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盟国悶国

「医療〉く法務」
これからの医療と法務の関わり方とは

文・構成／高橋宗吾（弁護士） 稲門法曹会事務局。 2014年早稲田大学大学院法務研究科修了。2015年弁護士登録（68期）

松坂拓也（弁護士） 稲門法曹会事務局。 2016年早稲田大学大学院法務研究科修了。2017年弁護士登録（70期）

大磯義一郎
1999年日本医科大学医学部卒業。 2007年早稲

田大学大学院法務研究科修了。2008年弁護士

登録（61期）。浜松医科大学総合人間科学講座

法学教授、日本医科大学医療管理学客員教授、

帝京大学医療情報システム研究センター客員教

授。 日本専門医機構理事、医療の質・安全学会

理事、 日本医療安全学会理事

陸亘重 新型コロナウイルスの猛威が世界中に広がり、

未だに収束の兆しすら見えてきません。

最前線での治療だけでなく、

予防のための研究などの対応も迫られるなか、

医療現場には過度な負担がかかり、

様々な問題が浮き彫りとなってきました。

本対談では、早稲田大学法務研究科の1期生として

法曹資格もお持ちの大磯義一郎医師をお迎えし、

これまでの法と医療の関わり方・現在の医療現場の

状況・将来の展望という視点から、

これからの法と医療との関わり方を模索していきます。

電量幽白声高温単語面E墨書

出担忌ヨiWM完E主•n級品調
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これまでの、「法jと「医療Jの関わりの

歴史について教えてください。

・・・・・圃・・・・・・・・・・・・・・・・圃・・・・・・・・・・・圃・・・・・・・・・

大磯 法と医療の関わりの1つとして、医事法学という分野

があります。この分野は、医療者が、ややもすれば患者に害

を与える存在であり、被害者となりうる患者を法律で守らな

ければならないという意識から立ち上がり、発展してきた分

野でした。

そういった考えから、医事法学は、医師とは専門性を盾に

患者の権利を侵害する者であり、患者とは被害者であると位

置づけ、つまり医師と患者とが対立する当事者であるという

ように捉え、法律家は被害者である患者の側に立って患者を

守る者という立場として医療に関わってきたのです。

たしかに一部の領域において問題のある事案もあり、患者に

対する権利侵害を止めなければならなかったことは確かです。

他方で、実際の多くの医療現場では、日本には国民皆保険

制度が敷かれていることもあって、医師が患者をだましてお

金を取ろうというような状況は生じえないですし、実際に生

じていないのです。

むしろ、最善の治療を目指して、医師と患者とがパートナ

として共に歩いているというのが現場の実態です。

1999年は、私が研修医として医療現場に入っていった時

代でしたが、周年以降に都立広尾病院事件や横浜市立大学付

属病院での患者取り違え事件などで世間の耳目を騒がせる事

故カf相次いで起きました。ワイドショーなどで医師へのパッ

シングが始まり、それに伴うように医療関係の民事事件や刑

事訴追が増大していきました。民事で言えばE年で訴訟が倍

増し、刑事訴訟では何十倍という訴追がなされていきました。

その中で、医師と患者とが対立関係に立たされ関係カず悪化

盟国．園・園

するという大きな問題が生じました。私が研修医として働き

始めたころから、病院内では日常的に患者さんからの「出る

とこ出てもいいんだぞJ「訴えてやる」という言葉が飛び交う

ようになりました。

被害者としての患者がいて、そこに正義の昧方である法律

家がやってきて悪い医者を打ちのめす、そんなパタ ンが何

件も続きました。

こういった状況下で起きた象徴的な事件が、福島県立大野

病院事件という事件です。この事件の顛末はここでは省略し

ますが、これをきっかけに、もはや医師と患者とは信頼関係

を築くことができなくなっていきました。そして、医療者の

聞にも医療行為に専念しにくいという感覚が蔓延し、結果と

して医療崩壊が生じてしまいました。

現実に医療崩壊が生じたことで、やっと「このような状況

は間違っているのではないかJという機運カf高まるようにな

りました。そうした機運が高まった結果、だんだんと捜査機

関も謙抑的に行動するようになり、裁判所も現場に即した穏

当な結論をとるようになってきました。

そして、昨年から、法務省と検察庁を巻き込み、厚生労働

省が中心となって医療と刑事法に関する研究会が開かれるな

ど、揺り戻しが．起きるようになってきています。現在、「医療

と法の相互理解jをどのように進めていくのかということや、

医療と法がどのように関わっていくべきかということがフ

ラットに議論されてきはじめたというのが、福島県立大野病

院時件の逮捕から十数年経った現在地ということになります。

河崎 大磯さんと私は法科大学院1期未修で同期でした。ま

た、司法修習61期東京修習もー緒で、熱海で朝まで熱く議

言命したのをI憶えています。

先程の話の中で1999年に研修医となったということでし

たが、私も同年に社会人となったので、同じ時代を生きてき

たのだなと改めて感じました。

今思い出すと、90年代は冷戦力ず終わり、バブルが崩壊し

てからの10年間で、既存の価値観や社会体制が崩壊していつ

3 
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た時代だと思うんです。銀行もどんどん潰れていって、政治

不信や官僚不信が高まっていった。次々と既存の権威力ず否定

されていく中で、薬害エイズ問題を典型として、医療不信も

高まっていた印象です。

ただその否定にはビジョンがあったわけではなく、否定す

るということ自体が目的だったように思います。その否定の

先では現場の混乱が生じていた。その中で改めて新しい秩序

を模索し始めた時代でもあったのではないかと。

そういった模索が始まった時期に大磯さんがロースクール

に入り、法曹資格をとった上で医療の世界に戻って構築した

のが「医療法学」という分野。大磯さんなりに、新しい秩序を

模索する取り組みだったのだろうと受け止めています。

コロナへの対応とは新規の感染症に対するクライスマネジ

メントの話なので、専門家を中心に科学的なデータを取りな

が、ら議論し、それを政策に反映していくのが望ましいんです。

実際に西浦博先生や尾身茂先生など医学研究者が中心となっ

た専門家会議が先頭に立って対応にあたっていました。その

結果、これまでの我が国の厚労行政でのクライスマネジメン

卜において、最もサイエンテイス卜が関与して対応がなされ

たのがここ数ヶ月だったと思います。

専門家会議の活躍によって感染が爆発しなかったというこ

との因果性は証明できるものではないのですが、結果と して

我が国の死亡者数が圧倒的に少なく抑えられている点は成果

として挙げ、られるところです。

他方で、残念な面もここ数ヶ月の中で見えてきました。そ

れはテレビの報道やワイドショーでの取り上げ、られ方です。

コロナへの対応とは、医療と行政、司法との関わりの中でサ

イ工ンティフィックに議論すべき事柄であるにも関わらず、

これまでと同じワイドショー的な「誰カf悪いかjという責任の

追及のような形で報道カfされたり、政権批判のために使われ

たりしたため、事実が歪められて伝えられていたのが残念で

した。

大磯 病院側は戦々恐々としています。

コロナが蔓延しはじめた3月に、厚生労働省から医療機関

に対し、ベッドを確保しなければいけないという通知が出さ

れました。これを受けて、大学病院を中心に、既存病棟を空

け、手術予定もすべてキャンセルするなどのコロナへの備え

を進めていました。

しかし、厚生労働省の通知には十分な予算がついていない

ことから、病院が病棟を空けたり手術を延期したりしたこと

により病院に甚大な損害が、生じています。

実際に、 3ヶ月程度で10億円以上の規模の減収が、出てし

まったとういう病院もあります。報道もされていた、看護師

仁ボーナスが払えず看護師が一斉離職しかねないという事態

の原因の一つはここにあります。

このような問題が起きているにも関わらず、コロナ対策費

として支出を迫られた国や地方自治体は財源を取り戻すた

め、今後さらに医療関連費の予算は削られていくだろうと予

想されています。そのため、今回の減収もあいまって今後病

院の倒産は増えていくのではないかという懸念があり、病院

側は戦々恐々としているのです。

.........圃・・・・・・E・・・・・・・・・・・・・・・・・・圃・・固・・・・・

「新型コロナウイルスの感染拡大」が

提起した新しい課題というものが

あるでしょうか。

......................・・・・・・・・・・・・B圃・・・・・・・・
大磁 コロナについては、ここ数ヶ月を見ていて、非常に大

きく改善したところと、いつものようにパターン化した処理

をしているためにおかしなことになっているところとが、あり

ます。

河崎 ステイホームやソーシャルディスタンスという観点か

らオンライン診療の可能性に注目が集まっています。オンラ

イン診療は、感染予防の観点、に加えて、遠隔地から先進的な

医者に診てもらえるといったメリ ッ卜があるように思えます。

河崎 コロナの影響で、医療現場での逼迫した状況や、病院

経営への深刻な打撃が懸念されています。見通しはどうで

しょうか。

・・圃E・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・圃・・・・・・・・

オンライン診療について大磯さんはどの

ように見ておられますか。

............・・・・・・・・・・・・・..圃・・・・・・・・・・・・・・闘寓

大磯 オンライン診療は、10～20年後には主流となってい

るだろうと考えています。GoogleやMicrosoftといった企業

などが機器の開発に力を入れていることからしでも、世界的

な流れとなり、止められないと思います。

本来であれば、医療を含めた機器に強い日本が積極的にオ

ンライン診療にトライして、世界のオンライン診療産業を日

本がリードしていくことが‘重要だと思っています。

他方、オンライン診療についてはコストの問題があります。

オンライン診療の機器を提供する会社の中には、オンライン

診療報酬の5%程度を報酬として取っているところもあると

聞いていますが、そもそも病院の利益率は2%程度と言われ

ています。そのため、オンライン診療を導入してしまうと病

院側の利益が無くなってしまい、なかなか導入することがで

きなし、状況があります。

オンライン診療は国の医療だけでなく産業にも大きなメ

リッ卜がある分野ですが、一方でこのようなコストの問題が

あることを考えると、医療機聞が赤字にならないようにした

り、開発側に資金提供したりするなど、固による支援や制度
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設計が必要不可欠なのです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・B・・・・・・・・・・圃・・・・・・

