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１）郵政民営化を最大の争点とした０５年の９・１１総

選挙、そして「政権交代」が焦点となった０９年の８・

３０総選挙はいずれも夏真っ盛り下での衆議院議員総

選挙でしたが、この事務所だよりが届く頃には、７・

１１に実施された参議院議員選挙の結果が明らかにな

っています。鳩山由紀夫首相と小沢一郎幹事長という

民主党２トップの辞任を受けて登場した菅直人新内閣

は民主党支持率のＶ字回復を果たしましたが、あえて

消費税アップを争点とした結果は？新たな政治の枠組

みが確立され、「第３の道」である「強い経済、強い財

政、強い社会保障」の実現が期待されますが、さてそ

の見通しは？ 

 

２）「レナウン」に対する、山東如意科技集団による４０％

の資本提携（＝買収）にはビックリしましたが、目下

最大の注目点は中国の人民元切り上げ容認の動きです。

財政不安にあえぐヨーロッパや人民元切り上げ要求を

続けてきたアメリカには朗報かもしれませんが、さて

日本の企業や日本全体への影響は？７月１日から実施

された年収２５万元（約３５０万円）以上の中国人へ

の個人観光ビザ解禁によって、中国人観光客がどこま

で増えるのか、そしてまたどこまでおカネを落とすの

かの検証とあわせて、今後いかに中国と向き合うかを

腰を据えて考えるべき時期が来ています。 

 

３）姫路獨協大学の法科大学院生募集停止は今後不可避

な法科大学院統廃合のスタートですが、司法試験合格

者を１５００名に減らす議論を含めた内向き指向を何

とか前向き指向に！そのためには、財政赤字軽減と経

済成長の両立を目指し、ニッポン国を今一度洗濯する

中でしか司法界も変わらないことを認識し、坂本龍馬

のような大きな目でしっかり論点を整理しなければな

りません。 

 

４）０９年５月２１日に施行され、８月３日に第１号事

件が始まった裁判員裁判は、死刑判決がまだない一方、

去る６月２２日はじめて無罪判決が言い渡されました。

依然根強い反対意見もあってその行方は予断を許しま

せんが、真に国民が参加できる民主的運用のためには、

私の著書『名作映画から学ぶ裁判員制度』（２０１０年

３月、河出書房新社）の活用を望みたいものです。 

 

５）参議院議員選挙の結果を踏まえた今後の日本の進路

に注目しながら、１人１人がわが国の政治と経済そし

て自分の持ち場に責任を持ってこの暑い夏を乗り切り

たいものです。私は２度にわたる自転車の転倒事故に

もめげず、走り続けます。皆様のご健勝を願っていま

す。 
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坂和総合法律事務所、全員集合！ 

チームワークよく、暑さに負けずがんばってます。 

（写真左上から） 

稲井  細谷  永田  中野 

金子 坂和弁護士 宏展弁護士 

         （２０１０年６月２８日撮影） 

暑中お見舞い申し上げます。 

 

２０１０年３月３０日発売 

河出書房新社・２９１頁１４００円（税別） 

mailto:ﾒｰﾙ%20office@sakawa-lawoffice.gr.jp
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◆ ２２年間私を支えてくれた嶋津淳子事務局長が３

月末に退職し、代わって金子友次朗が事務局長に就任

した。さらに藤崎麻弁護士の退職と入れ替わるように

東京で３年半弁護士業務に従事していた長男の坂和

宏展が３月中旬入所した。 

これによって、従前から係属中の重大事件、難事件

の書面作成能力が大幅にアップしたうえ、交通事故事

件についても宏展弁護士がすぐにその実務をマスタ

ーし、実践でも大奮闘。 

◆ 当事務所の昼食は賄い食。それを仕切り、かつ事務

員の教育全般を担うのが総務・経理の細谷優子。名簿

や各種ファイルの管理から坂和のパソコンの世話ま

で今やすっかり中堅となった稲井絵美と時にケンカ

したり、時に笑いながら日々の業務をこなしている。 

◆ 「校正大臣」の異名をとる永田ひとみの役割は不変

だが、掘り出しものが中野綾香。新卒の新入事務員が

事件担当として両弁護士と事務局長にしごかれなが

ら成長中。もともと怒鳴られ強いのかもしれないが、

その芯の強さには私もビックリ。１つ１つの事件の事

務処理を通じて、着実にレベルアップして欲しい。 

◆ 映画評論「担当」だった中島奈緒が６月末に寿退社

したため、その方面が手薄になった。早急に補強しな

ければ。 

 

 

 

 

