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特集／地域会長からのご挨拶（関西、北陸、四国）

関西会会長　吉竹　英俊

関西会会長の吉竹英俊です。ご挨拶をさせていただきますとともに、関西会の活動の紹
介をさせていただきます。
関西会は、本年度はまさに節目の年です。と言いますのは、本年度から念願の支部名称
変更がかなうとともに、近畿支部設立から数えて 35 周年の節目の年でもあるからです。
このため、関西会の活動は、例年にも増して盛り上がりを見せています。
関西会には、11 の委員会と、5つの地区会が存在します。これら 16 の委員会と地区会は、
今年度の節目の年を起点として今後どのように活動を発展させていくのかについて、それ
ぞれに力強いメッセージを発信してくれました。このメッセージは、「近畿支部から関西
会へ」と銘打った名称変更記念パーティーで、多数の来賓や関係者に決意表明として披露
されました。写真は、名称変更記念パーティーのもので、ご覧の通り、大いに盛り上がり
を見せました。

名称変更記念パーティーでは、今年度以降の関西会の重点的な取り組みについても決意
表明をしました。それは「地域知財の活性化」です。この目標を達成するためには、地域
知財に直接的に関わる事業や活動を行う者だけが頑張れば良い訳ではなく、それを下支え
するためのオール関西会のポテンシャルアップが必要です。16 の委員会と地区会の決意
表明は、まさにこのことを実現するための努力目標と言えます。今年度は、そのような決
意表明に恥じない一層活発な活動を展開して行きたいと思っています。

関西会会長からのご挨拶

名称変更記念パーティーの様子
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特集／地域会長からのご挨拶（関西、北陸、四国）

7 月 6 日には、弁理士の日を記念して、関西会の最大イベントである「知財ふれあいフェ
スティバル」が開催されました。イベントの部では約 2000 人の来訪者があり、また講演
の部では約 250 人の聴衆の参加があり、関西会の夏の始まりを告げる一大イベントは例年
通り大盛況でした。また、秋には、千数百人の参加を見込むパテントセミナーの開催を予
定しています。こちらも、準備は着々と進んでおり、例年通り盛況であることを期待して
います。
最後に、関西会は、近畿経済産業局や INPIT-KANSAI（（独行）工業所有権助情報・研
修館近畿統括本部）など、多くの外部機関との密接な連携関係を構築しており、本年度も
さらにその関係を深化させ、協力して事業を行うことにより、地域知財の活性化に一層寄
与したいと念願しています。

名称変更記念パーティーの様子
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特集／地域会長からのご挨拶（関西、北陸、四国）

北陸会会長　川崎　好昭

「日本弁理士会北陸会」は、新潟県、富山県、石川県、福井県の４県で活躍する約 100
名の弁理士で構成されており、少数精鋭で地域の支援活動を行っています。
これまで、各県の弁理士が所属する地区会を中心に地域の事業活動に貢献するため、様々
な知財支援活動を企画・開催してきており、昨年度は、地域知財セミナーをこれまで開催
してこなかった各県の都市で開催し、セミナー後の交流会で自由な意見交換を行って、対
象地域を拡大して知財の普及・支援活動を幅広く行いました。

また、各県において「知財広め隊」の活動にも積極的に取り組み、石川県では、北陸新
幹線の開業といったイベントに対応した事業活動における具体的な知財戦略について説明
を行い、出席者との間で意見交換を行いました。

北陸会会長からのご挨拶

セミナーの様子

活動の様子
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特集／地域会長からのご挨拶（関西、北陸、四国）

