
攻めの弁護で
社会を変える

弁護士 亀石倫子さん（大阪弁護士会）

２０１９年２月１８日（月）18:00～20:00（17:40開場）
場所： ハートピア京都 ３階 大会議室（地下鉄丸太町駅下車すぐ）

料金： １０００円（当会会員、学生、司法修習生、登録後１年以内の弁護士は無料）

自由人権協会京都主催・お問合せ

彫り師医師法違反事件の

弁護活動のすべて

亀石倫子（かめいし・みちこ）さんは、東京女子大学卒業後、通信会社勤務、大阪市立大学法科大学院を経て、２００
９年に弁護士登録（大阪弁護士会）され、以来、「クラブ風営法違反事件」や「ＧＰＳ違法捜査事件」など著名な刑事裁
判を担当し、社会を変える重要判決を勝ち取られてきました。
今回は、主任弁護人を務められた「タトゥー彫り師医師法違反事件」について、一審有罪からの、裁判費用をクラウド
ファンディングで募るという業界初の取り組み、そして昨年１１月の高裁での逆転無罪に至るまで、彫り師の職業選択
の自由や表現の自由を賭けた攻めの弁護活動のすべてをお話しいただきます。

お申込みはホームページからお願いいたします
https://jclu-kyoto.jimdofree.com/ ⇒ QRコード

お名前 E-mail

ご職業等
□法曹関係者 □学生・修習生・登録１年以内の弁護士
□学者・研究者 □その他

種別 □会員 □非会員

ホームページからのお申込みが難しい方は、以下にご記入のうえ FAX 075-231-5752 までお申込み下さい。

※ご記入いただいた個人情報は、参加受付や緊急連絡等、本イベントの実施目的以外には使用いたしません。

京都市中京区富小路通丸太町下ル富友ビル３階 堀和幸法律事務所内 TEL 075-241-1092

タトゥー彫り師医師法違反事件、ＧＰＳ違法捜査事件、クラブ風営法違反事件…

一審有罪からの、クラウドファンディング、高裁での逆転無罪に至るまで

自由人権協会京都 2019年2月例会



わたしたちの国で問題となっている外国人、子ども、女性、障がい者などの人権は、そのいずれもが日本社会の基本的な枠組み、
あるいは将来のあり方にかかわっています。そのことを鋭く自覚して、人権尊重の方向を推し進めることを目的として、１９９０年９月に
当会は創立されました。以来、約３０年にわたって、党派性を排する活動原則と、国際的視野で取り組むことをモットーに、基本的人
権に関する様々なテーマを取り上げてきました。最近１０年間に開催した講演会は以下のとおりです。

人権尊重の社会に向けて、学び、考えることは、わたしたちの日々の行動や生活に変化をもたらします。当会はメンバーを随時募集
しています。ご関心のある方は、ぜひお気軽に以下の連絡先までご一報ください。

【連絡先】 自由人権協会京都 事務局長 野﨑隆史 メールアドレス jclu.kyoto@gmail.com

※会員の方には、講演会情報と会員向けニュースレターをお届けします。
会員コース（自由選択） Ａコース：月額５００円 Ｂコース：月額１０００円 Ｃコース：月額２０００円

