
�出身地、出身高校、出身大学、修習地を教
えてください。

　静岡県沼津市出身、県立沼津東高校、慶応義塾
大学卒、浦和（現さいたま）修習です。日本の真
ん中に位置する静岡の温暖な気候の中で育ちまし
た。利害がぶつかる双方の話をよく聞いて相互理
解を求めていこうとする姿勢や、のんびりとした
性格になったのは、そのことが影響しているのか
もしれません。

�普段どのような業務をされていますか。

　様々な方々からのご相談に応じていますが、主
に、会社の顧問業務や社外取締役の仕事、そして
弁護士会の委員会活動をしています。本年3月ま
でですが、BPO（放送倫理・番組向上機構）の
放送倫理検証委員会の委員長を務め、また、法科

神田 安積（45期）

A s a k a  K a n d a

会 長

大学院の刑事クリニックの授業も担当していまし
た。本年2月に受任したのは否認事件でしたが、
学生の皆さんと一緒に1日も欠かさず合計25回警
察署に接見に行き、供述調書を1通も作成させず、
不起訴処分を得ることができました。

�テレビで何度か拝見しましたが、BPOの仕
事はいかがでしたか。

　BPOの放送倫理検証委員会は、放送倫理上の
問題があると思われる番組を職権で取り上げて、
倫理違反の有無を検証して結果を公表していま
す。検証の対象となった当該放送局にとどまら
ず、放送界全体の向上を促し、視聴者の信頼を高
めることによって、放送の自由を確保することを
目的としています。放送倫理は外から現場の手足
を縛るものではなく、内から自主的・自律的に放
送の自由を維持発展させるものです。弁護士倫理
と共通していますね。意見書作成にあたっては、
テレビの表現が豊かになるよう、また、現場の制
作者の心にも刺さるようできる限り工夫を重ねま
した。委員会終了後は必ずぶら下がりの囲み取材
があり、意見書公表時にはご質問のようにテレビ
カメラが入り、多いときは200名近くの記者が出
席する会見に対応しました。多様な委員の皆さん
の意見を聴き、取り纏めていく作業は重責でした
が、何ものにも代え難い貴重な経験でした。

会長・副会長 
どんな人？

皆さん会長・副会長の名前を知っていますか。名前
もどんな人かも分からないという会員の方も多いか
もしれません。少しでも人となりを知っていただくた
め、出身や趣味などについてインタビューを行いま
した。これを読んだ会員の方は是非「二弁フロンティ
ア見たよ〜」と会長・副会長に声を掛けてください。
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�仕事のポリシーを教えてください。

　「絶対にあきらめない」ことです。弁護士は、
くじけそうになることが少なくない仕事ですが、
だからこそ、この気持ちが大事です。
　もう一つ挙げるとすれば、「その日の仕事はそ
の日のうちに片付け、常に手を空けておく」こと
です。急な依頼に対応できるようにするためにも、
また急な依頼が入っても他の仕事に影響が出ない
ようにするためにも大切です。このような心掛け
を重ねていけば、仕事は必ず増えていくと思います。

�学生時代の思い出を一つ教えてください。

　大学で中国武術をしていたことです。体育会出
身者や中国留学して武術を習得してきた先輩など
との組手や型の練習の日々が続きました。お酒も
たくさん飲まされ、出たい授業にも出させてくれ
ないという、今では考えられないサークルでした。
そんな先輩たちも私が司法試験に合格したときに
は誰よりもお祝いをしてくれ、同期の仲間たちと
も今でも親しくしており、懐かしい思い出です。