本年度も「知財保護」を通じて地域経済の発展に貢献するため、発明協会関係、学校関
係、会社関係、商工会議所等の公的な機関からの要望に応えて様々な知財支援活動を行い、
「弁理士」の広報にも努めていきます。本年度は、新たに農業団体からの支援要請もあり、
知財に対する関心の広がりを実感しています。そして、こうした広がりに対応して支援活
動を広げていくことが必要と考えています。
また、本会の事業としてスタートした「弁理士絆プロジェクト」における金融機関との
絆を深める事業と関連して、北陸会主催の「新時代に向けた知財活用シンポジウム」を開
催予定です。シンポジウムでは、知財金融、デザイン経営、ブランドといったテーマに詳
しい実務の専門家に講演してもらい、講演後の懇談会で弁理士が出席者との情報交換を行
うことを企画しています。これまで知財との関連が少なかった金融機関の担当者の方にも
出席を促し、顧客企業の事業活動に対して知財活用の観点からヒントを掴んでもらえたら、
と期待しています。弁理士もこうした機会をとらえてネットワークを広げていくことが肝
要と考えています。
本年 10 月に開催予定の「北陸技術交流テクノフェア」には、継続して参加する予定で
す。テクノフェアでは、展示スペースを借りて弁理士会の活動をＰＲすることを考えてお
り、ビデオの上映、パンフレット等の配布を行う予定です。また、展示ブースには、複数
の弁理士が常駐し、個別の質問や相談にも対応して、広報活動とともに支援活動 も積極
的に行うようにしています。

本年９月からは、昨年度同様にＦＭ福井放送で複数回の放送枠を確保し、知財に関する
テーマで弁理士が様々な話をすることを予定しています。アナウンサーの質問に答える対
話形式で具体的な事例を交えてわかりやすく説明することで、聴取者に知財を身近なもの
と感じてもらえたら、と考えています。
この他にも地域の実情に合わせて臨機応変に企画を行い、積極的な支援活動を行ってい
くことを心掛けていきます。

過去のテクノフェアの様子
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特集／地域会長からのご挨拶（関西、北陸、四国）

四国会会長　上岡　將人

四国会では、例年通り以下の知財支援事業に取組む予定です。
•知財コラボ四国（弁護士知財ネット四国地域会・四国ＴＬＯ・ＪＥＴＲＯ）
知財に関する権利化・活用・法律問題などの相談対応等を実施する予定です。
•四国各県の中小企業診断士協会、日本政策金融公庫四国内６支店との三者連携セミナー
協定締結以降、愛媛県、香川県、徳島県でセミナーを開催しました。今年度は高知県で
セミナーを開催する予定です。セミナーにおいて、弁理士、中小企業診断士、日本政策金
融公庫のそれぞれがサポートできる内容を説明するとともに、三者連携による相乗効果を
ＰＲします。
•四国各高専との知財研究会の開催
日本弁理士会と国立高等専門学校機構との間において締結された協定および覚書に基づ
いて、四国会と四国各高専の協力関係を構築することを目的として、合同にて知財研究会
を行います。第４回知財活動研究会では、弁護士の林いづみ先生に「さくらツールとその
活用について」というタイトルで講演をして頂きました。なお、毎回各高専をネットワー
クでつないでテレビ会議で勉強会を開催しています。
•大学、高等学校での知財授業
徳島大学には平成２５年度より、愛媛大学には昨年度より会員を講師として派遣してい
ます。また、愛媛県の公立高校にも会員を講師として派遣しています。
•常設知的財産相談室
常設知的財産相談室は四国各県にあり、各県の会員で対応します。愛媛県は、四国中央
商工会議所、宇和島商工会議所と二ヶ所の会場があります。
•四国内での知財セミナーへの講師の推薦
日本弁理士会は、四国四県及び土佐市と協定を結んでいます。各自治体において、知財
セミナーへの講師の推薦をします。
また、昨年度に知財広め隊セミナーを開催した自治体において、今年度も知財セミナー
を開催する予定です。
さらに、日本弁理士会の「弁理士絆プロジェクト」にも協力し、四国内の金融機関を対
象に知財セミナーを開催する予定です。

四国会会長からのご挨拶
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東 北 会東 北 会

１ 8月までの支援活動

セミナーの様子 個別相談の様子

１．日　時：令和元年６月１２日（水）　１３：３０－１７：００
２．場　所：青森県観光物産館アスパム５階あすなろ
３．講　師：角田世治会員
４．出席者：３７名
５．内　容：
本セミナー・相談会は、グローバルな視野による青森県内企業のイノベーションの創出や競
争力強化を図ることを目的に青森県が主催して開催されました。
まず、（独）工業所有権情報・研修館（INPIT）海外知的財産プロデューサー鈴木崇氏の講演が
始まり、海外進出における知的財産の留意点について、信用、技術、契約と法律の各視点から
説明しました。また、青森県内における INPIT による企業支援事例を紹介しました。
次に、台湾の（財）金属工業研究発展中心 副組長 蔡育 氏が、金属工業研究発展中心が保有

