
　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「二弁フロンティア読んだよ〜」と会長・副会長
に声を掛けてください。

理事者
インタビュー

特　集
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菅沼 友子
（42期）

Tomoko Suganuma

会長

出身地、出身高校、出身大学はどちらですか。
　静岡県出身。県立浜松北高校、東京大学法学部
卒業です。

修習地はどちらですか。
　静岡です。

弁護士になろうと思ったきっかけは何ですか。
　学生当時は、女性差別撤廃条約締結や、男女雇
用機会均等法成立など、女性差別問題は世代的関
心事でした。そんな中、女性差別労働事件の原告
と、東弁の故中島通子先生、愛知の大脇雅子先生
の話を聞く機会がありました。当時、女性は労働
事件の原告となるだけで、会社からの嫌がらせや
家族との軋轢など大変な苦労があったそうですが、
それでも自身の存在意義を懸けて頑張る原告とそ
れを支える弁護士の姿を見て、こうなりたいと思っ
て弁護士になることを決意しました。

普段どのような業務をされていますか。
　いわゆる街弁です。女性依頼者が多く、全体の
8~9割です。多くはDV案件や離婚などです。ベ
テランで女性ということで、ご紹介をいただくこ
とが多いです。
　最近は、コロナ禍の影響でDV被害の案件が増
えている印象です。勉強になる分野なので若手に
も手伝ってもらったりもしていますが、モラルハ
ラスメントを繰り返す相手方本人との対応や、面
会の立ち合いなど手間がかかることも多かったり
して、なかなか大変です。ただ、依頼者が事件を
きっかけに幸せになっていかれることなど、やり
がいも感じています。
　今後は、女性の社外役員などの分野にも取り組
んでいきたいと思っています。

仕事のポリシーを教えてください。
　ご本人は困って相談に来ておられるので、法的

観点にとどまらず、問題解決のためにできること
を一緒に考え、専門家としての信頼に応えること
を大切にしています。
　問題の根が深いところにある事件が多く、自分
の気持ちをうまく表現できない方も少なくないの
で、少しずつ丁寧にお話を聞くようにしています。

法テラスで4年間やってみてどうでしたか? 
　法テラスに行って実感したのは、現場に弁護士
の力が届いていないことです。弁護士はどんなこ
とができるかとか、基本的なところが自治体や福
祉の現場などの関係機関のスタッフにも伝わって
おらず、対人サービスなどで苦労なさっている。
事件になる前段階でも、弁護士の知識や経験を活
用してもらえれば、もっとスムーズに仕事が進む
のにと思うことが多くありました。
　その経験を活かして、弁護士の力、法の力を届
けることを、弁護士会でもやっていければと思い
ます。

これまでやっていたスポーツや部活動は
　何でしたか?
　中高とブラスバンド部でクラリネットを吹いて
いました。最近はもっぱら聴く方です。
　身体を動かすのは嫌いではなく、今もサイクリ
ングやハイキングをしています。ただし、運動音
痴です(笑)。 

学生時代の思い出を一つ教えてください。
　色々ありますが、当時は私の大学では女子学生
が非常に少なく学費を稼ぐためにやっていた家庭
教師でも重宝されました。行った先々で親御さん
にかわいがってもらい、お弁当を持たせてもらっ
たりしていました。

趣味はどんなことですか。
　まずは歌舞伎です。亡くなられてしまいました
が中村勘三郎さんのオーラに元気をもらっていま
した。現役だと、市川海老蔵さんが好きで、彼が
10代の頃から追いかけています。
　またオペラ鑑賞も好きで、強いて言えばヴェル
ディが好きです。モーツァルトもそうですが、美
しい四重奏なのに歌詞はドロドロした内容とか、
心理劇みたいなところが面白いです。
　映画は学生の頃から好きで、岩波ホールにも
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しいものを食べること。当然、一緒に美味しいお
酒もいただきます。

週末の過ごし方を教えてください。
　家事やベランダにあるカポックなど植物の世話
などをしています。ゴーヤのグリーンカーテンも
毎年やっています。スポーツジムにも通っています。