◆『名作映画から学ぶ裁判員制度』の出版 

２００９年５月２１日裁判員法が施行され、８月３

日第１号事件の審理が始まった。それから約１年。２

０１０年５月２０日までに裁判員裁判で合計５３０

人の被告人について審理がなされ、最高刑は無期懲役。

死刑判決がまだない一方、無罪判決もまだない。新聞

紙上では施行１年を契機としてさまざまな特集が組

まれ議論がなされているが、私の目にはまだまだ裁判

員裁判が本来の役割を果たしているとは思えない。 

そんな中３月３０日、河出書房新社から『名作映画

から学ぶ裁判員制度』が発売された。各書店で好評発

売中だ。１から２３まで出版した『ＳＨＯＷ―ＨＥＹ

シネマルーム』は、もともと売れることを期待せずむ

やみやたらと出版したが、今回は違う。２９１頁、１

４００円と手頃で読みやすいうえ、内容は充実。こり

ゃ売れないはずがない。 

◆『景観・眺望をめぐる法と政策』（仮題）の出版 

「事務所だより」の第１４号０９年新年号で「早急

にまとめて出版することを公約としたい」と書いた同

書の原稿は、ほぼ８割方完成。鞆の浦訴訟一審判決と

京都市の景観眺望創生条例のほか、平成２１年７月に

芦屋市が市全域を景観地区に指定するという画期的

な都市計画を決定したからネタは十分。鳩山総理や民

主党のような公約破りは御免だから、『名作映画から

学ぶ裁判員制度』と同様タイムリーに完成させたい。 

◆『名画に見る生き方』（仮題）などの予定 

『名作映画から学ぶ裁判員制度』に味をしめた私は 

 

 

今再び河出書房新社で『名画に見る生き方』を執筆中。

これはタイトル通り○○の時、○○の時にこんな映画

を観て元気をもらい、生きるバネにしようというもの

だから、狙いはかなりユニーク。秋から冬に発売され

る予定だから乞うご期待。さらに目下構想中の企画は

「坂和式勉強法」。これは独学での司法試験の勉強中

に自覚しあみ出した私独自の勉強法を紹介するもの。

映画検定３級の合格や０９年４月以降の中国語の勉

強でも利用している。その極意はとにかく紙に書くこ

と、そして声に出してしゃべること。つまり、手と耳

と口の大活用で意味を理解しながら覚えることだ。こ

れも、乞うご期待。 

◆『実務不動産法講義』改訂版の予告 

法科大学院の教科書用として民事法研究会の実務

法律講義シリーズ９として『実務不動産法講義』を出

版したのは平成１７年４月。既に丸５年が経過したが、

その間の不動産法をめぐる変化は著しい。とりわけ平

成１９年１０月のサブプライムローン問題の発生と

それに伴う世界同時金融危機の発生は不動産と金融

をめぐる法律に大きな影響を与えた。平成１９年６月

に施行された耐震偽装問題に伴う改正建築基準法は

建築不況を招き、その「揺り戻し」として再改正の動

きもある。マンション建替え円滑化法や景観法の活用

状況のチェックも大切だ。さらに、債権法改正に向け

ての動きも加速している。そんな状況下、『実務不動

産法講義』の改訂に取りかかっているので、その出版

を予告しておきたい。 

 

 

 

 

◆ 白内障手術のご報告（１月１３日～１７日） 

私の自慢は６０歳になるまで病気やケガで入院し

たことがなかったこと。そんな私が１／１３～１７ま

で白内障手術のためはじめて入院した。視力の悪化を

感じ始めたのは平成１８年４月頃から。検査を受ける

と、悪い病気はないが核白内障との診断。年のせいで

仕方ないらしい。そこでメガネの度数を変えたが、そ

の後も白内障進行のためさらに２度も度数を変更。し

かし、運転免許の更新時期となる１月の誕生日を控え

て、メガネをかけて０．７見える自信がなかったため

手術を決意。「通院でもできる」という話もあったが、

ここはやはり慎重に入院を決意。両目を続けてやるた

め４泊５日となり不安いっぱいだったが、無事終了。

部屋は特別室だったから快適そのもの。しかも、飲酒

がドクターストップされていたから、逆に身体は健康

に。退院後はゴミによる感染症を防止するため３カ月

間目薬が不可欠だったが、今やそれもなし。遠くがよ

く見えるようになったからメガネ不要となり、今は書

面作成や近くのものを読む時だけ老眼鏡を使用。そん

な私の変化に気づいた人はどれくらい？ 

事務所の近況報告（弁護士業務編） 

～坂和弁護士より 

事務所の近況報告（出版編） 

～坂和弁護士より 

事務所の近況報告（その他） 

～坂和弁護士より 
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◆ 中国語の勉強は？その到達点は？ 

１）０９年４月からＮＨＫラジオ講座で始めた中国語の

勉強は１年４カ月が経過した。猛勉強の甲斐あって、

発音はまだまだだが読むのはかなりのレベルに到達。

ラジオ講座の教科書は６カ月毎に変わる。その初心者

用と中級者用の両方を使って朝昼１５分ずつの勉強

が基本だが、それだけでは自己満足の世界。私はそれ

を２本のＩＣレコーダーとｉＰｏｄに録音し、移動時

にいつも聴くとともに、仕事の合間やファミレスでの

集中勉強に活用。日曜日の午前中はファミレスでの２

～３時間の猛勉強が定着した。さらに、近時は電子辞

書のキーを押しながらのノートづくりが面白く、これ

をやっていると時間を忘れてしまう。この効用は１つ

の字をいろいろな単語と関連づけて覚えられること

と、中国語で単語の意味を理解できること。 

２）司法試験の受験勉強の時と同じ独学だが、私にはそ

れが１番向いており集中できる。最近は映画の字幕も

中国語に言い換えようとしているほどだ。ピンインが

難しいため流暢な会話を交わすレベルにはほど遠い

が、文章の大体の意味を掴んだり、筆談しながら意思

疎通をはかるくらいは十分できそうだ。なお、法律関

係の中国語は全然難しくないから、今後弁護士として

中国関連業務に関与することも射程距離に置きなが

ら、一層頑張りたい。もっとも、中国語の勉強は今の

私にとって１番楽しくて仕方のないテーマだが、その

勉強に暴走しないよう用心しなければ・・・。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ カラダスキャンとフィットネス、それに毎日サウナ

