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　年の初めに平和を祈る
　～愚かさと賢さと、強さと弱さと～

　明けましておめでとうございます。と言いながらこの原
稿は１２月の初旬に書いています。今メディアでは８０
年前の真珠湾攻撃が連日報道特集で組まれています。
　先年亡くなった私の母は、父と結婚する前に言い交わ
した男性がいました。その方が出征に際し、「自分だと思
って大切にしてくれ」と母に手渡した万年筆が、ある日急
に書けなくなり、母は、その時「ああ、亡くなった」とわかっ
たと話していました。
　戦火の中で人の営みがゆがめられ、人間の絆が引き
裂かれていくこの話は昔の話ではなく、たった、私の一世
代前の話なのです。
今ある平和は、かくも生まれたばかりで、はかなく傷つき
やすい赤子のようなものです。
　ハワイで例年行われるホノルルフェスティバルでは、
最終日の夜に、真珠湾攻撃の司令官山本五十六の出身
地長岡市の市長と、ハワイ市の市長との和解の調印式が
あり、調印終了後、長岡の花火師達による平和の花火が
ワイキキビーチに打ち上がります。
　人は戦争を始めてしまうほど愚かだけれども、戦争を
やめられないほど愚かでもないはずなのです。憎み合う
弱さはあっても、許し合う強さも持っているはずだと信じ
たい。この花火を見ながら、そう思ったことを覚えていま
す。

　今年一年が、どうか平和でありますように。世界で起こっ
ている戦争・諍いに一つでもピリオドが打たれ、世界中で
平和の花火が夜空を染める日が来ますように。祈らずには
いられません。
　そんな事を考えながら、大好きなウルトラマンシリーズ
の名言を思い出しました。軍拡と軍縮、戦争と平和、それぞ
れの大義のせめぎ合いを描いた傑作です。
　
「ＧＵＴＳは戦わなければならない。愚かではないけれど、
決して強くもない大勢の人々を守るために」
　（ウルトラマンティガ　第３８話 「蜃気楼の怪獣」より。
ＧＵＴＳ隊長　イルマ・メグミ）

弁護士って、“お堅い”印象ありませんか？DREAMの弁護士も、

もちろん業務上は真剣そのもの。でもでも、事務所内で一緒に過ごしていると、

お茶目で意外（？！）な一面も見えてきます。「どりぃむ倶楽部」は、

そんな弁護士たちの普段とは違う顔をお届けするニュースレターです。

題名「ワイキキビーチに打ち上げられた和解の花火」

代表弁護士 
松江  仁美



布川事件　完全勝訴！！

18歳から成人に  今年4月1日から改正法施行
　あけましておめでとうございます。
　新型コロナウィルスの問題が起きてから早2年となりま
したが、今年こそは終息し、一日も早く安心した生活が送
れるようになりたいものです。
　さて、以前のニュースレターでも触れたことがありまし
たが、成人年齢が18歳に引き下げられる民法の改正法が、
今年の4月1日からスタートします。最初に民法が制定され
た明治時代から約140年続いた「成年年齢」が、ついに変
更されるのです。
　今年の4月1日時点で18歳または19歳になっている方は、
4月1日時点で｢成年｣となり､18歳未満の方は､今後18歳の
誕生日を迎えた時点で「成年」となります｡
飲酒や喫煙は引き続き20歳からですが、18歳から選挙権
が与えられ、親の同意を得ずに契約ができる等、様々な
「権利」が生じます。他方で、「未成年者取消権」（※未成年
であることを理由に契約等を取り消せる権利）が使えなく
なる等、成年と同じ「責任」も負います。
　このようにかなり重要な変化が生じますが、これは新成
人になる本人にとってだけでなく、他の人にとっても同様
です。
　例えば「未成年」という言葉について、これは「20歳未満」
を意味する日常用語として長年我々の生活に定着してき