ご家族構成を教えてください。 
　夫（一弁の弁護士）です。

ご家族は、会長になられたことについて
　何と言っていますか?
　月並みですが、身体に気をつけて頑張れ、と。夫
も会務を頑張っているので、理解してくれています。

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。
　豊かな自然の静かな場所で、美味しい食事と美
味しいワインでゆったり過ごしたいです。
　しかし、現実にはあれをやらねば、これをやら
ねば、と最後までバタバタ走っているような気が
します(笑)。

生まれ変わったら、
　また弁護士になりたいですか?
　なりたくない訳ではありませんが、別の人生も
楽しんでみたいという意味で、今度は医者になっ
てみたいです。外科や産科、ERとかでらつ腕を
振るうのもあこがれます。

最後に、理事者就任の意気込みを教えてください。
　二弁の自由闊達さや多様性を最大限活かして、
魅力のある会を作っていきたいと思います。

出身地、出身高校、出身大学はどちらですか。
　栃木県出身、栃木県立真岡高校、立命館大学法
学部卒業です。

修習地はどちらですか。
　京都で、当時は36人でした。嵐山での合宿に

通っていました。映像が美しいものが好きですが、
最近は韓国映画をよく見ています。アクション、
ヒューマン、コメディ、そして社会性といった要
素が盛り込まれていて、元気が出ます。光州事件
を題材にした『タクシー運転手　約束は海を越え
て』（2017年）はおすすめです。

尊敬する人物はどなたですか。
　RBG（ルース・ベイダー・ギンズバーグ）です。
最近、当会会員の榊原美紀先生も翻訳で参加され
た著書『ルース・ベイダー・ギンズバーグ　アメ
リカを変えた女性』も拝読しました。彼女の偉業
を尊敬するとともに、大統領が演説する前でも爆
睡するチャーミングなところも大好きです。

得意な料理を教えてください。
　コロッケです。食い意地が張っているので料理
は好きで、手間をいとわずに何でも作ります。そ
の中でもあえてコロッケなのは、夫が好きだから
です。肉と玉ねぎたっぷりで美味しいですよ。

楽しかった旅行を教えてください。
　コロナ禍以前は海外にもよく行っていましたが、
直近だと互助会旅行で行ったロシアです。下見も
6人くらいでわいわいやりながら行ったので、楽
しかったです。フェアウェルパーティでエカテリー
ナに扮したこともいい思い出です。

ペットは飼っていますか。
　夫が猫アレルギーなので飼っていませんが、自
宅近くの地域猫が主観的にはペットです。5匹そ
れぞれにちゃんと名前があり、よくなついてくれ
ています。

人からよく指摘されるクセはありますか。
　話をするときに身振り手振りがついてしまうこ
とです。落ち着いて話をするためにも直そうと
思っているのですが、いつも身振り手振りで話が
加速していってしまいます。

ご自身の長所、短所は何ですか。
　長所は、明るく元気なことと、軸がしっかりし
た上での柔軟性（体のことではありません）。
　短所は、余裕を持った行動ができないこと（い
つもぎりぎりで行動しています）。

ストレス解消法は何ですか?
　コロナ前はカラオケや旅行でしたが、今は美味

九石 拓也
（52期）

Takuya Sazarashi
副会長
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始まり、歌舞伎修習やお茶屋修習（非公式）など
京都らしい修習でした。

普段どのような業務をされていますか。
　一般民事や顧問先の業務などいわゆる街弁のイ
メージです。交通事故相談センターに関わってい
ますので、交通事故案件は比較的多い方です。

交通事故相談センターではどんなことを
　されていますか。
　今は赤い本と青本の編集で、毎年裁判例の取捨
選択や裁判官講演のテーマの検討を行っていま
す。これが、大変でもあり楽しくもありといった
ところですが、副会長就任に伴って一旦お休みし
ます。