する設備・技術などの紹介を行いました、台湾企業との青森県企業のビジネス連携の可能性に
ついて幾つかの技術分野を例に挙げながら説明しました。
セミナーの後の個別相談会では、東北会（相談員 角田世治会員）のほか、（独）国際協力機構

（ JICA）東北、（独）日本貿易振興機構（JETRO）青森、INPIT、（地独）青森森県産業技術センター
が相談に対応しました。来場者からは、海外における商標権の取得やライセンスに関する相談
がありました。複雑な相談には、複数機関の相談員が連携して対応する場面もありました。海
外におけるビジネス、知的財産の活用、輸出入、海外企業との技術連携などの各分野の支援機
関が一堂に会することで、参加者にとって多種多様な相談が一度にできる貴重な機会になった
ように思います。

東北会　角田世治

8 月までの支援活動／東北会

海外ビジネスポイントセミナー＆個別相談会
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１．日　時：令和元年６月２５日（火）１５：００－１６：００
２．場　所：道の駅あいづ湯川・会津坂下　会議室
３．講　師：鈴木賢一会員
４．出席者：８８名
５．内　容：
本セミナーは、「あいづ “まるごと ”ネット」交流会内の講演会として開催されました。なお、

「あいづ “ まるごと ” ネット」とは、福島県の西側に位置する会津・南会津の両地域において、
農林水産物や観光資源などの地域資源活用を通じ、地域振興・農林水産業６次化・農商工連携
などに取り組もうとする人々が、お互いに意見の交換を行い、更には事業パートナーとの出会
いを実現するための交流の場として設けられた組織です。そして、今回の令和元年度第１回交
流会においては、その第一部講演会が食品の栄養成分表示制度についてのセミナーであり、知
財制度に関する本セミナーは、それに続く第二部講演会との位置付けにおいて開催されました。
まず始めに、事務局より説明資料の配付と簡単な講師紹介があり、その後、会場前方に映し
出されるスライドに基づきながら、商標制度の概要と商標登録の意味について、基本的な説明
を行いました。そして、どのような商標の商標登録が可能であり、それによってどのような効
果が得られるのか、更には、商標の機能と類否判断の考え方などを踏まえながら、商標登録後
のブランド戦略に関し、より詳細な説明を行いました。最後に、商標制度（地域団体商標を含
む。）と地理的表示保護制度との比較を通して、両制度の特徴についての説明を行い、これらの
制度をその特徴に応じて積極的に利活用することで、農業分野においても、より効果的なブラ
ンド戦略の展開が可能となり得ることを話しました。
最後に会場からの質疑応答もありましたが、地域振興などに取り組もうとする出席者の熱意
は高く、セミナーの終了後にも様々な質問が寄せられました。講師としましては、本セミナー
を通じて、微力ながらも出席者の皆さまのお役に立つことができたものと感じることができま
した。

