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　2014年度会長に就任いたしました。1年間，

6名の副会長，2名の監事とともに，能う限り

の力を尽くして東弁の舵を取らせていただき

ますので，どうぞよろしくお願いいたします。

＊

　会長選挙に臨むに当たってのスローガンは，

「魅力と活力ある弁護士と弁護士会を築く」

としました。混迷する法曹養成制度，司法修

習生のいわゆる就職難，弁護士の活動領域の

未開拓，競争激化に伴う経済不安，不祥事の

続発による市民の信頼喪失などの難題が山積

し，弁護士・弁護士会は，閉塞感に覆われて

いると感じます。司法は，その国の成熟度を

測る物差しであるといわれます。司法が十全に

機能しなかった暗い過去を再現させては絶対

にいけないと考えます。このような観点から，

魅力と活力あふれる弁護士が社会の隅々にまで

縦横無尽に活躍し，魅力と活力あふれる弁護

士会が正義と人権の砦としての役割を十全に

果たすようにすることを1年間の東弁運営の

柱に据えたいと思います。

＊

　私は，東弁役員は，駅伝ランナーのような

ものだと考えています。先達が築いた伝統や

実績をしっかりと受け止めつつ，1年という期

間内で，東弁を一歩，そして一歩と時代の要

請に合わせて前に進めるべくひた走るのが役

員であると思います。1年という期間を短いと

見るか，長いと見るかは，これから走り出し

て確認しますが，とにもかくにも全身全霊を

以て走り抜き，次に襷をつなげなければなり

ません。課題はそれこそ山のようにあることと

覚悟しています。そして，私は，当たり前と

されている制度や実務運用についても，魅力

と活力ある東弁にするには改革するべきかと

いう視点で再点検します。また，全ての会員

が，「東弁に入ってよかった」という気持ちを

持っていただけるよう，ハコモノも含めて，改革

できることから改革案を示します。

＊

　東弁は，会員が7000名を大きく超え，我が

国全弁護士の5分の1を占めているマンモス

弁護士会です。その一挙手一投足は，他の弁

護士会の範たるべきことを宿命付けられてい

るといわれます。また，日本最大の人権NGO

であり，日本屈指のオピニオンリーダーといわ

れる日弁連を支え発展させることも，東弁の

大きな役割です。私は，このことを常に肝に

銘じ，会員，特に圧倒的多数を占める若手会

員のさまざまな意見や希望をきめ細かく聴取

し，東弁を魅力と活力あふれるものにします。

＊

　どうぞどしどしご意見やご希望をお寄せく

ださるようお願い申し上げます。

魅力と活力ある東弁に！
─ 2014 年度会長に就任するに当たって─

東京弁護士会会長　髙中 正彦

2014年度 役員紹介
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①　弁護士，弁護士会が，市民にとって，頼りに
なる存在になることです。そのためには，個々
の弁護士が，一つ一つの業務に，専門的識見
と高い倫理観に加え，依頼者に対する思いやり
ある態度をもって臨むことが必要であると考え
ます。そして，すべての弁護士が積極的に公益
的活動に取り組むことも必要だと思います。

②　人を人として大切にすること。
③　おおらかさ，責任感，粘り強さは，自分でも

好きなところです。3サイズ及びウエイト100
超という体型が，決して嫌いではありませんが，
目下の課題です。

　　趣味は，寄席で上手な噺を聴くこと，居酒屋
でおいしく酒を呑むこと，芝生の上で上達しな
いゴルフをすること。

④　牛になること。「吾々はとかく馬になりたがる
が，牛には中々なりきれないです」夏目漱石が，
芥川龍之介らに送った書簡の一文です。

①　大切な弁護士自治を守るために，そして多く
の会員の心を弁護士会に結集するために，出来
ることは何かを考えています。一人ひとりの会
員のこころに弁護士会の存在が意識されるよう
努力したいと思います。

②　やはり「人」とのつながりです。仕事をする
にしろ，遊ぶにしろ，人とのつながりの豊富さ
が人生を豊かにすると思います。

③　長所は，あまりくよくよせず，前向きである
こと。短所は，整理が下手ということでしょう
か。

　　趣味は，BBQとトレッキングです。
④　座右の銘ではないですが，「信じなさい。あな

たの人生はあなたの思い描いたとおりになると」
（デカルト）という言葉が好きです。

①　3万を超えた弁護士が一つにまとまって弁護
士自治をどのように堅持していくかということ
です。弁護士が増え，思考方法や価値観も多
岐に分かれるようになりましたが，プロフェッシ
ョンとしての公共的責務を果たすという一点で
弁護士が結集しなければ，弁護士自治は危うい
のではないかと思います。