仕事のポリシーを教えてください。
　ありきたりですが、ひとつひとつの仕事に丁寧
に誠実に取り組むことです。

これまでやっていたスポーツや部活動は
　何でしたか?
　小中学校では野球を。あとはジョギングです。

学生時代の思い出を一つ教えてください。
　一度京都で生活してみたかったので、学生時代
を京都で過ごせたことそれ自体が思い出です。今
でも何かの機会があれば京都に行って、アルバイ
トしていた西陣のとんかつ屋とか、修習中に通っ
ていたコーヒー店などに寄ります。実は眼鏡も長
年京都で誂えていたのですが、悲しいことに数年
前に閉店してしまいました。

趣味を教えてください。
　最近はコロナ禍で休止していますが、ジョギン
グ、マラソンです。フルマラソンも東京マラソン
などに7、8回参加しました。旅行先や出張先で
も走るので、シューズとウェアはいつも持参です。
　温泉も好きで、出張先でも楽しんでいます。仙
台出張では、秋保温泉までがちょうどハーフの距
離なので、仙台から走って行って温泉を楽しんで
きました。北九州の小倉から関門トンネル人道を
抜けて行った下関の銭湯もよかったですね。

好きなテレビ番組はありますか?
　テレビはあまり見ませんが、『吉田類の酒場放
浪記』と『孤独のグルメ』だけは見ています。

好きな食べ物は何ですか?
　甘辛二刀流です。妻の料理で好きなのはから揚
げで、ビールと一緒に無限に食べられます。
　ちなみにお酒は、ビールから始まり、日本酒か
ワインに進みます。日本酒は、地元栃木だと、辻
善兵衛や惣

そうほまれ
譽がおすすめです。

得意な料理は何ですか?
　レシピを見て、だいたい何でも作ります。週末
は料理当番なのでいつもチャチャっと作り、当た
り前ですが後片付けもやっています。

楽しかった旅行の思い出は何ですか?
　以前はイタリアや香港など海外の街を一日中歩
き回る旅行が好きでしたが、子どもが生まれてか
らは沖縄のホテルでのんびりするのが楽しいです。

ペットは飼っていますか?
　イタリアン・グレイハウンドを飼っています。
元々ドッグレースをやる犬種の仲間で、足が速く、
一緒に走ることができるので。ただ、リードを嫌
がってなかなか散歩に連れ出せません(笑)。

ご自身の長所、短所は何ですか?
　長所は、粘り強く取り組むところ。
　短所は、締切りに弱いことです。守れるように
頑張ります。

ストレス解消法は何ですか?
　黙々と無心になれる作業で、庭の芝生の草むし
りや靴磨き、コーヒーを挽いて淹れることなどで
すね。

ご家族構成は? 
　妻と子ども2人（高3の長女、小6の長男）と犬
です。

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?
　妻が「いい機会だから頑張りな」と。やれるだ
ろうかと断る理由を探していたときだったので、
この言葉が後押しになりました。

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?
　何をしようか考えているうちに1週間が過ぎそ

特集  理事者インタビュー

22  NIBEN Frontier  2022年6月号 NIBEN Frontier  2022年6月号  23



うです(笑)。でも、お世話になった人のところ
を回り、最後は家族と過ごすと思います。

生まれ変わったら、また弁護士になりたい
　ですか?
　弁護士の仕事は好きですが、陶芸や木工など伝
統工芸の職人的な仕事もしてみたいですね。

最後に、理事者就任の意気込みを教えてください。
　微力ながら会長を補佐し、副会長、職員の皆さ
んとともに円滑な会務の運営に取り組みます。

出身地、出身高校、出身大学を教えてください。
　出身地は兵庫県芦屋市で、桃山学院高校、中央
大学法学部を卒業しました。
　桃山学院高校では、俳優の赤楚衛二さん（分か
らない方は検索してください）のお父さんに英語
を習っていました。

修習地はどちらですか。
　千葉です。

司法試験を目指したきっかけは何ですか?
　当時リクルート事件に関与した政治家が不起訴
になることなどを見て、世の中の不条理を正した
いと思い、検事になりたいと思ったのがきっかけ
です。ただ、裁判官はやったものの、検事だけは
できていません。今は検察審査会の指定弁護士を
狙っていますが、なかなか回ってきません (笑)。