東北会　鈴木賢一

8 月までの支援活動／東北会

「知的財産セミナー」あいづ“まるごと”ネット 農業分野における知的財産～商標登録の有効性について～

セミナーの様子
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１．日　時：令和元年７月９日（火）１３：５０－１５：２５
２．場　所：男鹿市立船川第一小学校
３．講　師：齋藤博子会員
４．対象者：５年生３０名、教諭、校長先生
５．内　容：
知的財産支援センター考案の発明工作授業「みんなで発明に挑戦！～片手で持てるかな？～」
を行いました。授業の基本的な流れは、（１）導入、（２）工作、（３）発表、（４）まとめ、に
なります。
（１）導入では、教室内のパソコンにパワーポイントの資料を表示し、講師が弁理士や知的財産に
ついて説明しました。また、地元企業の発明品「みちほたる」（登録商標）の実物を持参し、身近な
発明品として紹介しました。「みちほたる」は、道路脇のスノーポールなどに設置する保安灯です。明
るい時はソーラーパネルで充電池に充電し、暗い時はＬＥＤを間欠的に点灯します。点灯部のカバー
には蓄光材が含まれており、ＬＥＤが点灯していない時も蓄光材によって発光し、ほたるの光のように
点滅します。児童たちは、多くの質問を行い、講師の解説を興味深く聞いていました。また、担任の
教諭は、理科で習った知識と関連付けて、児童たちの理解を深めてくれました。
（２）工作では、２人１組になり、ジュースとポップコーンを片手で持てる食器作りを行いま
した。材料や道具は、紙皿、紙コップ、ストロー、はさみ、セロテープです。工作の課題としては、
片手で持てるという条件の他に、どんな人に使ってもらいたいかを考えて作ってもらいました。
児童たちは、大まかな構造が完成した後も、食器に絵を書いたり、象の鼻を付けたりして、デ
ザインも工夫していました。
（３）発表では、全ての児童が、自分の発明品について、どんな人に使ってもらいたいかや便利な
点を発表しました。聞いている児童から多くの質問が出て、とても盛り上がりました。自分用に作った
という児童は、ジュースがお代わりできる構造を考えました。また、カップルに使ってもらいたいという
児童は、ジュースを飲み終えた後に相手へのメッセージが見える仕掛けを考えました。
（４）まとめでは、小学６年生が特許を取得した記事が掲載されている「はっぴょん通信」やノベル
ティグッズを配布し、夏休みの自由研究で発明にチャレンジして欲しいと呼び掛けました。
児童たちは、本授業をとても楽しんでくれました。児童たちが、本授業を通じて創造の楽し
さを実感し、自ら創造力を伸ばして行ってくれたら幸いです。

東北会　齋藤昭彦

8 月までの支援活動／東北会

「知的財産工作授業」男鹿市立船川第一小学校

授業の様子



12 2019 年 8 月号（No.203）

東 海 会東 海 会

8 月までの支援活動／東海会

１．日　時：令和元年６月３日（月）１２：００－１６：００
２．場　所：愛知学院大学　名城公園キャンパス
３．対象者：来場者数１４７名（当会ブース訪問者１３名）
４．担　当：東海会広報企画委員会　委員長　加藤康幸
　　　　　　　　　　　　　　　　　　委員　髙橋祥起
５．内　容：
今回の資格業ガイダンスでは、経営学部２～４年生の学生、合計１３名が、弁理士ブースを
訪れました。ほとんどの学生は、「弁理士」という名前を聞いたことがないということでしたが、
ある学生（女性、２年生）は、「弁理士」について認知していました。多くの弁理士の中心業務
である特許関連業務が、技術を扱うものであることを説明する一方で、文系出身の弁理士もそ
れなりにいて、商標や意匠に関する業務など、文系弁理士の活躍の場もあることを伝えると、
興味をもっていました。
また、「弁理士」を知らない学生でも、「特許」、「商標」については聞いたことがあるという
ことで、これらと弁理士との関係につき、熱心に耳を傾けていました。また、他の士業との違
いとして、国際的な視野をもって仕事ができる場面が多い点も、興味をもって聞いてもらえま
した。中には、中国における模倣品の問題などについて質問する学生もいました。
経営学部ということもあり、弁理士を目指す学生や、将来的に発明者として弁理士と関わる
学生は少ないかもしれませんが、将来的に会社経営等に携わった際に、弁理士の存在を思い出
してもらえるとよいかと思いました。