生活も！都心居住に感謝！ 

１）０８年盛夏号の「カラダスキャンでメタボに克つ！」

で、私が監査役を務めている株式会社オービックから

創立４０周年記念で貰ったカラダスキャンの活用ぶ

りを紹介したが、今や私にとってこれは必需品。毎朝

毎晩パンツ１枚になって体脂肪率、体年齢、ＢＭＩ、

基礎代謝、骨格筋率、内臓脂肪レベル、体幹皮下脂肪

率をチェックしているが、私の自慢は体年齢。６１歳

半ばとなった今の体年齢は５１～５２歳だから約１

０歳若いことになる。体脂肪もギリギリ２０％だから

立派なものだ。 

２）私は平成元年に入会した南海サウスタワーホテル

（現スイスホテル）のフィットネスクラブに約２０年

通ったが、自宅が職場のすぐ近くになったため平成２

０年３月にこれを退会し、北新地の中にある旧全日空

ホテル（現ＡＮＡクラウンプラザホテル）のフィット

ネス１本にした。これによって毎日曜日の運動量は２

０ｋｍ走から１５ｋｍ走に減少したが、基本的にはそ

れで十分。 

３）そのうえ今年５月からは、「毎日サウナ生活」とい

う強力な味方が加わった。それは北浜駅の上にコナミ

スポーツクラブ北浜がオープンしたため。会員資格は

多種多様だが、月額６３００円と１番安い平日夜会員

を選択。利用できるのは午後８時半から１１時までだ

が、私にはこれで十分。というよりこれがベスト。な

ぜなら、まだまだ現役でたくさんの事件を処理してい

るうえ、昼間の試写室通いという２足のわらじをはい

ている私は、昼間仕事をサボってサウナに行ける身分

ではない。そのうえ、毎日曜日に運動しているのだか

ら、平日は仕事帰りにサウナに入るだけで十分。何よ

り嬉しいのは午後１１時までオーケーなこと。これな

ら１０時前に入館し、サウナで汗を流しＴＶでニュー

スを見ながら着替えをして自宅に帰ることが可能。ホ

ントは３０分間でもプールで泳げばもっといいのだ

が、それは今後の課題。事務所、サウナ、自宅の移動

時間は自転車で約５分だから快適そのものだ。 

４）こんな形で夜１０時から１１時までの過ごし方が定

着すると、夜の会食後のサウナ、夜の試写会後のサウ

ナも習慣化してきた。そのため近時は皆勤賞の週もざ

ら。フル会員として同時に入会した妻は昼間も土曜日

も通っているから、わが家の風呂はほとんど不要とな

った。また「タオルプラス」のサービスによって月千

円で大小のタオルを毎回貸してくれるから、健康効果

のみならず経済効果も抜群。こんな風にほぼ毎日サウ

ナ生活を満喫できるのは、都心居住のおかげと感謝！ 

 

 

← 中国語の勉強風景です。 

聞くことと書くことは 

これでバッチリ！ 

あとは話す練習のみ・・。 

落書きではありません。→ 

これが勉強なのです！ 

← これが『三種の神器』！ 

①電子辞書 

②ＩＣレコーダー 

③ｉＰｏｄ 

毎年数多くの友人や依頼者の方にお集まりいた

だいております坂和事務所恒例の天神祭懇親パー

ティーですが、今年７月２５日は日曜日のため、や

むなく中止とさせていただきました。楽しみにして

いただいていた皆さんには申し訳ありません。来年

は必ず開催しますので、その際には２年分しゃべっ

て、笑って、歌って（？）、大いに楽しみましょう！ 

◆ 天神祭パーティー中止のお知らせ ◆ 
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１）あなたは、日清戦争当時の清国北洋艦隊の旗艦「定