これからのf法と医療Jとの関わり方につ

いてはどうお考えでしょうか

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・圃・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

大磯 これまで、法と医療とは、医事法学に代表するように

対立的な構造でとらえる視点、で、の関わり方がほとんどでし

た。

しかし、これからはそうではない関わり方をしていくべき

です。

例えばオンライン診療で言えば、メイドインジャパンで開

発を進め、医療としても産業としても拡大していくことで日

本が国際基準を創っていくことができる分野です。一方、そ

れを実現するためには、 トラブルが生じたときの責任論や補

償の問題なども考えていかなければなりません。

つまり、法整備も含めた制度設計を考えていく必要がある

のです。

これからは、医療者と法律家が閉じ方向を向いて互いに関

わっていくことが求められていると思います。

河崎 我々法律家の出番もありそうですね。よりよい「法と

医療Jとの関わり方の提案や発信を早稲田発でできたら素晴

らしいですね。

稲門法曹会としても、これまで稲門医師会とシンポジウム

を行ってきましたし、今後も関わっていきたいと考えていま

す。コロナで大変な時期ではありますが、コラボ企画なども

開催し、これまで以上に連携を深めていければ、と思います。

本日はありが、とうございました。
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法律本目談た、けじゃない！

I夫人の早稲田祭」を楽しむ
～「法律相談会＠稲門祭J参加レポー卜～
文／弁護士高橋宗吾

2019年10月20目、毎年恒例の UI岨

「稲門祭」が早稲田キャンパスにて・ー－－

盛大に開催されました。

稲門祭とは、一言で表現すれば「大人の早稲田祭」。早稲田で

学んだ校友やその家族、近隣住民の方や早稲田ファンの方々が

早稲田キャンパスに集います。各地域稲門会が販売する名産品

を手に取り、応援団や各種団体のパフォーマンスを堪能し、校

友同士・早稲田ファン同士で交流を深めます。

同時期に開催される、学生主体の早稲田祭では許されていな

い「キャンパス内で、のお酒」を楽しめるということもあり、早稲

田祭に勝るとも劣らない活気です。

この稲門祭、実は稲門法曹会も邸調置

毎年参加しています。 －ー・
そうはいっても、もちろんお酒を売ったり、野菜を売ったり

しているわけではありません。

『無料法律相談ブース』を設置し、稲門祭の実施時間中、校友

のみなさまからの法律相談を気軽に受け付けています。

ベテラン会員から若手会員まで、昨年は延べ15名程のメン

バーがシフ卜を組み、常時4、5ヶ所の法律相談ブースを設置

しました。

稲門法曹会として稲門祭に参加しはじめた頃は、「お祭りの

雰囲気の中、法律相談ブースに立ち寄る人がいるのか？」とい

う懸念もありました。しかし、早稲田の同志カミ、話を聞いてくれ

るという安心感からカ＼無料・予約なしで立ち寄れるという気

軽さからカ＼稲門祭に訪れる校友のみなさまに大変好評をいた

だいています。昨年はなんと35件の法律相談を受け、実際に

受任に繋がった案件も複数あります。

いわゆる法律相談だけではなく、「自分も法学部卒業だった」

「息子が弁護土を目指している」「実は自分も稲門法曹だ」という

方々にお声がけいただくこともありました。この法律相談ブー

相談シフトの時間以外には、 --

各会員が思い思いに It:岨
稲門祭を満喫しています。 司副司

所縁のある他の稲門会のテン卜を覗きにいったり、地域稲門

会が出している飲食のテントで食べ歩きをした L人大隈庭園で

開催されるお茶会に参加したり。稲門祭でしか食べられない名

物や、稲門祭の1日限定で復活営業するワセメシの名店なども

あります。子供連れでも楽しめる出し物がたくさんあるので、

子ども連れで来る校友も多くいます。昨年は天候にも恵まれ、

本当に穏やかな1日でした。

そして！忘れてはならない稲門祭のメインイベン卜は、最後

にやってきます。グランドフィナーレとして、その日早稲田に

集った全校友が大隈講堂前に集結します。

早稲田出身アナウンサーの司会のもと、総長（昨年は当会顧

問でもある鎌田薫先生でした）、実行委員長（昨年はマラソン

の瀬古利彦さんでした）の挨拶などが続きます。そしてついに、

全校友お待ちかね、応援部による稲門祭スペシャルステージで

す。夕方、日が傾き始めた大隈講堂前で、同じ理想の光を仰ぐ

校友達と肩を組んで歌う「紺碧の空」、そして「都の西北」は、心

に染み入ります。

自治体や弁護士会での法律相談会とはひと味違う、実もあり

ながら楽しみもある、本当に素晴らしい機会です。

さてこの「大人の早稲田祭」、実は2020年は中止が決定して

スの設置が、将来の稲門法曹の拡充に繋がる可能性も十分見込

めます。

また、稲門法曹会のテン卜の周りは、いわゆる職域稲門会、

特に士業の稲門会のテン卜で固められています。税理士稲門会・

行政書士稲門会・司法書士稲門会・社会保険労務士稲門会・中小

企業診断士稲門会などのテン卜と行き来して、コラポレーシヨ

ン企画の相談をしたり、仕事の相談をしたりしている会員もい

ました。特に若手会員にとっては、隣接士業との交流範囲を広

げるまたとない機会になっています。

しまいました（筆者は、校友会組織委員会にも所属しており、

昨年から稲門祭実行委員も務めています）。

2021年には必ず稲門祭も開催されると信じて、そしてその

時には稲門法曹会からさらに多くの会員が参加していただける

ように祈るばかりです。

7 
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活｜動｜報｜告
稲門法曹会は年間を通して、

様々な活動を行っています。

常任理事会（2019.7)

過年度の決算報告、今年度予算案について決議が行われ、今後の

活動について活発な議論がなされました。

理事会・総会（2019.10)

理事会では会計報告等のほ力＼ 賛助会員規程等改正およびそれに伴

う会則改正等が議論され決議されました。総会では理事会決議の結

果が報告され、また新規理事の選任が行われました。

合格発表（2019.9)

記念講演会（2019.10)

前で合格祝賀会のご案

内を配布し、 稲門法曹
会への歓迎を呼び、力、け

ました。

鴨志田祐美弁護士より「大崎事件再審にみる、わが国の刑事司法

の諜題と展望」と題し、 実際の事件の概要や活動について、また

その弁護活動を通して感じた思いや稲門法曹のあり方についてお

言苦しいただきました。

懇親会（合格祝賀会） (2019.10) 稲門祭（2019.10)

今回は田中愛治総長からの合格祝賀ビデオメ ッセージを投影し、

終盤には例年通り応援団・チアリーダーが登場、肩を組んでの紺

碧の空、早稲田大学校歌を斉唱しました。

今回も多くの方々が相談に立ち寄られま した。中には進学相談

もあり、教員支部の会員が相談に応じていま した。

稲門法曹会・早稲田大学 2020年度スケジュール

2020年 I7月4日（土）

8月4日（火）

8月12日（水）～16.日（日）

8月15日（土）

9月

9月中旬

10月3日（土）

11月上旬

11月下旬

12月上旬

2021年 I1月2日（土）・3日（日）

1月20日（水）

2月6日（土）

3月中旬

3月下旬

常任理事会（オンライン開催）

稲門法曹会夏の講演会第1回（オンライ ン開催）

司法試験

六大学野球早慶戦（春季リーグ）

稲門法曹会夏の講演会 第 2回（オンライン開催）

司法試験短答式合格発表

稲門法曹会 総 会（オンライン開催）

早慶戦（秋季東京六大学野球）

ラグビー早慶戦

ラグビー早明戦

箱根駅伝

司法試験合格発表

懇親会（合格祝賀会）※予定

会長・副会長会議

卒業式
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総｜会｜報｜告
2019年10月26日（土）、リーガロイヤルホテル東京にて