普段どのような業務をされていますか。
　中小企業法務を中心とした交渉や訴訟です。
　離婚事件もやりたいのに誰も依頼してくれない
ので（笑）、家事調停委員（昨年度はケース研究
委員会委員長として面会交流事案研究を担当）を
やっています。

仕事のポリシーを教えてください。
　法律家にできることは限られている。これを理
解して、できることをしっかりやるようにしてい

ます。
これまでやっていたスポーツや部活動は

　何でしたか?
　中学まで野球をやっていました。守備はセン
ターやキャッチャーでした。

学生時代の思い出を一つ教えてください。
　あまりないのですが、大学時代に『アメリカ横
断ウルトラクイズ』が大人気だったので、試しに
出場してみました。でも、1次予選で敗退してし
まいました。

趣味や特技を教えてください。
　子どもが中学校に入ってヴァイオリンを始めた
ので、私も始めました。この5月に発表会で舞台
に立つ予定です。ちなみに、ヴァイオリンは子ど
もの方が高いものを使っています(笑)。

尊敬する人物はどなたですか?
　アントニオ猪木さんです。試合での勇姿だけで
なく、年をとり、病気になった姿をさらけ出せる
強さに憧れます。

好きな有名人はどなたですか?
　神田れいみさん。去年の東京オリンピック関連
で拝見したのがきっかけです。

愛読書は何ですか?
　愛読書というほどでもないですが、日本史に関
心があるので、「荘園」、「院政」等の平安後期か
ら中世に関わる新書を読んでいます。

好きな映画は何ですか?
　機動戦士ガンダムⅠ・Ⅱ・Ⅲです。典型的なガ
ンダム好きの子どもでしたね(笑)。

好きな食べ物は何ですか?
　やはり関西人だけにお好み焼きです。もちろん
白ご飯と合わせます。また、ソースに合わせたワ
インも一緒に。安いもの同士ということで、比較
的安価なジンファンデルなどのカリフォルニア系
やスペイン系などが合うと思います。
　ちなみに、たこ焼きは明石焼き派です。

得意な料理は何ですか?
　すき焼き（関西風）です。ポイントは醤油と砂
糖のバランスですね。

楽しかった旅行の思い出は何ですか?
　10年近く前のイタリア・トスカーナのレンタカー

岡村 英郎
（54期）

Hideo Okamura
副会長
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周遊です。途中、馬の祭りをみたり、ワイナリー
を訪問したりしました。景色も最高でしたね。

ご自身の長所、短所は何ですか?
　長所なのか分かりませんが、それぞれの場で、
先輩、後輩、友人に恵まれてきました。
　短所は、関西弁の能力減退です。大学から東京
に出てきたので、丁寧語の関西弁をマスターしな
いうちに大人になってしまったことも大きいです
(笑)。

ストレス解消法は何ですか?
　弁護士という仕事でストレスをため込むことは
ないので、特にありません。ただ、これからの任
期一年間はどうなるか分かりませんが、頑張るこ
とで解消していきたいです。

週末の過ごし方は?
　西荻窪でのゴルフ練習とランチです。西荻窪は、
ランチのおいしいお店が充実しているのが魅力です。

ご家族構成は? 
　パートナーと子ども1人（高1）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?
　阪神タイガースのBIGBOSS就任です。阪神の
弱点である若手育成に取り組みます。

生まれ変わったら、また弁護士になりたいですか?
　新たな気持ちでやれる別の仕事をしてみたいで
す。
　まだやっていない検事や、理系の研究者とか。
典型的な私立文系なので、数学とか理科が分かる
人生を歩んでみたいです。

最後に、理事者就任の意気込みを教えてください。
　重責ですが、せっかくの機会ですので、楽しみ
たいと思います。

雪竹 奈緒
（55期）

Nao Yukitake
副会長

出身地、出身高校、出身大学を教えてください。
　神奈川県葉山町出身、神奈川県立横須賀高校、
中央大学法学部出身です。

修習はどちらでしたか。
　前橋でした。裁判官と修習生10数人で一緒に
尾瀬旅行に行って、山小屋に泊まったことが思い
出に残っています。

普段どのような業務をされていますか。
　労働事件（労働者側）、一般民事、家事事件で
す。所属する旬報法律事務所は労働者側の労働事
件が多い事務所として専門性が高く、私自身も労
働事件の割合が一番高いです。

