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新年のご挨拶  

 ２００７年がやってきました。事務
所設立以来、毎年「新千年紀」を出し、
年末になると、今度は何を書こうかと
頭を悩ませてきましたが、今回で１０
号となります。これも皆様のおかげと
感謝いたしております。本来であれば、
直筆で皆様宛個々にコメントを書けれ
ばよいのですが、「新千年紀」を真心込
めて書いていることに免じ、お許しい
ただきたくお願い申し上げます。 
 １年の計は元旦にあるのではなく、
前年年末に翌年１年の計画を立てるべ
き、とのエッセーを読みました。それ
に触発されて、私は今年１冊の本を出
したいと計画しています。 
 皆様お変わりはありませんでしょう
か。本年も皆様がますますご健康で過
ごされますよう、ご祈念申し上げます。 
 

 

 

ただいま裁判中ですので！？ 
 
 弁護士にとって裁判はルーチンワー
クであり、訴訟をある事柄について法
的な解決するための選択肢の一つとし
て依頼者の方々におすすめしている。
しかしながら、裁判が「手段」ではな
く「目的」と勘違いして受け止められ
ることが少なくない。 
 １９５８年に都立産院で出生した後、
２００４年に新生児の取り違えを理由
に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決
が昨年１０月にあり、東京高裁は時効
の起算点を変更して都に賠償命令を言
い渡した。原告は勝訴判決を喜びつつ
も目的はあくまでも親探しという。 

 一方、都は「係争中であり、都は当
事者でもある」との理由で親探しの協
力は全くしておらず、原告が誕生日前
後に出生届を受理した墨田区で出生し
た人の情報開示も個人情報保護をたて
に認めない。 
 どうしてこのような硬直的な思考を
生むのであろうか。裁判をすることイ
コール相手の
人格や感情を
含めすべて否
定するという
誤った観念が
先行している
からではない
だろうか。また、判決の予想が難しい
という意味での先行きの見えない不安
定なイメージが当事者を必要以上に動
揺させるのかもしれない。 
 しかしよく考えてみてほしい。何が
本当に大事なことなのかを。血の繋が
り、親を知りたいという気持ち、それ
を尊重するということが個人の尊厳、
人を愛することなのではなかろうか。
裁判の勝敗に関わらず、原告の求めた
ものは、人として大事なものであるこ
と、そして、それを思いやる心があれ
ばより良い解決が見いだせるのだと思
う。 
 裁判を目の敵にせず、冷静に物事の
真の解決を目指す大人の社会が、早く
訪れてほしいものである。 

 

 
 
 
 昨年９月中旬に IBA (International 
Bar Association) のコンファレンスが
シカゴであり、参加した。ジャズの本
場ということもあり、ジャズの歴史を
ひもとく講座があった。マギー・ブラ
ウンという女性のボーカリストと男性
キーボード、女性ベーシスト、男性ド
ラムという混成バンドで楽しいひとと
きを過ごした。 

 以前、IBA のコンファレンスに何を
しにいくのかと聞かれて、上手な答え
を探しあぐねていた。いわゆる研修会
が 100 以上もあるのだが、日本での業
務に直接結びつくような役立つものは
それほど多くない。参加費用も安くな
いし旅費等もかかる。セミナーの参加
は自由なので、面白くなければいくら
でもサボることができる。 
 しかし、参加者の中で一つの大きな
共通点があることを、今回改めて確認
することができた。それは、世界中の
弁護士と知り合い楽しく語り合う、そ
れだけでも収穫があるということだ。
同様の話を何人もの弁護士から聞いた。 
 昨年は、コンファレンスで知り合っ
た弁護士等からの紹介で、国際案件の
訴訟も２件手がけることとなった。予
想外の展開であるが、これもコンファ
レンスの合間の休憩時間のおしゃべり
や夜のカクテルパーティーに参加した
副産物である。 
 今年の IBA
はシンガポー
ル、来年はブエ
ノスアイレス
で開催される。
次はどんな出
会いが生まれ
るか、期待に胸をふくらませている。 
 

息子の赤い目 
 
 先日、テレビで映画「ALWAYS 三丁
目の夕日」を家族で観ていた。本当の
親に捨てられた子供が、他人の貧乏小
説家の愛情に必死にすがりつく、その
姿に涙があふれ出した。映画が終わり、
小学５年の息子と一緒の部屋で寝よう
として彼の目が赤いのに気付いた。「泣
いちゃった。」そう打ち明けられ、私は

