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任期も，残り少なくなりました
が，正直言って現時点では，まだ，

3月に東弁の総会と日弁連の総会を残してお
りますので，「全力投球の真っ只中」で，1年
を振り返る心境には，ほど遠いものがありま
す。しかし，昨年10月，法テラスが無事に
開業し，また，弁護士に対するニーズ調査
と，これに基づく「弁護士紹介センター」な
ど今年の執行部のいくつかの公約が進展して
いることは大変に有り難いことです。
東弁総会が無事に終わりますと，ようやく

新執行部への引継ぎモードに入れます。ここ
まで，何とか来ましたのも，各分野に適材の
副会長に恵まれたこと，有能な東弁職員，そ
して何よりも会員の皆様のご協力のおかげで
あり，本当に心から感謝しております。つい
でに何とか健康が続いたことにも…感謝。

～夫婦の会話～
（夫）リブラの原稿に「家族からの

一言」を頼まれているのだが…。
（妻）困ったわネ…，私は弁護士会の役職に
つくことを望んだ訳ではないし…1年間無事

そうでよかったけど…とにかく任せるわ（と
無関心？冷淡？）。
（夫）ふむむむ…（というわけで，何かと迷
惑をかけっぱなしの1年でした）。

「吉岡です，どうも～」。受話器か
らいつもと変わらぬ元気そうな声

を聞くと安心します。事務所へはたまに平日
の夜などにお戻りになるくらいなので，普段
は専ら携帯メールでの連絡でした。ほんの少
しの空き時間を見計らって書類を届けに会長
室へダッシュ！　真っ赤な顔で役員室に到
着。一瞬の再会の後，先生は次のご予定へと
…。1年間，本当にお疲れ様でした！

朝一番に「よし，行きましょう！」
とフットワークも軽く会長室を出

られ，夜遅くまでの会議。日弁連との往復回
数は1年間でどのくらいに!? 会長は体力勝
負と，あらためて感服しました。歩かれるのも
速いです。4月の司法支援センター開設から
弁護士紹介センターまで，数多くの懸案議題
の中，職員とも明るく接していただきました。

2006 年度理事者の任期もあと1月余

となりました。今年度は，4月の法テラスの

設立から始まり，司法制度改革が現実に動

き出した年でした。理事者室では例年にも

増して白熱した議論がおこなわれる場面も

ありましたが，明るく，にぎやかな1年でし

た。最後に1年間を振り返っての感想を，

理事者と関係者に一言ずつお願いしました。
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規則正しい生活を強制（矯正？）
された1年でした。理想体型を目

指して，11月から始めたウォーキングもまだ
続けています。おもしろい仕事を職員と一緒
になり務めさせてもらえたことを感謝申し上
げます。

その日には家に帰ってこない生
活から，毎日その日のうちに帰宅

する生活に変わってきました。シアタール
ームに入っている時間がないにもかかわら
ず，DVDだけは，毎週のように増えていき
ます。4月から映画に専念するのでしょう
か。
朝早くなることが多く身体をこわさないか

心配しましたが，何とか1年無事に過ごすこ
とができそうで，ほっとしています。

事務所の仕事はしていないので
すが，毎日事務所に夜来ているこ

とに驚きます。仕事が好きなんでしょうね。

親しみやすい雰囲気からか，事
務局の中では「大将！」と心の支

えにする職員，はたまた「お宅訪問」までさ
せていただいた職員も。ほとんどすべての条
文に目を通し，さしずめ「歩く東弁法規集」
と呼ばれ（？），何かあるとご相談させてい
ただきました。OAシステム刷新も長丁場で
すが，完成が楽しみです。

予想以上にハードでしたが，楽
しく，やり甲斐もありました。各

種委員会の精力的な活動を通じて，弁護士
会が果たす社会的役割の大きさを改めて認識
した1年だったと思います。
市民の弁護士に対する厳しい目に接する

ことも多く，他方では会員の多様な状況を
知り，それに目配りする苦労も味わいまし
た。
舌禍事件がなかったことを祈りながら任期

を終えます。
最後に，自由な活動を許してくれた吉岡会

長をはじめ同僚の副会長，そして職員に心か
ら感謝します。

本当に東弁が好きな人だと実感
しました。酔って帰宅すると，修

習生の就職や若い弁護士の厳しい経済状況

に怒りをぶつけ，翌朝は体重の増加を気にす
る毎日でした。

近いわりに事務所には立ち寄る
ことがなかなかできなかったようで

すね。たまに寄られると，「忙しいよ～」な
んて言いつつも，楽しそうに目が笑っていま
した。忙しいけれど会務が楽しくてしょうが
ないという感じでした。1年間本当にお疲れ
さまでした。

運動会，福利厚生，懇親会，そ
して事務局見回りと，仕事に遊び

に元気ハツラツの熱い副会長。「ここはこう
変えたらどうだろう」と，つぎつぎと斬新な
アイデアが溢れ出る。財務担当ということで
したが，東弁会務運営全体の省エネならぬ省
無駄に取り組まれていたような…。

実に密度の濃い，充実した，有
意義な1年でした。でも，弁護士

の1年よりも随分長いなというのが実感で
す。幸い，他の有能な理事者と，優秀な事務
局に支えられて，何とか大穴をあけることな
く，次年度に引き継ぐことができました。
年季明けは，ご褒美に海外旅行でのんびり