2019年度稲門法曹会総会・懇親会（合格祝賀会）が行われました。

総会・懇親会出席状況

200名（合格者含む）

事業実施状況報告

秋山事務局長より、各種会合、メールマガジンの発行、

Webサイ卜・ SNSの運営、会報の発行、支部訪問、各種稲

門会との交流、稲門祭出店、稲門法曹奨学金への寄付等、

当会の事業実施状況が資料に沿って報告されました。

法務研究科の現状について

報告：松村和徳法務研究科長（当会常任理事）

・司法試験の状況

昨年度から大きく合格率が上昇している点に触れ、引き

続き学生に向けたより良い教育の展開と活性化への取り組

みについて語られました。

・法学部での「法曹コース」の新設

今後の3+2（学部3年・ロースクール2年）と呼ばれる学部

からの総合的な法曹養成制度（「法曹コース」制度）の開始に

あたって、土台としての法学部教育とロースクール教育の

聞を接続するアド、バンス教育の必要性を語られました。

会計報告

項目

前年度繰越金

会費

受取利息

記念品売上

祝金

広告収入（会報）

合計

金額
8,476,356 

6,785,000 

82 

5,000 

92,000 

299,244 

15,657,682 

理事選任

東京支部（第一東京）より推薦があり、新たに津野正明

弁護土が理事に選任されました。 •· 

会則改正・賛助会員規程等改正報告

賛助会員制度に関連する条項について、会則、賛助会員

規程及び会費規程について改正案が示され、理事会にて可

決されたことが報告されました。

法学部の現状について

報告：田村達久法学部教授

・法学部生向け Lawyer’s Salon 

学部生に法曹の魅力を伝えることを目的とした取り組み

「Lawyer'sSalon」について紹介されました。テーマを設定

して開催し、弁護士事務所訪問や、裁判官・検察官OBへの

訪問も行っているとのことです。

・付属校高校生向け模擬裁判「法学部への招待J

早稲田大学本庄高等学院と早稲田大学高等学院の学生向

けに、 8号館の法廷教室で模擬裁判で、迫真に迫る若手弁護

士の方々の演技が人気とのことです。系属校の早稲田実業

も今後対象としたいと展望が語られました。

er法曹コース」新設について

法曹コースが新設されるにあたって、早稲田法曹の姿を現

役の学部生にぜひ見せていただきたしご協力いただける場

合は法学部事務所へぜひご連絡いただきたいとのことでした。

項目 金額

委託費 3,240,000 

手数料 ・雑費 126,215 

~fコ、重5弓Sl 550,170 

印刷費 423,360 

会報作成費 1,080,000 

事業費 196,851 

通信費 175,225 

口一・レビュー支援 200,000 

システム運用費 45,316 

稲門法曹奨学金 1,300,000 

旅費 ・父通費 254,905 

謝金 50,000 

小計 7,642,042 

未払金調整 200,000 

次年度繰越金 8,215,640 

合計 15,657,682 

ー の企画は、昨年好評を博した稲門法曹会「春の講演会企

、ー 画」の第2弾であり、 本年は、新しい試みとして、同じ職

域稲門会である「ファイナンス稲門会」との共催となりました。

また、 新型コロナウイルス感染症が広がるなかでの開催で

あったため、はじめてウェブ会議システムZOOMを利用した

完全オンライン方式で開催いたしま した。

このような初の試みにも関わらず、参加者は40名をかぞえ、

オンライン形式の講演会としては、多数の方にご参加いただけ

ました。

今回、ご登壇いただいたのは、公認会計士・税理士であり、

現在は、飛騨信用組合常勤理事兼総務部長・フィンテツクプロ

ジェク卜チームリーダーとひだしんイノベーションパー卜ナー

ズ株式会社の代表取締役社長を務める、古里圭史様です。

古里様は早稲田大学卒業後、有限責任監査法人 卜ーマツに在

籍し、上場企業・非上場企業の会計監査業務やIPO支援業務に

携われていましたが2012年に地元飛騨高山へのUターンを決

意され、地域密着のコミュニティパンクである飛騨信用組合に

入組されたという異色の経歴をお持ちの方です。

今回の講演会では「コミュニテイファイナンスによる元気な

地域づくり～飛騨高山での実践から～」と題して、古里様が主

導した飛騨高山地域の電子地域通貨である「さるぼぼコイン」の

ご紹介と、 「さるぼぼコイン」を用いた、地域活性化のあり方に

ついてお話をいただきました。

「さるぼぼコイン」は、 QRコー ドを用いて財貨の移転を行う

PayPayやしINEPayなどと似た仕組みをもっています。ですが、

「さるぼぽコイン」が誕生したのは、これら大手企業によるQR

コード決済が盛んになるよ りはるか前の2017年であり、 サー

ビス開始当初は、極めて先進的なサービスでした。

「さるぼぼコイン」の特徴は、基本的に高山市・飛騨市・白川村

でしか使用ができないことにあります。 このような地域限定の

電子通貨を発行することにより、 地域内での決済を見える化す

るとともに、 地域内で循環する資金をできるだけ多く し、地域

活性化につながるよう「さるぼぼコイン」は設計されています。

現在、さるぼぼコインの利用登録者は約1万2000人、主に

主婦層の方に多く使用されているそうです。また、 使用可能な

店舗も1200店舗を数え、 多岐にわたる決済に用いられている

とのことで、 時には軽自動車の売買にも「さるぼ、ぼコイン」が使

用されている例もあるとのことです。

決済データーが見える化することの影響も極めて大きいそう

で、例えば、食料品は地元資本の店舗で購入されることが多い

が、医薬品などは、チェーン店で購入されることが多いなど、

商品分野に応じた取引内容のデーターが蓄積されるよう になっ

たとのことでした。

他方で、「さるぼぼコイン」には、決済の多くがBtoCで占め

られており、決済額が大きくなるBtoB決済への利用が普及し

ていなかったり、「さるぼぼコイン」の仕組みが地域外からの資

金流入に生かしきれていなかったりするなどの課題も多くある

そうです。

今後は、これらの課題を克服するため、 税金の支払いなどの

公的分野での決済や、「さるぼぼコイン」でなければ購入できな

い地域特産品のECモールの開発をすすめていくなどの発展や、

蓄積したデーターを生かして、地域事業者へのコンサルテイン

グ業務を実施していくことなどを考えているとのことでした。

最終的には円貨に交換しなく ても「さるぼぼコイン」のみで地域

経済を回すことができる仕組みが作りたいという大きな野望を

もっているとのことで、 その壮大なスケール感に大変ワクワク

しま した。

なお、講演会のあとは、懇親会に代わり「ZOOM飲み会」を

実施しました。ZOOM飲み会では、ワセメシのひとつである

「メーヤウ」の話で盛り上がるなど、稲門会らしい早稲田愛にあ

ふれる会話が繰り広げられました。

地域活性化というと、弁護士からはなかなか縁遠い世界のよ

うに思われがちです。

しかし、地域のために「新しいこと」をしたいと思ったときに、

法律に関連する諸問題に衝突する事例は極めて多くあります。

「さるぼぽコイン」も企画にあたり、資金決済法や銀行法など、

多岐にわたる法律の検討や金融庁との交渉が必要だったとのこ

とでした。

古里様が、講演会の中で、「今回は東京の大きな事務所に手

伝っていただいた。こういう新しい事業を立ち上げようと思う

じいつも紹介されるのは東京の弁護士さんばかりlこなってし

まう。せっかくなので身近なところにいる弁護士さんに相談で

きれば心強い」とお話されていたのは大変印象的でした。

新型コロナウィルス感染症がひろま り、私達をとりまく世界

は日々 様相を変えていっています。私達弁護士も、視野を狭く

することなく、常に世の中の動きを捉えながら、新しいニーズ

を汲み取っていかなければならないと、改めて感じさせる講演

会でした。

稲門法曹会では、今後も、職域稲門会の特性を生かして、 従

来の法曹の活動領域にとらわれない、 新しい業務分野の開拓に

役立つような講演会などをどんどん企画していきたいと思いま

す。
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e本気で魅せる
模擬裁判孟熟期）
[. ·.> <•.• 111・.はじめに _ ____J 