仕事のポリシーを教えてください。
　依頼者に分かり易く丁寧に説明して選択肢を示
し、一緒によりよい結論を考えていくことです。
なるべく難しい言葉を使わず、理解してもらえる
よう、ご納得いただけるまで説明しようと心掛け
ています。

学生時代の思い出を教えてください。
　大学時代「ハーモニカ・ソサィエティー」という、
ハーモニカ中心のビッグバンド（部員60名程度で、
うち半数以上がハーモニカを吹く、オーケストラ
のようなイメージ）に所属していました。ハーモ
ニカは初心者でも取り組みやすい楽器なので、楽
譜も読めない音楽初心者から、自分でサークル用
の曲を作曲してしまうような人まで、色々な経歴、
レベルの人が、心を一つにして演奏できる魅力に
はまっていました。

趣味と特技を教えてください。
　趣味ではありませんが、歴史が好きなので、子
どもが手を離れたら日本中、世界中の史跡巡りを
したいです。
　特技は、昔はピアノやハーモニカなどの演奏が
できましたが、最近全くやっていないので指が動
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かなくなりました。
尊敬する人物はどなたですか?

　見習いたい方々や偉人は沢山いますが、そうい
う「偉い人」だけでなく、日々苦労を抱えながら
一生懸命生きている人は皆尊敬できる部分を持っ
ていると思うので、誰か一人を挙げることはでき
ません。
　友人に「弁護士になってすごい」と言われたり
もしますが、弁護士だからすごいことはなくて、
子育てを頑張っている人や自分の分野のことを頑
張っている人もすごいと思います。

愛読書は何ですか?
　司馬遼太郎の『項羽と劉邦』、横山光輝、吉川
英治などの各種『三国志』もの、『ローマ人の物
語』、『赤毛のアン』シリーズが好きです。

楽しかった旅行の思い出は何ですか?
　新婚旅行でイタリアのカプリ島に行ったのです
が、ちょうどサッカーワールドカップの真っ最中
で、「青の洞窟」に連れて行ってくれるはずのボー
トの船頭たちが、もうすぐイタリア戦が始まるか
ら観戦のため帰るというので、チップを積み増し
して引き止めました。日本人では考えられない
サッカーへの情熱やチップの習慣など、世界の労
働環境、考え方の違いは興味深かったです。

ご自身の長所、短所は何ですか?
　長所は、良くも悪くも楽観主義者でポジティブ
思考なところ、短所は、少し人見知りなところと、
人に頼みごとをするのが苦手で、自分で抱え込み
がちなところだと思います。

週末の過ごし方は?
　子育てどっぷりです。仕事との両立は大変です
が、子どもは、今までできなかったことが、ある
日できるようになったりと日々感動があるので、
子育てが辛いと思ったことはないです。

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?
　スナック菓子など、これまで健康のためにと思っ
て控えていた、身体に悪くて美味しい食べ物を食
べまくりたいです。

生まれ変わったら、また弁護士になりたいですか?
　仕事は楽しいですが、制度も変わり、競争社会

になって、これから大変になりそうなので、弁護
士にはなりたくないです。
　起案も含め、文章を書くのが好きなので、物書
き（作家かエッセイスト）になりたいです。仕事
でも、特に労働審判は一発勝負で、申立書で全て
書ききらなければなりませんが、反論を考えなが
ら書面を仕上げるのが楽しいです。

理事者就任の意気込みを教えてください。
　不勉強で、沢山の課題にぶち当たると思います
が、持ち前のポジティブ思考で乗り切っていきた
いと思います。

出身地、出身高校、出身大学を教えてください。
　生まれは京都市で、小学校から高校までは千葉
で過ごしました。千葉県立東葛飾高校、京都大学
法学部卒業です。

修習地はどちらですか。
　秋田です。修習生は4人しかいませんでした。
修習生になるまで行ったことのない土地でしたが、
大変よくしていただきました。

普段どのような業務をされていますか。
　契約書チェック等の予防法務よりも、交渉、訴
訟等の紛争案件が多いです。また、行政・学校な
どで、民法改正や消費者教育に関する講演をする
こともよくあります。

