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明け まし てお めで とう ございます

今年のお‾をｙへはいかがお過 ごしでし ょう かマ

昨年から 世界中で猛威を振るっ てい る新型コ ロナ ウイ ルス感染症は、

多く の人 セの 生命 を奪 い、 身体 に大 きな ダメ ージ を与えた だけでな く、

人々の日常の活動や経済垢勤を大き く制限し、景気も急激にｔ化させま

した。感染症の拡大に Ｊニヒ例する よう に分断や対立 も激化し 、人 力は精神

的に も大変厳 しい 状況 に追 い返まれ 自殺者も 増加傾向 にあ ると 言われて

いま す。

新型 コロ ナウイルス感染症が速やか に収束し、人 ぐに 笑顔が戻 り、術

中に活気が溢れる よう になるこ とを切に願っ てやみません。

感染症の拡大によ り人ぐは新しい生活様式や働き方の変化を求められ

てい ますが、 それはま た、 これまで とは異な った問題や利害関係を生じ

させ ます。

当事務所では、どのよ うな変化に対 して も迅速・ 適確に対応できるよ

うに 今年 も所員一回一丸と なっ て職務に精励 して まい りま す。

今年もよ ろし くお願い します。
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塲誣長弁護士 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、 心か らお願い 申し 上げ ます。

先日 、甘菜の誤鴇例の 特集記事が新聞掲載さ れて いま した。仕事柄、言葉の 止確な使い

方に は神経を 使っ てい るの で、 些か 驚き でし た。 例え ば、 「話 のさ わり 」と は、 話の 始ま

りの部分 とい うこ とだ と思 って いた のですが、元来の意味 は、 話の 要点 とか最も 興味 をろ＼

く部分のよう です。また、 「憮然」 とい うのは、 ムッ とするこ とだと思っていたのですが、

元扠の意味は、ぼんや りと か、 呆然とい う意味のよう です。誤用と いう より も、 使い方が

変化 した ので しょ うね。言葉の意味 は、 時を 経て変遷する 。目 から 鱗で す。 時代 の流れに

背を向けず、 しなやかに生きていきたいものです。

‾畄膵長弁護上松 ［日 勝彦

あけ まし ておめで とう ございま す。

昨年 は、 コロ ナ、 コロ ナで暮れた年でし た。

海外旅行は事実上行けなく なり 、国内旅行も 自粛かと思っ ていたら 、Ｇ Ｏ　 Ｔｏ トラベ

ルやイー ト等で旅行や外食が推奨さ れる よう な雰 囲気 にな りま した。残念な がら 異常であ

った と言うしかあ りません。

今年 は平穏な 年に なる こと を願わず には いら れま せん。

あま り神仏頼みは好き ではない のですが、初詣で は真剣に 神様 （竟元の 津島神社の神経

です）に 疫病退散 をお 願い しよ うと をい ます （こ の原稿を 書い てい る時点で は未実行で

す。 ）。

弁護士清水綾子

昨年は、 新型 コロ ナウ ィルスに よる 緊急事態宣言、学校休校、 裁判所の期日 取消 しな ど、

今ま で想定し なか った こと が立 て続 けに おき て「絶対」「 当た り前」な どと いう こと は無

いのだと実感しま した。ウ ェブ会議も急増しました。 私か感じたウェブ会議のメ リッ ト「行

き来の時間の短縮」「雰回気で伝わ らないため発售が明確になる」 「会議時間の短縮」。ウ

ェブ会議のデメリ ット 「蕘但戛境によっ ては獸像 ・Ｊｍ話が安定しない」「現実感に乏しい

ため か、 話の 内容 は記憶に 残る が、 話し 手に つい ての 記憶が残 りに くい 」。 直接会っ て話

がで きる と、 やっ ぱり いい なあ 、と 感じ ます。哢い収束を願っ てい ます。本年も よろ しく

お願いいたし ます。

弁護士鈴木隆臣

明けましておめでとう ございます。 昨年はコ ロナ禍により大変な一年でした。裁判所を

含め多く の垢動か停止し、 私も これまで経験したことのない状況を過ごしま した。裁判所

では、コ ロナ禍をきっかけに多くの裁判期日が電話会議やウェ ブ会議で開催されるよ うに

なり ました。 電話会議は匐、前から利ル１さ れていま したが、 ウェ ブ会議も利用 してみる と、

後者の方が映像がある分、 得られる情報量も多く 現場に臨んでいるのに近い感覚で、 これ

なら （争点整ミの期日 であ れば）あ えて 出頭 しな くて もよ いか もと 感じ てい ます。コ ロナ

禍の終息はまだまだ見盍せませんが、感染に十分に気を付けつつ活動していきたいとぶっ

てい ます。今年も よろ しく お願いいたし ます。
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弁護士伊藤歌奈子