東海会広報企画委員会　委員長　加藤康幸
委員　髙橋祥起

「大学生のための資格業ガイダンス」愛知学院大学

資格業ガイダンスの様子
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１．日　時：令和元年６月１２日（水）１２：２０－１５：２０
２．場　所：名城大学 天白キャンパス
３．対象者：訪問者１２３名（うち弁理士会８名）
４．担　当：東海会広報企画委員会　副委員長　鈴木ひとみ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委員　林洋志
５．内　容：
弁理士コーナーへ８名の学生が立ち寄ってくれました。内訳は農学部の１年生が１名、３年
生が２名、４年生が１名、理工学部の１年生が１名、都市情報学部の４年生が１名、法学部の
２年生が１名、経営学部の２年生が１名でした。農学部の学生は「資格試験の勉強を始めるモ
チベーションが上がった」と話してくれました。法学部の学生は「弁理士に興味がわいたので
調べてみる」と話してくれました。学生に弁理士を知ってもらうことができる良い機会になっ
たと思います。
来年度の「大学生のための資格業ガイダンス」は弁理士会が中心になって運営します。その
ため、相談員２名に加え、会場の近くを歩いている学生に声をかけて呼び込みをする人員（会
場の設営にも加わる人員）が４～５名程度必要です。来年度５～６月に複数の大学で資格業ガ
イダンスが行われるので、広報企画委員会の委員だけを大学に毎回派遣するのは委員の負担が
大きすぎると思われます。フレッシュ委員会などの他の委員会への応援要請を検討すべきと考
えます。

東海会広報企画委員会　副委員長　鈴木ひとみ
委員　林洋志

「大学生のための資格業ガイダンス」名城大学

資格業ガイダンスの様子

8 月までの支援活動／東海会
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１．日　時：令和元年７月１３日（土）１３：３０－１６：００
２．場　所：トヨタ産業技術記念館
３．対象者：小学校５、６年生及び中学生２０名
４．講　師：東海会教育機関支援キャラバン隊　伊藤正典
５．内　容：
名古屋少年少女発明クラブ主催「科学ものづくりアイデア道場」の参加者を対象に知財授業
を行いました。
本イベントはワークショップを主体としたもので、授業のための時間は 10 分程度と短かった
こと、また、イベントの進め方が参加者自身に考えさせるコンセプトであったことから、ポイ
ントを「特許制度の目的」に絞って手短に話しました。アイデア（≒発明）を考える際および
考えた後に、上手く特許制度を活用する意識を身につけてもらう一助になったと思います。イ
ノベーション・ファシリテーターの間瀬様とも上手くコミュニケーションが取れ、ワークショッ
プ中にも特許について適宜言及したり、話を振ったりしもらえたので、非常によかったと思い
ます。
本イベントでは、参加者が課題を自分自身で見つけることや、それを他人や社会の課題とし
て捉え直した上でアイデアを練り上げることも実践されており、そういった手法や視点を、本
機構においても試してみたいと感じました。

東海会教育機関支援キャラバン隊　伊藤正典

「知的財産講義  科学ものづくりアイデア道場」名古屋少年少女発明クラブ

講義の様子
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１．日　時：令和元年６月１１日（火）　１４：４５－１５：３０
２．場　所：大阪市立長吉南小学校 
３．対象者：６年生２クラス６３名
４．講　師：山田 淳一、石井 里依子会員
５．内　容：
担当が大阪市立長吉南小学校と決まってから、学校のホームぺージにアクセスしました。学
校日記に様々な行事が掲載されていて、それから伝わってくる楽しく明るい雰囲気に、訪問す
ることをとても楽しみにしていました。期待を裏切らず、気持ちの良い元気な挨拶で迎えても
らえました。（後日、学校日記を訪ねると、知財授業のことが写真付きで掲載されていました。
ありがとうございます。）
授業は、お決まりの「弁理士って知っている人はいますか？」の問いから始まりました。一
人も手が上がらずシーンとしてしまいましたが、それは想定の範囲内です。続く、「発明って何
でしょう？」という難しい問題には、元気に何人かが挙手し、しかも模範解答が出ました。
身近な発明を考えるコーナーでは、協力してくれた児童によって、与えられた課題を解決す
るための様々なアイデアが披露されました。課題を解決する発明品が紹介されると、笑いあり、
感嘆の声ありで、教室中が興味津々でした。
寸劇では、教育実習生が扮する（おそらく最年少であろう）怪人Ｘが登場すると、教室は大
盛り上がりでした。怪人Ｘの好演のおかげで、怪人Ｘが販売する安い模倣品よりも風変りな博
士が販売する正規品を購入したい、と答えた児童が大半を占めました。寸劇を通して、弁理士
の仕事についても理解されたと感じています。