仕事のポリシーを教えてください。
　起案は時間をかけるほど文章全体が短くなるよ
うにする、当然のことすぎて裁判所に伝わってい
ない事実はないか常に意識する等を心がけていま
す。また、事実関係の確認は、なるべく固有名詞
を使うようにしています。例えば、依頼者の話を
聞いていて、「姉」という言葉がよく出てくるけ
れど、話の終わりのほうになって初めて姉が2人
いることが分かったりすることがありますよね。

中村 新造
（58期）

Shinzo Nakamura
副会長
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そういうことを防ぐために、個々人のお名前で聞
くことを意識しています。基本的なことですが、
まじめに仕事をすることをおろそかにしたくない
なと思っています。

これまでにやっていたスポーツや部活動は
　何でしたか。
　野球、サッカー、テニス、卓球、陸上、ウェイ
トトレーニング、アウトドアなど色々やっていま
した。大学時代は体育会バーベル部の副将を務め
ました。

学生時代の思い出を教えてください。
　大学1回生の夏休みに、京都から東京まで東海
道五十三次（約600km）をひとり自転車で、寝
袋で野宿しながらひたすら走り続けたことです。
3日かかりました。ずっと国道1号線を走ったので、
箱根の山越えも経験しました。その後も、自転車
で日本全国やマレー半島をツーリングしました。

趣味と特技を教えてください。
　映画鑑賞と登山です。
　映画は、最近2年間で200本近く観ました。観
た作品は面白いと思うランクを☆で付けてスマホ
に記録しています。面白かった映画はたくさんあ
りますが、あえて一つ挙げるなら、『わたしは、
ダニエル・ブレイク』（2016年/英仏）でしょうか。
必死に生きようとする人々と、そのような人々を
うまく救済できない社会保障システムの目に見え
ない距離感を鋭く指摘した映画です。
　登山は、数年前まで15年間、北アルプスの船
窪小屋という山小屋のボランティアを細々とです
がしていました。船窪小屋は、北アルプスの中で
も登山客の少ない辺鄙な場所にあり、「そういう
場所にこそ山小屋がないと登山者が困ってしまう」
という考えのもと、地元の御夫婦が長年経営され
ていた山小屋です。その理念に共感する人々がボ
ランティアを買って出ており、私もその片隅で参
加していました。夜11時まで仕事をして、夜行列
車に乗って行き、帰ってきてすぐ当番弁護に向か
うなんていう無茶なスケジュールでやっていました。

楽しかった旅行の思い出は何ですか?
　学生時代はお金もなかったので、よくヒッチハ
イクで旅行をして、合計300台以上の車に乗せて

もらいました。京都から隠岐島まで行こうとした
ら、途中で鳥取地裁米子支部の書記官さんに出会
い、そのまま御自宅に泊めてもらったこともあり
ます。そんな風に、話が弾めば長い距離をご一緒
できます。ここで初対面の方と円滑に会話する術
は多少身に付いたのではと思っており、仕事にも
活きているかもしれません。

生まれ変わったら何になりたいですか。
　大学に入学した頃はジャーナリスト志望でした
ので、記者か、または工業デザイナーですね。“目
立たないけど実はみんなが使っている”というよ
うな商品を作ってみたいです。

理事者就任の意気込みを教えてください。
　大変な重責だということは承知していますが、
できる限り“楽しく”取り組みたいと思います。

出身地、出身高校、出身大学を教えてください。
　新潟県長岡市生まれ、新潟県立長岡高校、日本
大学法学部出身です。
　毎年8月に開催される「長岡まつり大花火大会」
は、迫力がすごくて自慢です。実家近くからも見
えましたが、三尺玉があがると家が揺れるほどの
迫力でした（笑）。

修習はどちらでしたか。
　札幌でした。何度か北海道一周旅行に行ったこ
とがあったのですが、夏しか経験していなかった
ので、春夏秋冬を過ごしてみたくて第一希望にし
ました。札幌で就職も良いかなとも思いましたが、
冬に何度も転んで頭も打ったので、住むのは私に
は無理だと諦めました。

