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弁護士２年目、 鶴岡拓真のある日

10時過ぎ、出勤。
普段はもう少し早く出勤していますが、昨夜は異業種交流会が大

いに盛り上がったせいで、ちょっと寝坊してしまいました。他の弁

護士にばれないように、こっそりと自席に向かうも、事務局が大声

で「おはようございます！！」なんて言うものだから、出勤時間がバ

レバレ。その様子を見て、 Ⅰ弁護士が笑っています。自席に着くと、

早速メールチェック。

11時、打合せ。
弁護士2年目に入り、一人で依頼者との打合せに対応することも

増えました。打合せ後に、所長に打合せ結果を上手くまとめて報

告しなければと思い、一生懸命メモを取ります。

13時、昼食。
所長への打合せ結果の報告を怒られることなく無事に終えること

ができました。虎ノ門周辺にはお手頃価格でランチを食べることが

できる店が多くあるのですが、インターネットでゴルフの新商品を

チェックしなければならないので、コンビニ弁当です。エネルギー

をチャージできたので、相手方代理人との電話交渉で少々ヒート

アップしてしまいました・・・（苦笑）。

15時、裁判期日。
担当している事件の弁論準備手続期日に出頭するため、東京地方

裁判所に向かいます。裁判官への説明もなかなか様になってきま

した（かな？）。裁判所から戻った後は、記憶が薄れないうちに、

依頼者宛ての報告書の作成です。

17時、文献調査。
事務所内の執務スペース裏手にある書庫に行き、文献を調べます。

思わずウトウトしていると、Ｏ先生が「ふ～っ」とため息をつきなが

ら疲れた様子で書庫に来たので、ハッと目が覚めました。

18時、起案。
事務所に掛かってくる電話も少なくなり、事務局も退所し始めたの

で、いよいよ起案時間のスタート。先輩弁護士のような起案スピー

ドはまだまだですが、週末のゴルフのために気合を入れ直して起

案に取り掛かるぞっ！！

0時、帰宅。
何とか書面を完成させ、所長にメールを送ったところで本日の仕

事は全て終了！！  無事、終電に間に合いました。
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消費税５% ● 税率10%● 税率8%
● 簡易課税みなし仕入率改正

所得税

贈与税

● 基礎控除額の引き下げ
● 税率構造見直し
● 小規模宅地の特例の適用面積拡大
● 相続時精算課税制度の適用要件見直し

所得税 ● NISA(少額投資非課税制度)ｽﾀｰﾄ

　　　　　　 ● ｺﾞﾙﾌ会員権等の譲渡損失の損益通算不可
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弁護士  篠崎 芳明 弁護士  進士 肇 弁護士  小川 幸三
今大切にしているものは、私が昭和４２年（１９６７年）
４月の弁護士登録時に買い入れた柘植の印鑑です。
現在も職印、銀行印として使用しており、この４７年
余り、私が毎日肌身離さずに持ち歩いている正に「伴
侶」です。印影は、すっかり角が取れてしまい、姿、
形も全体に黒ずみ、一見すると老いぼれた感じもしま
すが、まだまだ現
役として毎日私と
一緒にしっかり働
いております。い
つまでも頑張りま
しょう。よろしくお
願いね。

Sweet Sof ii
俺が弁護士になったときから、いつも俺を見守ってくれ
た。俺の疲れた体をいつもお前は癒してくれた。何度
夜明けのコーヒーをお前と一緒に飲んだことか。俺のい
ないときに、悟郎がお前に近づいたが、お前は見向きも
しなかったな。
俺も年をとったが、お前もだいぶ疲れてきた。肌はがさが
さ、でもそれでいい。
俺がこの仕事を続け
てこれたのも、お前
がそばにいてくれた
おかげだ。
ありがとうSof ii。

2月23日（日）の東京マラソンでは、4時間19分04秒の自己
ベストで完走。4月20日（日）のかすみがうらマラソンでも4
時間20分36秒と安定した記録を残せました。余勢を駆っ
て、6月1日（日）にウルトラ系「柴又100キロマラソン」の60ｋｍ
の部にトライ。真夏日となった猛暑の中、水をかぶり過半
を歩きながら、8時間33分11秒で
フィニッシュしました。ばっちり体
力をつけて、司法研修所民事弁
護教官2年目、67期集合修習・
68期導入修習に突入します。8
月から12月まで5ヶ月間の長丁場
を、担当クラス計約300名の司法
修習生たちと共に駆け抜けます。