�尊敬する人物はどなたですか。

　たくさんいますが、例えば、夏目漱石、野茂英
雄、当会の神山啓史先生です。漱石は、明治の時
代に、国家の道徳よりも個人主義の大切さと難し
さを説いていますが、高校時代にそのことに感銘
を受けました。野茂は自分の気持ちに正直に決断
し、挑戦し、実績で批判を乗り越えていきました。
時代を先取りしているがゆえに逆風を受けながら
も反骨心でその道を極めたことに憧れます。神山
先生は、刑事弁護の厳しい時代を乗り越えて、裁
判員裁判に伴う変化に柔軟に対応し、司法研修所
の教育メソッドも変革しました。トップランナー
でありながら、常に満足することなく謙虚に走り
続けている姿に励まされている若手の弁護士も多
いと思います。

�好きな有名人はどなたですか。�

　有名人と言われて、今パッと頭に浮かんだ人を
挙げると、クイーン、桑田佳佑、宇多田ヒカルで

す。クイーンは中学時代にリアルタイムではまり
ました。大ヒットした映画の「ボヘミアン・ラプ
ソディ」には、フレディ・マーキュリーが出自に
よる差別を受けたり、LGBTのことが描かれ、華
やかな活動と絶望的な孤独のギャップの中で苦悩
していたことを改めて知りました。桑田佳佑、宇
多田ヒカルは音楽界に革命を起こし、時代を超え
た音楽を作り続けているところが素晴らしいと思
います。深夜に仕事をしながら、休日に時間があ
るときなど、音楽はいつも聴いています。

�好きな映画は何ですか。

　最近観たものの中では、「パラサイト�半地下の
家族」「記者たち�衝撃と畏怖の真実」「家族を想
うとき」「プリズン・サークル」などです。「パラ
サイト」では、最後の場面で、地下室で隠遁の人
生を送ることになった主人公が、邸内の灯りの点
滅に託して、モールス信号でいつ誰が受け取るか
分からない自分のメッセージを送り続けるシーン
があります。映画の中で、このメッセージを目に
している人はたくさんいるのですが、主人公の息
子だけが唯一、そのメッセージの内容を理解しま
す。何かに悩み助けを求めてサインを送っている
人がいても、そのサインの真意をきちんと受け止
められる人とそうではない人がいる。自分は弁護
士として、誰かが送っているサインを見落として
いることがないだろうか、ということを自問自答
させられました。
　また、「ゴッドファーザー」「ダイ・ハード」「ミッ
ション:インポッシブル」シリーズは全て観てい
ます。今年もできる限り映画館に足を運びたいで
す。

� �愛読書は何ですか。

　例えば、向田邦子、西加奈子の本が好きです。
向田邦子の作品の中では「あ・うん」、西加奈子
の作品の中では、「i」という作品が一番好きで
す。いつの日にか、池澤夏樹編集の「世界文学
全集」と「日本文学全集」をゆっくり読破する
のが夢です。
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�弁護士になったのはどうしてですか。

　大学は史学科で考古学を専攻し、発掘調査を
行っていましたが、これで食べていくのは難しかっ
たため、普通の事務職に就職しました。その後、
30歳近くになって、女が一人で生きていくには
資格が必要だと思い、弁護士か公認会計士、どち
らにしようか迷っていたところ、たまたま弟が司
法試験に受かったこともあり、この方面を目指す
ことにしました。弟は、「2年くらい勉強すれば
受かる」と言っていたので気楽に考え、仕事を続
けながら受験勉強を始めたのですが、司法試験は
それほど甘くはなく、当初の予定より大幅に時間
がかかってしまいました。受験時代の後半は、仕
事も辞めて受験に専念せざるを得なかったので、
今から考えるとかなり無謀だったと思います。弟
も無責任でしたよね。

�普段どのような業務をされていますか。

　刑事以外の訴訟活動が、業務全体の95%を占
めます。訴訟活動の中では、和解協議が好きです。

�仕事のポリシーを教えてください。

　「嫌なことでもちゃんとやる」です。先延ばし
にしても、ろくなことはありませんから。

�趣味を教えてください。

　ゴルフ、読書、音楽、ゲーム、料理、旅行です。
ゲームはPCでソリティアなどを延々としていま
す。はたから見ると遊んでいるように見えるかも
しれませんが、頭の中では準備書面の構想を練っ
ています。最初の三行さえ決まれば、あとは勢い
で最後まで書けるようになるので、決して、無為
に遊んでいるわけではありません。読書は、基本、
紙の書籍で読みますが、最近は、ネット小説にも
はまっています。