普段どのような業務をされていますか。
　一般民事、家事、企業法務です。最近だと、墓
の承継者がおらず、墓じまいをして、自分は散骨
を希望するというお年寄りの相談を聞いて、一緒

坂井 愛
（60期）

Ai Sakai
副会長
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に散骨場所を考える、という仕事が興味深かった
です。

仕事のポリシーを教えてください。
　「新入会員に贈るメッセージ」（本誌2018年
1･2月号）でも書きましたが、笑顔で迎え、笑顔
になって帰ってもらうこと、依頼者と一緒の気持
ちになって、諦めず丁寧に取り組むことです。

何か運動はやっていましたか。
　中学時代は、バレーボール部に所属していました。
　最近は、ハイアルチチュード（高地環境）とい
う低酸素トレーニングジムに通っている程度で
す。護身術を身に着けたいので、空手もやりたい
し、弓道に挑戦して、ゆくゆくは流鏑馬もやれた
ら格好良いなという願望だけは持っていますが、
行動は起こせていません。

学生時代の思い出を教えてください。
　大学時代、軽音楽研究会というサークルに所属
し、歌を歌い、キーボードで音を作り、文化祭で
披露したのが思い出に残っています。

趣味と特技を教えてください。
　趣味はネイルです。テーマを決め、ネイリスト
さんにデザインのイメージを伝え、ネイルしても
らうのが楽しいです。
　特技は、10年近くコーヒー屋さんでアルバイ
トをしていたので、コーヒーを淹れることです。

尊敬する人物はどなたですか?
　『三国志』(横山光輝の漫画を読みました)の諸
葛孔明も好きですが、伝え聞いた話しか知らない
し…と色々と考えると、やはり事務所のボスの齋
藤晴太郎弁護士でしょうか。大学の、人生の、弁
護士の先輩でもあり、物腰は穏やかながら、和解
の席で裁判官まで納得させてしまうような話しぶ
りがすごいと思います。

愛読書は何ですか?
　手塚治虫の『陽だまりの樹』、水木しげるの『昭
和史』、楳図かずおの『漂流教室』です。この三
人の漫画は、全部揃えたくて、持っていないもの
を見つけたらすぐ買います。

好きなドラマ、映画は何ですか?
　海外ドラマの『グッド・ワイフ』『HAWAII 
FIVE-0』です。どちらも何度も繰り返し見てい

ます。いつかハワイに住むのが目標なので、『グッ
ド・ワイフ』でアメリカの法廷の様子を勉強した
気になっています。映画だと、アン・ハサウェイ
が好きなので、『プラダを着た悪魔』『マイ・イン
ターン』が好きです。

好きな食べ物は何ですか?
　煮卵、それから、蒸し牡蠣にアリゴ（チーズを
加えたマッシュポテト）をたっぷりのっけて食べ
るのも大好きです。お店で勧められてやってみた
ら、すごく美味しくてハマっています。

人からよく指摘されるクセはありますか?
　自分では思いつかず、知人に聞いてみたところ、
白ワインをボトルで頼みがちだと言われました。

ストレス解消法は何ですか?
　アルコール摂取です。まずビールを飲んで、そ
の後は白ワインを飲みます。客室に露天風呂のあ
る温泉宿に連泊するのも大好きです。

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?
　ハワイに行きたいです。実現は難しいと思いま
すが、できることなら、最期はキラウエア火山を
超間近で見ていたいです（笑）。

生まれ変わっても、
　また弁護士になりたいですか?
　仕事は楽しいことも多いので、またなりたいで
す。でも、もし本当に何にでも生まれ変われるの
だったら、アン・ハサウェイになりたいですね（笑）。

理事者就任の意気込みを教えてください。
　多くの会員の皆様に喜んでもらえるような活動
をしたいと思います。一日一日を大切に、1年間
しっかりと取り組みたいと思います。