2019年6月8日及び同年9月15日、早稲田大学法学部の主

催で、「法学部への招待」と題するイベン卜を実施しました。今

後の進路を考えている高校生（特に附属・系属校の生徒とその保

護者）に向けて、法学部で学べることや、将来のキャリアビジョ

ンについて伝えるイベン卜です。

このイベン卜において、稲門法曹会員でもある弁護士数名が

協力し、法曹の世界により興味を持ってもらうことを目的とし

た刑事模擬裁判の実演・講義を行いました。

2回にわたり実施しましたが、 多い回では学生だけで約120

名、保護者も併せれば150名以上もの参加がありました。法曹

人気、法学部人気の低下が指摘される中で、まだ盛り返してい

くチャンスがあるということがうかがえました。

［ lン－；凶対決！検察官\I~弁護人 j 
会場は早稲田大学法学部8号館法廷教室。たくさんの学生と

引率の保護者の方々の熱気に包まれ、まず裁判官役・小島秀一

弁護士（61期）が、裁判官、検察官、弁護人の役割を語りました。

マハトマ・ガンジーやアメリカのオパマ前大統領も「法曹」の出

身であるという事実は、学生の関心を惹いたようでした。

それから場面は変わり、いよいよ刑事模擬裁判の実演です。

検察官役・太田和範弁護士（63期）が、 被告人の女性が、どの

ような凶器で、どのような態様で、被害者にどのような怪我を

負わせたのかを説明します。その上で、被害者役・稲村宥人弁

護士（71期）が、受けた苦痛や恐怖を生々し く語りました。

なんて可哀想な被害者、なんて酷い被告人なんだ！という雰

囲気になったところで、 弁護人役・高橋宗吾弁護士（68期）によ

る、被告人役の私に対する被告人質問が行われました。弁護人

の練られた質閉 じ 被告人役である私の泣きの演技で、形勢逆

転。犯情について適確に検察官の立証の問題点を指摘し、かつ、

検察官立証では見えてこない被告人自身のストーリーに光をあ

てることで、一気に被告人に同情的な空気に。

それから、 実演とは思えないほと、熱の入った論告・求刑及び

最終弁論が行われました。

[ [3］結論はいかに？

いよいよ判決です。しかし、学生にとっても、実演を観て終

わりというのは面白味がありません。そこで今回は、裁判官役

の小島弁護士が判決を下すのではなく、学生と引率の保護者の

方々に、裁判員になった気持ちで、「被告人に執行猶予を付す

べきか否か」を考えてもらう、という課題を設定していました。

全ての実演が終わった後、 学生と引率の保護者の方々に対

して、 2つの問いかけを行いました。1つ目は、 「検察官立証

を終えた段階で、被告人に執行猶予を付すべきだと思？たか」、

2つ目は、「弁護人の最終弁論が終わった段階で＼被告人に執

行猶予を付すべきだと思ったか」。

……皆さん、学生と引率の保護者の方々からは、どのような

答えが返って来たと思いますか？ 興味深いこ とに、1つ自の

質問に対しては、「執行猶予を付すべきではない」との回答が

大多数を占めていたのに対し、 2つ目の質問に対しては、「執

行猶予を付すべきである」との回答が約99.9%だったので、す。

今回の模擬裁判で、扱った事案は、実は弁護人役を担当した高橋

弁護士が実際に扱った事案をモデルにしています。そのため、

（弁護人目線でシナリオカ河乍られているという点で）若干の不公

平感は否めませんが、学生は、法曹の魅力だけではなく、模擬

裁判の実演講義を通じて、光の当て方で物事の見え方は変わる

ことを感じ取ってくれたのではないで、しょうか。

・[4］おわりに ] 
全ての企画が鴨わった後に高校生と引率の保護者の方々に答

えて頂いたアンケートにも、 好意的な回答が多く寄せられてい

ました。例えば、「被告人と被害者役の2人は、 本物の役者の

人だったのか？」というまさかの質問から、「実際に裁判の傍聴

に行ってみたい」「学院生全員に見せてほしい」「法曹の仕事に興

味がわいた」といったありがたい感想も多数見られま した。

法曹の世界に興味を持ってくれる学生の掘り起こしは、ロー

スクール生に対する臨床法学教育だけでは不十分です。法学部

に入りたての学生達、あるいは今回のようにどの学部・大学に

進学しょうか悩む高校生に向けても、法曹という仕事の魅力、

そして、 我々稲門法曹会の存在を強く発信していく必要がある

でしょ う。

刑事模擬裁判の実演講義をきっかけに、将来法曹の世界で輝

きたいという夢を抱いた学生が、 いつか稲門法曹会の一員に

なって くれる 日を夢見つつ、 今年も刑事模擬裁判の実演企画を

実施いたします（新型コロナウイルスの影響で＼今年は業者を

手配して模擬裁判の様子をドラマ風に撮影し、それをオンライ

ンイベン卜の中で上映することになりました！ ）。

また、このイベン卜は、 附属校や系属校だけで実施するには

もったいないものだと思っています。法学部と協力して、各地

方の高校生達にも早稲田法学部の魅力を伝えていけるように活動

を広げていきたいと考えています。動画コンテンツも完成すれ

ば、オンライ ンでの企画も実施しやすくなります。

本活動に関心を持たれた稲門法曹会の皆様におかれまして

は、是非本活動を応援して下さいますようお願い申し上げます。

ル2019.9.20

北海道支部イベントレポート
令和元年9月20日、北海道支部総会・記念講演会が開催されました。

寺田逸郎氏と鎌田薫氏を迎えて行われた講演会の内容を紹介します。

北海道支部は、 令和元年9月20日、令和元年度北海道支部総

会・記念講演会を開催いたしました。

今回の記念講演会は、 前最高裁判所長官の寺田逸郎氏及び前

早稲田大学総長鎌田薫氏をお招きし、 ご両名から、平成という

時代を術噸し、令和という時代を展望するという貴重なご講演

を頂きました。なお、ご両名とも、新元号に関する有識者懇談

会に参加されており、令和という新時代を迎えて間もないこの

時期に大変ふさわしい講演会となりま した。

寺田逸郎前最高裁判所長官 ご講演 ．．， 
f法と裁判一平成はと、んな時代だったのかjメ．砂

まず、平成時代の様々な社会の動きを背景に進められた多種

多様な法整備の流れについてご紹介いただきました。

また、平成時代には、 被害者救済の手立ての多様化（差止め、

過失責任の修正、簡便な救済手続、団体による救済、行政・警

察・裁判所による救済等）が、進んだことを、いくつかの著名な判

例を交えてご紹介いただきました。

そして、平成は、民事・行政・刑事の境界カf相対化した時代（民

事における差止め、刑事における被害者の役割拡大等）である

と分析される とともに、 それまで行政主体であった立法のメカ

ニズムが、議員による立法及びこれを国民が後押しする形に変

化してきたことが特徴的で、あった旨ご指摘がありました。

鎌田薫前早稲田大学総長 ご講演

「『令和』時代の高等教育－ ．， 
早大総長8年間の経験を踏まえて」 メ匂砂

まず、 既に始まっている人口減少・働き手減少の時代には、

一人一人の労働生産性を向上させることが必要で、それには、

すべての国民の知的水準を伸長させる必要がある旨ご指摘があ

りました。

また、経済格差が教育格差を生み、さらに教育格差を拡大さ

せるという悪循環を断つこと（教育費の負担軽減等）が必要であ

る旨ご主旨措iがありました。

そして、大学教育においては、 生涯学び続ける姿勢を身に

つけさせ、自ら新たな解決策を考え出す機会を充実させるこ

とが必要である旨ご指摘され、その理念を踏まえた「Waseda

Vision 150」の具体的内容についてご紹介いただきま した。

同講演会には、北海道支部会員はもちろんのこと、 前検事総

長、 札幌高等裁判所長官、 札幌弁護士会長をはじめとする北海

道内の法曹関係者や経営者の皆様にも参加していただき、総勢

100名近くの大盛況となりました。

講演会後に行われた懇親会でも、 両講演を踏まえた意見交換

が活発に行われるなど、 北海道内の法曹関係者や経営者の皆様

が懇親を深めるまたとない貴重な機会となりました。
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El盟

①，去律相談、裁判期日等への同行、書面作成等。事案の種

類は様有です ①振られる仕事をミスがないよう必死で仕

上げる日々。 子ども、芸能等興味を引く案件が多い事務所

なので、楽しく、 興味を持って仕事しています。スポーツ

紙記者の経験を活かし、いずれはスポーツ法務の分野で活

躍したいと思っています ③スポーツ・工ンヲテイメン卜法

④油そぱ ⑤福島洋尚教授 （§：子育てと野球観戦 ⑦長

男をプロ野球選手に育て、自分がその代理人を務めること

東紀帆 E露軍
ひがしきほ

弁護士法人トラスト＆サービス

①企業法務メイン ②今はまだ個人のお客様は

いませんが、信頼と実力を得て、個人のお客様を

獲得していきたいです。また子ども法委員会に加

入しているのでそちらの活動も精力的に行いたい

です ＠刑法、刑事訴訟法 ④チャイ（中華料理

屋） ⑤松原芳博先生、小川佳樹先生 ③食べ歩

き ⑦プライベ 卜も充実した弁護士

坂口泰裕
吉かぐちゃすひろ

中山敬三法律事務所

E霊盟

②前職の金融機関での経験も、弁護士として活か

していきたいです ③民法 ④十文字 ⑤山野目

章夫先生 ③サッカ一、キックボクシング、酒

青木千恵子
あおきちえこ

法学館法律事務所

El冨

②弁護士として被害者支援や家事・民事事件に携わる傍ら、

司法試験予備校の講師として後進の指導にあたっておりま

す ②入学前からポランティアで被害者支援に携わって参

りましたので、特に被害者参加弁護士としての活動に力を

入れて取り組みたいです。被害に遭った辛い過去を乗り越

えて新しい人生を歩き出すお手伝いができたらと思います

①3つのオレンジへの恋（閉店してしまった） ⑤鎌田薫先生

⑥動物と遊ぶこと ⑦保護猫シェルターをつくることl
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境野秀昭 監霊誼
さかいのひであき

弁護士法人東京新宿法律事務所

① 般民事、刑事等 ②一般民事事件を中心と

する法律事務所で研鎗を積んでおります。日々分

からないことの連続ですが、 何事からも学ぶ姿勢、

挑戦の気持ちを忘れずに、 理想、の弁護士像を追求

していきたいと思います ③労働法 ④麺珍亭

⑥野球

石木貴治 －冨
いしきたかはる

弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所

①中小企業法務・一般民事他 ②多土業ワンス

卜ツフ。型の事務所で業務を開始して早く も半年以

上が過ぎました。コロナ禍にもかかわらず様々な

案件にかかわって忙しくしております。 ｛可が降っ

てきても初動は慌てない位の弁護士に早くなりた

いです ④武道家

中尾基哉 E冨車
なかおもとや

弁護士法人法律事務所フォレス卜

包事務所案件としては企業法務、個人事件としては一般民事全般、刑

事事件 e事務所としては、中小企業の顧問案件がメインとなります。

企業の皆様が気軽にできる相談役として、日有勉強しなければならな

いと思っておりますoまた、 個人事件では、刑事事件にも力を入れて

おります。手続等でまだまだ不安な部分も多有あります古仁代表弁護

士や先輩弁護士の指導を受けながら、 成長していきたいと思っτおり

ます 伽 IJ法応用演習（松原先生）④さんびんの牛井 ⑤一人ほ

められません ⑥ドライブ e実家を出て一人暮らし（1年以内）
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亭
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E冨ヨ