遠」を知ってる？『坂の上の雲』では、定遠の巨艦ぶ

りに度肝を抜かれたものの、主砲に洗濯物を干してい

る姿を見て東郷平八郎や秋山真之が清国軍の規律の

乱れを見破った逸話がある。 

定遠は１８９４年９月の黄海海戦で損傷を受け威

海衛に退避したが、水雷艇の夜襲によって沈没。 

しかし今、山東省の威海には全長９４．５ｍ、全幅

１８．４ｍ、満載排水量７３３３トンの定遠号の威容

がある。これは０４年に５０００万元（約７０億円）

をかけて建造されたもので、定遠艦景区は年間６０万

人の観光客が訪れる一大テーマパークだ。昨年末の毛

丹青氏の提案で、私はこの視察旅行に。 

２）旅順観光（３／１３） 

私のはじめての中国旅行は００年８月の大連・瀋陽

旅行。この時は行けなかった旅順の観光が今回実現し

た。メインは①東鶏冠山景区、②白玉山、③２０３高

地。 

  まずは、激戦地となった東鶏冠山景区の位置図。次

に旅順日俄戦争陳列館で日本軍を苦しめた機関銃や

堅固な堡塁を確認。これでは決死の覚悟で突撃した白

襷隊の全滅も当然だ。白玉山は日本軍人の遺骨を収納

した「表忠塔」だが、今そこには軍港旅順口の表示が

ある。ここで購入した２８０元の『旅順・日俄戦争』

は私の貴重な教科書となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ところで、なぜ２０３高地という名前が？それは山

の高さが２０３ｍあるから。乃木大将率いる第三軍が

東鶏冠山を中心とする主防衛線の突破を断念し、２０

３高地攻略に主力を向けたのはなぜ？日式２８０ｍ

ｍ榴弾砲を６０台余り日本から運んだのはなぜ？そ

れは、今も貴重な軍港となっている旅順口の戦略的地

形を見ればよくわかる。沖縄の普天間基地移転問題も、

高度な安全保障の戦略から考えなければ・・・。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）大連理工大学での合同講演会（３／１４） 

視察にあわせて、大連理工大学での毛丹青氏との合

同講演会が実現。これは０９年８月の『取景中国』の

出版に伴う上海ブックフェアへの出席と、上海華東理

工大学外国語学院での毛丹青氏との合同講演会に続

くもの。０９年１１月の厦門城市職業学院での景観法

の講義はレジメ作成などの講義準備が大変だったが、

今回はすべてアドリブでの生き方論、勉強論が中心だ

から、気が楽。まずは５００名を収容する大教室の最

前列に座り、０９年１０月にＣＣＴＶ（中国中央電視

台）で放映された毛さんの『華人世界』の『從魚販到

雙語作家』を３０分間鑑賞。これによって、毛さんの

活動を知ってもらうわけだが、その中には１分間だけ

私の映像も登場！今回は私の登壇時間は少なかった

が、講演終了後は『取景中国』のサイン会。２５０名

のサインは初体験だ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４）定遠艦景区視察（３／１５） 

まず「熱烈歓迎坂和章平先生、毛丹青先生一行様」

の文字が流れる電光掲示板に注目！私たちの定遠艦

景区視察は地元からこんなすごい歓迎を！定遠号の

威容は２枚の写真で明らか。３０５ｍｍの主砲、１５

０ｍｍの副砲、５７ｍｍの速射機関砲、そして３隻の

魚雷艇、高いマストと２本の煙突などに注目。なお、

黄龍旗は北洋艦隊の旗号だ。 

定遠号の艦内は巨大な歴史館。膨大な写真と資料そ

して蝋人形によって水兵室や機関室などの生活感や

現実感がリアル。北洋艦隊の司令長官だった丁汝昌の

イスに座った私の威厳は？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北京・大連・青島旅行記 

（２０１０年３月１３日～１８日） 
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強い寒風の中関係者の視察を終えると、昼食会に続

く夜の会食。最高級の料理の数々に舌鼓を打ち、１９

７２年に日中国交回復を実現させた周恩来と田中角

栄会談の時に提供されたのと同じ茅台酒（マオタイ

酒）を何杯も。そして、乾杯のくり返しによって、貴

重な人脈形成もしっかりと。さあ、今後いかなる展開

が？ 

５）劉公島観光（３／１６） 

清国の指揮所があった劉公島には今、甲午戦争博物

館がある。定遠号の設計や博物館の設営に関与した若

手民間軍事研究家の陳悦さんの案内でこれを見学。入

口には「喚起吾国千年之大夢」（我が国が千年の長い

夢から呼び起こされたのは）と「実自甲午一役始也」

（実に甲午戦争（日清戦争）から始まったのだ）の文

字。巨大な館内には、瀋陽の「９．１８記念館」と同

じく蝋人形や電光を駆使してさまざまな展示が。また

海軍礼儀庁には、巡洋艦済遠から引き揚げられた主

砲・副砲や碇などがそのまま展示。日本もノー天気な

平和論にうつつを抜かさず、日清戦争から再度学ばな

ければ。 

 

 

 

 

 

 

 

