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近況報告

2007年晩夏　京都さつき法律事務所一同

残暑お見舞い申し上げます

【加藤周一講演会】

18歳のとき、塾（※）の古文
の先生が、「羊の歌」（岩波新書）
を読むように勧めてくださいま
した。そのとき以来、私は、加
藤周一の“お導き”のもとで生き
てきました（昔、皇后発言にこ
ういう表現がありました）。
 「日本文学史序説」をはじめ、
ずーと著書を読んできました。
理不尽な主張に対しうまく切り
返せなくて悔しい夜、「頭が散
らばった」１日を終えた夜……
いつも加藤周一を読み、頭と心
を整えてきました。私の人格形

成は相当高い割合で加藤周一に
おっているのです。加藤周一の
女性ファンの一部例にもれず、
私も一種恋愛感情を抱いてしま
い、実物見たさに、全然関係の
ない学会に忍び込んだことさえ
あります。

そんな私が、なんと、去る５
月13日、加藤周一講演会（＠弁
護士会館）で、インタビュアー
をさせていただいたのです！

猛勉強の準備をしたことは当
然（憲法９条がテーマ）、新し
いスーツを買ったり（？）、美容
院に行ったり（？）と、緊張と興
奮は高まります。実際は、会場
からたくさんの質問用紙が出
て、私はそれを読み上げるだけ
で、用意していった想定メモは
なんの役にも立たなかったので
すが、感動一杯の１日でした。
何と表現したらよいのか、たと
えば、上手な先生のリードで社
交ダンスを踊るごとく、身体と
頭がフワッと浮くような、知的
興奮を持ったのでした。

気難しい方だという人もいま
すが、実際にお会いした加藤周
一さんは、知ったかぶりさえし
なければ、どんな質問にも真摯

に向き合い答えてくださる親切
な教授という感じでした。長く
欧米の大学で教鞭をとられたこ
とがわかった気がします。加藤
さんの実際の講義を聴講したかっ
た。十数年前、立命館国際関係
学部で教鞭をとってらしたとき
に、どうして聴講生にならなかっ
たのかと後悔しきりでした。

ともあれ、加藤さんの隣に座
りお話できたこと、一生の思い
出です。これからも“加藤周一
のお導き”のもとで生きていき
ます。加藤周一さんには、長生
きをされずっとご活躍いただき
たいと願わずにいられません。

【加藤周一さんの経歴、著書など】

もともとは血液学の医師、医学博士。
評論家、作家。
東大文学部・エール大学講師、ブリテ
ィッシュコロンビア大学など教授、平凡
社「世界大百科事典」編集長など。「日
本文学史序説」で大佛次郎賞、朝日賞。
岩波新書「羊の歌」「続羊の歌」、岩波同
時代ライブラリー「読書術」、朝日新聞
社「夕陽妄語」、平凡社「加藤周一著作集」、
かもがわ出版「加藤周一対話集」、ブッ
クレットシリーズなど。ジブリ学術ライ
ブラリー「日本その心とかたち」DVD全
７巻など。
文化論のみならず、多方面の豊富な知
識をもとに縦横無尽に語る知の巨人で
す。最近は、大江健三郎らとともに「憲
法９条の会」の世話人をされています。
近著に朝日新聞社「夕陽妄語第８巻」岩
波書店「日本文化における時間と空間」。
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京都さつき法律事務所での弁
護修習を終えてはや２ヶ月…。
研修所及び寮でのわびしい食事
のたびにホテルフジタの中華を
初めとするたくさんのおいしい
もの、楽しかった京都での生活
を思い出します。

私は３月半ばからさつき事務
所での弁護修習が始まりまし
た。最初は女性弁護士で独立し

H 修習生

さ つ き で 弁 護 実 務 修 習

※塾とは、上賀茂神社の社家町にあった
「樫の実学園」という小さな予備校です。
加藤周一を薦めてくださった先生は現
在、国際日本文化研究センターの教官に
なっておられるのをはじめ、そうそうた
る若手研究者・教育者が講師をつとめる
何とも贅沢な学園でした。古風な門をく
ぐり庭石をつたって教室に入ったことも
懐かしい。小人数の学園でしたが卒園生
はいろんな分野で活躍しており仕事で出
会うこともあります。さつきニュースの
読者もおられます。

【「ウッチー」のこと】

「ウッチー」とは、内村弁護士の
愛称です。さつきニュースの写
真は、「こわそう…」、「エリートっ
ぽくて冷たそう」に見えるらし
く、女性読者から不評の声が寄
せられています。が、こんなに
やさしい人はそういない（再婚
するならこんな人がいい）。

数々の逸話があります。「俺
が○ちゃんの面倒をみられたら
いいんだけどなあ…」。何かと
思えば、離婚事件の依頼者と電
話で話している。夫が婚姻費用
を払ってくれず、赤ちゃんを抱
えた若いおかあさんを、どう励
ましたらいいのか。思い悩んだ
末に思わず言ってしまったのが

