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関弁連定期弁護士大会

　2021年度の関東弁護士会連合会定期弁護士大会は、長野県弁護士会が担当会になり、長野県の軽井沢にお
いて開催することになりました。
　定期弁護士大会前のシンポジウムにおいては、「性別違和・性別不合があっても安心して暮らせる社会を
つくる─人権保障のため私たち一人ひとりが何をすべきか─」をテーマにして性的マイノリティであるトラ
ンスジェンダー（出生時に割り当てられた性別が、自認する性別に一致しない人々）が人生において遭遇す
る種々の不合理な出来事や制度を取り上げ、トランスジェンダー一人ひとりの尊厳が守られる世の中を目指
して具体的な政策提言を行います。
　大会においては、特別講演として、独立行政法人国立成育医療研究センター・こころの診療部の前統括部長
で日本子ども虐待防止学会理事長を務められている奥山眞紀子氏から、「子どもを虐待から守り、その権利を
保障するために～弁護士の皆さんへの期待～」というタイトルでご講演を頂きますので、ご期待ください。
　新型コロナウイルス感染症の状況もふまえ、シンポジウム及び定期弁護士大会は、スマート開催と銘打ち、
軽井沢プリンスホテルの会場とWeb配信とを併用したハイブリッド方式で開催します。
　9月下旬という清 し々い季節の軽井沢における開催で、会場参加者数を制約せざるを得ないことや、例年行わ
れている記念ゴルフ大会や懇親会を開催できないことは、担当会としても誠に残念ですが、シンポジウムについ
ては、かえってハイブリッド方式により、会員弁護士のみならず多くの市民の皆様にもご参加頂けるものと思います。
また、会場参加の皆様に対しても、例年とは異なる趣向でのおもてなしを予定しております。
　関弁連定期弁護士大会及びシンポジウムに、Web配信も通じてより多くの皆様方の参加をお待ちしております。

関東弁護士会連合会　理事長　海老原　夕美
長野県弁護士会　会　長　久保田　明雄

性別違和・性別不合があっても安心して暮らせる社会をつくる
─人権保障のため私たち一人ひとりが何をすべきか─

　私たちの社会が「性別」と呼んできたものとは、いったい何でしょうか。それは長い間、人が生まれたときに、
医師や助産師が外性器の形状により判断した身体的性別でした。この性別と自認する性とが一致する人々が、
圧倒的多数であると思われます。しかしながら、出生時に割り当てられた男女の性別と自認する性とが一致
しない人々（トランスジェンダーと言います。）もいます。こうしたトランスジェンダーは、「出生時に割り
当てられた性別＝人の性別」を当然の前提として作られてきた社会や制度の中で、苦しみ、不自由な生活を
強いられており、差別や偏見にさらされることも少なくありません。
　私たち人間の社会が誕生したときからずっと、この社会には様々な人たちが共存し生活しています。一人
ひとりの生命や人格は平等であることを認識し、多様性を尊重する社会を形成していく必要があります。
　性自認とは何か。それはどのような権利なのか。人格の根幹を形成するこの権利を等しく保障していくに
はどうしたらよいのか。
　私たちは、まずもって、①この問題の根底にある憲法論（13条、14条論）を検討し、次に、②法令（戸籍など）
上の性別変更要件、③性別欄、④医療、⑤トイレ等の施設、⑥教育現場、⑦労働環境、⑧刑事収容施設等様々な分
野において、トランスジェンダーが直面する困難を検証しました。そして、これらを改善するための具体的
な施策を提言することにしました。
　本シンポジウムでは、基調講演に続いて、前記各分野での検討結果について報告をいたします。是非ご一
緒にこの問題を考えていただければ幸いです。