弁護士  石黒 一利 弁護士  鈴木 哲広 弁護士  鶴岡 拓真
最近マイブームのみたらし団子です。この甘塩っぱさ
ともちもち感がたまりません。日本文化の至高だと思
います。その上、近くのコンビニエンスストアにも置い
てあるという手軽さなのでついつい買いに行ってしま
います。
ただ、こいつが 原 因で
最近体重が増加傾向に
あるの で、食 事 のカロ
リーを気にするようになり
ました。でもこいつはや
められません。

先日、二人目の子どもが生まれました。男の子です。
ペットのワンコもオスなので、長男、次男、私と石黒
家は男所帯になりました。妻の子育てを心配している
様子を尻目に、私としては、遊
び相手が増えたことを内心でウ
キウキしています。一緒にゴル
フに行きたいなぁ、野球を観戦
しに行きたいなぁ、などと日々遊
ぶことばかり考えている今日この
頃です。

時折、旅先などで妻と陶芸を楽しんでいます。もとも
とは知人からいただいた体験型チケットで挑戦したの
がきっかけで、今では土のぬくもりのとりこに。指先
に神経を集中させながら、
無心で粘土と格闘するこ
と小一時間。後日、釉薬
が塗られて自宅に届いた
ときの喜びはひとしおで、
わが家では専ら自分たち
で作った陶器で食事をし
ています。

弁護士  山口 和男（客員） 弁護士  清水 恵介（客員） 税理士  藤代 節子
アベノミクスの第１の矢である「大胆な金融緩和」と第２
の矢である「積極的財政出動」により、確かに、日本の
景気循環を上昇させ、消費増税に対する対策にも景気
上昇局面における下支え効果が見受けられ、政府の
努力に敬意を表します。しかし、いずれの成果も国の
債務を増加させた金融
融和を主因とする消極
的なものであり、第３の
矢としての国の「財政
改善」の成果こそが最
も期待されるものです。

所属替えの報告ではありません。5月24日、この大学
で日本成年後見法学会の学術大会があり、実務家
主体の報告者に交じって、「論点整理」として10分ほ
ど初登壇してきました。その他、私が編者となった『任
意後見契約書の解説と実務』（三協法規）の刊行、
早稲田法学（89巻2
号）や 銀 行 法 務21

（769号）へ の 初 寄
稿などもありました。

20数年前は結構熱いお茶の間野球ファンで、野球雑
誌を買ったりしていました。
セ･パ優勝、日本シリーズ、選手名鑑号は未だ捨てら
れず、数年分を実家に保管しています。当時の選手
名鑑は家族構成や住所といった個人情報まで載って
いて、今では
考えられない
時代の緩さを
感じさせます。

弁護士  寺嶌 毅一郎 弁護士  杉山 一郎 弁護士  中山 祐樹
糖質制限ダイエットばやりの昨今、「白米は贅沢品だ
と思ってます。」などと言う人も。贅沢品だから日常生
活から省いてもいい、省くべきだ、というポリシーでしょ
うか。でも、おっしゃるとおり、たとえ「贅沢」だとしても、
僕はこの「贅沢」を愛してます。写真は、ある日の
仕事帰り、ビールと「贅
沢」の 大 盛り。写 っ
てないけど主菜はフリ
スビーサイズのメンチ
カツ。旨かった！

当事務所から徒歩２０分ほどの芝公園周辺は、都心
でありながら緑に囲まれており、都内でも好きな場所
のひとつです。写真は、昨秋、カメラを片手にこの
付近を散策していた際、増上
寺近辺から東京タワーを撮影し
たものです。夏が過ぎ、涼しく
なった頃に訪れれば、銀杏や紅
葉を楽しむことができ、おすす
めです。

半年ほど前に買った万年筆です。子供用ですが、とて
も書きやすいとの評判なので、入手しました。とても気
に入っています。またニブにニコニコマークが彫られて
いてラブリーです（写真ではよく見えませんが）。キャップ
と同じオレンジ色の冬柿というインクを入れて赤ペン代わ
りに使っています。ビ
タミンカラーで癒やさ
れます。

今号は、近況報告のテーマを『今、自分が好きなもの（こと、場所etc.）』とし、

いつもの顔写真に代えて、各自に好きなもの（etc.）の写真を持ち寄ってもらいました。

表紙や記事内容も、少し趣向を変えてみましたが、いかがでしたでしょうか。

感想等、お寄せいただけましたら幸甚です。   〈夏号編集担当：寺嶌〉　