①主に岡山の企業や行政等の顧問先からの相談

に対応 していますが、 一般民事、家事、刑事等

も幅広く扱っています ②企業や行政からの相

談、一般民事、家事、刑事など幅広い業務があり、

分からないことだらけで勉強の毎日ですが、依頼

者の想いを実現できるよう、日々研鎖していきた

いと思います ③金城庵、わせ弁

板原愛
いたはらあい

フロンティア法律事務所

E冨車

①労働（使用者側・労働者側）、不動産、契約、そ

の他一般企業法務、一般民事、家事、 各種講演

②社会正義の実現と人権の擁護が私の使命であ

ることを忘れず、君、を持って仕事をして参ります。

また、常に謙虚で、自己研鎖を惜しまない弁護士

でありたいと思います ④麺珍亭の油そば ⑤山

野目章夫先生 ＠お酒、カラオケ ⑦子育て、意

義深い人生をおくること

長和竜平
ながわ りょうへい

練馬・市民と子ども法律事務

E冨E

①一般民事・家事・刑事と幅広く行っておりますが、 子どもの権利に関わる仕事や委

員会活動に力を入れています ②在学中は学業のみならず人の繋がりの重要性を

感じる機会が多く、多くの人に助けられて法曹になることができました。 今度は私

が誰かの支えになれるように、日々頑張って参ります。本学でのAA業務を始め、お

目にかかる機会がありましたら是非お声かけ頂けましたら幸いです。よろしくお願い

いたします ③子どもと法 ④閉店してしまいましたが、いもやの天ぷらは1000回

くらい食べました ⑤棚村先生 ③人との交流、スポーツ観戦など ⑦多くの人が

夢や希望を持って生きていけるようなお手伝いを少しでも出来ればと思っています

神童彩佳
しんどうあやか

神戸地方検察庁

盤誼謂

①公判立会 ②憧れの神戸での検事生活が始まり、希望と期待を胸に抱いていた

日々は過ぎ去り、今は多くの事件に追われる巴守です。決済官や先輩検事にアド、バ

イスをいただきつつ、 同僚と力を合わせて事件に追われるのではなく、事件を追い

かける検事になります ③俊査法 ④武道家 ⑤太田茂先生 ③温泉巡り ⑦メ

ン空ルの強い検事

湾藤詩織 El冨
さいとうしおり

永松総合法律事務所

①一般民事、 企業法務等 ②一般民事事件を中心とする事務所で日々事件に向

き合っています。入所から半年でまだまだわからないことだらけですが、日々の

業務に真訟に取り組み、研績を積んで参ります ⑤松原芳博先生

河野正嗣
こうのまさつくか

日本司法支援センター

El冨

①弁護土として民事事件や刑事国選の業務 ②法テラスのスタッフ弁護士と して

現在は、福岡県の久留米市にある事務所で弁護士として働きつつ、養成を受けて

います。年明けから法テラスの各地方事務所に赴任することになります。 弁護士

として立派に活動できるように精一杯努めて参ります ④武道家のラーメン

E冨彊松田和真
まつだかずま

弁護士法人松田共同法律事務所

①交通事故を中心に一般民事 ②地元宮崎で弁

護土になり半年現在、交通事故を中心に様々な

事件を受任し、委員会活動でも記者への説明会

でテレビに出る（映像のみ）など、思っていた以

上に様守な経験をし、日々成長を実感していま

す。今後も精進 し、相談者、 依頼人には関わり

を持ってよかったと思われる弁護士になりたい

と考えています ③民法系全般

浜島裕敏
はましまひろとし

弁護士法人鈴木総合法律事務所

E留軍

①一般民事事件、刑事事件、家事事件など ②「悪戦苦闘」という言葉がぴったり

の毎日ですが、－Bでも早 〈、様々な悩みを抱えるお客様にとって、頼りがいの

ある弁護士になれるように、 人としても、法律家と しても、 日有精進していく所

存です

大井友貴
おおいゆき

名古屋地方裁判所刑事部

E盟国

①合議事件、令状処理等 ②働き始めて半年以上経ちましたが、毎日新しい発

見や悩みがあり、大変ながらも充実した日々を過ごしております。先を見据え

た進行管理や、適正な判断ができる裁判官になるために、今後とも1つ1つの事

件にしっかりと向き合っていきたいと思います ③ ロースクールで受講したも

の全て④学会の明太マヨ、 巌哲の創作塩つけ麺 ⑤たくさんいて挙げきれない

です ⑥ ピアノ、旅行、料理の練習 ⑦笑顔の絶えない家庭や職場を築き続け

ること

河田崇大 E冨ヨ
かわだたかひろ

弁護士法人あすか呉事務所（法テラススタッフ弁護士）

①一般民事、債務整理、刑事事件等 ②通常の業務はもちろん、司法過疎問題

や貧困問題等に取り組むなどすることで、 弁護士として社会に貢献していきたい

と思います ⑥サッ力一、フットサル

藤本知英美
ふじもとちえみ

豊島総合法律事務所

E冨ヨ

①企業法務を中心に一般民事や研修等 ②修習中には見られなかったM&A案件

や行政関係など、日々新しいお仕事を経験させていただいています。できるだけ

早〈案件を一人で処理できるようになるため、先輩方の仕事振りから学んでいる

ところです ③会社法 ④図星 ⑤福島先生、山野目先生 ⑥映画鑑賞、旅行

⑦世界一周旅行
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園園固困園田 稲門法曹会各支部の最新情報をお届けしています。

