らお 祈り いた しま す。

事務局一回

■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 早期 に相談して

くれなかったのかというをいに駆られる 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、 福利厚生の一つとし

て、 従業員が個人的な法律問題 を無料で相談でき る塲

にしていただいて も構いません。

弁護士は全ての問題を解決でき るわ けではあ りませ

んが、弁護士であれば解決でき る問題は確か にあ りま

す。 我々をご活用 ください。
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・従業員向けセミ ナー等の回催

色々 な塲で弁護士によ る法律セ ミナーが開催 されて

おり ますが、 各企業がその時々で直面する法律回題は、

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 でも個ク 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、顧鸚契約を締結 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ｊｍ

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 てご迅用 いただけれ

ば幸いです。

石原総合法律事務所

愛タミロ 県１５古２市 中ＩＫ錦 ２づ ５－ １５　 豊島 ビル １０階

ＴＥＬ： ０５２－２０４－ １００１　ＦＡＸ： ０５２－２０４－ １００２
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售業時間 ：９ ：００～ １８ ：００　 休業 日： 土一 日・祝

※当 ビル地下 ２階に無料駐車場 （２ 台ｊｌ） 有り 。他 、ｊ万隣 に有料パ ーキ ング有り

最寄駅
地下鉄東Ｌ１」線伏見・１ 番ぷロ徒歩３ タｌ

嶌下鉄ご４１Ｊｇｌの力は。東 口』 線・ 鶴舞線伏皿にをｌｊｊ て、 １・串ロ をごｉｌＪＨＩ下 さい。

なお、平 日７ ：３０か ら２３： ００までは、 地下鉄束 Ｌ１」線栄方面藤がｆｉ行きホームの束改札口から

伏ｊ１湊下ｉｌｊをｌｉり 、Ｃ ｉロを出ていただければ、ｔ島ビル前にｉる ことができます。
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誠に勝手なが ら、 １２ Ｊ≡１２ ８日 （土）か らｌ　ｊ１ ５日 （日 ）ま で年末年始休業と させてい ただ きま す。

ｌ　ｊ１　６　日（ ｊｌ ）よ り平常Ｊ り業務いたし ます。

｜鴫 畆Ｓ

１１ ４１

｀ｈｔｔ

ｐ：
／／

ｗｗ
ｗ．

匍● １・


