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旧年中は大変お世話になりました。

京都さつき法律事務所も、昨年５月７日に開業して、

初めての新年を迎えることができました。

本年も、皆様の法的ニーズにこたえられるよう、弁

護士、事務員一丸となってまいりますので、よろしく

お願い致します。

今年もよろしくお願いします
2003年１月１日

京都さつき法律事務所一同

迎春

http://kyotosatsuki.xtr.jp/
mailto:info@kyoto-satsuki.jp
ogn2
タイプライターテキスト
※タイトルをクリックするとWebサイトにジャンプします。
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Q1 事務所名の由来は？

A　単純明快、５月に開設した

から「さつき」としました。

ただ、「さつき法律事務所」は、

大阪にも東京にもある（おそら

く全国的には相当数あると思わ

れる）ため、特定するため頭に

「京都」とつけました。まったく

ひねりのないネーミングで申し

訳ありません。

Q2 事務所のイメージは？

A　「さつき」という名のとおり、

五月晴れの爽やかさをモットー

にいきたいと、事務所内のカウ

ンター等の色もブルー系で固め

ました。

山下弁護士の快活なイメージ

の周囲を表面的にはおとなしめ

の３人（??）が固め、事務所全体

としてバランスがとれた明るい

事務所にしたいと考えています。

Q3 事務所の特徴は？

A　基本的には幅広く、皆様か

らの相談に何でもこたえられる

事務所でありたいと考えていま

す。特に、開設して間もない小

規模事務所ですから、文字通り

「すきま」に入り込むように、皆

様の多様な法的ニーズに柔軟に

対応していきます。

Q4 事務所の構成は？

A　弁護士２人に、事務員２人

の京都としてはごくごく普通の

事務所です。山下弁護士が弁護

士登録11年目、三澤事務員が事

務員７年目という中堅どころで

あるほかは、平井弁護士が昨年

10月から、若林事務員が昨年11

月からの全くの新人。事務所自

体が昨年５月からという出来た

てほやほやの状態ですが、それ

だけに、新しいイメージでより

よい事務所づくりをしていける

と考えています。

Q5 山下弁護士の得意分野は？

A　いわずと知れたマルチプ

レーヤー。前事務所時代から

培った医療分野のほか、最近で

は商標権を中心に知的財産権の

分野にも幅広く手を広げ、持ち

前の決断力の早さとスピードで

活躍しています。一方で、交通

問題を中心に弁護士会活動に力

を入れることはもちろん、京都

市の自治記念日に環境活動で感

謝状を授与されるなど京都市行

政とのかかわりも持ち、最近で

は、精神医療や福祉行政の講師

を務めるなど、幅広い分野を手

がけています。また、人に物を

依頼して気持ちよくやってもら

うこと（決して強引に押しつけ

る訳ではない？）が極めて得意

とは周囲の一致した意見。

Q6 平井弁護士の得意分野は？

A　まだまだ駆け出しの１年生

ですが、強いてあげれば会計・

税務関係、不動産・金融関係、

行政手続き等。それが弁護士業

務にどう役立つの？　という多

くの疑問はありますが、とりあ

えずはあらゆる分野の仕事に首

を突っ込みながら、未知の世界

に飛び込んでいこうと考えてい

ます。私のとりえは、人一倍強

い好奇心だと思っていますか

ら。

Q7 事務所ビルは？

A　河二ビルの４階（４ページ

の地図参照）です。事務所の向

かいが京都映画センター。その

他、木内総合法律事務所、ビス

トロ、アナウンスやモダンバ

レーのスクール、おし花学園な

ど、バラエティーに富んだ入居

者のいる楽しいビルです。お気

軽にお立ち寄りください。

事務所紹介 一 問 一 答
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が、一つでも得意分野の知識を

