Samurai

士 業と呼ばれる仕 事がありますが︑その
ば士は武 士であり︑それゆえサムライ業

﹁ 士 ﹂とは何でしょう？士 農 工 商で言 え

理士︑司法書士︑行政書士︑税理士︑社会

と言われることも︒主なものに弁護士︑弁
保険労務士︑土地家屋調査士があります
ます ︒しかし実 際はどうなのでしょう？

が︑どうにもお固いイメージがつきまとい
現代の北のおサムライさんを訪ねました︒

札幌市中央区北1条西10丁目 原田ビル4階
011-231-6313
011-231-6315
○営業時間／平日9：00〜17：30
※事前連絡あれば夜間・休日・訪問も対応可
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で仕事をしながら︑私は８回司法試

当時の金額を知っているだけに︑独

も顧問料も気にされませんでした︒

﹁本当に器の大きな大先生で︑報酬

逆に後遺症として残ったものも︒
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怖いもの知らずで︑しがらみに縛ら

て飛び込んだ形でした︒﹂そういう

ろに︑何も知らない私がイソ弁とし

生が大先生過ぎて遠慮していたとこ

﹁札幌の修習生はボス弁の山根先

所﹄︒

らい︑選んだのが﹃山根喬法律事務

幌 の指導検事に何人かを紹介しても

そこで︑お世話になった前任地が札

フリークでした︒ところが当の丸尾

ルや民宿を泊まり歩くほどの北海道

大学時代から道内中のユースホステ

その中にあってもかなりマイナーな
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さんは︑北海道とはまったくの無縁︒

実は︑乗り気だったのは奥さんで︑

中国法と図書館学を選んだ私は︑教

玉にあるのですが︑ほとんど群馬と

子育てをするには自然も近いし︑文

歳の時に挑んだ

授の研究室でマンツーマンでコーヒ

いっていい場所で︑そこに住むとな

立し事務所開設後も基準通りの請求

CAMERA

書棚の下段の
扉を開けると
沢山カメラが

私の趣味

カメラ。大学時代に彼女（妻）
を撮るために購入したのがミノ
ルタX500。その後古いライカや
ハッセルブラッドなどを収集。

書が書きにくくて︑それが悩みです ︒﹂

CAR

現在は
故障中

この一台

これで家族4人、全道旅しまし
た。遠くは新潟までフェリーに乗
って、山口の秋芳洞、広島まで。
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キャンピングカー 所有。

で覗くようなマンモス大学でしたが︑

ーをいただきながら楽しくゼミの時

化的にも恵まれている︒病院や学校

和服も好き

SKILL

亭号は
小法廷ならぬ笑抱亭
名前はお丸

この一芸

落語 。大学生の頃から新宿
末広亭通いを。ライオンズクラ
ブの余興では自らも披露。酒宴
の席では『親子酒』
『芝浜』も。

ると彼女と相当離れてしまうため結

SONG

この一曲

昭和5０年
１２月リリース
作詞 松本隆
作曲 筒美京平

間を過ごし︑晴れて母校早稲田大学

FOOD

この味

今でも太田裕美のファン。過去
には舞台で握手したことやラジ
オ番組内で電話で話したことも。

もあるし︑札幌にしようと︒﹂

３年目にボス弁の事務所を
居抜きで継ぐことに

オフィスでの普段の仕事風景。昼食は
カロリーメイトと野菜ジュースだとか。

２３

札幌もいわライオンズクラブの会長を三たび務
めた丸尾さんですが、クラブのマークの「Ｌ」が
象徴しているものは、ライオン(Lion)もそうです
が、法(Law)、自由(Liberty)、労働(Labor)、忠
誠(Loyalty)、愛(Love)、生命(Life)なのだそうで
す。弁護士の必要条件そのものに思えました。

『木綿のハンカチーフ』

婚しました︒結局のところ︑図書館

喜びを人に、仲間に自らに。

２０

Modern Frontier Spirit

門︒なかには

いか︑だんだん変わってきて︑今で

弁護士とは法律の専門家であり、司法試験に合格して
法曹資格（国家資格）を得て、弁護士として登録された人
のこと。弁護士法では「弁護士は、基本的人権を擁護し、
社会正義を実現することを使命とする」とされている。
法律相談から始まり、民事・家事事件では原告・被告
等の代 理 人として権 利の主張や立証活動を行う他、破
産、民事再生や会社更生等の倒産処理・債務整理手続も
行う。刑事事件では弁護人として被疑者・被告人の不起
訴ないし無罪あるいは適正な量刑を求め検察官と争う。
弁 護 士 が 胸につけているバッチは、外側に「ひまわ
り」、中央に「はかり」がデザインされており、それぞれ
「自由と正義」
「公正と平等」を表しています。

いた頃の旧制度では２〜３％の狭き

昭和39年3月6日、東京都生まれ。
昭和57年3月 東京都立八王子東高等学校 卒業
昭和61年3月 早稲田大学法学部 卒業
［職歴］
昭和61年4月 学校法人早稲田大学 勤務（図書館司書）
平成 6年
司法試験合格 早稲田大学退職
平成 7年4月 司法修習生（前橋、高崎）
平成 9年3月 司法修習 修了
平成 9年4月 山根喬（たかし）法律事務所 勤務
平成12年8月 丸尾法律事務所 開設

試験サークルに入ったものの１年で

札幌弁護士会
北海道稲門法曹会

は人前で話すことが好きになってし

丸尾 正美さん

年と挑み続ける

弁護士

降参というか脱落してしまいました︒

図書館司書から
もう一度︑弁護士を目指して

縁 もゆかりも し がらみ も ︑
ま�たくの予 備 知 識 も ないまま 来 道・来 札 し たこと が︑
私の強みでも あ り︑弱みでも あ り ま す︒

丸尾法律事務所

まいました︒﹂

２０

人も少なくなかったとか︒

１０

社長も総支配人も旧知の間柄。
でもお世辞ではなく、ホテルの
宴会料理では札幌一美味しい。

の図書館員となりました︒﹂

京王プラザホテル札幌

［主な役職］
北海道情報公開・個人情報保護審査委員会
安平町情報公開・個人情報保護審査委員会
公益財団法人 札幌法律援護基金監事
札幌もいわライオンズクラブ（会長歴3回）

My Personality,
of the Modern Samurai

堂々たる風格。太楷書のシブい看板。
※１ 山根喬弁護士は、北海道公安委員長 他、多くの公職を歴任され、平成12年に亡くなられました。※２Ａ-Ｂ 業界用語で、
ボス弁は弁護士事務所の経営者である弁護士のこと。対してイソ弁は、そこで給料をもらい居候
（いそうろう）
している弁護士のこと。

北の
サムライ
スピリット

北の サムライ スピリット