人間 の業 の肯定

ふと 書店で目 にと まっ た「教養 とし ての 落語」を読ん だと ころ 、立鴇談志さ んの 二とが

絶賛されてい まし た。 また、最近話題の講談師神日］ 伯「１」 さん も、 立鴇談志さん著の 「現代

落語論」 を読んで講談師を 目指したという話をしていました。 そんなに立鴇談志さんはす

ごいのか ７と、Ｙ ｏｕ Ｔｕ ｂｅ の立バ｜談志さんの落語を見てみま したが、 思わず何度も笑

ってしま い、 すごい、 やっ ぱり 天才なんだあ とミいま した。「現代落語論」 には、落語は、

人間の業の肯定である、人間に はずるい とこ ろや悪い とこ ろも ある けど、それを笑い に変

え、 肯定するのが落語である、 というよ うなことが書かれていましたｏ コロナによる閉塞

感やネッ ト上の誹謗中傷、 色セ ある世の中ですが、人間の業の肯定、受け入れ、 笑い にか

えていく 、いい言葉だなと監い ます。今年は、落語と講談、見に行ってみたいです。

弁護士中 井志帆

皆様、コ ロナ禍のなか、ど のよ うにお過 ごし てし たが。

ミュージカルオタ クの私は、楽しみにしていた庖演が軒並み中止になり 、茫然自失でし

たが、し ばら くすると イン ターネッ トでの配付な どが増え、む しろ 舞台 もコ ンサート も気

軽に 楽し める よう にな った気も しま す。

ただ、自宅でのんびり と配付を見る のも よい ものだと思う 一方で、 少しお洒落を して出

かける日 、お隣の席のお客さんの動きも伝わる座席で迎える公演腐始前の暗闇、 全身で浴

びるオーケス トラ と歌は、 やはり何物にも代えがたい、という気持ちにもな りま した。

何もかも元ｊｍり とい うわけにはいかないか もしれませんが、 皆様が好きな こと を目 いっ

ぱい楽しめる 日が一日 も早く訪れますよ うに。

弁護士築 ＬＬＩ健一

あけ まし てお めで とう ございま す。

昨年の事務所報に 事務所に来てから あっ とい う間の９ ヶ玳と書きま したが、 その後の

Ｔ年はもっと陽く 、あれか らあっという間に １年が経過してしまいました。

弁護士になっ た際には、「ダイ エッ トを して、かっこ いいオーダースーツを買う にと

いう大いなる野望を立てていたのですが、私か座っている席は、代々、 裁判所か ら来た人

が座 り、 体重を増やして反って行く とい う、 いわ く付きの席で した。私はと言い ます と、

ご多分に氛れず、 やっ ぱり 増量 しており ます。座る席がち がう 席であれば、 心ずや減ｔに

成功 して いた こと でし ょう。

それはさておき、 私か皆様とご一緒させていただける時間はあ と僅かになり ました。最

後まで、 皆様のお役に立てるよ う精進致します。 本年もど うぞよろ しく お願いいたし ます。

弁護士立 松稜惟

新年あけましておめでとう ございます。

昨年は「鬼滅の力」が大変な人気と なり まし た。 最近アニメは全く 見な くな って いた私

も、 偶然放送を見て夢中になり 、気づけば全放逆目を視聴 し漫画も一気読み して いま した。

「鬼滅の ‾勁」に 限ら ず最近の アニ メは 映像技術などが緻密で、自 分が幼か った 頃（ ２０年

前） と比べる とア ニメ も変 わっ たな あと 思い ます。

弁護士業界も この ２０ 年で重要な法改を等があり 、随分変わっ たと 聞き ます。私は１年

目を終えたばかり でその実感はないですが、 ２０ 年後はど うで しょ うか。自 分自 身も、ど

んな悪鬼 （今はコ ロナ）に も負けず、強い柱のよ うな弁護士になれるよ う努力してま いり

ます。本年もよろ しく お願い申 し上げます。
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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ｏ

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 ご賢誼にあずかり 、心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 おろ＼べＬ

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 ４ごヽか らお 祈り いた します

事務局一同

・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范かけ、法律相談を実施いた

しますｏ

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。

・従業員向けセミ ナー等の戛催

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 ますが、 各企業がその時々 で直面する法律問題は、

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 個ぐ 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、顧回契約を締結 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「葹催 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 としてご活用 いただけれ

ば幸 いで す。

（な

誠に勝手なが ら、 １　２Ｊ１２　９日 （火）か らＩ　Ｊ１ ４　日（ ｊｌ ）ま で年末年始休業と させてい ただ きま す。

ＩＪ目５ 日（火） より 業務を戛始い たし ます。

なお、芭覧の 間は感染症対策の ため、１ ０時から １‾ｌ儁こ儁聞を 短縮 させてｍ いており ます。

ご不便を おかけし ますが、 何卒 ご了承下 さい。

ｉｉ Ｊ京総合法律事務所

愛知 り１１名 古ｔ市中 ［ｇ錦２ －１ ５－ １５　 豊島 ビル １０階

ＴＥＬ： ０５２－２０４－ １００１　ＦＡＸ： ０５２－２０４－ １００２

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

営業４ｍｌ： ９： ００ ～１ ８： ００　休業 日： 土・ 日・祝

Ｘ自 ビルｔ下 ２階 に、 無料駐車場（ ２台む） 有り 。他、ｊａ隣 に有料パ ーキ ング有り

最寄駅
地下 鉄東 口ｊ 線伏 １１ １Ｒ １番 出口 徒歩 ３５１

地下鉄ごｌｊ 万１ のｊ＝ｉは、 東Ｌ１」 線・ 鶴舞線伏ＲＪＩＲ ｊヒ改札口をｉて、１ 番ｉ口を ご４１」 ■下さい。

なお 、平 日７ ：３ ０か ら２ ３： ００ まで は、 ｔ下 鉄ｊｌＬＩ」 線栄 方面 籐が ｊｉ ｆｉ きホ ーム の東 改札 口から

伏Ｊ１１１下 祖ｉ をａ り、 Ｃａｉ口 を出 てい ただ けれ ば、 豊島 ビル 前に ｉる こと がで きま す。
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