多くの地域で様々なテーマの集いを企画し、会員相互の親睦を深めています。

四月会（裁判官支部）

去る2月21日、今年もリーガロイヤルホテル東京にて四月

会の例会が行われました。四月会とは、早稲田大学出身の

裁判官の集まりです。20期代から70期代まで世代を超えて、

早稲田という共通点のみで集まるわけですが、やはり本学の

カラーか初対面でも話しやすい方が多く、若手としても安心

して参加できます。

新型コロナウイルスの猛威力fギリギリ顕在化していなかっ

た時期ということもあり、今年も新入会員8名（第72期新任判

事補）を含む39名の方が出席されました。

まずは、大段亨会長による開会挨拶で幕を開け、早稲田大

学からの来賓の先生方からご挨拶をいただきました。また、

既に裁判官を勤め上げたOB会員の皆様からは、現役会員、

とりわけ新任判事補に向けて、「記録に、事件に、真筆に取

り組む」、「合議で積極的に噛み付く」など若手裁判官として

大事な心構えをご教授いただきました。個人的には、大竹た

かし先生が、引退後所属されている事務所において、毎年、

弁護士職務経験者を受け入れているが、その評価が高く、誇

らしいという話をされており、異なる事務所ではあるものの、

検察稲門会

令和2年1月20日午後6時45分、検察稲門会の新任検事歓

迎会が開催されました。

新任検事を歓迎するという趣旨で開催された会であるだけ

に、新任検事の自己紹介のコマが長かったことが印象的でした。

それだけ先輩方が検察稲門会に新しくメンバーに加わった

私たちのことを気にかけてくださっているということなのだ

と思うと、大勢の先輩方の前で白己紹介をするという緊張感

はありつつも、温かな歓迎に感無量の心地でした。

現役の検事だけでなく、すでに退官されて弁護土や公証人

として活躍されている先輩方もいらっしゃって、検事のキャ

リアについて様々なお話を聞かせてくださいました。

私は当初、検事は捜査検事や公判検事しかイメージがなく、

新任検事研修で検事のキャリアは様々にあることを教えられ

たものの、大勢の様々な道を歩まれている方々と直接会って

お話しするまで実感があまりわいていませんでした。

私は、現場でできる限り長く働きたいと考えているので、

捜査や公判の現場で様々な事件を取り扱ってきたお話をたく

さん聞けて大満足でした。

特に印象に残っているのは、ある先輩検事のおっしゃった

お言葉で、長い検事生活を続けてきたけれど、心からこの事

件を解決できたという晴れ晴れとした気持ちになれた経験は

少ないというお言葉でした。

数えきれないほどの事件と向き合うなかで、どんなに真筆

4月から弁護士職務経験を控えた筆者としても、先輩方の築

いてきた評価を維持、向上すべく頑張りたいと改めて思いま

した。その後、フレッシュな新入会員から、今後の抱負等が

述べられ、恒例のエール交換と校歌斉唱を経て、 川上拓一先

生の閉会挨拶をもって、本年も盛会のうちに終了となり ました。

最後に、ここまで読んで、いただいた方は、「そもそも2月に

開催しておきながら四月会とはこれいかに？」と思われてい

るかもしれません。しかし、そろそろ紙幅も尽きそうですの

で、その話はまた機会があれば、ということで割愛させてい

ただきたいと思います。

(69期野上小夜子）

に向き合っても心残りややりきれない想いをすることは多く

あるとおっしゃっていました。

そのお言葉に賛同されていた先輩方は多く、 検事という仕

事の奥深さ、難しさを知りました。

また、先輩方の謙虚に事件と向き合う姿勢に心を打たれま

した。

私の道はまだ始まったばかりで、これからどのような経験

をしていくのか想像することもできません。

犯罪によって傷ついた大勢の人々と関わってきた先輩方の

お話はとても深く、またこのような機会をいただいて、自分

の力にしていきたいと思いました。

しかし、 今のところ次の活動予定は未定です。

はやくもとの世の中に戻り、 また検察稲門会の先輩方や同

胞とお会いしたいと心から思っています。

(72期神童彩佳）

北海道支部

1.令和元年度稲門法曹会北海道支部総会・記念講演会について

令和元年9月20日、令和元年度稲門法曹会北海道支部総会・

記念講演会が開催されました。

支部総会においては、北海道支部の今後の運営体制を中心

に協議が行われ、今後は、各単位会（札幌、 旭川、釧路、 函館）

が連携し、支部活動の活性化を図ることが確認されました。

支部総会に続いて開催された記念講演会においては、今

後はもはや実現不可能とも思われる大変豪華な講師のお二人

（寺田逸郎前最高裁判所長官及び鎌田薫前早稲田大学総長）を

お招きしました（詳細は本号の特集記事にて紹介させていた

だいております）。 この貴重な機会を逃すまいと総勢100名近

くの方にご、参加いただき、おかげさまで大盛況となりました。

2.今後の活動予定について（全道キャラパン）

北海道支部では、これまで、札幌を中心に毎年の支部総会・

東北支部

宮城県での活動について何か書こうと思いましたが、 ご多

分に漏れず新型コロナウイルス感染の影響を受け、 今年8月

に予定していた会合は開催を断念いたしました（東北支部と

してのまとまった活動はごさいません）。 そこで今回は，私

が知る限り宮城県でのこの10年間の活動を振り返る ことに

しました。

2010年7月は十数年ぶりに法曹三者が割烹鰻屋に集い、

盛大に開催されました。当時は修習生だったM先生がこの

日のために大学付近を写真に撮ってスライドショーを開催。

私は当時、弁護士会野球部の応援部長を務めていたせいか、

エールを切る役が回りました。そういえば、 現在放映され

E盟E・・・・・・・・・
問題 ＇＂従(J;♀捕図穴学の総長＜＞！霊？

錫図・a⑧.. .. 
⑨ 自身抱月・

記念講演会等のイベントを実施し、多くの会員の方に足を運

んで、いただきま した。

しかし、一方で、北海道支部には、地理的な問題のために、

イベン 卜に参加することが困難となっている会員が多く存在

し、各単位会同士の連携が限定的となっている現実があります。

そこで、北海道支部では、各単位会同士の連携の機会を

確保し、支部全体での会員相互の交流を深めるべく、札幌か

ら有志の会員を募って、旭川、郵｜｜路及び函館の各地を訪問す

る全道キャラパン企画を今後実施することを検討しておりま

す。単位会の枠を越えての交流の機会は、毎年の道弁連大会

以外にはほとんどないと思われますので、 誰にも経験がない

新たな試みとはなりますが、必ずや支部全体の結束を固める

良い機会となると考えています。

現在のところ、 新型コロナウイルス感染症の影響によ り、

実施の日取りは未定ではありますが、北海道内の会員相互の

連携をより強固にすべく、 早期の実現を目指してまいり ます。

(68期 柴野淳一郎）

ているNHK朝ドラ「エール」では、 紺碧の空の作曲秘話が取

り上げられていました。

2012年には、当時の研究科長の石田員先生及び秋山靖浩先

生をお招きして稲門会を開催し、ロースクールの実情につい

てお話を伺いました。就職の支援という話題も出ておりました。

この当時は開催頻度も決めていなかったので、どうするか話題

になりました。毎年は大変だけど、 裁判官・検察官の転勤を考

えると数年に一度くらいは開催した方がよいという話も出て、

その年がたまたまオリンピックイヤー（ロンド、ン五輪）で、あった

こともあり、 4年に1回程度の開催ということになりました。

そして、2016年（リオ五輪）も無事開催となり ました。 こ

の年は、たまたま高裁長官と地裁所長が稲門出身者で、開催

を喜んでいただきま した。この年のイベン卜は「早稲田クイ

ズ」（画像をご参照ください）でした。

そして2020年（東京五輪）。 その前年暮れに準備会を開催

して2020年夏に稲門会を開催するこ とを「決議」しました。4

月上匂には、裁判官．検察官の異動情報で

クしま したカf、全国に緊急事態宣言が発令され、ここまで。

今後は情勢を見ての開催判断となります。

当支部には規約も会計も代表もなく 、名前も仙台なのか宮

城なのかも決まっていない緩やかな団体です。そして誰もそ

のことを疑問視しないのですが、そう いうところに稲門らし

さと居心地の良さを感じてしまいます。

(49期 伊東満彦）
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中部支部

中部稲門法曹会の「これまで」と「これから」

7月上旬に予定されていた今年の総会は、新型コロナ感染

拡大防止のため、残念ながら中止の己むなきに到りました。

中部稲門法曹会は、 2014年6月、当時の鎌田総長・石田法研

センタ一長からのお声がけもあって、 20年ぶりに復活、新

組織として再出発、今年で7回目の総会を迎えるところでし

た。私が登録した1961年（昭和36年）当時は、名古屋弁護士

会での稲門出身者は10名にも満たず、ときおり、部長クラス

の裁判官3名～4名と大須事件の専任担当の気鋭の検察官らの

総勢10名程度の「お座敷早稲田の会」が聞かれる程度でした。

1970年代に入って、弁護士会にも稲門出身者が増える一方、

地元の中京大学・愛知学院法学部に大勢の早稲田関係の研究

者が入られたこともあって、若手・中堅を中心とした文字通

り幅広い法曹会（中部稲法会）が誕生し、一時期、「弁護士・判

検事・学者」の三部会に幹事を配した活発な活動が行われてい

ました。しかし、皮肉なことに、法曹界に稲門出身が増えす

ぎたためカ＼次第に「都の西北」の結束がうすれ、平成に入つ

近畿法曹稲門会

近畿法曹稲門会では、例年、定期総会、ゴルフコンペ、ビ

アパーテイなどの親睦イベン卜を開催するとともに、本学

島田陽一先生をお招きしての「同一労働同一賃金論と働き方

改革」というテーマでの実践講座の開催や、内田和成先生の

「ゲーム・チェンジはどこで起こるか」というご講演のTV会議

システムによる視聴の実現など、学術イベン卜も定期的に開

催しております。

残念ながら、本年度に入つては新型コロナウイルスの感染

防止の観点からイベン卜は開催しておりません。

そこで、本稿では、特別編として、代表幹事である森本宏

先生（39期）に近畿法曹稲門会及び稲門法曹会の今後につい

てお話を伺ってまいりましたので、インタビ、ユー形式で掲載

させていただきます。

山津 本日はお時間をとっていただきあ りがとう ございま

す。早速ですが森本先生は、現状の稲門法曹聞の繋がりにつ

いてどのように感じておられますか。

森本先生 端的に言って、残念ながら、稲門会は三田会に、

連携という点では遠く及ばないと感じています。例えば三田

会では、会社内でも強固な繋がりがあるようですが、稲門会

はそこまで、に至っていません。法曹と実業界の繋がりにおい

ても、同様ではないかと思っています。OBの結束力の強さは、

学生からはもとより進学先を検討する段階から大学の魅力に

直結しますので、稲門会の独立独歩過ぎる風土はもう少し改

善すべき点でしょう。

山漂 稲門法曹会・近畿法曹稲門会の強化との観点、からは、

具体的にはどういった方策が考えられますか。

て間もなく「中部稲法会」活動は休眠状態に入り ました。しか

し、 2013年頃になって、鎌田総長と石田事務局長らが早稲

田ロースクールを中核とした、全国稲門法曹会の強化活動に

刺激された形で、のちに愛知初の女性弁護士会長となる池田

桂子弁護士が中心となり約10名の熱心な幹事・スタッフに人

を得て、 2014年6月、新生「中部稲門法曹会」（会員約140名）

が誕生し、以後7年問、毎年幹事会の智恵の結晶ともいうべ

き魅力的なテーマと講演者で会を盛り立ててきました。

因みにこれまでの年度テーマと講師は、以下のとおりです。

①「これからの早稲田の法曹養成」（鎌田総長）、 ②「私にとっ

ての早慶戦」、③「早稲田ラグビーを語ろう」（ラグビ一部総務

小塩弁護士）、④「庶民の芸・落語を愉しもう」（立Jll談笑師・法

学部卒業生）、⑤「ワセダの今昔」（現地取材動画）、⑥「東海

地方の政治風土 ワセダの政治家」（中日新聞前社長小出宣

昭）。そして今年は、朝ドラにもちなんで「紺碧の空」をテー

マに企画を進めていましたが、中止せざるを得ませんでした。

人が集まることも語ることもはばかられる嫌なご時世とな

りました。「集まり散じて人は変われど・・・・」を声高らかにう

たえる日の近からんことを祈って、報告とします。

(13期富島照男）

森本先生 今までは大学とOBの聞の連携は極めて少なかっ

たように思います。大学の魅力を発揮しようとすれば、大学

とOBのより一層の連携強化が必須です。修習生を例にとる

と、近畿圏出身者や、実務修習先が近畿圏である修習生は数

多く存在します。修習に行った先の弁護士会で、あるいは就

職先を探す際に、大学OBの弁護士から物心商面において親

身にサポー卜していただければ、どれだけ心強いでしょうか。

近畿法曹稲門会という自発的な現地弁護士の組織では一定の

サポー卜はしてまいりましたが、大学からの支援要請も修習

生に関する情報もいただいたことはないです。近畿圏で活

躍するOBと修習生の交流の場を大学側で意識的に提供する、

ということがあってもよいでしょう。

山津 私の実務修習地は大阪でしたが、例えば合格祝賀会の

場や大学側から現地弁護士サイドに依頼があって、近畿圏で

