
主催：関東弁護士会連合会・第一東京弁護士会

2022年度

関弁連
定期弁護士大会

2022年（令和4年）

10月14日金
場所：東京會舘

シンポジウム 午前 10時 ～ 午後 1時

定期弁護士大会・特別講演 午後 2時 ～ 午後 5時30分

懇親会 午後 6時 ～ 午後 7時30分



ご挨拶
2022年度（令和4年度）の関東弁護士会連合会定期弁護士大会は、第一東京弁護士会が担当会になり、江戸城跡の

東南に位置する東京會舘において開催することとなりました。
定期弁護士大会前のシンポジウムは「再生可能エネルギー－国、地域、企業の取組みと弁護士の役割－」をテーマにし、

再生可能エネルギーの導入と活用についての国、地域及び企業による取り組みと問題の実情を調査し、弁護士の視点で
分析し、弁護士としてどのように関与し貢献できるのかを検討・提言することを目的としています。

大会においては、特別講演として、下斗米伸夫氏（法政大学名誉教授、神奈川大学特別招聘教授）に、ロシアによるウ
クライナ武力侵略の事態を受けて、日本とロシアの関係などについてご講演をいただきます。

シンポジウム及び定期弁護士大会は、新型コロナウイルス感染症予防対策を講じた会場開催と、できる限り多くの会員
弁護士ならびに市民の皆様に参加していただくためのＷＥＢ配信とを併用したハイブリッド方式で開催します。

また、コロナ禍以前は例年行われていた記念ゴルフ大会及び懇親会も、同じく感染予防対策を講じつつ復活開催する
予定です。

関東弁護士会連合会定期弁護士大会及びシンポジウムに、会場開催だけでなくＷＥＢ開催も通じて、より多くの皆様の
ご参加をお待ちしております。

　関東弁護士会連合会　理事長　　若 林  茂 雄
　　　第一東京弁護士会　会　長　　松村 眞理子

実行委員長からのご案内
2022年（令和4年）度の関東弁護士会連合会シンポジウムと定期弁護士大会は、東京都千代田区丸の内にある東京會

舘において開催いたします。
東京會舘は 1922年（大正11年）開業で、まもなく開業1世紀を迎え 2019年に新たに完成した現在の 3代目本舘が会

場となります。伝統的な装飾を残しつつも、国際会議にも対応できる施設となっています。東京駅からも徒歩で約10分と
いう交通至便な場所にあり、江戸城跡（皇居）の東南側の内堀通り沿いに位置していることから、7階の屋外テラスから
は皇居側を一望することもできます。

東京會舘では、新型コロナウイルス感染症予防対策を講じた上での開催を準備しております。また、会場にお越し頂か
なくとも、より多くの皆様に参加いただくためのＷＥＢ配信も準備を進めており、リアル参加方式とＷＥＢ参加方式を併
用したハイブリッド方式で開催するべく準備を進めています。

また、ここ2年開催できなかった記念ゴルフ大会も、東京よみうりカントリークラブでの開催を準備しております。
第一東京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、より多くの方がご参加いただけますようお願い

申し上げます。
第一東京弁護士会　2022年度（第69回）関東弁護士会連合会定期弁護士大会実行委員会

委員長　　鈴木　和憲

記念ゴルフ大会
募 集 人 数	 22組（88名）
参 加 費	 8,000円（プレー代各自負担）
スタート時間	 OUT	 8組　9：25～10：17
	 ＩＮ	 14組　8：40～10：17
懇親会・表敬式	 全員がホールアウト後、1時間程度ゴルフ場で行う予定

東京よみうりカントリークラブ　　東京都稲城市坂浜685　044−966−8800

2022年2022年1010月月1313日日木木



シンポジウム　再生可能エネルギー ―国、地域、企業の取組みと弁護士の役割―

これまで私たちは主なエネルギー源として、石油、石炭、天然ガスなどの化石燃料に頼ってきました。けれども、化石
燃料は限りある資源というだけでなく、使用時に地球温暖化の原因とされる二酸化炭素が排出されることから、持続可
能性とともに地球に優しいエネルギーとして、再生可能エネルギーに対するニーズが高まってきました。日本政府も「2050
年カーボンニュートラル実現」という政府目標を掲げ、その柱として「再生可能エネルギー」の導入と活用を呼びかけてい
ます。そして、国はもちろん、地域、企業による様々な取組みが行われています。しかし、その実現のためには、各地域の
環境保護や抱えている問題の解決、権利調整あるいは合意形成を行いながら地域に受容され、ひいては地域を活性化す
る形で再生可能エネルギー事業を進めていくことが重要です。本シンポジウムは、このような再生可能エネルギーの導入
と活用についての各地域の取組みと問題の実情を調査し、弁護士の視点で分析し、弁護士としてどのように関与し貢献
できるのかを検討することを目的としています。

皆様も、地球のため、未来のために再生可能エネルギーの分野で弁護士ができることを私たちとともに考えていただけ
れば幸いです。

定期弁護士大会・特別講演　特別講演 ウクライナ戦争と平和の条件（仮）
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ロシアによるウク
ライナの軍事侵
攻に関して、今
後の国際社会と

日本の将来を考える視点などについて、
旧ソ連・ロシア研究の第一人者である 
下斗米伸夫氏からお話いただきます。

2022年度関弁連定期弁護士大会2022年度関弁連定期弁護士大会

［下斗米伸夫 氏　プロフィール等］
【略歴】 1948年 札幌市生まれ

1971年 東京大学法学部第3類（政治コース）卒業
1975年 文部省派遣ソビエト連邦モスクワ留学
1978年 東京大学大学院法学政治学研究科博士課程修了、法学博士
1978年 成蹊大学法学部専任講師
1983年 国際文化会館新渡戸フェローとして英国バーミンガム大学ロシア東欧研究センター、ソ連科学アカデミー留学
1985年 成蹊大学法学部教授
1988年 法政大学法学部教授、2019年から同名誉教授