�これまでに経験したスポーツや部活動は何で
したか。

　テニス、水泳です。

�ご自身の長所、短所は何ですか。

　長所は自分に決して満足しないところでしょう
か。短所は「断る力」に乏しいことです。

�週末はどのように過ごされていますか。

　週末に限らず、映画の外、コンサートや舞台を
観に行きます。それから、数年前に混成合唱団に
入り、毎週練習に通って演奏会のステージに上が
り、モーツアルトのレクイエムを歌うことができ
ました。誘っていただいた二弁の後輩の先生に感
謝しています。

�もし1週間しか生きられないとすると、何が
したいですか。

　1週間以上生きられるための方法、手段を探し
ます。

�会長就任の意気込みを教えてください。

　様々な会員の声や意見に耳を傾ける機会を積極
的につくっていきたいと思います。1年間という
限られた時間ですが、会員、職員、利用者のため
に、取り組むべき課題の選択と集中をし、工程表
を作り、実現に繋げていきたいと思います。

�出身地、出身高校、出身大学、修習地を教
えてください。

　東京都出身で、青山学院高等部、青山学院大学
卒業、修習は横浜です。

青木 優子（46期）

Y u k o  A o k i

副 会 長
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�愛読書は何ですか。�

　SF、ファンタジー、ミステリで、ほとんどは
海外の作品です。ミステリは、本格ものからスパ
イものまで全般読みます。

�好きな映画は何ですか。

　昔のミュージカル映画です。フレッド・アステ
アのダンスが好きで、彼の主演作は手に入る限り
観ています。

�好きな食べ物は何ですか。�

　イクラ、タラコ、カラスミなどの魚卵系です。
魚卵好きの方とは仲良くできそうです。また、フ
ライドポテトとメンチカツがあれば、一晩中飲め
ますね。

�料理はしますか。

　週末は、しています。材料とレシピさえあれば
何でも作ります。

�楽しかった旅行の思い出は何ですか。

　色々ありますが、特に、川崎達也先生が会長
だった年の卒業旅行で行った南フランスは最高で
した。帰国前日にアイスランドの火山が噴火して
足止めされ、最終的にエジプト回りで帰ってきた
ことも、今となっては良い思い出です。

�長所、短所は何ですか。

　長所は、自分ではよく分かりません。短所は、
人見知りが激しいところでしょうか。仕事絡みな
ら何とか頑張りますが、プライベートでは、よほ
ど親しくなるまではランチをご一緒するのも遠慮
したいほどです。

�ストレス解消法は何ですか。

　お酒、読書、ゲームです。

�週末はどのように過ごされていますか。

　お酒、読書、ゲームです。

�もし1週間しか生きられないとすると、何が
したいですか。

　10時くらいに起きて、ゴルフをして、そのあと、
一杯飲んで、ご飯を食べて、深夜2時くらいまで
グダグダと読書とゲーム。これを繰り返すという
自堕落な生活を送る…ってこれ、今と同じですかね。

� �ご家族は、副会長になられたことについて何
と言っていますか。

　ひとこと「頑張れ」と。

�副会長就任の意気込みを教えてください。

　身体に気を付けて1年を乗り切りたいと思いま
す!