６）青島海軍博物館見学（３／１７） 

青島は２回目だが、その美しさは中国一。お馴染み

の八大関や花石楼の見学後、海軍博物館へ。ここでは

ホンモノの潜水艦２３７艇の見学ができる。『眼下の

敵』（５７年）、『Ｕ・ボート』（８１年）、『Ｋ－１９』

（０２年）、『ローレライ』（０５年）など潜水艦モノ

の名作は多いが、その艦内は？全長７６ｍ、幅６．７

ｍの艦内の狭さは想像以上。魚雷発射室や機関室に場

所をとられるから、艦長室も指揮所もひどく狭い。こ

れでは身体のデカイ男は潜水艦乗りは無理。ちなみに、

２３７艇の大きさは北朝鮮の主力潜水艦ロメオ型と

同程度だから、全長３５ｍ程度のサンオ型、ヨノ型の

狭さは？ 

青島での夕食は海鮮一条衡にある島城海鮮第一村。

運転手紹介の自慢の店だ。自分で生きている魚や貝な

どを注文し、すぐに料理してもらって食べるのだから

おいしいのは当然。カニ、ほたて、えび、ウニとメチ

ャうまの青島ビールをたらふく飲み食いして、Ｈｏｗ 

ｍｕｃｈ？ちなみに、毎日こんな海鮮料理と青島ビー

ルを飲んでいる青島市民には痛風患者が多いとか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

７）翌３月１８日は美しい海岸から石老人を望み、道教

の山、（山勞）山に登りそこから美しい景色とお茶を

堪能。しかして、あっという間に充実した６日間が終

了した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私が河合税理士とはじめて出会ったのは、０８年７

月。昔からの依頼者の紹介で、不動産買い戻し事件の

相談を受けた時だ。税理士は税務申告をするだけでは

なく、それに関連した相談を聴くから、それが法的紛

争になれば弁護士の協力が必要となる。私にはそうい

う業務で関係している友人の税理士がたくさんいる

が、驚いたのはまだ２０歳代のイキのいい税理士だっ

たこと。相談案件はかなりの難事件だったが、何とも

大胆かつオリジナリティ溢れる戦略と真剣な対応に

よって見事に解決。この事件処理の中で培われた互い

の信頼と、若いのに中国好き、特に三国志大好き人間

というキャラが、倍ほど年の違うわがままオヤジのキ

ャラと同ベクトルだったらしく意気投合することに。

その結果、彼は私が月に１度参加している中国通が集

まる「お茶会」にも参加するようになったうえ、事件

の相談や依頼が増えてきた。 

知り合った当時は勤務税理士だった彼も、０９年１

１月には独立して会計事務所サンタックスオフィス

を設立し、北浜駅のすぐ近くに移転した。そして、私

が平日だけの夜会員として毎日のように通っている

コナミスポーツクラブ北浜へも入会。その結果、今で

は互いの裸身を見せ合いながらの交流も時々ある。最

近めったに見ないいい若者だから、そのうち結婚相手

を世話してやろうと秘かに思っていたのに、ある日バ

ッタリ出会った行きつけの焼肉屋で彼女を紹介され

たうえ、今年４月には「結婚しました」との報告も。

婚カツ、婚カツと騒いでいるニッポン国だが、やっぱ

りいい玉は早く売れるものだと痛感。今後は、私のみ

ならず宏展弁護士の同世代の良き友人として交流を

深めるとともに、仕事のうえでも密着度を深め、かつ

競いあっていきたい。 

 

坂和章平とすばらしき人たち～交遊録 

その８ ～ 河合晃男税理士 

お気軽にご相談ください！ 

会計事務所 

サンタックスオフィス 

TEL(06)6226-1710 

http://www.suntaxoffice.jp/ 
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◆ 坂和弁護士の長男、坂和宏展です。修習生として上

京してから足かけ５年の東京生活を終え、３月１５日

付けで大阪弁護士会への登録換えも済ませ、坂和事務

所の一員となって早くも３か月余りが経過しました。

移転当初は、土・日・月で引越作業、火曜は前事務所

の事件で横浜地裁での証人尋問をやり、その足で新幹

線に乗り大阪に戻って水曜から坂和事務所で執務開

始というハードスケジュールもあって、とにかくバタ

バタしていましたが、ようやく自分のペースが掴めて

きたように思います。坂和弁護士は我が父親ながら仕

事の面では厳格な大先輩でもあり、正直なところうま

くやっていけるかどうか心配だったのですが、幸い３

年半の東京での「武者修行」は無駄ではなかったよう

で、坂和弁護士からも「これだけできれば・・・」と

まずまずの評価を受けることができ、ほっとしていま

す（一番ホッとしているのは、息子を叱りつけずに済

んでいる本人かも？？？）。 

◆ 東京から大阪に移転して、何か変わったか？と聞か

れることが多いのですが、仕事の面ではそれほど大き

な違いはないと思います。ただ、東京のほうが明らか

に人が多いというのは強く実感するところで、都市と

してのトータルパワーの格差のようなものを感じま

す。弁護士人口も、東京は東京弁護士会、第一東京弁

護士会、第二東京弁護士会のいわゆる「東京三会」あ

わせて１万４０００人近いのに対し、大阪弁護士会は

今年６月１日現在で３５８４人とわずか４分の１程

度です。その分「顔が見える」ことも多く、人付き合

いの面では良いことも多いのですが、渦中の法曹人口

問題も含め、「コップの中の話」になりすぎないよう

意識しなければ、と思います。 

◆ といっても、朝・昼・夕方は当然仕事で多忙、なか

なか「外に出て交流を深める」機会を作るのは難しい

現状で、私が実践しているのはインターネットのソー

シャル・ネットワーキングサービス「mixi」（ミクシ

ィ）での交流です。弁護士業界の中にも著名な「ブロ

ガー弁護士」（略すと「ブロ弁」？）が多数おられま

すが、ブログは本当に誰でも見られるため、手軽に自 

 

