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撮影 者故 浦Ｗ 二男様

普申 おえ舞い 申し 上げ ます。
また 暑い 夏が やっ てき まし たが 、今 年は 、オ リン ピッ クも ［Ｐ 子園 大会 もな
い静 かな 夏で す。 緊急 事態 宣言 は５ Ｒ２ ５日 に全 面解 除さ れ、 街に も活 気が

戻っ てき つつ あり ます。 しか し、 第２ 波、 第３ 波は必ず襲来する とい われて
いま すの で、 私た ちは ウイ ルス が存 在す るこ とを 前提 に気 を緩 める こと なく、

慱囃ＳＳｔ… ……

これ まで の仕 事や 生活 の様 式を 変化 させ て対 応し てい かな けれ ばな りま せん。
当事 務所 でも 、業 務時 間の 短縮 や在 宅勤 務等 感染 防止 対策 を講 じて きまし

たが、今後も 状況 をみなが ら防止対策は継続 して いく 予定です。皆様に はご
不便 をお かけ しな いよ うに 相談 体制 の構 築に も佐力し てま いり ます ので 何卒
ご理 解い ただ きま すよ うお 願い いた しま す。

さて、コ ロナ騒動の眠 検察庁法改￣を案がｍ会に提出 され まし たが、多く
の改 止反 対の ツイ ード があ り、 法案 の見 送り に大 きな 力を 発揮 しま した ｏ一

方、 女子 プロ レス ラーが早世し まし たが、Ｓ ＮＳ 上の多数の誹謗中傷が原因
把と いわれて いま す。 ＳＮ Ｓは情報の受発信 をす るた めに は重要で便利なツ
ール です が、 使い 方を 誤れ ば人 を傷 つけ る［尨器 にも なり かね ませ ん。 人力に
有用 なツ ール とし て￣をしく便 われ るこ とを 願っ てや みま せん。

石原 総合 法律事務所

所長弁護士む 原真二

くれ ぐれ もご 自愛 くだ さい。

ｉｉ Ｔｈ ｅ ｌｓ ｈｉ ｈａ ｒａ Ｔｉ ｍｅｓ ２０２０ Ｓｕ ｍｍ ｅｒ

弁護＝ヒ 築［ＬＩ 健一

弁護＝ヒ 立松 稜惟

暑く なっ てき まし たが 皆様 いかが

皆様 こん にち は。 今年 １肖 に入所

お過 ごし でし ょう か。

いた しま した 、７ ２期 の立 松稜 惟と

私は と言いま すと 、昨年末 に歯を

（あ くま で

申し ます。

抜き まし た。 下の 親知 らず です 。水

勤務 を開 始し てか れこ れ半 年にな

平な 伏歯 とい って 、歯 茎の キに 水平

りま すが 、大 きな やり 甲斐 を感 じつ

に生 えた 歯を 按く とい うこ とで 、静

つ、 まだ まだ慣れない部分が多 く、

脈麻 酔を した 上で の大 手術 でした

もっ と研 鑚を 積ま なけ れば という

私に とっ ては

の 話で すが ・・ ・。 ）。 ドクタ

日々 です。

ーは とて も安 心感 のあ る方 で、 紹介 状を 持っ て初 めて の診

この 牛年 『萵 を振 り万 り、 やは り触 れず にい られ ない のが

察を 受け たと きか ら、 不を議と 安卮ヽ感 があ りま した。
Ｋ師 の診 察の 際の 雰囲 気づ くり と、

新型 コロ ナウ イル スの 感染 拡大 です 。裁 判期 日が ミ期 にな

弁護 士の ご相 談いた

るな どの 影響 によ り皆 様に もご 應惑 をお 掛け する こと があ

だく 際の雰囲気づ くり 、違 いよ うで、し かし 相ミずる とこ

す圭 年目 から なか なか 上手 くい かな いな あと 青息 吐息で

ろも ある よう に犯、い ます。 これ まで には なか った よう な事

すが 、こ の困 難を 乗り 越え 、そ のノ ウハ ウを 今後 の糧 にで

獸に 遭Ｓ する こと が多 くな って きた 昨今 、皆 様に 気兼 ねな

きればと 思い ます。

くご相談 いた だけ る弁護士たる よう 、精進を続け て参 りま

一日 でも ネく 、皆 様か ら厚 く信 頼さ れる 弁護 士に なれる

す。

よう 、今 後と も尽 力し てま いり ます 。

ご指 導ご 鞭撻 のほど

よろ しく お願 いい たし ます。

・御社で法律相談 を行 いま す。

・従 業員 向け セミ ナー 等の 回催

事件 の相 談を 受け ると 、な ぜも っと 年期 に相 談し てくれ

色々な場 で弁 護士 によ る法 律セ ミナ ーが 開催 され ており

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。

ます が、

そこ で、 ご希望さ れる 企業 に対 して は、 定期 的に 当事務所

規模 など によ って 異な りま 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 獸題 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 全て の回 題を 解決 でき るわ けで はあ りま せん が、

弁護 士が 講師 とな って 従業 員向 けの セミ ナー を獸催し 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 八基本的 に無償で その よう なセ ミナ ーを回
催さ せて いた だき ます （な お、 交ミ費は いた だく 場合があ
りま す。 ）ｏ

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

従業 員に 対す る研 修の 一貫 とし てご 迄用 いた だけ れば幸
いで す。

誠に 勝手 なが ら、
８ｊ１１ ７日

８夕１１ ３日 （木 ）、 ８ｊ１１ ４日 （金 ）を 夏季 休甄 とさ せて いた だき ます。

（タ１） より 干常 ｊ！ り業 務い たし ます。

な
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Ｓ業 時間 ：９ ：０ ０〜 １８ ：００

休業 日： 土一 日・祝

ｘｉ ビル地下 ２階 に、 無料ＪＩＩ車 場（ ２台 ｊｌ）有 り。 他、 ２ｉ 隣に 有料パー キン グ有り

最寄駅
ゆ下 鉄東 け」 線伏 ＲＭ １番 ｉ口 徒歩 ３う１

ｌｔｈ下鉄ごｉｌＪｍ の方 は、 東口』線 ・鶴舞線 伏見ＩＵ ヒａ ４Ｌ 口を １お て、

業種や

当事 務所 では 、こ れま でも 個々 の企 業か らの ご依 頼で、

の弁 護士 が出 かけ 、法 律相 談を 実施 いた しま す。

ご活 用く ださ い。

各企 業が その 特々で直 面す る法 律『蔑題 は、

１番 ｉ口 をごｉｌ』１１１ 下さ い。

・小路・

なお 、殫日７ ：３０か ら２３： ００ まで は、 １ｔｈ下 鉄東 はｊ 線栄 方・ 藤がｆｉ ｈき ホー ムの 東改 札口 から
伏ｊｌｔ 下祖ｉを ｉｉ り、 Ｃ出 口を １ｊｌて いた だけ れば。豊 島ビ ル前 に１おる こと がで きま す。

ｉＴ ｈｅ ｌｓ ｈｉ ｈａ ｒａ Ｔｉ ｍｅ ｓ ２０ ２０ Ｓｕ ｍｍ ｅｒ

てん きの ｉ４ 学館