ご挨拶

シンポジウム
午前10時～
午後1時

in �RUIZAWA
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実行委員長からのご案内
　2021年度の関弁連シンポジウムと定期弁護士大会は、軽井沢プリンスホテル ウエストで開催いたします。
　軽井沢は、避暑地や別荘地として知られ、堀辰雄の小説「風立ちぬ」の舞台であり、最近では宮崎駿監督
のアニメーション映画「風立ちぬ」の舞台となりました。ビートルズのジョン・レノンも毎年軽井沢に滞在
しておりました。
　会場となるホテルは、軽井沢の豊かな自然の中に佇むように建てられており、このホテルに隣接して、国
内最大規模のショッピングモール（軽井沢・プリンスショッピングプラザ）が設けられております。
　新型コロナウイルス感染症対策のため、今回はスマート開催と銘打ち、シンポジウム・定期弁護士大会は、
国際会議にも対応する同ホテルの新たな衛生・消毒基準「Prince Safety Commitment」のもと会場開催す
るとともに、Web配信も併用したハイブリッド方式での開催とさせていただきました。また、例年行われ
ている記念ゴルフ大会や懇親会の開催は断念しましたが、ランチタイムには信州出身の若手実力派ピアニス
トとヴァイオリニストによるコンサートをお楽しみいただき、ブレイクタイムにはバンケットテラスでの珈
琲サービスでおくつろぎいただけるよう趣向を凝らしました。さらに、ご家族で軽井沢を満喫できるように、
自然に囲まれたコテージでの宿泊プランや今年新設された温泉施設併設の客室プランもご用意いたしました。
　皆様には、よろしければご家族連れでお越しいただいて、新秋の軽井沢を満喫していただきたいと思います。
　長野県弁護士会の会員一同、皆様を心からお待ちしておりますので、ご参加をよろしくお願い申し上げます。

長野県弁護士会　令和3年度関弁連定期大会準備委員会
委員長　髙橋　聖明

●前夜懇親会・当夜懇親会・記念ゴルフ大会は、新型コロナウイルス感染症対策のため、
今回は開催いたしません。
●シンポジウム及び定期弁護士大会について、ソーシャルディスタンス対応可能な範囲で
最大限の座席数をご用意しておりますが、参加希望者多数の場合には、会場参加を先着
順で制限させていただくことがあり得ますのでご了承ください。
●ご家族向けのコテージプラン等もご用意しておりますので、ご利用ください。

●昼食は、お弁当とお茶になります。昼食会場・バンケットテラス・大会会場にておとり
いただけます。
●昼食会場ではピアノ・ヴァイオリンコンサートを開催しますが、ソーシャルディスタン
ス対応のため入場を制限させていただくこともありますので、ご了承ください。

　医学博士、小児科専門医、子どものこころ専門医。前国立成育医療センターこころの診療部統括部長。現在は、日本子ども虐待防止学会
（JaSPCAN）理事長、日本子ども虐待医学会（JaMSCAN）副理事長、厚生労働省「社会的養育専門委員会」委員を務めている。
　編著書は、「子ども虐待の臨床」、「アタッチメント」、「子どもの心の診療医になるために」、「虐待を受けた子どものケア・治療」など。

軽井沢プリンスホテル ウエスト
メインバンケットホール 長野

2021年9月24日金

　児童虐待については、全国の児童相談所が対応する件数も年々増加しています。奥山眞
紀子氏は、小児精神保健、子ども虐待、子どものトラウマなどを専門とする医師であり、
長年、虐待をうけた子ども達の診療にあたってこられました。今回は、主として、子ども
を虐待から守り、子どもの権利を保障するために、弁護士の役割や弁護士に期待すること
をお話いただきます。

昼食代

特別
講演

定期弁護士大会・特別講演
午後2時～
午後5時45分

参加・宿泊費等

2,500円（税込）
宿泊費

参加申込書をご参照ください。

会　場

※特別講演は午後3時15分～午後4時15分を予定

子どもを虐待から守り、その権利を保障するために
～弁護士の皆さんへの期待～ 講演者：奥山　眞紀子 氏

奥山　眞紀子 氏　プロフィール
Profile



①本大会は、FAXによるお申込みとさせていただきます。
お申込みは2021年7月30日（金）までに「参加申込書」にご
記入の上、下記（株）JTBのデスク宛にFAXにてお申込
みください。