分の意見を発信するのには向いていますが、１人１人

と丁寧なコミュニケーションを図るのは負担が大き

く、難しいツールだと感じています。mixi の仕組み

は私なりの「距離感」にぴったりだったこともあり、

修習生時代から「日記」を書き始めてすでに４年以上

経過しました。思うところあって、約２年前から「弁

護士として、法曹ではない方々と法律問題に関する意

見を交わす機会を持ちたい」ということで「死刑制度」

や「裁判員裁判」「法と道徳」などかなり堅苦しいテ

ーマを選び、プチ論文めいた日記を執筆しています。

当初考えていたよりずっと大勢の、多種多様な経験を

お持ちの方々に日記を読んでいただくことができ、ま

た、書き込まれるコメントに考えさせられることも多

く、貴重な交流の機会であると同時に勉強させてもら

う場となっています。もっとも、あまり固い日記ばか

りでは読者に飽きられてしまうと考え、ユーモアの利

いた軽い読み物も挟むようにしていますが、これは

「ウケる」時と「ウケない」時があり、また違った意

味での勉強になっています。こんな私の日記を読んで

やろうという方は、mixi で「sakawa hironobu」とい

う名前を検索するとすぐヒットしますので、探してみ

てください。もちろん、私は（株）ミクシィの回し者

ではありません。同社と当職の間には何ら利害関係は

ありませんので念のため・・・。 

◆ 他方で、最近爆発的に流行している「Twitter（ツ

イッター）」にはうまく入り込むことができないでい

ます。これは、１４０字以内の手軽な「つぶやき」を

共有することでリアルタイムに緩やかなつながりを

持つことができる「ミニブログ」ですが、文章を練っ

て丁寧に書いていきたい私のスタイルには合ってい

ないのかもしれません。もっとも、同じニーズを満た

すサービスではないので、新たな活用スタイルを見つ

けて時代に乗り遅れないようにしたいと思います。 

◆ そんなこんなでスタートした大阪生活もこれから

が本番。「賄い付き法律事務所」である坂和事務所で、

東京時代より格段にスリムになった（かなり大げさ）

機動力を生かし、仕事に趣味にパワーアップを図りた

いと思いますので、ご指導、ご鞭撻のほどよろしくお

願い申し上げます。 

 

 

 

 