上の言葉（本当にそうしそうな
のでギョッとします。まだ独身
だったのに…）。

家屋の明け渡しの立ち会いで
は、泣いている依頼者に代わっ
て、そうじまでした内村弁護士

（そうじが弁護士の仕事なので
しょうかっ！）。

ウッチーのやさしさをよく
知っているのは弁護士会職員。
引受け手のない困難な事件を頼
んできます。「これを誰も受け
なかったら弁護士会が市民から
信頼されなくなりますっ。」の
言葉に弱い内村弁護士→苦労し
てます。

司法修習生の就職難が取りざ
たされる昨今ですが、若くして
司法試験に合格したからだけで
なく、体育会系の人柄のさわや
かさを見込んで、ウッチーはい
ろんな事務所から誘われました。
そんな中で、我がさつき事務所
を選んでくれた。

そして、「たけうち」弁護団の
事務局次長を務めたり、難しい
執行停止決定をとったりと、早

くも力を発揮しています（言う
べきときにはビシッと決めるの
でご安心を）。

こんな内村弁護士をどうぞよ
ろしく。

【忘れません】

「精一杯やったので、これで天
国で息子に会えるね、と夫婦で
言っているのです。」「先生も、
どうぞお元気で。」

交通事故で息子さんを亡くさ
れたおとうさんが、判決のあと
言ってくださった言葉です。裁
判は息子さんの無念をはらすた
めのものだったのです。親とし
て精一杯のことをしたという思
いからの言葉です。

また、「先生もお元気で」との
言葉は、命の大切さを知った方
の、弁護士への心からのねぎら
いです。Ｃさん、ありがとう。こ
の言葉を忘れずに交通事故事件
に取り組んでゆきます。Ｃさん
こそどうぞお元気で、息子さん
の分まで長く生きてくださいね。

てバリバリ仕事をしている先生
ということで、どんな厳しい先
生なんだろう、と若干不安でし
たが、実際に弁護修習が始まる
と、先生の明るい人柄にそんな
不安はふっとびました。先生の
仕事を側で見て、色んな話をし
て、弁護士、法律家としてのあ
り方から恋人の選び方まで多く
のことを学びました。

そして、私と２期しか変らな
いとは思えない内村先生。信念
をもって仕事をする姿に、共に

さつき事務所で修習をした藤田
修習生と「ホント若手弁護士の
鑑のような存在だよね」と話し
ていました。また、癒し系の事
務局の三澤さん、菅さんにも大
変お世話になりました（お二人
とも実は厳しいときは厳しいで
すが…）。

また泣き言を聞いていただく
かもしれませんが、おいしい葡
萄を食べながら、後期修習乗り
切っていけるよう頑張ります。
また京都へ行った際はよろしく
お願いします。
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弁護士　内村和朝

京都を離れて早１ヶ月…埼玉
県和光市の司法研修所で、講義
と起案（テストのようなもの）
が続く毎日です。二回試験とい
う修了試験を約１ヶ月後に控
え、周りの雰囲気もピリピリし
て、肉体的にも精神的にも疲れ
る日々を過ごしています。

さつき事務所で楽しい修習生
活を送っていたのがたった１ヶ
月前なのに、まるで遠い昔のよ
うです。膨大な量の記録を横に
積みながら、黙々と仕事をこな

F 修習生
す山下先生。ときに僕に疑問を
投げかけてくださり、自分なり
に調べて考えて答えたつもりで
も、先生はさらに納得がいくま
で調べ、考え、書面にする、そん
な先生の仕事ぶりを見て、プロ
フェッショナルというものを肌
で感じました。昼休みの山下先
生は、仕事中とはうってかわっ
て温和な顔に。美味しい店に連
れて行ってくださり、弁護士生
活の話、ご家族の話や先生のの
ろけ話（笑）などなど、いつも笑
顔が絶えない休憩時間でした。

内村先生にも多くの事件に連
れていっていただき、僕のつまら

ない疑問にも多々答えてくださ
り、時には麻雀の手ほどきも受
けさせていただきました。さつ
き事務所の頼れるお兄さんに付
きまとっていたという感じです。

そして事務局の三澤さん、菅
さん、さらに依頼者の皆様方に
助けられ、本当に充実した弁護
修習でした。

…そんな楽しい日々を思い返
したものの、目の前には迫り来
る二回試験が…。現実に戻って、
また机に向かう毎日です。

【ヤミ金被害】

私が弁護士になった平成17
年のことですが、それより３年
程前には、ヤミ金被害が多発し
ていたとのことでした。ヤミ金
を行っていた連中の中には、手
口を変え、振込詐欺に移行した
りする等しており、一時に比べ、
ヤミ金被害が沈静化していると
のことですが、それでも度々被
害相談が寄せられます。

私は、電話口でヤミ金から怒
鳴られたりすることにはもう慣
れましたが、ヤミ金からお金を
借りてしまった方にとっては、
ヤミ金からの電話は恐ろしいも
のです。自宅に頻繁に電話があ
るのはもちろんのこと、勤務先
にも頻繁に電話がかかるからで
す（勤務先での信用にかかわる