②　人との出会いです。
③　長所は，明るいこと，短所は，せっかちなこ

とです。
　　趣味は，クラシック音楽，特にオペラの鑑賞

です。1年間は，コンサートに行く時間がほと
んどとれないことを覚悟しています。

④　②との関係から，「一期一会」です。

弁護士自治を盤石なものに 会長　髙中 正彦（31 期）

① 一番関心のあることは何ですか？
② 一番大切にしていることは何ですか？
③ 長所・短所，趣味は何ですか？
④ 座右の銘は何ですか？

質
　
問

2014 年度の役員に

誌上インタビューを行いました。

1 年間よろしくお願いいたします。

市民の信頼を得るために 副会長　舩木 秀信（42 期）

弁護士活動の基盤を守るために 副会長　柴垣 明彦（44 期）
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①　一番関心があることは，司法アクセスの改善
です。そのためには弁護士会が積極的に発信し
て行動することが必要だと考えます。あと，今
年はワールドカップですね。

②　一番大切にしていることは，感謝の気持ちで
す。両親をはじめとして，たくさんの方々のお
世話になってきたのですから，その御恩を忘れ
ないように心掛けています。

③　短所は心配性の性格。何か心配事があると，
夜の眠りが浅くなります。長所は我慢強いとこ
ろ。心で泣いても顔は笑って。

　　趣味はゴルフと映画鑑賞です。
④　座右の銘ではありませんが，「人間万事塞翁

が馬」という言葉が好きです。失敗してもくよ
くよせずに，前向きに頑張ろうと思います。

①　選挙期間を含め，多くの会員からお聞きした
ご意見と，新役員の方がそれぞれ選挙公約とし
て訴えられたことが，現実に実現に向かうよう
に検討と企画立案がなされ，組織として実現へ
向かって歩き出すことが，まずは始まることが
大事なことだと思っています。

②　大胆に構想して，謙虚に一歩一歩，前に進
められれば理想であると思っています。

③　「いつも機嫌が良く見える！？」と言われると
嬉しく感じます。これが長所かもしれません。
短所は有りすぎて絞れません。

④　温故知新です。先人の智慧に学んで，その内
容を現在の現実に投影して，さてどうしようか
と考えてみることが好きです。

①　会員の活動領域の拡大です。弁護士に対す
る社会のニーズを会員の日々の業務に結び付け
ていくことが出来るよう弁護士会としてもしっ
かりとした活動を行っていきたいと思います。

②　全ての物事の始まりは人との縁だと考えてい
ます。人との出会いを大切にしたいと考えてい
ます。

③　長所は，気が長くあまり怒らないこと。短所
は，うまくいかないときに自己嫌悪に陥ること。

　　趣味は，何年やっても上手にならないゴルフ
と，たまに家族で出かける海外旅行です。

④　出身高校の校訓ですが，「終始一誠意」とい
う言葉です。周りの環境の変化に流されずに，
ひとつのことを真心をもってやり遂げるという
意味だと理解しています。

①　より身近な司法の実現です。誰もが，弁護士
を身近に感じ，弁護士を頼ってもらえるような
司法が実現されればと思っています。また，会
員にとっても，より身近で，より頼もしい弁護
士会とするためにお役に立てればと思います。

②　人との出会い，そして健康です。今年も，い
ろいろな方と出会い，一緒に活動させていただ
くことになります。よろしくお願いします。そし
て，健康でなければ十分な活動ができませんの
で，健康にも気をつけたいと思います。

③　長所は，朗らかで元気なこと。短所は，気が
短いこと。気を長く持つよう心がけています。

また，下町で育ったせいか，つい早口になって
しまうので，これにも気をつけています。

　　趣味は，旅行です。サイクリングも好きです。
最近では，なかなか遠くには行けないので，も
っぱらママチャリでの近 場サイクリングです。
NHK・BSの「にっぽん縦断 こころ旅」は自
転車で日本各地を巡る番組ですが，これを見て
サイクリング気分を味わっています。

④　頑張っても報われないこともままありますが，
気を落とさずに，「為さねば成らぬ何事も」，「努
力すれば報われることもある」と前向きに取り
組むこととしています。