伸ばし、これまでの弁護士の枠

にとらわれない柔軟さモットー

に頑張ってまいりたいと考えて

おります。皆様におかれまして

も、「こんなこと弁護士に頼む

ことじゃないのでは？」などと

思われる前に、それこそ何でも

お気軽にご相談いただければこ

ちらの勉強にもなりますし、有

り難いと思っております。今年

もよろしくお願い致します。

昨年は、私にとって節目の年

でした。事務所開設にあたり、

以前の依頼者が訪ねてくださっ

たり励ましのお手紙や親身なお

心遣いをいただいたりと、友情

とご厚情に包まれていることを

感じました。ただ感謝あるのみ

です。前事務所を離れてみて有

難みがよくわかりました。皆様

の激励の言葉を一生の宝物とし

て大切にしていきたいと思いま

す。 

仕事の面では、卓越した弁理

士さんと組んで知的財産の仕事

をしたこと、緊張と徹夜の連続

で鍛えられました（でもきついと

逆に太ってしまう自分が悲しい）。 

対外的には、シンポジウムの

パネリストを初体験したり、企

業や役所の研修の講師が多かっ

たりでした。３月は京都商工会

議所のLRTシンポのパネリス

ト、８月は広告会社の幹部対象

に役員の責任と肖像権・商標権

についての研修、京のアジェン

ダ21の交通シンポのパネリス

ト、11月は区役所で公務員倫理

の研修、12月は公立病院で医療

訴訟の研修、京都市福祉職員に

母子家庭の法律問題の研修。自

他ともに人前でしゃべるのが苦

手と認める私ですが、話したい

ことがこんなにあったのかと自

分でもびっくり。 

弁護士会活動では、近畿弁護

士会連合会の人権擁護大会のシ

ンポ事務局長として、大阪通い

をしました。シンポは大成功で

反響の大きさに驚きました。 

10月には、平井弁護士を迎え

ました。数字に強いこと、慎重

さ、冷静沈着さと、夫いわく「君

にないものすべてを持っている

人」ですが、いきなり大きな少年

事件に当たってしまい、費用対

効果などお構いなしに打ち込ん

でいる姿を見ていると、結構似

た者同士なのかもと思います。 

厳しい時期ですが、皆様の奮

闘が報われますように。小さな

事務所ですが、お役に立てるよ

う、力をあわせて頑張っていき

ますので、今年もよろしくお願

いします。

節目の年にあたって
弁護士　山下信子

山
やましたのぶ

下信子
こ

弁護士

プロフィールは、
本人の希望で省略
（興味のある方は、
本人に直接お尋ね
ください）。緊張
の連続で太った?
とは最近の本人の
一番の関心事。

少しはその場しのぎではなく、

自分のカラーを出しつつ、皆様

に信頼して仕事をまかせていた

だき、かつ、結果として皆様に

満足していただけるようになる

ことです。

で、自分のカラーは？　とい

う点ですが、自分としては、も

ともと経営（特に金融と会計）

が専門ですし、これまでの社会

経験上、行政実務や税、不動産

関係等に広く浅く首を突っ込ん

でまいりました。その中から、

どこまでこれからの弁護士業務

に役立つかは全くの未知数です

昨年10月に弁護士登録して、

早３か月がすぎました。

社会経験自体はかなり積んで

きているのですが、そのほとん

どを京都市役所で過ごしてきた

ため、弁護士業務は、手がける

事件がすべて初物づくし。

そのたびに、関係する本や判

例などをひっくり返すほか、い

ろいろな諸先輩方に聞きまくっ

て何とか依頼者の方に迷惑や不

利益をかけないようにやってき

ただけって感じの３か月でし

た。

で、今年の目標はといえば、

平
ひら

井
い

宏
ひろとし

俊弁護士

名古屋市出身の41
歳。大学卒業後、
地方銀行勤務を経
た後京都市役所で
都市計画、税行政
などを担当、02年
10月弁護士登録。

今年の目標は……？
弁護士　平井宏俊

弁 護 士 紹 介
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事 務 員 紹 介

インターネットホームページ