②ホテルでの朝食が不要な場合でも料金の払い戻しはいた
しません。

③ご昼食・ご宿泊にお申込みの方には、（株）JTB「関弁連
定期弁護士大会申込受付 係」から確認書とご請求書を
「参加申込書」にご記入いただきましたご住所へ、大会
の1か月前までに送付させていただきます。

④取消は9月2日（木）までに「参加申込書」をご利用の上、お
手続きください。期限後の取消につきましては、一定
のキャンセル料が発生し、全額の払い戻しができませ
んのでご了承ください。

旅行開始日の前日から起算して
▶21日目にあたる日以前の取消及び変更（無料）
▶20日目にあたる日以降8日前までの取消（代金の20%）
▶7日前に当たる日以降2日前までの取消（代金の30%）
▶前日の取消（代金の40%）
▶当日の取消（代金の50%）
▶旅行開始後の解除又は無連絡不参加（代金の100%）

※お電話での変更・取消はトラブルの原因となりますので、
必ずFAXにてご連絡下さいますようお願い申し上げます。

申込み方法／締切

お問合せ先

JR軽井沢駅よりタクシーで約2分　徒歩約13分
JR軽井沢駅南口より約30分間隔で無料シャトルバスを運行。（8：00A.M.～9：00P.M.）
※12：00NOON～1：30P.M.の間は運行間隔が異なります。
※運行ルート及び季節により運行時間が異なります。
※詳しくはホテル公式HPより「ピックアップバス時刻表」をご覧ください。
https://www.princehotels.co.jp/karuizawa/pickup_bus/

大会会場

◆アクセス（電車）

上信越自動車道 碓氷軽井沢I.C.から11km　平常時約12分
※ご宿泊のお客様は駐車料1台1000円頂戴します。

◆アクセス（お車・タクシー）

軽井沢プリンスホテル ウエスト
メインバンケットホール 長野
長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢　TEL：0267-42-1111

宿泊ホテル
軽井沢プリンスホテル ウエスト
長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢　TEL：0267-42-1111

ザ・プリンス 軽井沢
長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢　TEL：0267-42-1112

FAX：050-3730-4343

営業時間／平日10：00～ 17：00　休／土曜・日曜・祝日
TEL：052-446-5099　　FAX：050-3730-4343

株式会社JTB「関弁連定期弁護士大会申込受付 係」

〒380-0872　長野県長野市妻科432番地
TEL：026-232-2104

長野県弁護士会

参加お申込み・宿泊について

大会行事について

お申込み

　2021年度関弁連定期弁護士大会及びシンポジウムはWeb配信（Zoom）を予定しております（定期弁護士大会について
は会員のみ）。

Web配信のご案内

軽井沢駅

至 碓氷軽井沢I.C

P

入山峠入口

新軽井沢

晴山
ゴルフ場

軽井沢プリンスホテル
ゴルフコース

牛角
軽井沢店

信州そば処
きりさと

安中方面→←佐久・小諸方面

ふく吉・
純手打そば

ステーキ
にこにこ牛

18

43

43

軽井沢駅入口

P

ピックアップバスのりば

タクシーのりば軽井沢・プリンス
ショッピングプラザ

プ
リ
ン
ス
通
り

軽井沢プリンスホテル ウエスト

ザ・プリンス 軽井沢

Access

※Ｗｅｂ配信のアクセス情報につきましては、関弁連事務局
（03-3581-3838）にお問い合わせください。



 

関弁連定期弁護士大会 宿泊プランのご案内 
● ご旅行条件 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
● 行程 （2泊 3日 朝夕食付の場合） 

1 9 月 23 日（木・祝） 
ご自宅 →（お車または公共交通機関）→ホテルチェックイン 

              ＜軽井沢プリンスホテル 泊＞ 
朝：－ 昼：－ 夕：○                        

2 9 月 24 日（金） 関弁連シンポ・定期大会・自由行動          ＜軽井沢プリンスホテル 泊＞ 朝：○ 昼：－ 夕：○ 

3 9 月 25 日（土） ホテル →（お車または公共交通機関）→ ご自宅 朝：○ 昼：－ 夕：－                  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【旅行企画・実施】 