活躍されているOBの先生方と早い段階でお会いする機会が

もっと多ければ、修習や就活への不安がより薄れたのではな

いかと思います。

森本先生 地方に稲門法曹が就職すれば、東京以外にも稲門

法曹の活躍の場が広がることになりますし、地方のOBとし

ても優秀な人材と接触する機会が増えることになります。こ

うした活動が根付けば「早稲田はOBを含めてサポー 卜が手厚

いJという評価につながりますし、この結果、そのような評

価が若い人の中に広まれば、本学を志望する学生が増え、大

学、 OB双方にとっても喜ばしいことだと思います。

山津 研修などはいかがでしょうか？

森本先生 大学発信の研修の機会が少ないように思います。

本学教授・助教授陣は勿論のこと、会計士、税理士、実業界

で活躍されている方に講師になっていただいて、年一回とい

わず、定期的かつ複数回にわたって、講座を開設することを

検討すべきだと思います。コロナ禍の影響で、Zoom等により

開催される講演・講座も増えてきま したし、講師は東京にい

ながらでも発信ができるのではないでしょうか。距離はそれ

ほど大きな問題ではありません。こういう方式なら講師の移

動費用や宿泊代も不要になりますし、講師の謝礼だけであれ

ば何とかなるでしょう。大学としては、講師の確保に協力し、

ベテランOBは講師の費用について金銭面の援助をする、 こ

うした連携により、 若手OBの実力の底上げを図る ことがで

きますし、若手OBが稲門法曹会・近畿法曹稲門会へ参加する

動機付けにもつながるのではないかと思います。また、ベテ

ランOBにとってはカンパの成果が自に見える点が魅力では

ないでしょうか。

山津 大阪弁護士会は全国でも研修に力をいれている単位会

ですが、実業会でご活躍されている方を招いての講演会の機

会は少ないように思います。そうした機会が増えるとなると、

まさに稲門会の本領発揮というと ころでしょうか。

ロースクール稲門会

早稲田ロースクール稲門会では、 2009年度から毎年、早

稲田大学大学院法務研究科における課外活動や社会貢献活動

に熱心な学生個人を表彰し、在学中の功績を称えるために、

奨励賞を贈呈しています（https://www.waseda.jp/folaw/

gwls/alumni/wlsaa／）。その狙いは、司法試験の受験勉強に

過度に傾倒する法科大学院の一般的な風潮と一線を画し、社

会において有益な法律家となるために真に必要な素養の多面

的な育成を図り、 早稲田が標携する「挑戦する法曹」を体現す

る積極的な姿勢を持つ学生を応援することにあります。

2019年度から、稲門法曹会と共同開催の体制で、秋山靖

浩事務局長にも選考に携わっていただきました。受賞者のコ

メントをご紹介します。

(66期村上亜喜央）

・阿部凌大氏

活動内容：法教育の分野にて、学際組織を立ち上げる等高い

公益性を持つ活動を行った

この度、口 スクール稲門会奨励賞を受賞させていただき

ました阿部凌大と申します。私がロースクール在学中に行っ

た課外活動を評価していただいたことを大変光栄に思います。

私は、正課の活動以外に、主に法教育を行ってきま した。

本学のサークルであるStreetLawで、の活動と学外の団体であ

るUSLEでの活動がその主なものです。

ロースクールの意義を考えたとき、それは法曹としての専

門性・能力を養う場であると考えています。司法試験合格の

先にある法曹としての素養を身につけることが目指すべき と

ころなのではないかと思う次第です。そのように考えたとき

試験対策に過度に偏重することなく、自分の目指す将来像に

向けた活動を行える早稲田という場は素晴らしいものであり

ました。私が課外活動を行えたのは、ひとえに諸先輩方が築

き上げ、てきた早稲田の文化のおかげで、あると思っております。

森本先生 三田会では、事業で成功した方が若いころ三田会

の先輩方からお世話になったことを振り返り、「今日（こんに

ち）の自分があるのは三田会のおかげ、です」と明確におっ しゃ

ることを何度も聞いています。本学においても、「今日の自

分があるのは稲門会のおかげです」と胸を張って言っても ら

えるような風土を作っていきたいですね。

山津 本日はご多忙にもかかわらず、ありがとうございました。

《インタビューを終えて》

稲門法曹会・近畿法曹稲門会への参加者増の必要性はよ く

話題にのぼりますが、 OBと大学の連携という切り 口からご

教示いただいたアイディアは若手OBの私にとって大変魅力

的に映りました。

今後も稲門法曹会・近畿法曹稲門会の活動を通じて、 微力

ながら「稲門会のおかげです」といえるような強固なOB組織

の組成に貢献していく所存です。

(69期山津満）

私の活動が、それ自体社会的に有意義であり、早稲田の文

化を後輩に残し引き継ぐ一助になったこ とを願うばかりで

す。ありがとうございま した。

・大倉由荊氏

活動内容：国際会議で意見発表する等、自らの関心分野につ

いて独自の活動を行った

この度は、栄えある奨励賞を頂き、大変嬉しく思います。

私は、社会に貢献する「挑戦する法曹」となるべく、様々なこ

とに挑戦しました。

学外の活動としては、 イタリ アで開催さ れたG7Youth 

Summit 2017に日本代表と して参加し、 ジェンダ一法の観

点から政策提言を行い、 G7各国首脳へと届けました。法学

の追求という点では、近年グローバル社会で課題となってい

る「データプライバシーと法」をテーマに取り組み、清華大学

で開催されたGlobalForumにおける研究発表や、米国留学先

でのパネルディスカッシヨンの企画・開催に取り組みました。

他にも、早稲田大学ではスポーツ法および震災クリニック、

法教育活動等を通じて、 法曹の社会貢献の在り方や実務につ

いて学び、留学先ではスター卜アップ法ク リニックへの参加、

リーガルテツクのビジネスモデルのピッチを行うなど、目標

とする法曹像へ向けて多くのスキルを習得しました。今後も、

目標へ向けて精進いたします。
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稀門法曹物語
束手甘専門学校法種学科の創立以未、

130年以上にわたり数多くの法曹を輩出してきた早稲田木学。

その中でセ持にえきな功績を殺した稲門法曹を紹介します。

早稲 田太学名誉教授浅す 弘

〈〈〉＋く〉ー

【第1回】

古木常七
たかぎ つねしぢ

写真提供最高裁判所

〈〈＞＋く〉＝ー

昨年10月、周村和美 さんが最古 裁判事に就任されま

した。早稲田木学 出身の最古裁判事と しては二人目です。

久し：sごり の最古裁判事の誕生を機に、稲門法曹会は、稲

門法曹として活躍した諸先輩の事跡を取り上け、る、「稲門

法曹物語」という企百を立てました。法律学校として誕生

した日月浩太学や法政木学や中央 太学に比べて稲門法曹の

活躍は誇られることがニかないよう に感じていました。ま

た周村さんとの奇しきご縁セあって、この企苗をお引き

受けしました。 セう四半世紀の菅になりますが、筆者が

在外研究で、ハーパード・ロースクール東アジア法研究所に

いた3年間、周材さんのケンブリッジの家をお借りしてい

ました。楽しい巧聞を過ごすことができ、 良き元旦い出と

なっています。

この「稲門法曹物語」は、稲門法曹 として最初に最粛裁

判事 に就任した京木常七から始まります。

恩師との出会いが将未の礎を築く

曲折を経てたどり著いた弁護士の道

斉木索寸了は、日月う台26(1893）年3月 15目、富山鳥富

山市清水町の粛家にえまれました。 当時は、まだ粛人の

子に学聞は米要ないという日号代であり、 「私はまったく 4卜

粛人の子供」、小学校の先生の口添えがなければ、中学へ

の進学セロ十いませんでした。幸い富山中学に入学するこ

とにな り、 二人の恩師との出会いがありました。一 人は

帝蘇八郎。 その宣言交な人柄に惹かれ、古木は聴い出て書評

蘇宅での「孟子」の講義を毎週受けました。性善説に立ぢ、

四端の徳を説く孟子の思想は、 古木に太ぎな影響を与え

たようです。 セう一人は国語担径の塩野新次郎。卒業後

セ粛木は、原稿を書くたびに塩野宅に送り、塩野セ懇 切

ア家に添削 して返していました。 太学は「慶獲は含捧末

学だから問題外、東常常太より早稲田のほうが一年早く

卒業できるので、早太に入った」、太正5( 1916）年7月、

早稲田太学法学部事手法科を卒業。在学中は、弁論と文芸ξ

を好み、雄弁会に参加し、戸山ヶ原で演説の練習をした り、

郷呈の新聞に小説を害いたり、時事新報社発行の雑誌『ニヶ

年』『少女』に童話を寄稿したりしていました。

太 五6(1917）年12月、 判事検事登用試験に合格。判

事になるつセりで、司法官試補と して名古屋地裁で一年

半の修習を終えましたが、名古屋控訴院検事長の勧めで

検事とな り、安濃湾、名古屋の各地裁検事局で検察事務

に携わりました。太正12(1923）王手オ月、弁護士を忘し

て退官を願い出たところ、名 す 屋地裁検事正から、 「せめ

てあとネ王手自重せよ」と慰留さ札、東海地方の賭博 ιその

方法の持異性を調査するよう頼まれました。賭↑専のやり

方 の実際を知らなけ れ ばι考えた粛木は、賭博の親？？衆

と懇乏になり、彼らから具さに賭博のやり方などの伝授

を受けて、調査報舎雪に纏め、周年5月に検事正に提出

しました。 この報舎雪は、のぢに『司法資料第121号賭

博に関する調査』司法省調査課（192ワ年）として2刊され

ています。

笠6月、退官の発令を セ らうと直ぢに上下甘いかねて

より私淑していた古木孟二1'.El!l'の事務所に入りました。 と

こるがその年の9月 1目、 関 東太 震災に遭い、職場セ変わ

り、京木え太郎必ず王宰する「法律新聞」の編集に携わるこ

ととなりま した。弁護士業務に王手4 従事したかった古木

常七 は、笠13(1924）年 に独立し、事務所を構まえまし

たが、独立当初は「家内に質星通いをさせなかったのが、

せめてセのめつけセのだったかセ知れない」と言吾るほ ど経

済的にはさ存でなかったようですが、次第に名声セ富まり、

松坂屋など数社の法律顧問を頼まれるようにな り、経済

的に宅安定するよ うになりました。

稲門法曹最初の最古裁判事へ

歴史的事件の裁判に携わる

戦後、昭和21(1946）年2月、法曹一元制度実現のた

め、吉日寺の司法え巨岩田宮造に口説かれ、静周地裁所長

に就怪しま した。弁護士としての地位や地盤を捨てて、

判事、それ セいきなり所長になることに決4 がつかず、

浅草観音のおみくじを引き、 「吉」であったので応諾した

ιのエピンードが残っています。法曹一元が痔論で、「裁

判官や検察官は弁護士出身者がなるのがのぞましい。一

つのお役所の窓口からだけ世間をみないためである。一

定期間、野にあって人生 の辛酸をなめて こそ、 味のある

捜査や裁判ができるのではないか」と述べています。責争周

地裁所長の後、横浜地裁所長、東索家裁の初代所長を経

て、札幌 ・広島・名古屋の各富裁長官を歴T壬し、昭和33

(1958）年3月、定年退官。一旦は弁護士に戻りました必ず、

周年6月28日に最京裁判事に任命されました。

最宣言裁では第一小法廷に所属し、在径の聞に、砂川事

件、お川事件、八海事件などの支え事件に関与しました。

松 川事件、八海事件はとセに無罪論であ りました。ヰ寿に

，，；.毎事件第二 次上奇書では、広島京裁の無罪判決を破

棄差戻す多数定見に反対し、 「みずから事実の取調べを

なさず、 王手ら害宙審理によって 事件の全貌を把握するし

かないよ令審ιしては、右判決の退程において明らかに

経験則の違反ないし論理法則の違背があると認められな

いかぎり、 それを尊重するのが相当 である」 （刑集 16・6・

996）ι論じて、 ただ一人無罪を玉張して譲りませんでし

た。 そ して第三次上令審では、裁判官全 員一致で無罪 の

判決が確定しました。

京木は、 「人聞はどぢらかというと阿呆がいい。あんま

り利口になると、方、えって不幸になる」とすい、 「国民ι

とセにある裁判所」を4 がけ、「片言言むを断ぜず」をT言条に

裁判に臨みました。昭和38(1963）年3月 14目、 最粛裁

判事を定年退官。退官後は、弁護士に復帰し、 東 索 家 裁

の調律委員などセ務めました。長年の功績により、昭和

40(1965）年4月、 勲一等瑞 宝章を授与されて い ます。

これはきして優秀でない自？？を優遇して、 「戦国策」にあ

る「死馬の骨を買う」喰えに違いないと考え、拝受 した乙

言吾っています。昭和50(1975）年8月 15目、老衰のため

東京・練馬で亡くな りました。掌年82歳。

［参考文献l
法曹百年史編纂委員会編f法曹百年史』法曹公論社（1969年）

野村二郎『最高裁全裁判官人と判決』三省堂（1986年）

裏野哲行「富山高校人物伝 23 人間味あふれる法曹三者高木常七く23回＞J

http://www.toyama-taromaru.net/person.html#No23 2020年6月15日自在認。
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I M ア支援 ｜ 
早稲田LS修了生向け・求人情報の募集につきまして ｜ 