◆ 今年３月、坂和弁護士の長男である坂和宏展弁護士

が入所しました。私が入所した平成１５年３月時点で

宏展先生は大学４回生になろうとしていたところで、

初めて会ったのはその年の夏ごろだったと思います。

穏やかな人柄がにじみ出たかのような温和な外見で、

第１印象は「え？ホンマに坂和弁護士の息子なん？似

てへんなー」というのが正直なところです。しかし、

「父子鷹」というかカエルの子はカエルというか（悪

い意味ではありません。念のため）、大学を卒業した

年に司法試験に合格していることや、読書量がハンパ

じゃないこと、日本近代史の知識が深いこと（軍事に

関しては宏展先生の方が上？）など共通点も多くある

ようです。弁護士の生命線である書面作成では、私か

らすれば「さすが！」という出来映えで毎日うならさ

れています。まさに「即戦力」の宏展弁護士が入った

坂和事務所はますますパワーアップしています！ち

なみに坂和事務所では、坂和弁護士を「坂和先生」と

呼び、宏展先生を「ヒロ先生」と呼んでいますので、

電話等で呼び出される際にはご参考に。 

◆ 私自身は、４月から事務局長という立場になりまし

たが、まだまだ「事務局長」としての役割を十分に果

たせていないと日々反省しています。事務所全体の仕

事の流れと人の動きに気を配り、坂和弁護士と事務局

員の橋渡し役となることが期待されていることは自

覚していますが、その期待に応えられていない自分に

対する歯がゆさを強く感じています。異例な「近況報

告」ですが、そのような私の「近況」を率直に報告す

ることが私自身への叱咤になると大目に見ていただ

き、今後ともよろしくご指導のほどをお願いします。 

事務所の近況報告（事務局編） 

～事務局長金子より 

ごあいさつ 

入所のごあいさつ 

弁護士 坂 和 宏 展（ひろのぶ） 

ごあいさつ 

写真？ 
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『華麗なるアリバイ』（フランス映画） 

梅田ガーデンシネマ、７月下旬公開 
（監督・脚本：パスカル・ボニゼール） 

（ミュウ=ミュウ、ランベール・ウィルソン出演） 

『闇の列車、光の旅』（アメリカ、メキシコ映画） 

シネ・リーブル梅田他、８月７日公開 

（監督・脚本：キャリー・ジョージ・フクナガ） 

（パウリーナ・ガイタン、エドガー・フロレス出演） 

原作はアガサ・クリスティーの『ホロー荘の殺人』。大邸宅に集

う９人の男女の核はピエール。妻、現愛人、元愛人、元恋人と

いう４人の女がそろえば、一波乱は必至。と思うと、すぐに第

二の殺人も！さあ、犯人は？舞台と俳優をフランスに移した、

おしゃれで味わい深い推理を楽しもう。 

ホンジュラスの少女がメキシコを経てアメリカへ密入国を目指

すのは何のため？それは「脱北者」が後を絶たないのと同じ？

「南北」の緊張が高まる中、ノー天気な日本人はこんな映画を

観て勉強しなければ。ここにまた、国境越えロードムービーの

名作が誕生！邦題の意味をしっかり噛みしめながら、国境越え

「ロミオとジュリエット」の悲恋を味わいたい。 

『キャタピラー』（日本映画） 

テアトル梅田他、８月１４日公開 
（監督：若松孝二） 

（寺島しのぶ、大西信満出演） 

『東 京 島』（日本映画） 

梅田ブルク７他、８月２８日公開 
（監督：篠崎誠） 

（木村多江、窪塚洋介出演） 

３５年ぶり。日本人３人目の快挙！寺島しのぶの第６０回ベル

リン国際映画祭最優秀女優賞ゲットに拍手！しかしそれ以上の

注目は、あの戦争のテーマをこのように設定したことのすごさ

と演技の迫力。これぞ映画！これぞ問題作！内向き思考が蔓延

する斜陽の国ニッポンは、今こそ若松孝二監督のこんなチャレ

ンジに覚醒しなければ！ 

夫婦２人の船旅は無惨にも無人島へ漂着！そこに流れ着いた１

６人の若者との共同生活とは？それだけでも面白いが、さらに

６人の屈強な中国人が漂着？そこでくり広げられるパワーバラ

ンスと女の生きザマとは？現実ピッタシの日中若者論を考えな

がら、ありえないストーリー展開を楽しみ、かつ熟考したい。 

『ヤギと男と男と壁と』（アメリカ、イギリス映画） 

シネ・リーブル梅田他、８月１４日公開 
（監督：グラント・ヘスロヴ） 

（ジョージ・クルーニー、ジェフ・ブリッジス、 

ユアン・マクレガー出演） 

 

まずは豪華４人の俳優陣、とりわけ『スター・ウォーズ』新３

部作でジュダイ騎士オビ＝ワン・ケノービ役を演じたユアン・

マクレガーに注目！次に、何とも奇妙な邦題に注目！ヤギや壁

が男と一体どんな関係に？キーワードは超能力！イラク戦争で

米軍の早期撤退ができたのは、超能力を駆使する極秘部隊「新

地球軍」のおかげ？その真相が本作によって解明！こりゃ、夏

休み中の頭の体操には、もってこい？  

 

 

 

平 日 午前９時～午後６時 

土曜日 午前９時～午後３時 

（業務時間外の相談をご希望

の方はお申し出下さい。） 

＊相談にこられる際は日時の

予約をしていただき、関係

資料を一式持参して下さ

い。 

＊また相談内容のメモを事前

にＦＡＸもしくはメールに

ていただければ幸いです。 

＊お車で来られる方はアクセ

スマップ（車・タクシー用）

を参照して下さい。 

事務所のホームページ 

http://www.sakawa-lawoff

ice.gr.jp/sub1-3-2007chi

zu.pdf 

から印刷していただくか、

連絡をいただきましたらＦ

ＡＸします。 

◆ 業務時間 ◆ 

 

坂和事務所の天神祭パーティーなどでステキな歌

声で華を添えてくれてい 

るう～みが、３月３日に 

新アルバム『暖々』をリ 

リースしました。そして 

なんと！このアルバムに 

は、前事務局長の嶋津が 

作詞、坂和弁護士が作詞 

協力をした『ｓｏｍｅ～ 

ミマモッテイルヨ～』が 

収録されています！ 

ぜひ聴いてください！ （税込2500円 品番：BZCS-1068） 

映画評論家『ＳＨＯＷ－ＨＥＹ』の部屋 
～夏休みとその前後のお薦め作品～ 

http://www.sakawa-lawoffice.gr.jp/sub1-3-2007chizu.pdf
http://www.sakawa-lawoffice.gr.jp/sub1-3-2007chizu.pdf
http://www.sakawa-lawoffice.gr.jp/sub1-3-2007chizu.pdf
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＊中国映画特集＊ 
中国大好き！中国映画