株式会社 JTB 長野支店 
観光庁長官登録旅行業第 64 号  (一社)日本旅行業協会正会員 

住所：長野県長野市南千歳 1-12-7 新正和ビル 1階 

  

【受託販売】お問合せ先 
株式会社 JTBビジネストランスフォーム  
中部MICEセンター内 関弁連定期弁護士大会 申込受付 係  
東京都知事登録旅行業第3-753号 
愛知県名古屋市中村区名駅南1-16-30 東海ビルディング 5階 

TEL: 052-446-5099  FAX:050-3730-4343 
受付時間：月～金10:00～17:00 土 ･日 ･祝祭日は休業 
総合旅行業務取扱管理者：匹田 晴隆 

 

・宿泊日    2021 年 9 月 23 日（木・祝） 、 9 月 24 日（金）2 日間 

・旅行代金   大人お 1 人様 1 泊 10,400 円 ～ 35,200 円 

・利用ホテル  お部屋タイプ、宿泊人数によって変動します。下記料金表をご確認ください。 

         ※別紙申込書には記号をご記入ください。※11 歳以下のお子様は下記料金の 70％、添い寝のお子様は無料です。 

ホテル名 部屋タイプ 申込記号 人数 宿泊料金（お一人様） 

ザ・プリンス 軽井沢 
スーペリアツインルーム 

またはガーデンツインルーム 
禁煙のみ 

A-1 1 名利用 35,200 円 

A-2 2 名利用 19,500 円 

軽井沢プリンスホテル 

ウエスト 

ツインルーム 禁煙のみ 
B-1 1 名利用 25,400 円 

B-2 2 名利用 13,200 円 

デラックス テラス ツイン 禁煙のみ 
C-1 3～4 名利用 13,300 円 

C-2 2 名利用 17,900 円 

プリンスコテージ D 禁煙/喫煙 
D-1 3～4 名利用 10,400 円 

D-2 2 名利用 15,900 円 

【客室写真イメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

・最少催行人員 ― 

・食事条件   1 泊朝食付または 1 泊 2 食付 ※夕食をご希望の方は館内レストランを予約いたします。 

下記情報をご確認の上、番号と希望夕食時間を別紙申込書にご記入ください。 

申込番号 レストラン名 メニュー形式 料金（大人） 料金（11 歳以下） 

1 ALL DAY DINING LOUNGE 

/BAR Primrose（洋食） 

カフェテリアブッフェ（スタッフがお取り分け） 6,600 円 4,200 円 

2 中国料理 桃李 中国料理コース 6,600 円 4,200 円 

・添乗員    同行しません 

・交通機関   ― 

・お申込方法  別紙申込書をご記入の上、FAX にてお送りください。 

※お部屋数・席数に限りがあるため、ご希望に沿えない場合はご相談させていただきます。 

※定員になり次第締切とさせていただきます。 

締切日 2021 年 7 月 30 日（金） 

※総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引責任者です。ご旅行の契約に不明な点がございましたら、 
遠慮なく上記の総合旅行業務取扱管理者にお問い合わせください。 

スーペリアツインルーム ウエスト ツインルーム デラックス テラス ツイン コテージ D 



 

＜旅行条件(要約)＞ 必ずお読みください 
◆お申込の際には必ず旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、必ず内容をご確認の上お申込ください。 

 
 
⚫ 募集型企画旅行契約 
この旅行は株式会社 JTB 長野支店（長野県長野市南千歳 1-12-7 新正和ビル 1階）観光庁長官登録旅行業第 64号。以下「当社」という）が企画・実
施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約（以下「旅行契約」という）を締結することになります。また、旅行条
件は、下記によるほか、別途お渡しするご旅行条件書（全文）、出発前にお渡しする最終日程表と称する確定書面及び当社旅行業約款募集型企画旅行
契約の部によります。 
⚫ 旅行のお申し込み及び契約成立時期 
(1) 所定の申込書に所定の事項を記入し、お申し込みください。 
(2) 旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金（旅行代金全額）を受領したときに成立するものとします。 
⚫ 旅行代金のお支払い 
旅行代金は当社が指定する期日までにお支払ください。また、お客様が当社提携カード会社のカード会員である場合、お客様の署名なくして旅行代金、
取消料、追加諸費用などをお支払いただくことがあります。この場合のカード利用日は、お客様からお申し出がない限り、お客様の承諾日といたしま
す。 
⚫ 取消料 
旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、下記に記載されている金額を取消料として申し受けます。 