関西会知財授業担当　石井里依子

授業の様子

「知的財産特別授業」大阪市立長吉南小学校

8 月までの支援活動／関西会

関 西 会関 西 会
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１．日　時：令和元年６月２４日（月）　１３：５５－１４：４０
２．場　所：高槻市立三箇牧小学校 
３．対象者：６年生２クラス４７名
４．講　師：大野義也、冨田光治会員
５．内　容：　　　　　　　
高槻市の南部に位置し、淀川河川公園に近く、周辺には田畑が広がり昔ながらの自然が多く
残っている三箇牧小学校を訪問。久しぶりの知財授業でしたが、昨年、別の知財授業でご一緒
した大野会員とのコンビということもあり、事前準備や怪人Ｘ役の先生との打合せもスムーズ
に進み、安心して授業を始めることができました。
授業では、まず、「発明って何か知っていますか？有名な発明家って誰がいるかな？」などの

質問をすると、多くの児童達が手を挙げて元気に答えてくれました。
次にコップと皿を組み合わせた「サラカップル」等を例に取り上げ、生活の不便を解消する
ための方法について考えてもらいました。児童達に皆の前へ出てきてもらい発明を体験しても
らう場面では、積極的に参加してくれて、とても嬉しく思いました。
更に「肩ブレラ」では、用意していた紐を使って傘をしっかり鞄に結び付けるというアイデ
アを出してくれました。児童達がその場ですぐにいろいろなアイデアを考えてくれたので、児
童達の発想の豊かさを強く感じました。
また「サラカップル」を発明したエフ博士と「サラカップル」の模倣品を安く売る怪人Ｘが
登場する寸劇では、特許権が存在することの理由等について説明しました。児童達に「本物と
偽物のどちらを買いますか？」と尋ねると、発明したエフ博士のことを考えて「本物を買う」
と言う意見も多かったですが、「安い方を買う！」という意見も結構ありました（怪人Ｘ役の男
の先生の悪役ぶりがすばらしく名演技だったからかもしれません。）。
クイズタイムも児童達は真剣に考え、元気よく回答してくれました。
最後に、授業を終えて、学校近くのバス停でバスを待っていると、丁度下校時刻になり、児
童達が道路の向こう側の歩道をこちらの方に向かって歩いてきました。近くまで来ると、こち
らに気付いたのか、何人かの児童達が「先生、今日はありがとう、さようなら」などと、挨拶
してくれたのが印象的でした。

関西会知財授業担当　冨田光治

「知的財産特別授業」高槻市立三箇牧小学校

授業の様子

8 月までの支援活動／関西会



172019 年 8 月号（No.203）

１．日　時：令和元年６月２４日（月）　８：５０－１２：００
２．場　所：奈良県立王寺工業高等学校 
３．対象者：１年生１クラス３５名
４．講　師：光明寺大道、山本雅之会員
５．内　容：
今回訪問した奈良県立王寺工業高等学校は、ＪＲ王寺駅から少し離れたところにあり、登校
には丘を登る必要があります。丁度、登校時間と重なったこともあり、青々と木々の生茂った
坂を元気良く登る生徒たちの姿を見ながら、大人には厳しい坂道だと多少歳を感じたりもしま
した。
坂道を登っている途中も、そして校舎に入ってからも、生徒たちの私たちに対する挨拶が元
気かつ丁寧で素晴らしく、とても気持ちの良いものでした。きっと授業も真剣だろうと、ちょっ
とプレッシャーを感じました。
知財授業に関しては、３時限を使い色々な角度から知的財産権を理解してもらいました。
１時限目は「きき湯（※）」「コインロッカー」などの中学生・高校生向けコンテンツを使って、
特許・意匠・商標について、どんなものが保護対象になるか学んでもらいました。
２時限目は「ペーパータワー」の工作授業です。５０分という授業時間の中、いかに高く作
るかという課題に対して、グループで面白いアイデアを考案してもらいました。また、他の班
のアイデアを応用した工夫もみられ、発明の累積進歩について体感してもらったと思います。
３時限目は実際にＪ - ＰｌａｔＰａｔを使って特許・意匠・商標の検索実習を行いました。
各生徒にはパソコンが割り当てられており、各自キーワードを考えて検索してもらいました。
高い就職率を誇る工業高校ということから、実践に近い授業形式となったにも関わらず、工
作も検索も、楽しみながら課題をこなしている様に見えました。これを契機に、少しでも知的
財産に興味を持ってもらい、将来に役立ててもらえれば幸いです。