出身地、出身学校、職務歴を教えてください。
　新潟県三条市出身、東京学芸大学附属高校、東

中村 隆夫
（61期）

Takao Nakamura
副会長
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京大学法学部出身です。大学卒業後、日本銀行に
勤務し、その派遣で、米国UCLA経営大学院修
士課程にてMBAを取得しました。帰国後、日銀
を退職し、ベンチャー企業を立ち上げるなどを経
まして、東京大学法科大学院を修了し、弁護士に
なりました。

普段どのような業務をされていますか。
　新規ビジネス構築・危機管理・不祥事調査等を
含む企業法務全般、顧問先の経営者従業員等にか
かる相続・交通事故・刑事弁護等を含む一般民
事・刑事対応、社外役員業務です。

仕事のポリシーを教えてください。
　クライアントの悩みに寄り添い、できる限りい
くつかの方向の選択肢を提示し、納得した上で判
断してもらえるように努めています。弁護士にな
る前、自分自身が会社の経営者として、弁護士に
仕事を依頼することがありました。その際に、結
論だけではなく、なぜそうなるのかという過程を
分かりやすく伝えてくださる先生は、やはり信頼
ができましたので、私もそうできるようにと日頃
から思っています。

学生時代の思い出を教えてください。
　高校時代は弓道部主将（弓道は3段です）、大
学時代は体育会ヨット部主将で、部活動に明け暮
れていました。特に大学時代は、授業にはほとん
ど出ず、年間150日前後合宿生活をしていました。

趣味と特技を教えてください。
　ゴルフとヨットです。ヨットは今でも月に1回
程度はレースに出ており、現在は、日本セーリン
グ連盟の副会長もしています。ヨットは、ちょっ
と法律に近いところがあって、細かいルールの中
で相手の進路をどう塞ぐかという知的な戦略が必
要なところが面白いなと感じています。まぁ、チー
ム戦ですと、私は、頭脳を使うよりも、体力勝負
の担当なのですが（笑）。

愛読書は何ですか?
　活字の本はあまり読まなくて。その代わり、漫
画にハマっています。コロナ禍になって一層読む
ようになりました。例えば、『SLAM DUNK』

『 キングダム』『 NARUTO -ナルト-』『ONE 
PIECE』『進撃の巨人』『鬼滅の刃』『東京卍リベ

ンジャーズ』『ゴールデンカムイ』『アオアシ』
『GIANT KILLING』『はじめの一歩』『信長の
シェフ』『センゴク権兵衛（当初の『センゴク』
からずっと）』『SPY×FAMILY』『かげきしょう
じょ!!』『ボールルームへようこそ』『HUNTER
× HUNTER』『DRAGON BALL』『CITY 
HUNTER』『エンジェル・ハート』『特攻の島』『沈
黙の艦隊』『ジパング』『サンクチュアリ』などは、
何度も読み返しています。ほかにも挙げればまだ
まだあります。

楽しかった旅行の思い出は何ですか?
　米国留学時代に夏休みが3か月間あり、その期
間を全て旅行に使いました。夫婦二人でルート
66を走破した大陸横断と、ヨーロッパ・ユーレ
イルパス利用バックパック旅行と、キャンピング
カーで行った米国カナダ西海岸国立公園巡りをし
たのが印象に残っています。

ストレス解消法は?
　最近、折り畳み自転車で自宅から事務所までと
きどき通っているのですが、良い気分転換になり
ます。それと、お酒やコーヒーを飲むことですね。
手挽きのコーヒーミルも購入しました。

ご自身の長所、短所は何ですか?
　良くも悪くも、好奇心が強く、飽きっぽいとこ
ろです。その中で弁護士はよく続いているなと思
います。新しいことが好きなので、その点、弁護
士の仕事は毎回新たなことに挑戦できるから向い
ているのかもしれません。副会長になって、これ
までお付き合いしたことがないような方々と更に
交流が増えるのではと楽しみにしています。

理事者就任の意気込みを教えてください。
　菅沼会長が掲げる「多様性を力に、時代の課題
と向き合う」方針に少しでも貢献できるよう、私
の経験や考え方の多様性を活かしていけるよう努
力したいと思います。　　　　　　　　　　　
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