�出身地、出身高校、出身大学、修習地を教
えてください。

　千葉県出身で、千葉市立千葉高等学校、明治大
学法学部卒業です。修習も千葉でした。

�普段どのような業務をされていますか。

　一般企業法務や一般民事を行っています。弁護
士登録から、ずっと今の事務所に所属しています。

�仕事のポリシーを教えてください。

　スピード重視、迅速な対応を心掛けています。
依頼者にとっては、完璧だけれど遅いよりも、早
く仕事をして欲しいということが多いと思います
ので、それに応えるようにしています。

石田 英治（48期）

E i j i  I s h i d a

副 会 長
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�これまでに経験したスポーツや部活動は何で
したか。�

　小学校、中学校、高校と、ずっと野球をしてい
ました。
　弁護士1年目から東京弁護士野球クラブに所属
し、監督もしました。一昨年度（2019年度）に
監督を退任しましたが、昨年度は新型コロナウイ
ルス感染症の拡大（以下、コロナ禍）でほとんど
野球はできず、今年度は副会長で野球をする時間
もなかなか取れないでしょうから、2年のブラン
クとなってしまいます。選手としても半分引退か
なと思っています。
　ポジションは、学生時代は外野やファーストで
す。弁護士になってからはピッチャーもしていま
したが、試合中にボールを投げた瞬間に腕を骨折
してしまい、その後はファースト、5〜6年目く
らいからはずっとキャッチャーです。骨を折った
ときには、某先生から「牛乳飲んでないからだよ」
と言われました…。
　最近の若い先生には、東京弁護士野球クラブを
知らない方も結構いるようなので、少し宣伝させ
てください（笑）。東京弁護士野球クラブは、東
京三会の弁護士の「公認」野球チームです。公認
といっても、機関決定されているわけではありま
せん。法曹野球（裁判官チーム、検察官チームと
の対抗戦）、他の弁護士会チームとの対抗戦、日
弁連野球全国大会などに出場しています。東京三
会の弁護士であれば誰でも入部できますので、興
味を持たれた方は、是非、声を掛けてください。

�週末はどのように過ごされていますか。

　かつては野球とゴルフでした。今は商店街巡り、
酒屋巡り、料理です。
　商店街は、おいしい刺身を探したり、肉を探し
たりと、自宅からそれほど遠くないところを中心
に、色々とまわっています。酒屋は、ネットでプ
レミアムがついているようなお酒でも、小さな酒
屋では定価で売っているので、そういうお店を
10軒くらい把握してまわっています。最近は、「百
年の孤独」、「佐藤」を見つけて買いました。もっ

とも、普段飲むお酒は、焼酎よりも、日本酒やワ
インが多いです。

�得意な料理は何ですか。

　揚げ物以外は何でも作ります。ただし、ご飯の
おかずではなく、酒のつまみです。酒と料理の相
性にはこだわります。例えば、パワフルなフルボ
ディの赤ワインがあればローストビーフを作った
り、鴨鍋を作ろうと思えば、燗に向く辛口の純米
酒を買ってきたりします。
　料理の後片付けもします。皿洗いは苦にならな
いです。

�楽しかった旅行の思い出は何ですか。

　弁護士1年目に新婚旅行で行ったイタリアです。
イタリア各地をまわりました。初めての海外旅行
だったこともあり、思い出に残っています。今着
ているコートも、このときのイタリア旅行で買っ
たものです。

�副会長としてしたいことは何ですか。

　当会で色々お世話になったので、お返しできれ
ばと思います。委員会など頑張っている人にチャ
ンスや活躍の場を与えられるようなことができれ
ばよいなと思っています。

�副会長就任の意気込みを教えてください。

　1年間、全力で取り組みます。収入減も覚悟し
ました（笑）。酒量も減らして頑張ります。

20  NIBEN Frontier  2021年6月号



�出身地、出身高校、出身大学、修習地を教
えてください。

　大阪府枚方市出身で、大阪府立四條畷高等学
校、京都大学法学部の卒業、東京修習です。

�弁護士になろうと思ったきっかけは何ですか。

　大学卒業後は、共同通信の記者を10年ほどし
ておりました。弁護士への取材も割と多かったの
ですが、ある事件の弁護団に取材するうち、当事
者の身近で仕事をする弁護士に魅力を感じ、司法
試験を受験しました。