 1992－1994年 ハーバード大学ロシア研究センター客員研究員、W.ウイルソン・センター招聘研究員（1993年兼務）
 1998－2001年 朝日新聞客員論説委員
 2001－2003年 日本国際政治学会理事長
 2004－2006年 日露賢人会議、2007年からバルダイ・クラブ成員

2019年4月 神奈川大学特別招聘教授
【著書等】 『ソ連を崩壊させた男、エリツィン－帝国崩壊からロシア再生への激動史』　作品社、2021年12月刊

 『新危機の20年－プーチン政治史』　朝日新聞出版、2020年10月刊
 『神と革命－ロシア革命の知られざる真実』　筑摩選書、2017年10月刊
 『ソビエト連邦史』　講談社学術文庫、2017年2月刊
 『宗教と地政学から読むロシア』　日経新聞出版、2016年9月刊
 『日本冷戦史1945－1956年』　講談社学術文庫、2021年
 『ソ連邦史』　講談社学術文庫、2017年
 『日ロ関係史－パラレルヒストリーの試み』　東京大学出版会、2015年10月刊（編著、英文露文）
 『プーチンはアジアをめざす』　ＮＨＫ出版、2014年12月刊
 『ロシアとソ連－歴史に消されたものたち』　河出書房新社、2013年3月刊 その他約30冊

懇親会

参加費	

■ＷＥＢ配信のご案内
2022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。

午前10時～午後1時　　東京會舘3階「ローズ E」

午後2時～午後5時30分  ※特別講演は午後3時20分～午後4時20分を予定　　東京會舘3階「ローズ E」

2022年2022年1010月月1414日日金金

午後6時～午後7時30分　　東京會舘3階「ローズ W」

昼 食 代 3,500円　10月14日金
懇 親 会 費 15,000円　10月14日金

ゴルフ参加費 8,000円　10月13日木
宿 泊 費 ＷＥＢページ及び参加申込書をご参照ください。



■申込み方法／締切

①本大会は、FAXとＷＥＢページによるお申込みとさせていただきます。お申込みは2022年8月19日（金）までです。
 FAXにてお申込みの方   「参加申込書」にご記入の上、右記
 ㈱近畿日本ツーリストコーポレートビジネスのデスク宛にお申込みください。
 ＷＥＢにてお申込みの方   こちらの URLからお申込みください。宿泊ホテルの情報もご確認いただけます。

お申込み FAX：03−6730−3230

https://gtc2.knt.co.jp/kntfront/convention/CON10010.xhtml?t=T2000402753

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・懇親会・ご宿泊にお申込みの方には、㈱近畿日本ツーリス

トコーポレートビジネス「関弁連定期弁護士大会申込受付係」か
ら確認書と御請求書を「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予約内容変更／取消は9月12日（月）までにＦＡＸ（予約内容変更・
取消依頼書をご利用ください）もしくはＷＥＢマイページよりお手
続きください。期限後の変更／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日前にあたる日以降2日前までの取消（代金の30％）
▶旅行開始日前日の取消（代金の40％）
▶旅行開始日当日及び以降の取消又は無連絡不参加（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もしくはＷＥＢマイページよりご連絡下さいま
すようお願い申し上げます。

■お問合せ先

	 大会行事について▶	第一東京弁護士会
  〒100－0013　東京都千代田区霞が関1－1－3
  TEL：03－3595－8586
	参加お申込み・宿泊について▶	株式会社近畿日本ツーリストコーポレートビジネス		トラベルサービスセンター東日本
  「関弁連定期弁護士大会申込受付係」
  営業時間／月～金　10：00～17：00　休み／土曜・日曜・祝日
  TEL：0570－064－329　FAX：03－6730－3230

■大会会場・宿泊ホテルのご案内
大会会場	 東京會舘　会場：3階ローズ
  東京都千代田区丸の内3－2－1　TEL：03－3215－2111
♦アクセス（電車）
 ＪＲ▪ ・京葉線「東京駅」6番出口より徒歩3分
    （ビル直結の地下コンコースをご利用いただけます）
  ・「有楽町駅」国際フォーラム口より徒歩5分
  ・「東京駅」丸の内南口より徒歩10分
 地下鉄▪ ・東京メトロ千代田線「二重橋前駅〈丸の内〉」代々木上原方面出口
  ・東京メトロ有楽町線「有楽町駅」和光市方面出口
  ・都営三田線「日比谷駅」高島平方面出口
    （B5出口より直結の地下コンコースをご利用いただけます）
  ・東京メトロ日比谷線「日比谷駅」北千住方面出口
♦アクセス（お車・タクシー）
　駐車場丸の内パークイン「丸の内二重橋ビル駐車場」をご利用いただけます。

宿泊ホテル	①三井ガーデンホテル京橋
	 	 	 TEL：03−3231−3131
   東京都中央区京橋1－3－6（東京會舘まで徒歩約15分）

  ②コートヤード・バイ・マリオット東京ステーション
  	 TEL：03−3516−9600
   東京都中央区京橋2－1－3（東京會舘まで徒歩約15分）

  ③丸の内ホテル
  	 TEL：03−3217−1111
   東京都千代田区丸の内1－6－3（東京會舘まで徒歩約15分）
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新型コロナウイルス感染症の感染状況等の事情により、開催が変更となる可能性があります。
シンポジウム及び定期弁護士大会等諸行事について、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。