深刻な問題です。）。このように、
ヤミ金の手口は、借主を心理的
に追いつめ、金銭をむしり取る
というものです。

では、返済してしまえば安心
かというと、ある業者に完済し
ても、借りてもいない連中から
貸した金を返せと脅されること
も度々あり（ヤミ金は、お金を
払ってくれる人間の電話番号を
売買しているのです。）、結局、
連中にとっては、お金を貸した
のは重要ではなく、いかに脅せ
ばお金を払う人間かが重要なの
です（その意味で、ヤミ金から
お金を借りないことは当然です
が、いかに、ヤミ金にお金を払
わないかという点も重要になり
ます。一度お金を払ってしまう
と、事態は悪化します。）。

弁護士が受任しますと、ヤミ
金に直接電話をして、受任した

ので今後本人に対する取立てを
一切止めるようにと告げること
と併せて、取立てを止めないと
出資法違反にて刑事告訴すると
警告します。

この電話によって、取立てが
止むのは、50％くらいです。半
数のヤミ金は弁護士が介入して
も、平然として取り立てを行い
ます。なぜなら、我々には、ヤ
ミ金の素性がわからず、強制的
に取立てを止めさせる手段がな
いからです。

素性がわからない原因は、①
銀行口座を売買する人間がいる
こと（おそらく、多重債務者が借
金の返済に困り、自らの銀行口座
を売ってしまったというケース
が多いと思います。）、②プリぺー
ド式の携帯電話を本人確認を要
せずして簡単に購入できる実態
があることにあると思います。

では、取立てが止まない場合
どうするのか、その答えは、こ
ちらがヤミ金になるのです。と
言っても、脅したりするのでは
なく、ヤミ金の手口同様、ヤ↗
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“愛はいたるところに溢れてい
る”というナレーションから映
画は始まります。

飛行機を降りてきた人、それ
を待っている人の笑顔…空港の
ターミナルの映像をバックにナ
レーションは続きます。複雑な
人間関係から発露する感情を、
ささやかな物語にしたこの作品
にぴったりなオープニングで、
私は一気に映画の重力に引き込
まれました。

映画は９つのエピソードが絶
妙にリンクしていて、その全て
の愛が成就するわけではありま
せん。でも見る度にどこかしら
の場面で泣けてしまうのは、誰
かだけに共感できるからではな
く、どの人にも共感できるから。

クリスマ
スの映画を
今紹介する
のはどうな
のかと改め
てDVDで観

たところ、いつ観てもいい映画
はいいもの…！と思い季節を先
取りでご紹介します。

オムニバス形式の映画、たく
さん観ている訳ではありません
が「ラブ・アクチュアリー」と

「美しい人」は何度も観ました。
（美しい人も素晴らしい映画で
す。女性ばかりの話ですが、男
性に観てもらい感想をききたい
ところ…）

さてラブアクチュアリーです
が、Love actually is all around. 

山鉾巡行、長刀鉾の辻回しは
やっぱり迫力があります。とこ
ろで、宵山などに四条通他の路
線バスは経路変更して運行され
ましたが、数百本の路線バスが

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）
のあるビルです。
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。
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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事 務 局 の ま ど

編集後記
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シネマ菅
菅佐知子
事務員

「ラブ・アクチュアリー」

刻々変わる交通規制にあわせて
経路を変え運行を続けるのは、
実はすごいノウハウがあると思
うのです。隠れた辻回し?とし
て密かに感心しています。

↘ミ金にこちらから頻繁に電話
をするのです（10分おきにしつ
こく電話をします。）。具体的に
は、物忘れがひどくなったかの
ように、同じこと何遍も聞いた
り（名前は？どこに住んでいる
の？本当に貸したの？借用証書
はあるの？等々）、何遍も同じ
ことを告げるのです（お金は返
しませんよ！等々）。

これをすると、「おまえは何遍
言ったらわかるんや、うっとお
しいなあ、おれも電話せえへん
し、おまえももう電話してくん

な。」とヤミ金の方から絶縁宣言
された場合もあります。取立て
は止み、今まで支払ったお金を
返してくる場合もあります。結
局、ヤミ金は、借りた方に電話
を架けるのは得意ですが、弁護
士から架かってきた電話に受け
答えをするのは苦手なのです（な
ぜなら、変なことをしゃっべて
素性がバレるようなことがあっ
ては、逮捕される危険があるか
らです。）。ですので、ヤミ金に対
しては、ヤミ金になりきるのが
重要だと思って実践しています。

私が一番心打たれた、親友の
花嫁に想いを寄せるエピソー
ド。たどたどしいながらも、“あ
る方法”で“クリスマスだから”
想いを伝えるシーンではいつも
涙してしまいます。
余談…目下山下お気に入りの

俳優も出演しています。どの俳
優か分かった方は是非、本人に
お尋ね下さい。（ヒントは一人
で音楽に合わせノリノリで踊っ
ている方…です）

さつきニュースも第10号を数え
るようになりました。毎年２号ず
つ発行していますので、事務所開
設から５年あまりが経過したとい
うことですね。これからも、やわ
らかい紙面作りをモットーに発行
を続けて参ります。