�普段どのような業務をされていますか。

　労働事件が多いです。通常訴訟、労働審判と、
労働委員会事件も手掛けており、中央労働委員会
の事件が3件かかっています。一般の民事、家事
事件も受任しています。

�仕事のポリシーを教えてください。

　弁護士は「社会生活上の医師」と言われること
がありますが、この言葉が好きです。事件を抱え
ている依頼者は、トラブルから解放されることで、
その人本来の社会生活が取り戻せるわけですが、
そのための最善の「治療」ができるよう緊張感を
持って丁寧に仕事をしたいと思っています。

�これまでに経験したスポーツや部活動は何で
したか。

　大学時代はスキー競技部でノルディックの複合
競技をしていました。まだ荻原健司が登場する前
で、当時はマイナースポーツでした。大学から始

小川 英郎（49期）

H i d e o  O g a w a

副 会 長

めたので、大したことはありません。ジャンプは
転ばないように気を付けていました。クロスカン
トリースキーの年末耐久レースで50kmを完走し
たことが思い出です。その後、風邪をひいてしま
い、肝心な試合前に力尽きてしまいました。

�趣味や特技を教えてください。

　これと言ってありませんが、読書や音楽鑑賞、
旅行、温泉でしょうか。温泉のお勧めは、那須の
秘湯です。特技といえるか分かりませんが、旅行
好きなので、引退後の楽しみとして数年前、中国
語の通訳案内士の資格を取りました。また、マイ
ブームとしてコロナ禍で自宅にいる時間が長く
なったため、中国のテレビドラマにはまっています。

��尊敬する人物はどなたですか。

　ルポライターの斎藤茂男さんです。共同通信の
大先輩で社会派のルポライターです。憧れていま
した。

�愛読書は何ですか。

　ヘミングウェイの短編集と宮沢賢治の児童文
学、石川啄木の「一握の砂」です。

�好きな映画は何ですか。

　たくさんありますが、思いつくままに、「荒野
の七人」、「タワーリング・インフェルノ」、「大脱
走」などスティーヴ・マックィーンの主演してい
る映画、「ドラゴン怒りの鉄拳」（香港映画）、「旅
芸人の記録」（ギリシャ映画）、日本映画では、「切
腹」「八甲田山」「肉弾」などです。

�好きな食べ物は何ですか。

　辛いものです。30年前、重慶で食べた火鍋が
忘れられません。そして、イクラです。いくらで
も食べられます（笑）。

�楽しかった旅行の思い出は何ですか。

　冬のシベリア鉄道で、駅から降りて外気より温
かいアイスクリームを食べたことです。むき出し
で売っていました。「顔に当ててみな」と言われ
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てほおに当てたら、本当に温かかったです。ダイ
ヤモンドダストを見ながら温かいアイスを食べま
した。
　また、アイスランド旅行で、トレッキング中に
火山から湧き出ている鉄泉に入ったことです。欧
米人が熱くて入れないところでつかっていると、
「さすが日本人」と褒められました。

�ストレス解消法は何ですか。

　温泉につかることです。コロナ禍で行けなくて
ストレスがたまっています。

�もし1週間しか生きられないとすると、何が
したいですか。

　若い頃に大人買いしてしまって、聴けていない
CDを聴きまくります。

�副会長就任の意気込みを教えてください。

　コロナ禍で2008年のリーマンショック以来の
厳しい状況の中で、貧困と格差が広がっています。
弁護士がより市民の身近な頼れる存在になってい
くために、弁護士会の役割が重要性を増している
中、微力を尽くしたいと思っています。

�出身地、出身高校、出身大学、修習地を教
えてください。

　東京都出身、東京都立戸山高等学校、中央大学
卒業です。修習地は神戸でした。

�弁護士を目指したきっかけを教えてください。

　大学時代に、当時流行していたラクロスをして

亀井 真紀（54期）

M a k i  K a m e i

副 会 長

みたいと思い、女子ラクロス部を創設し、キャプ
テンを務めた経験があります。器具をどこで買う
のか、競技のルールはどのようなものがあるのか
から始めて、なんとか人を集めて部を作ることが
できました。
　部員が増えてくると、部内での様々なルールを
決める必要が出てきて、ルール作りの重要性、統
治の大切さを学びました。これをきっかけに法律
を本気で勉強したくなり、弁護士を目指すように
なりました。