その疑問、僕が斬ります！

教えて？氏家弁護士
弁護士の氏家大輔です。日常に潜む疑問を、弁護士の視点から
お答えするこのコーナー、今回のテーマはこちらです！

ましたが、今回の法改正によってその意味が変わり、これ
まで通りの用法は通用しなくなります。これからは「18歳未
満」という意味で「未成年」という言葉を使わなくてはなり
ません。
　言葉は時代と共に変わっていくのが常とはいえ、長年使
ってきた言葉を変えるというのはなかなか難しいものが
あります。特に今回のように人為的な要因で、しかも一定
の日を境にガラッと変わるとなると、なおさらです。
　新型コロナウィルスの問題が人々の生活を一変させた
ように、最近は、様々な要因で社会の急激な変化が起こる
ことが多くなっているように感じます。
　その変化についていくのは大変なことですが、新しい時
代や社会の中でも強く健やかに生きていけるよう、常に自
分自身を成長させていきたいと思います。
長くなりましたが、今年も皆様のご健
勝を心からお祈りしております。今年
1年もどうぞよろしくお願い申し上げ
ます。

　明けましておめでとうございます。
　昨年も新型コロナ変異株の出現、オリンピックの開催
等で一昨年に続き、コロナに振り回されたような生活が
続きましたが、今年こそは何とか明るい方向へ世の中が
動いてほしいという願いを込めて新年のご挨拶をしたい
と思います。　
　昨年８月に長年弁護団の一員として関わっていました
布川事件の国賠訴訟の控訴審判決が言い渡されました。
全面勝訴の判決でした。一審が認めなかった検察官の不
法行為も認定しました。この判決に対し、国も県も上告せ
ず控訴審判決は確定し裁判は終了しました。長年戦って
きた事件がようやく終了しました。この判決の影響が今
後の同種の冤罪事件にも良い結果をもたらすよう願うば
かりです。
　どうか本年こそコロナを乗り越えた明るい年になりま
すよう祈念しまして、新年のご挨拶とさせていただきます。

統括顧問弁護士 
松江  頼篤

弁護士　氏家 大輔



18歳から成人に  今年4月1日から改正法施行

実はこんな一面が？！若手弁護士4名に直撃！
一問一答コーナー

Q1,周りから言われる性格は？
Q2,本当の自分の性格
Q3,言われて嬉しい言葉
Q4,何をしている時間が一番好き？
Q5,好きな食べ物
Q6,憧れの有名人
Q7,最近のマイブーム
Q8,今一番やりたいこと
Q9,昔から変わっていないところ

Q10,自分に必要なもの
Q11,これはもう絶対しないと決めていること
Q12,勉強したいこと
Q13,常にこうしていたいと思うこと
Q14,弁護士になっていなかったら、
　　何になっていた？
Q15,読んでくださる皆様へ一言！

素直、人がいい
計算高い…はず。
ラインの画像の4コマが面白い
歌を歌っているとき
甘いもの
HYDE
休みの早朝喫茶店で漫画を描く
歌を歌いたい
方向音痴(物理的にも人生的にも)

仕事を全うできる力
逃げること(戦略的撤退は別)
相続法をもっと勉強したい
何でもずっとは疲れてくるのでは…
漫画家

ありがとうございました！

しっかりしている
面倒くさがり
意外と運動できますね
家でゴロゴロ
ラーメン
三浦知良選手
事務所近辺のお店の発掘
奨学金の一括返済
見た目(幼稚園のアルバムの写真を
見て一目でわかります)
知識と経験
無理な夜ふかし
税金関係の諸々
諦めずに前を向き続ける
塾の先生

精一杯がんばります！

弁護士　小川 豊 弁護士　清水 裕貴

弁護士　宮島 宏和 弁護士　柳沼 俊宏
几帳面
大雑把、優柔不断
ありがとう！

おうちでゆっくりコーヒーを飲む時間
ハンバーガー
武井 壮
料理
お世話になった方へ恩返し
一つのことにのめり込む
失敗を怖がらない度胸
両親に迷惑をかけること
税や社会保障等の知識
頼りやすい、話しやすい人になること
会社員か主夫

