
本人から…
司法改革実行元年と名付けて，ス

タートした1年でした。司法改革を
制度として実務に定着させるための
取り組みに追われ，一生懸命に理事
者一丸となって走りました。
日弁連副会長の兼務で，日弁連の

動きと連携しつつ，東弁の方針を決
定してきましたが，東弁の方針がま

た，日弁連の決定にフィードバック
することになるため，弁護士会全体
の目配りが欠かせない会務でした。
日弁連会務が多く，東弁会務の方は
副会長の力強いバックアップと会員
の皆さまのご理解でなんとかこなせ
たと言うところでしょうか。
会員の皆さまからの暖かい声援と

ご協力に改めて，心より感謝申し上
げます。

家族から…
早朝から遅くまで，弁護士業より

も遥かに忙しい毎日で，大好きな田
舎暮らしもお預け，家族サービスも
無しの1年でした。健康で過ごせた
ことが何よりです。
4月からは暇だから…という言葉を

信じて，家族サービス実行を期待し
ています。

事務所から…
昨年初め，事務所不在のまま指示

も受けられず会長室へと…早いです
ね，もう1年が経ちます。最近では
久しぶりに事務所に立ち寄られると，
決まって「帰ります」（??）と 東弁
へと出掛けられます。それは，きっ
と事務局の方々が優しく親切だから
居心地が良いんですね。私達も気を
付けますので，早く帰ってきて下さ
い。

事務局から…
日弁連副会長兼務の会長は相変わ

らず毎日多忙である。縦横無尽に操
作するパソコンは凄い。関係機関か
らの原稿依頼等も督促しなくても上
がってくる。また，サイパンへの職員
旅行や帰国反省会などで会長の温か
さに身近に接することができました。
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2005年度理事者の任期もあと1月余となりました。会長をはじめとして大方の

副会長は，とても大きな声で話されるので，理事者室はいつもにぎやかな毎日でした。

そんな中で，日本司法支援センターや刑事被疑者国選弁護制度などの新しい司法制度

の準備に取り組んできたこの1年でした。今任期を終えようとしている理事者に身近

に接してきた関係者に一言ずつコメントをお願いしました。どうぞ気軽にお付き合い

いただければ幸甚です。

会長　柳瀬康治

2005年度理事者の1年

縦横無尽にパソコン操作
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本人から…
健康第一を最低限の目標にした1

年間。ヘルニアで入院というハプニ
ングはあったものの，概ね無事終わ

れそうです。理事者単年度制の廃止
は全く進展しなかったけれど，日常
業務はきちんとこなしたので，「ま，
これでいいか」と独り納得していま
す。

家族から…
早朝から夜更けまでハードな生活

を，暮れに入院という出来事はあっ
たけれど，何とか無事乗り切ってく
れてほっとしています。任期を終え
たら，好きな温泉に行ってお酒を飲
みましょうか，それとも，「南の島で，
ビールを飲んでボーっとしたい」を実
現しましょうか。

事務所から…
傍目には，弁護士業より会務が好

きそうで，副会長を結構楽しんでい
たみたいです。でも，早く本業に専
念して下さい。

事務局から…
筆頭副会長として，主要な会務を

担当されたこの1年，本当にお疲れ
様でした。メールを送るとすぐに対
応していただくなど，大変ありがた
かったです。親身になって話を聞い
て下さる「癒し系」副会長なので，
隠れたファンもいたりして…。

副会長　川合善明

本人から…
この1年，仲間に恵まれて，チー

ムワークよくやってきたと思います。
それでも，年度も押し迫って，短期
的な課題の「積み残しも結構多いな
あ」が実感です。また，長期的な改
革課題は，毎年の理事者が継続的に

背負って前進させていくしかないと
思いますし，任期中に引き継ぐ課題
をできるだけはっきりさせておくこと
が最後の役目と思っています。おろ
そかになっていた事務所での本格始
動の前に4月中にのんびり休暇がと
れれば最高ですが…。

家族から…
副会長に就任する前から，もとも

と土日も事務所に行って家にはあま
りいない人でしたので，家族として
は，今年度，特に変わったというこ
とはありません。むしろ最近では，熟
年離婚を避けるべく宝塚観劇を中心
に一緒に行動するようにしています。
あとは過労がもとで病気になること
のないように祈っています。（妻から）

事務所から…
会務がとてもお忙しいらしく，私た

ちへの指示はもっぱら深夜のご自宅
からのメールか携帯電話からでした。
そんな遠隔操作の日々からやっと解
放されます！ でも，日弁連事務次長
時代に比べれば事務所へよく顔を出
して下さったので大変助かりました。
1年間，本当にお疲れ様でした。

事務局から…
司法改革の担当や日弁連の理事と

の兼務の多忙さからか神出鬼没。そ
んな中でも忙中の閑あり。言わずと知
れた宝塚ファン，ボウリングの達人は
有名。事務局職員と共に宝塚観劇や
タカラジェンヌとのお食事会へ。そし
てボウリング大会は4回を数える。

本人から…
プロボノ活動に打ち込む委員会の

面々との交流の日々。有能な事務局
の皆さんと，仕事にテニスにと一緒
に汗を流した日々。ともすれば八方
美人，いや十六方美人すら演じてし

まう私が，敵役まで演じざるを得なか
った辛い日々もありましたが，総じ
て楽しい思い出が一杯詰まった1年
でした。これからは事務所で，家庭
で，精一杯八方美人を演じるつもり
です。乞う，ご期待。