�普段どのような業務をされていますか。

　民事・刑事全般を扱いますが、一番多いのは、
成年後見、財産管理人業務です。障がい者の支援
にも関心があります。争いごとがそんなに好きで
はないので（笑）、自分にはこういった仕事が合っ
ているのかもしれません。

�北海道の紋別に赴任されていたそうですが、
経緯を教えてください。

　今の事務所所長の櫻井弁護士から「弁護士にア
クセスできないゼロ地域が何十か所もある。この
問題の解消は都会の弁護士の使命である」との話
を聞いて興味を持ち、公設事務所への赴任に手を
挙げ、登録2年目の2003年に紋別ひまわり基金
法律事務所の二代目所長になりました。当時は公
設事務所が走り始めた頃で、まだ事務所を引き継
いだ例がなく、「自由と正義」には「初代二代目
所長」という記事を書きました。

�紋別での生活はいかがでしたか。

　紋別市は、オホーツク海に面した道東の港町で
す。最寄りの駅である遠軽駅まで40km離れてい
ました。最初はどんな生活になるか想像できませ
んでしたが、暮らしてみてすっかり大好きな街に
なりました。100kmくらいであれば近所という
感覚で、週末は車で道内色々なところに出掛けて
楽しかったです。一方で、同じ日本でこんなにも
生活環境が違うのかと驚きました。特に地元の学
校や病院などの選択肢が少なく、都会との不平等
も感じました。
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�どういった業務が多かったでしょうか。

　当時最盛期だった債務整理、過払い金請求、ヤ
ミ金事件などが多かったです。紋別にも支部が
あったのですが、裁判官は常駐しておらず、開廷
日はなんと月に1回（3日間）だけでした。往復2
時間以上かけて、釧路管内の北見支部にも週1回
くらい出張していました。
　当時、市内には私一人しか弁護士がおらず、ど
うしても利益相反の問題がありました。離婚事件
の受任は夫婦で早い者勝ちとなります。妻の相談
を先に受けただけで、夫の方は遠方まで行かない
と弁護士に相談できない状況でした。過疎地の問
題はワンでは解消したことにならないので「ゼロ
ワン問題」といいます。

�仕事のポリシーを教えてください。

　紋別での経験から、一般市民目線で言えば、ま
だまだ弁護士の敷居は高いと感じました。そう思
われないよう、イメージを変えてもらえるような
工夫に努めています。

�趣味を教えてください。

　今はボルダリング（スポーツクライミングの一
種）にはまっています。腕はもちろん、脚の力も
重要ですし、頭も使います。夢中になってほかの
ことを忘れられるので、ストレス解消にもなりま
す。とても楽しいですし、気軽に始められるので、
是非皆さんにもお勧めしたいです。弁護士会にボ
ルダリング部を創設したいくらいです。
　ボルダリングに熱中しすぎたためか半月板を痛
めたので、副会長の就任前に膝の手術を受けまし
た。日常的には問題なかったので多分普通の人は
しないです（笑）。観戦する方ではフィギュアス
ケートのオタクで、これまでに何度か海外に行っ
たりしています。

��尊敬する人物はどなたですか。

　桑田佳祐です。

�副会長就任の意気込みを教えてください。

　謙虚に努力、でも大胆に、健康第一で務めたい
と思います。このコロナ禍で貧困の問題等、助け
を求めているのに支援が届いていない部分も多々
あると思うので、皆さんと一緒に、そういった方々
に手を差し伸べられる仕組み作りも進めていきた
いです。