親しみやすい弁護士を目指していき
ます！

Q1,周りから言われる性格は？
Q2,本当の自分の性格
Q3,言われて嬉しい言葉

Q4,何をしている時間が一番好き？
Q5,好きな食べ物
Q6,憧れの有名人
Q7,最近のマイブーム
Q8,今一番やりたいこと
Q9,昔から変わっていないところ
Q10,自分に必要なもの
Q11,これはもう絶対しないと決めていること
Q12,勉強したいこと
Q13,常にこうしていたいと思うこと
Q14,弁護士になっていなかったら、
　　何になっていた？
Q15,読んでくださる皆様へ一言！

単純
もっと複雑
「お前がそっちのチームならこっち
にハンデくれよ」
筋トレ、サウナ
カレー
ジュラシック木澤選手
YouTubeにあるレシピで料理
草野球チームの立ち上げ
食べるのが早い
筋力と筋量
洗顔料で歯を磨いてしまうこと
宇宙
新しいことにチャレンジ
パーソナルトレーナー

本年もDREAMをよろしくお願いしま
す。



弁護士法人DREAM
〒１０１-００５４　東京都千代田区神田錦町2-1-5　マストライフ神田錦町2階
受付時間 ： 平日 9:00~20:00    TEL : 03-3525-8010  FAX : 03-4333-0828

身近に法的な問題でお困りの方はいらっしゃいませんか？

弁護士法人DREAMをぜひご紹介ください

個人の方・・・
　・離婚したいが、相手が納得してくれない
　・配偶者が不貞をしたので、慰謝料請求をしたい
　・子どもたちがもめないように、遺言書を作成したい
　・親が亡くなって、家族間で遺産分割でもめている
　・交通事故後、保険会社の提示額に納得がいかない

法人の方・・・
　・債権回収
　・契約トラブル
　・従業員から残業代の請求をされた（労働問題）
　・トラブルが起きない法務体制作りをしたい
　・いつでも気軽に相談できる弁護士がほしい

日頃は格別のお引き立てを賜り、深く感謝いたします。
当事務所では、皆様からのご紹介を承っております。
トラブルが起きる前に専門家に相談することで、早期解決につながります。

「 まだ弁護士に相談するには早いかな？ 」 とお悩みの方にも、
　　　　　解決に向けたアドバイスをさせていただきます。ぜひお気軽にご紹介くださいませ。

今回ご紹介するのは、今最も熱いこちらっ！

『 アーティスト　藤井 風 』

　今回ご紹介するのは「藤井風さん」です。
藤井風さんは２０２０年１月に「何なんｗ」という曲でデ
ビューした岡山県出身の男性シンガーソングライターです。
実家がジャズ喫茶を営んでおり、幼少期からジャズやクラ
シック、ポップスや歌謡曲など幅広い音楽に触れてきたそ
うです。
　２０１０年、当時１２歳の頃からYouTubeでピアノ演奏
等の公開を始め、もともと根強い人気のあった彼ですが、
昨年上記デビュー曲が音楽好きの間で大変話題になりま
した。今年はテレビ朝日系列のドラマの主題歌に採用され
報道ステーションへの生出演をしたり、Honda「VEZEL 
e:HEV」のCM楽曲提供、無料ライブの開催や、google pixel 
6のCM出演、最近ではMISIAさんへの楽曲提供など露出が
増えてきたのでご存知の方も増えてきたのではないでしょ
うか。
　藤井風さんの人気の秘訣ですが、まずは楽曲のクオリテ
ィだと思います。これは聴いていただくのが一番早いです。　
聴いたことのない方は、まずは是非デビュー曲の「何な

んｗ」を聴いてみていただければと思います。普段邦楽を
聞かない方でも満足いただけるのではないかと思います。
次にキャラクターです。見た目は背も高く濃い顔でイカツ
イ感じですが、岡山弁丸出しでゆっくりとしたしゃべり方と
非常に平和的な性格はギャップが凄く、とても魅力的です
ね。
　MVやメイキング動画などYouTubeで全て見れますので
ぜひご覧ください！おすすめです！

今これが 熱いっ!!!
弁護士　清水 理聖
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