無言で息子の頬
を指先で軽くな
ぜた。それだけで
十分の夜だった。 
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   私 の 手 料 理 
 我が家では、クリスマスイブのメイ
ン・ディッシュは私の作るローストチ
キンと決まっている。これを一度食べ
たら市販のものを買う気がしなくなる。 
 まず、丸鶏。これを少し水洗いして、
キッチンペーパーで水気を拭き取る。
その後、丸鶏の体のあちこちを切れの
よい出刃包丁で１～２センチ、皮に切
れ目が入るように切り付ける。そして
上質の塩（これが肝心。おすすめは沖
縄の海から採れるミネラルたっぷりの
白色の塩）を手のひらに取り、まんべ
んなく丸鶏に擦り込む（胴の中も）。こ
の塩加減が腕の見せ所。その後、丸鶏
の全体をオリーブオイルで塗り（ハケ
で塗れればベストだが、振りかけても
よい）、スライスしたニンニク（１玉か
ら半玉分程度）を丸鶏全体に貼付ける
よう、あるいは切れ目に挟むようにし
て配置する。胴の中にもニンニクをた
っぷり入れる。その上で１８０度に熱
したオーブンで丸鶏の上下を返しなが
ら、焦げ目がつく程度に焼く。 
 オーブンに入れて少し焦げ目がつい
たところでいったん丸鶏をオーブンか
ら出し、日本酒（甘口）少々、醤油少々、
バルサミコ少々を丸鳥に振りかける。
そしてまた焼く。日本酒（辛口白ワイ
ンでも良い）は肉をジューシーにする。
醤油は日本酒、オリーブオイルと相ま
って微妙に日本人好みの味となる。バ
ルサミコはイタリア産の酢。これも少
量で魅力的な味を醸し出す。 
 できたて熱々の丸鶏を大皿に盛り、
鳥から出てきた汁を別皿に取り分けて
ソースとする。丸鶏を切り分けてサー
ビングするのも楽しい作業。家族の会
話も弾むこと請け合いです。 

 

 肉料理はすぐに食べ飽きてしまうと
いう方に、ブラウンマッシュルームの
ピクルスもご紹介しよう。これは私が
イギリス遊学中にホームステイ先で教
えてもらったレシピ。まず、ブラウン
マッシュルームを２～３パック購入し、

軽く水洗いした後適
当な大きさに切る。ブ
ラックペッパー１０
粒程度、グローブ３～
４個、塩少々、ニンニ
ク少々、ベイリーフ
（ローレル）２～３枚

を用意し、これをワインビネガー２０
０CC 及び同量の水で約１０分間煮る。
これを少しさました後、瓶に入れ、オ
リーブオイルを注ぎ上部に５ミリ程度
の膜が張るようになるまで入れる。食
べるときにはスプーン等で瓶から適量
をすくって皿に出す。適度な酸っぱさ
とグローブの香りが程よく肉の臭みと
しつこさを消し、食欲を増進させてく
れる。マッシュルームのプリッとした
食感も楽しい。お試しあれ。 
 
 

自然の猛威  

 昨年 7 月に起きた集中豪雨による土
石流災害。各地で甚大な被害をもたら
しました。 
 私はこれまで、自然災害が起こって
も、どこか傍観者のように過ごしてい
たような気がします。今回の土石流災
害は、私の実家近くで発生し、初めて
自然災害を身近なものと考えることが
できました。 
 災害が発生して初めて知る自然の猛
威。子供の頃、姉や近所の友達とよく
遊びに行った山の上にある水神様の祠
も土砂崩れの被害に遭い、見る影もあ
りませんでした。我が家の周辺も一時
は避難警報が発令され、母や姉は避難
生活をしたそうです。 
 今回の被害は、自然の地形が大きく
影響していると言われていますが、私
にはそれだけではないように思えます。
というのも、被害が起きた場所の上に
は、人間が手を加えたゴルフ場があり、
そのために地盤が緩くなってしまった
のではないかという話も出ています。 
 人間は、自然を壊し、そしてその自
然から『人間は自然には勝てない』と
いう教訓を教えられるのです。 
 特に被害の甚大であった場所は、今
もまだ完全に復興していません。一日
も早く復興することを祈るばかりです。 
             （小坂由美） 

 
美 ら 海 

 昨年の夏、宮古島に行ってきました。
今まで泳いできた海と違って、宮古の
海の美しさは想像を絶するものでした。
陸から見ればただ青いだけなのに、ち
ょっと顔をつければそこはもうディズ
ニーのリトルマーメイドのような楽し
い世界が広がっていました。海底は珊
瑚で覆われ、色と
りどりの魚たちが
泳ぎまわり、ニモ
の仲間たちが私の
手からパンくずを
ついばんでいきました。夢のような５
日間はあっというまで、帰りの飛行機
の中でもまだ海の中にいるような浮遊
感がとれませんでした。 
 今、地球温暖化などの影響で珊瑚の
「白化」が問題となっていますが、あ
のきれいな海を守るためにも、身の回
りのことから少しずつ環境問題に取り
組んでいきたいと思いました。 
           （藤井留奈） 
 

グループレッスン 

 昨年の４月からサックスを習ってい
ます。楽譜を読むこと自体が小学校以

来なので、とても苦戦して
います。 
 また、グループレッスン
なので、音を外したりする
と、かなり恥ずかしい思い
をすることになります。ま
た、「自分が下手だから、こ
のクラスはレッスンの進み

具合が遅いのではないか」と悩むこと
もあります。 
 しかし、グループレッスンの長所は、
他のメンバーと切磋琢磨しながら上達
していけるところだと思います。 
「自分さえ上手に演奏できればいい」
という自己中心的な考えを持っている
方には、グループレッスンは向いてい
ないでしょう。 
 最近、自己中心的な人が多くなった
と言われていますが、常に他者への思
いやりを忘れずにいきたいものです。 
           （遠山絵里香） 
 
 
 今回初めてカラー版にしてみました。
出来映えはいかがでしょうか。ロース
トチキンを見て、のどが鳴るようでし
たら成功なのですが････。 
 合掌し よだれ拭きつつ 
         食べ尽くす （吉） 

 新年の業務開始は１月９日からです。 