自由人権協会京都は、メンバーを随時募集しています！

日時 講 師（敬称略） 主な肩書き テーマ

2018/11/3
作花 知志
二宮 周平

弁護士（岡山県弁護士会）
立命館大学法学部教授

「家族」って何だろう？～憲法訴訟の最前線から考える
家族制度と司法の役割

2018/6/23 石高 健治 フリージャーナリスト 金正恩委員長の思惑

2018/3/26 潮見 佳男 京都大学法学部教授
相続法も変わる ～無関係ではいられない！配偶者居
住権、遺産分割、遺言、遺留分～

2018/2/20 池田 良太 弁護士、自由人権協会京都会員 刑事弁護の王道 ～行くに径に由らず～

2017/11/15 関谷 滋 元JATEC，べ平連活動家
ベトナム戦争と脱走米兵 ～戦場に戻らなかった米兵と
の日々～

2017/10/4
スティーブンR

シャピロ
弁護士、元ACLUリーガルディレクター

THE FIGHT IS ON. ～トランプ大統領令と司法の独
立～

2017/9/8 岡田美智男 豊橋技術科学大学情報・知能工学系教授
「弱いロボット」と人間の間 ～「一人では何もできない
者(ロボット)」が生み出す関係性～

2017/6/24 小杉麻李亜 京都イスラーム文化協会アカデミックアドバイザー
在日ムスリムとの共生～世界一明るい宗教から生きて
いてしんどい日本人へ～

2017/3/4 坂上 香 映画監督 「トークバック 沈黙を破る女達」上映＆講演会

2017/1/26
宮本 恵伸
橘 英樹
Aさん

弁護士、自由人権協会京都理事
弁護士
冤罪被害者

取調の実態～こんなやり方あり？！～

2016/11/30 遠山 大輔 弁護士
えん罪の作られ方 ～捜査機関の方程式を打ち破る！
～

2016/9/30 川合 仁 精神科医 等 精神科医療改革運動と反薬害、公害闘争の経験から

2016/6/18 小杉 泰
京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科教
授

現代イスラームと国際社会 ～イスラーム法の発想を
読み解く～

2016/2/23 長野 浩三 弁護士、KCCN理事兼事務局長 消費者問題のやりがい ～見えない思いを紡ぐ～
2015/10/26 大谷 實 同志社総長 個人主義と人権問題

2015/6/20
小野 誠之
崎間昌一郎
田原 睦夫

弁護士、自由人権協会京都元代表理事
弁護士、自由人権協会京都会員
弁護士、元最高裁判事

今､伝えたいこと ～これからの法曹のあり方～

2015/2/14 海渡 雄一 弁護士、福島原発告訴団弁護団 なぜ検察審査会は起訴相当議決に至ったか

2014/6/7
児童養護施設
出身者

ＣＶＶメンバー
私たちのことを知ってください ～児童養護施設出身者
の声～

2014/1/29 折田 泰宏 弁護士、自由人権協会京都会員 ドンキホーテと私

2013/10/19
寮 美千子
船木 洋志

作家 等
殺人被害者遺族

詩が開いた心の扉 ～被害者救済と加害者支援～

2013/6/8 清水 康之 ライフリンク代表
いのちのつながり～自殺の実態調査から見えてきたも
の

2013/1/17 出口 治男 弁護士、自由人権協会京都会員 ４２年間の法曹人生を振り返って

2012/12/1 ニキ・リンコ 作家、翻訳家
自閉っ子､こういう風に出来てます！当事者から見た発
達障害とそうでない人との違いとその特性

2012/6/2
山本 晴太
趙 博

旧浮島丸事件訴訟弁護団員
歌劇派芸人

戦後補償について宋さんが開けたパンドラの箱
～浮島丸事件訴訟を通して考える～宋斗会さんを偲
んで

2012/3/17 野中 広務 元官房長官 歴史に学ぶ～国旗・国歌の強制は必要か～
2012/2/6 小野 誠之 弁護士、自由人権協会京都元代表理事 生き方としての憲法～弁護士小野誠之が学んだこと～

2011/6/18 戸田洋平ほか
弁護士、日弁連全面的国選付添人制度実現本部事
務局次長

「非行少年」に、もっと弁護士を！ ～全面的国選付添
人制度の実現に向けて～

2011/3/30 堀 和幸 弁護士、自由人権協会京都代表理事 「極悪非道」を弁護する
2010/12/4 舟木 浩 反貧困ネットワーク京都事務局長 「反貧困」の現場から

2010/5/22
二宮 周平
吉田 容子

立命館大学法学部長
弁護士（京都弁護士会）

家族って何だろう ～家族法改正問題の現在（いま）～

2010/3/1 森野 俊裕 京都家裁調査官（全司法） 調査官のお仕事 ～現役家裁調査官に聞く～

2009/12/5
辻 孝司
遠山 大輔

京都弁護士会刑事委員会委員長
同会取調べの可視化実現本部事務局長

始まった！ 裁判員制度！！あなたも法廷を体験して
みよう！

2009/5/2
安保 千秋
高野 嘉雄
山田 健太

日弁連子どもの権利委員会幹事
鑑定医刑事事件の主任弁護人
『僕はパパを殺すことに決めた』調査委員会委員

表現の自由と少年の立ち直り ～奈良の調書流出事件
を巡って～

mailto:jclu.kyoto@gmail.com