契約解除の日 取消料（お一人様） 

旅行開始日の前日から

起算してさかのぼって 

1．21日目にあたる日以前の解除 無料 

2．20日目にあたる日以降の解除（3～6を除く） 旅行代金の  20％ 

3．7日目にあたる日以降の解除（4～6を除く） 旅行代金の  30％ 

 4．旅行開始日の前日の解除 旅行代金の  40％ 

5．当日の解除（6を除く） 旅行代金の  50％ 

6．旅行開始後の解除又は無連絡不参加 旅行代金の 100％ 

⚫ 旅行代金に含まれるもの 
(1) 各旅行日程およびご案内に明示した運送機関の運賃・料金（注釈のないかぎりエコノミークラス）、宿泊費、食事代、入場料・拝観料等及び消費税

等諸税。 
(2) 添乗員が同行するコースにおける添乗員経費、団体行動に必要な心付け。 
(3) パンフレット等において、旅行代金に含まれる旨表示したもの。 

  これらの費用は、お客様の都合により一部利用されなくても原則として払い戻しいたしません。    
⚫ 旅行代金に含まれないもの 
上記「旅行代金に含まれるもの」以外のものは含まれませんが、その一部を以下に例示します。 
(1) 超過手荷物料金（特定の重量・容量・個数を超える分について）。 
(2) 空港施設使用料等（パンフレット等に明示した場合を除きます）。 
(3) クリーニング代、電報電話料その他の追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料。 
(4) ご希望者のみ参加されるオプショナル・ツアー（別途料金の小旅行）の料金。 
(5) 運送機関が課す付加運賃・料金（例：燃油サーチャージ）。 
(6) 自宅から発着地までの交通費・宿泊費。 
⚫ 特別補償 
当社は、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失の有無にかかわらず、募集型企画旅行約款別紙特別補償規程に基づき、お客様が募集型企
画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物上に被った一定の損害について、以下の金額の範囲において、補償金又
は見舞金を支払います。 
 死亡補償金：1,500万円 
 入院見舞金：2～20万円 
 通院見舞金：1～5万円 
 携行品損害補償金：お客様 1名につき～15万円（但し、補償対象品１個又は 1対あたり 10万円を限度とします。） 

⚫ 国内旅行保険への加入について 
旅行先において、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大
変困難であるのが実情です。これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、お客様自身で充分な額の国内旅行保険に加入すること
をお勧めします。詳細については、お問合せください。 
⚫ 事故等のお申出について 
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに同行の添乗員・現地係員・運送・宿泊機関等旅行サービス提供機関、又は、お申込個所にご通知ください。
（もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。） 
⚫ 個人情報の取扱について 
(1) 当社及び販売店は、旅行申込の際に提出された申込書等に記載された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様

がお申込みいただいた旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等
を担保する保険の手続き上必要な範囲内、並びに旅行先の土産品店でのお客様のお買い物等の便宜のために必要な範囲内でお申込みいただいたパ
ンフレット及び最終旅程表に記載された運送・宿泊機関等及び保険会社、土産品店に対し、お申込み時にいただいた個人情報及び搭乗される航空便
名に係る個人データを、予め電磁的方法等で送付することにより提供いたします。 

(2) 当社及び販売店は、旅行中に疾病・事故等があった場合に備え、お客様の旅行中の連絡先の方の個人情報をお伺いしています。この個人情報は、お
客様に疾病等があった場合で連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場合に使用させていただきます。お客様は、連絡先の方の個人情報を当
社及び販売店に提供することについて連絡先の方の同意を得るものとします。 