より身近な弁護士・弁護士会を 副会長　彦坂 浩一（44 期）

1 年間宜しくお願いいたします 副会長　冨永 忠祐（46 期）

活力ある弁護士会を 副会長　栗林  勉（45 期）

夢を創り，未来に架ける。 副会長　松田 純一（45 期）
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①　東弁会員が7000人を超えました。そこで，
監事として1年間を通して行っていきたいこと
は，財務の分析と多くの会員に分かりやすく
情報の提供をしていくことです。

②　この世には様々な人が生活しています。私が
出会える人には限りがあると思いますが，「人と
の出会い」を大切にしていきたいと思います。

③　自分のことはよく分かりませんが，長所は粘
り強いこと，短所はマイペースなところ，趣味
は月並みですが音楽です。特にバッハが好き
です。

④　 気の利いた座 右の酩はありません。 ただ
「苦しいことがあっても諦めない」ということを
モットーにしています。

①　弁護士会の役員としては，弁護士自治の
危機を（未然に）回避することです。若手会
員のニーズにさらに応えていくことの重要性
です。

②　大切だなと思うのは，目の前の仕事をひとつ
ひとつていねいに仕上げることで気力をつなぐ
こと。

③　激することはあまりないかな，その分，「薄い」
のではないか，というのが長所と短所。神社
仏閣，温泉（銭湯含む）の探訪に興味があり
ます。

④　ありません。

叶　　幸夫
塚越　　豊
木村　　裕
太田　秀哉
海部　幸造
水澤　恒男
日向　　隆
木田　卓寿
相川　泰男
石本　哲敏

大野　　裕
武藤　　元
芹澤　眞澄
會田　哲也
石鍋　　毅
寺澤　政治
山内　一浩
白石　康広
舘野　幸二
豊㟢　寿昌

村田　智子
日野　明久
石黒　保雄
竹内　　朗
伊藤　　治
黒嵜　　隆
吉田　　修
菊田　行紘
木田　秋津
西田　美樹

城處　琢也
牧野　義信
山本　志都
上野　真裕
手打　寛規
山内　　隆
佐藤　篤志
菅野　典浩
森田　岳人
濵谷　美穂

川畑　和彦
石渡　績嘉
綱島　正人
豊泉美穂子
堤　　　禎
川端　克俊
石田　　亮
笹木　禄朗
川瀬　　渡
星野　俊之

大西　雄太
南原　由記
中谷　達也
北畑　　亮
吉里かおり
清水　裕二
福住　　淳
山中　聡将
武谷　直人
河野　浩士

藤井　裕子
枝廣　恭子
上田　啓子
中野　光恵
東㟢　雅夫
岡崎　穂波
鳥山　亜弓
木南　麻浦
前田　哲兵
小林　由直

石田　周平
西郷　直子
齋藤　文彦
小野田　峻
小南あかり
中村　　涼
遠藤　温子
髙山　由起
中村　洸士
藤原　寿人

　2014年度 東弁常議員 （80人）

叶　　幸夫
木村　　裕
太田　秀哉
海部　幸造
水澤　恒男
吉田　麻臣
日向　　隆
木田　卓寿
大野　　裕
武藤　　元

芹澤　眞澄
會田　哲也
石鍋　　毅
寺澤　政治
山内　一浩
彦坂　浩一
松田　純一
栗林　　勉
白石　康広
舘野　幸二

豊㟢　寿昌
村田　智子
石黒　保雄
竹内　　朗
黒嵜　　隆
吉田　　修
菊田　行紘
木田　秋津
西田　美樹
城處　琢也

牧野　義信
山本　志都
上野　真裕
手打　寛規
三竿　径彦
菅野　典浩
森田　岳人
濵谷　美穂
川畑　和彦
石渡　績嘉

綱島　正人
豊泉美穂子
川端　克俊
石田　　亮
笹木　禄朗
川瀬　　渡
星野　俊之
大西　雄太
南原　由記
中谷　達也

北畑　　亮
大栗　悟史
吉里かおり
清水　裕二
福住　　淳
河野　浩士
藤井　裕子
木本　　亮
枝廣　恭子
上田　啓子

東㟢　雅夫
岡崎　穂波
鳥山　亜弓
木南　麻浦
前田　哲兵
小林　由直
石田　周平
西郷　直子
齋藤　文彦
小南あかり

中村　　涼
遠藤　温子
髙山　由起
中村　洸士
藤原　寿人

　2014年度 日弁連代議員 （75人）
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＊登録番号順・敬称略

若手会員と弁護士会 監事　殷  勇基（48 期）

1 年間よろしくお願いします。 監事　長谷部 修（48 期）