�出身地、出身高校、出身大学、修習地を教
えてください。

　東京都出身で、筑波大学附属駒場高等学校、東
京大学卒業です。修習地は千葉です。

�弁護士以外の職歴はありますか。

　大学卒業後、新日鉄（現日本製鉄）に勤務して
いました。在学中、司法試験の勉強をしていまし
た。司法浪人として社会に貢献しない状態でいる
ことには耐えられないと思い、就職しました。会
社での仕事もやりがいがあり、居心地は良かった
です。終業後に勉強をして3年目に合格しました。
　会社員時代に組織の一員として経験を積めたこ
とや、経理の仕事で会計の知識を習得できたこと
は今の業務にも生きています。顧客に近い目線で
のアドバイスも意識しています。

�普段どのような業務をされていますか。

　一般民事・家事、企業法務、労働事件（労使両
方）等です。
　東京と弁護士法人の支所のある鳥取を行ったり
来たりしています。

曽我 紀厚（54期）

N o r i a t s u  S o g a

副 会 長
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�鳥取でも業務をされているのはなぜですか。

　隣の島根に母方の実家があり、山陰地方は「夏
休みに行くところ」として、もともとなじみのあ
る地域でした。弁護士としては、2004年に鳥取
ひまわり基金法律事務所の所長として赴任したこ
とがきっかけです。当時、司法試験受験生であっ
た妻と知り合い、鳥取との深い縁ができました。
妻は鳥取支所所属の弁護士で鳥取在住です。私は
この1年はなかなか鳥取に行くことはできないの
ではないかと思っています。

�鳥取での業務はどうでしたか。

　大変忙しかったです。当時、鳥取県内の弁護士
は20数名、鳥取市内となると一桁でした。
　会議室は相談者で常にいっぱいで、赴任して2
か月でパンクしそうになり、一人では対応しきれ
ないと思い、同期の弁護士に加わってもらいまし
た。赴任期間中は、鳥取県弁護士会の副会長や法
テラスの副所長にも就きました。
　色々な仕事をしましたが、事業再生などは、当
時は裁判所にノウハウもない状態で、それまでの
東京での経験をいかせたのではないかと思ってい
ます。

�大学時代は何か部活動はされていましたか。

　自転車部に所属していました。競技班と旅行班
があるのですが、私は旅行班で日本中を自転車で
旅行していました。1日200kmくらいは走ってい
ました。基本は野宿で、宿に泊まるのは数日に1回
でした。ロールプレイングゲームの世界では宿屋
に泊まると体力が回復するのですが、リアルの世
界でもそうなんだ、と実感しました。当時はスマ
ホもなく山で道に迷ったこともありましたし、街
が40kmごとにしかない場所もあり食料調達に必
死だったことなど、エピソードがたくさんあります。

�二弁での楽しかった思い出はありますか。

　家族と一緒にバリに行った互助会旅行です。妻
と息子3人、家族でコテージを貸切りで割り振っ
ていただきまして、息子たちは部屋のプールで何

も着ずにはしゃいでいました。互助会旅行は下見
もされていて安心感がありますし、先生方も子ど
もに目を配ってくださり、楽しく過ごすことがで
きました。子どもたちの記憶にも強く残っている
ようです。

�週末はどのように過ごされていますか。

　基本的には鳥取に帰って、子どもと遊んだり、
勉強を教えたりしています。昨年は飛行機の便が
減っていたので、スケジュールを立てるのがなか
なか大変でした。副会長としてのこの1年は、妻
が東京に出てくる回数が増えるのではないかと期
待しています。

�副会長就任の意気込みを教えてください。

　当会には優れた知見や行動力をお持ちの先生方
が多くおられます。会務から離れている先生方の
知恵と力もお借りしながら、多くの会員の利益に
なる活動をしたいと考えています。

�出身地、出身高校、出身大学、修習地を教
えてください。

　東京都武蔵野市生まれ、東京都立新宿高等学
校、早稲田大学法学部卒業、横浜修習です。

�社会人経験があるそうですが、弁護士になっ
たのはどうしてですか。

　大学在学中から、司法試験を受けましたが、3
回受けても受からず、当時バブル期で景気も良かっ
たので、就活をして昭和電工という会社に入社し
ました。入社後は、工場勤務や法務の仕事をして