稲門法曹会と早稲田大学大学院法務研究科キャリア支援室

は、本研究科修了生と法律事務所・企業とのマッチング、を図る

べく、共同プロジ、エクトとして、本研究科を修了した弁護士（60

期以降）を対象とした求人情報を募集しています。頂いた求人

情報は、本研究科修了生のみが登録されたメーリングリス ト

によって告知します。

・・w軍調E蓮華JJiiED図盃翠置理草草E冨・・
上記採用情報など、修了生用Mしが受け取れない本研究科修

了生の方は、早稲田大学・ITサービスナビ内・初期設定ガイド

(http://www.waseda.jp/navi/services/waseda-mail/ renewal_ 

al.html）をご参照いただき、設定をご変更ください。

お申込方法

稲門法曹会Webサイ卜（http://waseda-legal-alumni.jp／または「稲門法曹

会Jで検索）から求人票をダウンロ ドいただき、以下の要領にて事務局

メールアドレス宛にご連絡くださし、。

メールア ドレス tohmon-career@list.waseda.jp

タイ トル 「求人情報：（貴事務所・御社名）」

本文中の宛名 稲門法曹会・法務研究科キャリア支援 担当宛

※求人票は、指定の司法修習期に該当する本研究科修了生へメールに

てご案内します。

※求人票への問い合わせ・応募は、各法律事務所・企業様へ本研究科修

了生から直接行います。

I …ットについて
※クオンネットは2020年10月末サービス終了予定のため、今後システム移行予定です。追ってWebサイトにてご案内いたします。

稲門法曹会では、早稲田大学校友のための交流サイト「クオ

ンネット」を利用し、会員情報の管理を行っております。「クオ

ンネット」には、「コミュニティ」と「同窓会」の、 2つの機能があ

ります。

会員同士が情報発信や交流を行うための機能です。
クオンネットには、稲門法曹会以外にも様 な々稲門
会のコミュニティがあります。 フェイスブック等の一
般的なSNSサイ卜と同様に、ご自分で情報公開範囲
を設定し、ご自分の責任で自由にご利用いただくこと
となります。

稲門法曹会事務局が、毎月のメールマガジンの配信や、
会報の送付、会費管理等の事務処理のために名簿を管
理する機能です。お預かりしている情報は原則全て非
公開で運用いたしております。 同窓会の情報は、同窓
会員同士であってもお互いの情報を参照することはで
きません。名簿の請求等は、各支部を通じて事務局で
承っております。

稲門法曹会事務局では、従来通り、修了生の情報や、各支

部や団体から公表される情報をもとに会員名簿の管理を行っ

てまいりますが、クオンネッ卜にご登録のうえ、ご自身にて最

新の情報を更新いただくようお願いいたします。

登録にあたっては、稲門法曹会Webサイ卜の上部メニュー

「会員登録」から方法をご確認ください。

登録手順

①同窓会登録フォームから登録を依頼

①クオンネットから、招待メールが届きます

事務局より、クオンネッ卜の招待メールをお送りいたします。 案内に従っ

て、手続きを開始して下さい。

①クオンネットサイトで登録を開始

クオンネッ 卜に初めて登録する方の場合、 画面の左側のフオームに、 メー

ルアドレスが予め表示された画面が表示されます。「同窓会参加登録へ」

ボタンから、登録を行って下さい。

すでに他の稲門会に所属しクオンネッ 卜をご利用なさっている方の場合、

「同窓会参加登録」のフオームが表示されます。お使いのパスワードを利

用して、 「ログインして参加登録へ」ボタンを押してください。

④クオンネットアカウント情報の登録と、

稲門法曹会登録情報を記入・登録完了

「同窓会」の情報は、主に稲門法曹会事務局の事務処理に利用します。

Web上！こは、お名前、所属支部以外の情報を公開しない設定と しておりま

すので、 安心してご入力ください。 円滑な事務処理のため、郵送先など

が変更になった場合は、 随時の変更をお願いいたします。
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登録すると・・・

・メ ）［，マガジンが配信されます

・コミュニティ機能を利用して、たとえば修習同期、 地域、卒年度、

出身ロースクール等毎でも交流の場をもつことができます

－会員情報をご自身で確認・修正することができます

総会のご案内

今般の新型コロナウイルスの感染拡大を受け、今年度の総会につきましては、インターネットを利用した

オンライン会議での開催とさせていただきたく、ご案内申し上げます。

【開催日時】 2020年10月3日（土）13:30～14:30 

【開催場所】 オンライン開催（Zoom使用）

【総会議事予定】 理事の選任、 報告事項（事業実施状況等） 等

※こや参加方法につきましては、 ご出席のご連絡をいただいた皆様に、 後日メールにてご案内致します。

※Zoomで、のご参加には、インターネッ卜に接続できるノぐソコン、タブレツ卜、またはスマー卜フォンが必要です。

・ご出欠について、 9/18（金）までに、下記出欠連絡票フオームにてご回答をお願いいたします

出欠連絡票フオームQRコード（URL:https://forms.gle/SJ3o4KuSs5v4Bk357）嘩

【PCから】URLからアクセスできます。（URLはWebサイ 卜にも掲載致します。）

【スマートフォンから】QRコード読み取りでアクセスできます。

記念講演会・懇親会（合格祝賀会）のお知らせ

例年総会と同日開催しておりました記念講演会・懇親会（合格祝賀会）につきましては、

今年度の司法試験の実施が延期されている状況に鑑み、下記日程を予定しております。

ご参加のお申し込み方法につきましては、追ってメールマガジン・Webサイトにてご案内致します。

※状況に鑑み、延期される場合があり ます。延期の場合は、メールマガジシ・Webサイトにてお知らせ致します。

【開催日時】 2021年2月6日（土）

11 :30～12: 15 記念講演会

12: 15～12:30 写真撮影

12:30～14:30 懇親会（合格祝賀会）

【開催場所】 リーガロイヤルホテル東京3階 ロイヤルホール

ファイナンス稲門会とのコラボセミナーのご案内

今年8月4日に開催 したファイ ナンス稲門会とのコ ラボ企画（オンラインセ ミナー）ですが、さっそく 第2弾の企画

が決まりました。8月4日にご登壇いただいた飛騨信用組合の古里圭史様を再びお迎え し、今回は、地方通貨の仕

組みを立ち上げる際の リーガル面での工夫やご苦労された点についてお話しいただきます。本会報が皆様のお手元

に届 く頃には、日時等の詳細も確定している と思われますので、 ぜ、ひ奮ってご参加ください。

法律書晶揃え全国随一 1

成文堂インターネット書店では、全国への発送も行っています。

法律書以外の書籍もご注文いただけます。

是非当店ホームページを己、覧下さい。

成文堂書店
早稲田正門店

千169-0051東京都新宿区西早稲田1-9-38
Tel: 03-3203-4806 Fax : 03 3208-2038 
e-mail:wasedahonten@seibundoh.co.jp 
http:/ /www.seibundoh.co.jp 
月～金曜 日：00～19:00こl:HlillO:QQ～18:00(8月中は休業）

稲門法曹会では、毎月10日にメールマガジンを発行しています0

・メールマガジン登録方法

メ ルマガジンについては、下記ホムページより、

詳細をご覧いただけます。

早稲田大学稲門法曹会ホームページ

http://waseda-legal-alumni.jp/ 

l•畏
※バックナンバーは当会WEBサイ ト、Facebookペ ジにてご覧いただ
けます。
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DATA 

全国に広がる稲門法曹会会員
稲門法曹会は、全国の稲門法曹の同窓会組織として、 2008年に設

立されました。

正会員は早稲田大学の校友であるすべての法曹、法学部・法務研

究科教員等で、現在全国で活躍されている会員は約5501名です。

※2020年8月現在

裁判官支部 463名

~ 検察官支部 330名

北海道支部
75名

教員支部 128名 旭川／札幌／函館／釧路

〆

九州支部

／ 

中国支部
85名

鳥取県／島根県／岡山

広島／山口県

そのイ也
※司法修習生等

中部支部
226名

富山県／金沢／福井

391名

東京支部
2489名

93名

青森県／岩手／仙台

秋田／山形県／福島県

関東支部
698名

茨城県／栃木県／群馬／埼玉

千葉県／神奈川県／新潟県

山梨県／長野県／静岡県

187名
四国支部 294名

東京／第一東京／第二東京

福岡県／佐賀県

長崎県／熊本県

大分県／宮崎県

鹿児島県／沖縄

42名

徳島／香川県／愛媛

高知

置盛墨覇軍..  おすすめ＠お岳紹介

｜一叫ん ス パ 捕 の う ど ん 屋

ごんべえ
東京都新宿区馬場下町 18

滋賀／京都／大阪

兵庫県／奈良／和歌山

今回コラムを飾るお店は，穴八幡宮の向かい倶IJ，交差点付近の半地下

に店を構える「ごんべえJ。
うどんと井ものをお安く提供する庶民的なお店であり，うどんの大盛

りも無料なので， 学生の味方という言葉がしっくりくるお店といえるだろ

う。 しかし， それだけで早大生に長く愛されているわけではない。なんと，

どのうどんにも「かやくご飯jが付き どの井ものにも「うどん」が付いてく

るのだ。しかも，かやくご飯抜きで注文することも可能で，その場合には

50円引きになる。炭水化物を目一杯取りたい人にも，今日は少し抑えて

おこうかなという人にも寄り添ってくれる名店といえよう。

コロナ禍が収束した暁には，是非一杯，いかがだろうか。

［編集後記］

新型コロナウイルス感染症の感染拡大が続き、思うように取材活動もできない中、なんとか発刊にこぎ着けました。

ご尽力頂いた関係各位にこの場を借りて厚く御礼申し上げます。

ともすれば人と人とのコミュ二ケ ションが簿くなりがちな状況下で、稲門法曹会のような同窓組織の役割がこれまで以上に重要になるものと思います。稲門法

曹会を会員の皆様の交流の場として更に盛り上げていけるよう、そして、この会報誌がその交流促進の起爆剤の1つとなるよう、来年以降も遁進してまいります。

表紙写真＝早稲田大学研究開発セン合一