が裁判資料にも現れるように

なってきました。通信環境の高

速化に伴い、簡単な調査であれ

ば、書籍や電話帳を調べるより

もずっと早く大量の情報を入手

することができます。かくいう

法律事務所の事務処理の上でも

毎日何らかの形で情報検索を

行っています。一方で、信憑性

に疑問がある情報も、誹謗中傷

のためにかかれたとしか思えな

い情報も横並びで検索されてし

まうのに、いっぱい資料を集め

たという錯覚に陥りやすいのも

事実です。地道に事実を見極め

ていくことがより大切であるこ

とをあらためて実感します。

皆様のお力添えをいただいて

当事務所も新年を迎えることが

できました。本年もより地道に、

親身になって事件処理にあたれ

る事務所となりますよう弁護士

共々努力して参りますのでよろ

しくお願い申し上げます。

三
み

澤
さわこういち

孝一事務員
長野県出身の38歳。
大学で山下弁護士
の後輩に当たりま
す。事務員経験豊
富で頼れる存在。

情報の渦の中で
三澤孝一 事務員

事務員となり１か月が経ちま

した。まだまだわからないこと

ばかりで、常に頭の中を「???」

が飛び交って緊張の連続。

山下先生は、仕事中大変厳し

く、緊張感も高まりますが、普

段はと〜ってもチャーミング。

あのかわいらしさをぜひ見習

い、今後の参考（何の参考？）

にさせていただこうと思ってい

ます。

平井先生は大変穏やかな方。

おいしいコーヒーを先生直々に

入れてくださったり、逆にホッ

とさせていただく事もしばしば

です。しかし、たまに見せられ

るクールな顔には、やはりすご

く緊張なのです。

事務の先輩、三澤さんには一

から十まで教えていただいてま

す。どんな時でもいやな顔ひと

つせず説明してくださいます。

私にとって、三澤さんが席を外

される時が、一番緊張する時か

もしれません。

今の課題は、京都の通りの名

前を覚える事。滋賀在住の私に

は結構な難関です。少しずつで

も成長していけるよう頑張りま

す。よろしくお願いします。

若
わかばやしじゅんこ

林淳子事務員
滋賀県出身、年齢
??　趣味は読書と
水泳。制服のない
職場は初体験のた
め、おしゃれ等の
情報を教えてくだ
さい。

事務所のニューフェイスです
若林淳子 事務員

事務所報を出そうという話はず
いぶん前からあったのですが、実
際に新年に間に合わそうと言い出
したのが12月の12日。早速、山下
弁護士の知り合いの編集の方にお
願いしたところ、原稿のタイムリ
ミットは18日ということ。構想も
何もあったものではなく、「明日ま
で」と制限の下、事務所の全員が
あわてて原稿書き、写真をとって
と、ドタバタ騒動の中での編集作
業でした。まあ、うちの事務所は
こんなものかなと、変に納得した
りはしているのですが…。初回と
いうことで出来の不十分さはご勘
弁ください。次号からは、もう少し
計画的に事務所報らしい事務所報
にしていきたいと考えております
のでご期待ください（当面は８月
と１月の年２回程度を予定）。 （平）

編集後記

事務所へのアクセス

河原町通二条の交差点を西に入り、
南側２軒目のビルの４階です。コンビ
ニのあるビルの隣、立体駐車場（有料）
のあるビルなので、すぐわかると思い
ます。
交通機関は、地下鉄東西線又は市バ

ス「市役所前」から歩いて５分弱、京阪
三条駅から歩いても10分程度と、交
通の便には至って恵まれた場所です。
お車でお越しの際は、事務所専用の

駐車場は設けておりませんので、事務
所ビルの有料立体駐車場か他の駐車場
をご利用ください。

〒604-0931
京都市中京区河原町二条西入る
河二ビル４階
京都さつき法律事務所
電話	 075-257-3361
FAX	 075-257-3371
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京都さつき法律事務所 
（河二ビル４階） 
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