大好き！なＳＨＯＷ－

ＨＥＹが自信をもって

オススメする中国映画

評論集 

 
シネマ１ ワイルドシングス、パールハーバー、３９〔刑法第三十九条〕、黒い家 など計４４作品 

シネマ２ ホタル、チョコレート、ギャング・オブ・ニューヨーク、たそがれ清兵衛、壬生義士伝 など計７５作品 

シネマ３ ラスト・サムライ、エデンより彼方に、裁判員―決めるのはあなた、スパイ・ゾルゲ など計１０１作品 

シネマ４ ロード・オブ・ザ・リング─王の帰還、トロイ、海猿、世界の中心で愛をさけぶ など計６８作品 

シネマ５（中国電影大観パート１） 紅いコーリャン、青い凧、小城之春、春の惑い、三国志、阿片戦争、山の郵便配達 など計６６作品 

シネマ６ スパイダーマン２、８０デイズ、ハウルの動く城、オールド・ボーイ、血と骨、チルソクの夏 など計８１作品 

シネマ７ アビエイター、ローレライ、Ｕボート最後の決断、ＣＥＯ、カーテンコール、交渉人真下正義 など計７８作品 

シネマ８（韓国映画特集） 恋する神父、セックス イズ ゼロ、亡国のイージス、ヒトラー～最期の１２日間～ など計７５作品 

シネマ９ 男たちの大和／ＹＡＭＡＴＯ、ルパン、ＴＨＥ 有頂天ホテル、単騎､千里を走る。 、春の雪 など計７０作品 

シネマ１０ 県庁の星、博士の愛した数式、連理の枝、カサノバ、子ぎつねヘレン、ブロークバック・マウンテン など計６１作品 

シネマ１１ バイレーツ・オブ・カリビアン／デッドマンズ・チェスト、日本沈没、佐賀のがばいばあちゃん など計７４作品 

シネマ１２ 父親たちの星条旗、硫黄島からの手紙、地下鉄に乗って、フラガール、王の男 など計７５作品 

シネマ１３ ドリームガールズ、天井桟敷の人々、キサラギ、百年恋歌、ＮＡＮＡ２、大奥、ダウト など計７６作品 

シネマ１４ ００７／カジノ・ロワイヤル、ロッキー・ザ・ファイナル、それでもボクはやってない、愛の流刑地 など計６７作品 

シネマ１５ オーシャンズ１３、西遊記、傷だらけの男たち、ミス・ポター、長江哀歌、０（ゼロ）からの風 など計７９作品 

シネマ１６ 椿三十郎、アフター・ウェディング、グッド・シェパード、Ｕボート、４分間のピアニスト など計７２作品 

シネマ１７（中国電影大観パート２） インファナル・アフェアⅢ、ＰＲＯＭＩＳＥ、墨攻、桃色、ココシリ など計８３作品 

シネマ１８ ノーカントリー、ヒトラーの贋札、実録・連合赤軍 あさま山荘への道程、茶々―天涯の貴妃、母べえ など計７６作品 

シネマ１９（韓国映画特集２） 太王四神記、インディアン・サマー、光州５・１８、ブレス、スルース、フィクサー など計８５作品 

シネマ２０ 相棒―劇場版―、幸せになるための２７のドレス、接吻、闇の子供たち、ゲキ×シネ「メタルマクベス」など計７８作品 

シネマ２１ ２０世紀少年、レッドクリフⅠ、まぼろしの邪馬台国、マンマ・ミーア！、おくりびと、１２人の怒れる男 など計７４作品 

シネマ２２ 愛のむきだし、英国王 給仕人に乾杯！、チェンジリング、スラムドッグ＄ミリオネア、真夏のオリオン など計５０作品 

シネマ２３ アンナと過ごした４日間、イングロリアス・バスターズ、沈まぬ太陽、グラン・トリノ、ちゃんと伝える など計５０作品 

シネマ２４ アバター、ハート・ロッカー、フローズン・リバー、今度は愛妻家、ミレニアム ドラゴン・タトゥーの女 など計５０作品 

 

 

シネマルーム１～２４掲載作品抜粋（全掲載作品数１７１３作品） 

０２年の『ＳＨＯＷ－ＨＥＹシネマルームⅠ～二足のわらじをはきたくて』の出版に始まる『シネマルーム』

シリーズは、パート２４まで完成しました。『シネマルーム』を通じて、たくさんのステキな方々と出会い、

人生、歴史、法律など様々なことを楽しみながら学ぶことができました。私の映画評論を読んで、是非皆様

にも映画のすばらしさ、学ぶことや考えることの楽しさを知ってもらいたいと思います。 

シネマ２２からは『お薦め５０作』と装いをあらため、かつ年間２冊に絞りましたが、多い時には年間４冊も出版したこ

ともあり、特に『シネマルーム』４～２１は今なお大量の在庫があります。そこでこの際、『シネマルーム』を読んで楽しん

でいただける方に１～２４を無料でプレゼントすることとしました（但し、シネマ２２は在庫薄のため除外）。１～２４まで

の全掲載数は１７１３作品ですから、全巻そろえばラインナップは相当なものです。ＦＡＸ、メールで申込みいただければ

すぐに郵送します（但し、送料だけは負担して下さい）ので、遠慮なくどしどしお申し込み下さい。 

記念すべき第１号 

好評発売中！！ 

『取景中国：跟着电影去旅行 
（Ｓｈｏｔｓ ｏｆ Ｃｈｉｎａ）』 

（定価４８元＝７５０円・税込） 

注文・問合せは坂和総合法律事務所まで 

お願い致します。お待ちしています。 

 

日頃の感謝を込めて次の書籍も希望者にプレゼントします。 
Ｈ17の愛媛大学法文学部での「都市法政策」の集中講義をまとめた 

『実況中継 まちづくりの法と政策４』 
Ｈ13からＨ19までの津山再開発をめぐる闘争をまとめた 

『津山再開発奮闘記－実践する弁護士の視点から－』 
坂和弁護士が書いたコラム・評論等をまとめた 

『がんばったで！３１年ナニワのオッチャン弁護士評論・コラム集』 