したいなと思っていますが，果たして周りが
許してくれるかな。

「今年1年は自分の仕事はお休み
します！ サポートをよろしく！」

「？？」これが主人の家族への副会長立候補
宣言でした。多くの会務を抱え気の休まる
ことのなかった日々は，とてもハードに見え
ましたが，いろいろな方と知り合え，生き生
きと仕事を楽しんでいたようにも思います。

1年間本当にごくろうさまでした。

顔を合わせるのは週に1回程度
でしたが，主にEメールで連絡を

取ることで，事務所業務は滞りなく進めるこ
とができ，一同安堵しています。執務室の椅
子は，静かに主の帰りを待っています。もち
ろん，私達も。1年間，お疲れさまでした。

座席の並び方の関係で，事務局
職員が，理事者室で一番最初にお

会いするのが木下副会長。事務局はそれを
よいことに何かと頼りに，いろいろ面倒な
お願いをしてしまいました。嫌な顔ひとつさ
れず，バランス感覚のすばらしさに感服で
す。いつも素敵な笑顔をありがとうござい
ました。

副会長

木下秀三

癒されました…
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10月に後任の副会長として就任
してから現在まで，猛スピードで

走り抜けたような感じがします。司法制度改
革の総仕上げの時期に，2度も理事者として
関与できたことを喜ぶべきか，それとも…。
前年度（2005年度）の副会長職を終えたと

きには，2006年は，自分の個人再生のため
体力づくりと金力づくりに励むはずだったの
に，まさか再び理事者室に舞い戻るとは…。
おかげで，体と財布はますます軽くなり，こ
れからの「リハビリ」が大変です。そうそ
う，家庭再生にも取り組まなくちゃ。
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・・・・・・・・・・・・・。（※原文のまま）

2度も続けて副会長を続けられて，
先生のお人好しというか，お世話好

きというか，もう事務所の執務室より東弁の執
務室の方がしっくりくるんじゃないですか～？
ともあれ無事に退任されることは喜ばしい限
りです。ホントにホントにお疲れ様でした。

2年連続登板，本当にお疲れ様
でした。平日はいつもダブルのス

ーツできめ，地声も大きいので，存在感は
No.1。休日はサングラスをかけ，愛車の
BMWを飛ばして気分転換。でも，素敵な笑
顔に惚れた職員も数知れず…。裁判員制度
のご担当で，これからますます弁護士会での
役割が重要になると思います。

司法支援センター，関弁連大会，
弁護士会法律相談センター，弁護

士紹介センターと駆け足での1年が過ぎまし
た。この1年で法曹界における様々な問題点
について，改めて認識することができたと思
います。これを糧に残りの人生をどう処して
いくか，少しゆっくり休んでから考えようと
思います。生来の怠惰な性格で，また日常に
押し流されていくかもしれませんが，決して
楽とはいえない今の世の中で，もう少しだけ
人に役に立つ仕事ができればと思う今日この
頃です。

体格の割には弁護士になって以
来，病気を繰り返しており，1年間

迷惑をかけないで大役が務まるか心配してお
りました。この間，酒席も多く，ストレスを
発散するのもほどほどにと思っていました
が，戻ったら一度きちんと人間ドックに行っ
てもらいたいと思っています。

朝出勤すると事務局宛の指示事
項がどっさり，机には飲み残しの

コーヒー，一杯のゴミ箱…と先生の気配は感
じられるもののお姿を拝見するのは週に1～
2度，という状態の1年間があっと言う間に
過ぎ去って行こうとしています。
この1年間，大変お疲れ様でした！ 大黒

柱の先生のご帰還を楽しみにお待ちしており
ます。

法テラス業務開始，新法律相談
センターの開設，紹介センター立

上げまで，今年度の重要議題を淡々と進め
られました。竹を割ったような性格，素敵で
す。弁護士会の昔のこともよくご存じで，会
務に精通された渕上副会長にお任せすれば，
どんなことでも大丈夫！ そうそう，カラオケ
で聞いた「ちびまるこちゃん」の歌が忘れら
れません♪

被疑者国選弁護制度をはじめと
する新しい国選弁護制度が円滑に

実施されたことが何よりの喜びです。そのた
めに，東京三会の理事者と職員，関係委員
会の委員などの皆さんと，毎週のように早朝
そして夕刻からの検討を継続し，法テラス
そして裁判所との協議を経て，制度を作り
上げていきました。関係者の皆さんの熱意と
献身に改めて御礼申し上げます。

早寝早起きのペースを崩さず，
健康に過ごせたことが何よりです。

4月からは，季節もよいので，庭や公園

の花壇の手入れに精を出していただきまし
ょうか。

4月からは遅刻ができなくなりま
す。そのかわり，4月からは，昨年

の分まで働いていただきます。

4月から新しい刑事弁護制度の
実施一筋。広報室もフル動員。午

前7時半には理事者室へ。仕事は緻密かつ
迅速。これを怖れる職員も。けれど，趣味の
ゴルフ談義などでS副会長とじゃれ合うお姿
は，まるで（腕白な？）少年のようでした。
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