(3) その他、個人情報の取扱いについては、ご旅行条件書（全文）の「個人情報の取扱い」をご参照ください。なお、当社の個人情報に関するお問い
合せ窓口は次の部署となります。 
株式会社 JTB お客様相談室 〒140-8602 東京都品川区東品川 2-3-11  
https://www.jtb.co.jp/form/inquiry/wmform.asp 

⚫ 旅行条件・旅行代金の基準 
この旅行条件は 2021年 5月 25日を基準としています。又、旅行代金は 2021年 5月 25日現在の有効な運賃・規則を基準として算出しています。 



※変更が発生した場合、上記に変更日を

記載の上、変更する内容を訂正し、再度

＜代表者情報＞ こちらの用紙をFAXしてください

（注1）シンポジウム・大会へご参加の弁護士様はお一人につき1枚の申込書をご利用ください。参加者同士の宿泊の同室希望は備考欄に「○○先生（登録番号）と同室希望」とご記入ください。

         ご家族や同行者様の宿泊プランは同じ申込書に続けてご記入ください。

（注2）昼食は一食2,500円（お弁当・お茶付き）になります。

（注3）お部屋数に限りがありますので、ご希望に添えない場合はご相談させていただきます。

        11歳以下のお子様は大人料金の70％となります。添い寝のお子様は無料です。

（注4）お部屋タイプDのコテージのみ喫煙/禁煙をお選びいただけます。

（注5）お席数に限りがありますので、ご希望に添えない場合はご相談させていただきます。19:30からのご予約はお席が空き次第のご案内となる場合があります。

   ※記入後、この用紙は控えとして保管してください。　※人数が4名を超える場合は、この用紙をコピーしてください。

【個人情報の取扱について】 

当社は、申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただく他、

お申込みいただいた旅行における運送・宿泊機関等が提供するサービスの手配及び受領のための手続きに必要な範囲で利用させていただきます。

また、大会主催者の要請に基づき、参加者の名簿を提供いたします。

日

＜参加・宿泊等 申込＞  (注1)

ご参加者用

希望ホテル

※ご希望の欄に〇印をご記入ください

【　9/24（金）】 シンポジウム・大会

自家用車・公共交通機関

申込日

変更②

変更①

日

日

〒

禁煙 ・ 喫煙

　9/23（木） 　9/24（金）

※ご希望の欄に記号をご記入ください

夕食レストラン予約（注5）

1 ×禁煙 ・ 喫煙

禁煙・喫煙
希望(注4)

【宿泊プラン】1泊朝食・諸税・サービス料込（注3）

※希望ホテルはご案内に記載の記号をご記入ください。

　9/23（木） 　9/24（金） 第2希望第1希望

禁煙 ・ 喫煙

禁煙 ・ 喫煙

禁煙 ・ 喫煙

A-1×

氏　　　　　　　　　名

ふ　り　が　な
宿泊日

○

4

定期弁護士大会
・特別講演

55 ○ ○ ○

3

年齢

記入例

1

2

弁護　太郎

べんご　たろう

シンポジウム 昼食
（注2）

氏名

（ふりがな）

住所

＜送付先＞FAX:050-3730-4343  　申込締切日：2021年7月30日（金）

2021度関弁連定期弁護士大会・シンポジウム参加申込書

電話番号

FAX番号

所属弁護士会

携帯電話番号

来場手段
（いずれかに〇）

月
月

月

登録番号

希望夕食時間 備考

①18:00
②19:30

①18:00
②19:30

①18:00
②19:30

①18:00
②19:30

①18:00
②19:30

【申込・お問合せ先】

株式会社JTBビジネストランスフォーム 中部MICEセンター内

関弁連定期弁護士大会 申込受付 係

受付時間：平日10：00～17：00

土・日・祝日休業

FAX:050-3730-4343 TEL:052-446-5099 


	関弁連定期弁護士大会R03_A4
	完成 2021募集チラシ
	完成 2021募集申込書_ご参加者用