中村 悦朗（57期）

E t s u o  N a k a m u r a

副 会 長
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いましたが、上司や顧問弁護士から「せっかく択
一も受かったのだからまた挑戦してみたら」と勧
められ、自分としてもまだ未練があったので、司
法試験に再挑戦しました。しかし、そこから合格
まで10年かかりました。

�普段どのような業務をされていますか。

　離婚や相続などの事件が多いです。前職の会社
の関係の仕事もしています。家事調停委員も務め
ています。

�仕事のポリシーを教えてください。

　当たり前で面白くないかもしれませんが、依頼
者のために最善の解決を目指すことでしょうか。
どっちが良い悪いなどとステレオタイプに捉えな
いように心掛けています。

�これまでに経験したスポーツは何ですか。

　高校時代は水泳部に入っていました。練習が辛
くてすぐ辞めたくなったのですが、怖い先輩がシャ
ワー室で他の部員を取り囲んでいるところを見て
しまって、「辞めたいと言ったら殴られるだろうな」
と思い、怖くて言い出せないまま3年が過ぎてし
まいました。

�趣味を教えてください。

　自他ともに認める相撲オタクで相撲観戦が趣味
です。ちょっと古いですが、力士の中では北の湖
と魁傑が好きです。北の湖は横綱としての責任感
や王道のスタイルにひかれます。魁傑は、浮き沈
みがあるにもかかわらず、一度も休場しなかった
ところが格好良いと思います。東京場所は毎場所
見に行きます。愛読書は雑誌「相撲」で、得意料
理はちゃんこ鍋です。

��好きな有名人はどなたですか。�

　佐野史郎です。昔「ずっとあなたが好きだった」
というドラマで佐野さんがマザコンでオタクの冬
彦さんという役を演じていたときに、性格も容姿
も似ていると言われて冬彦というあだ名を付けら
れ、親近感で応援していました。細かくて伝わら

ないと思いますが、冬彦さんのモノマネもできます。

�好きな映画は何ですか。

　マイナーで誰も知らないかもしれませんが「オー
ルド・ルーキー」という35歳で大リーガーになっ
たジム・モリスの実話に基づく物語が好きです。
私は人と感動のツボが違うようで、高校生のとき
にクラスの女子が「E.T.」を観に行き、とあるシー
ンで号泣したと聞いたので、観に行きましたが、
大して感動せず、「あれで泣けないでしょ」と言っ
たところ、「感性がない」と非難されて袋だたき
に合いそれ以来トラウマになっています。

�楽しかった旅行の思い出は何ですか。

　当会の互助会運営委員を長く務めているのです
が、互助会のハワイ旅行、ロシア旅行、東北・熊
本の応援ツアーです。委員の皆さんと下見に行
き、オプショナルツアーを全部体験し、一生懸命
準備して、実現するという過程も、大好きな皆さ
んと一緒に色々なところを観光するのもとても楽
しかったです。

�長所、短所は何ですか。

　長所は特にありません。短所は数えきれません
が、一番の短所は考えがとてもネガティブなとこ
ろでしょうか。よく卑屈だと言われます。

�生まれ変わったら、また弁護士になりたいで
すか。

　余りなりたくないです。せっかくなので次は夢
を売る仕事、例えば、同じ士業でも力士、できれ
ば横綱になりたいです。横綱になったら、雲龍型
よりは、不知火型で土俵入りしたいです。分かる
人にしか分からない話をしてすみません。

�副会長就任の意気込みを教えてください。

　皆様のお役に立てるように、二弁のために全力
を尽くしたいと考えています。バタバタしている
うちに1年終わってしまったということがないよ
うに気を付けたいです。互助会の関係も楽しく企
画していきたいです。　　　　　　　　　　　
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