家族から…
昨年の4月以来，朝は早く出かけ，

夜は遅く帰ってくる日が増えました。
毎日のように飲んで帰ってきても，
気にはなりませんでした。でもでも，
「よりによって子ども達にお金の掛か
るこんな時期に…」と思うと，つい
つい愚痴が出ていました。もうこの
ような心配からは解放されるのかし
ら？

事務所から…
「いやぁ，どうも…」頭かきかき恥ず
かしそうに事務所に戻ってきます。前
は『ただいま』だったな。一番の長電話
（親切丁寧という意）の桑原弁護士が
いないと所内は静かだとみんなが言っ
たのは，寂しかったからですよ。1年間
おつかれさま…そしておかえりなさい。

事務局から…
某委員会では容赦ないボールがあ

っちこっちから飛んできました。いつ
も辛抱強くバランスを保ちながら，
お疲れ様です。大運動会のあの勇姿
と活躍。特技のテニスではスマッシ
ュやドライブボレーを思いっきり決
めてください。

副会長　伊藤茂昭

副会長　桑原周成

理事者室の「癒し系」

忙中閑あり，神出鬼没

十六方美人が敵役まで…
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本人から…
長くもあり，短くもあったこの1年

ですが，家族と依頼者の冷たい視線
を感じつつも，個性豊かな理事者に
鍛えられ，心やさしい優秀な事務局

に支えられて，何とか職責を果たす
ことできました。4月以降は「リハビ
リ」と「つぐない」の1年になりそう
です。

家族から…
受験生を抱えているにもかかわら

ず，そんなことには一切お構いなく，
この 1 年間，やれ○○会議だと
か，××大会だとか，朝早くから夜
遅くまで，ほとんど家にいることが
ありませんでした。家族としては，
今年は本当に超ブーイングでした。

事務所から…
東弁での会務を楽しまれている様

子にちょっぴり事務所メンバーは淋
しく思っていましたが，4月からはリ
ハビリ期間なしでバリバリ事務所の
ためにお仕事頑張って下さい。間違
えて東弁に行かないように！

事務局から…
いつもお洒落なワイシャツを着用

している。腰には携帯，モバイルパ
ソコンを持ち込んでの執務。各種委
員会の最後には丁寧なまとめをして
くれるので職員は大助かりである。
耕作したOA刷新や関弁連シンポ東
京大会はこれから花が咲きますね。

本人から…
「もち」には，いろいろな「もち」
がある。「鏡餅」「菱餅」など食べら
れる「もち」もあれば，「尻餅」や
「焼餅」のように食べられない「もち」
もある。「もち」のなかでも「気持」
という「もち」は，意外と大切な「も

ち」と思う。落ち込んだときも「気
持」を変えれば力も出る。温かい
「気持」でご協力いただいた会員の皆
さん，職員の皆さんに心より感謝し
たい。ありがとうございました。

家族から…
我が家は全員が顔をそろえるの

は，決まって夜の1時です。一番遅
く帰宅するのは，決まって主人です。
今年は市民マラソンは全ておあずけ
でした。止むなく，朝のジョギング
は，真夜中のルームランに替わりま
した。本当に本当にご苦労様でし
た。

事務所から…
早いもので昨年の4月から安井が

東弁に通い始め，もう1年が経ちま
した。私達はこの1年，安井に書類
を届けるため何度となく東弁に足を
運んでいましたが，毎回，受付に書
類を預けるだけで，結局，一度も安
井に直接渡すことができず，部屋も
見れずじまいで，とても残念でした
（年度内になんとか見せてくれまし
た）。

事務局から…
ひまわりジョギングクラブ所属の

名物健脚。毎日，3階の法律相談セ
ンターから7階の図書館まで，ジョ
ークを飛ばしながら職員を気遣う東
弁の金庫番。今日も元気にポジティ
ブで活躍する副会長。4月からは寂
しく（静かに）なるなぁ。

本人から…
あっという間の1年でした。司法

制度改革の仕上げの年に入り，あれ
やこれやと思いながらも，その仕上
げは道半ばの感を強くしています。

深酒・深夜食を止め会務に専念した
せいか，この1年で，体と財布の中
身はとってもスリムになりました。こ
れからは，自分の個人再生（体力づ
くりと金力づくり）を計りたいと考
えていますが，どうなることやら。

家族から…
ふ～ん。今まで，朝早く家を出て，

夜遅く帰ってきて，ときどき地方へ旅
行をし，事務所にもあまり行っていな
いので，怪しいと思っていたけれど，
本当に副会長だったのね（笑，妻）。

事務所から…
司法研修所教官や司法試験委員を

こなしてきたのですから，今回の東
弁役員も無事に務められると思って
いました。事務局最大の関心事であ
る給与の支払いも遅配・不足がなく
ホッと一息です。お疲れさまでした。

事務局から…
蓼科と上高地の職員旅行では，マ

イカーで駈けつけてくれましたね。
旅の途中途中では，その筋のものと
見間違われたりの珍道中の展開，そ
ういえばお付の面々やベンベンも一
因だったかも。その夜の懇親会は盛
り上がりましたね。また，公判前整
理手続事件の対応など会務もバッチ
シ。

副会長　冨田秀実

副会長　安井規雄

副会長　塩川治郎

体と財布がスリムに…

いろいろな「もち」

お洒落にIT武装

2005年度理事者の1年