関西会知財授業担当　山本雅之

 ※「きき湯」は（株）バスクリンの登録商標です。

「知的財産特別授業」奈良県立王寺工業高等学校

授業の様子

8 月までの支援活動／関西会
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１．日　時：令和元年６月２９日（土）　１３：３０－１６：４０
２．場　所：京都商工会議所
３．テーマ： 第１部「わが社における知財経営～小さな企業の大きな勝利～」

 第２部「ゲノム編集技術を用いた新たな養殖技術　～京都発 ２倍トラフグと
マッスルマダイ～」

４．講　師：第１部 　（株） コスメチックスプランナーツカモト代表取締役　塚本進一氏
　　　　　　第２部　京都大学農学研究科　助教　木下政人氏
５．受講者：１８名
６．内　容：
第１部：塚本氏から特許に目覚めることになった経緯、法人設立に至った経緯から、特許出
願や商標出願等について審査官や弁理士、発明協会に助けられたこと、大企業に対する侵害訴
訟を経験しそれに勝利したことを踏まえて、今の自分があるのは４０～５０件にもなる国内外
の知的財産権に支えられたからであることを自らの体験談としてリアルに話され、説得力のあ
る講演でした。
第２部：農作物の品種改良に利用され始めているゲノム編集技術に関して、ゲノムの基本的
な知識から、ゲノム編集によりどのようなことが起きているのかについて、木下氏が育種され
たマダイ等を事例として話し、バイオ系の知識がない方でも理解しやすい講演でした。また、
ゲノム編集技術を用いて得られた新品種の特許による保護について、活発な質疑応答が行なわ
れました。

関西会京都地区会　立川伸子

弁理士の日記念事業（京都）「知的財産セミナー」

セミナーの様子

8 月までの支援活動／関西会
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１．日　時：令和元年６月２９日（土）　９：３０－１１：００、１３：００－１６：００
２．場　所：草津市立まちづくりセンター
３．名　称：親子で作ろう！琵琶湖の焼き物　水茎焼！
　　　　　　 親子で遊びながら知的財産をまなべる！発明工作・なぞときゲーム

～きみの「ちてきざいさん」をまもれ！～
４．対象者：陶芸教室　大人２２名、子ども２８名
　　　　　　発明工作・なぞときゲーム　大人２１名、子ども２８名
５．内　容：
＜陶芸教室＞
弁理士の日記念行事として、水茎焼陶芸の里から講師の方に出張してもらい「陶芸教室」を
開催しました。滋賀県は昔から焼き物が盛んで、滋賀には窯を持っている陶芸施設がいくつか
あり、陶芸教室を通じて滋賀の焼き物という地場産業に触れてもらうとともに、ものづくりを
経験してもらうことを目的としました。
焼き物は人類が一番最初に発明した化学変化を利用したものであり、化学変化とはどのよう
なものであるのかといったことにも触れながら、陶芸の工程等を説明してもらいました。講師
の丁寧な説明と上手なサポートによって、参加者は時間内に作品をしあげることが出来ました。
工夫を凝らしたお皿とコップがたくさん完成していました。会場の設営・運営等も運営委員の
おかげで、滞りなく行えました。
参加者からも大変良かったと言っていただき、好評であったことが伺えました。参加者は独
自の創作に基づいて物を作ることの面白さに気づいたのではないかと思われます。

＜発明工作・なぞときゲーム＞
弁理士の日記念行事として、午後からは、「発明工作 ･なぞ解きゲーム」を開催しました。
暗号を解いたり、工作をしながら、自分のアイデアを怪人Ｘから守るというストーリーで、

弁理士の日記念事業（滋賀）「陶芸教室、発明工作・なぞときゲーム」

陶芸教室の様子

8 月までの支援活動／関西会
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今はやりのなぞ解きゲームを企画しました。
まず、「とっきょをとれ」という暗号で、なぞの暗号文から「と」「つ」「き」「よ」を取ることで、

最初の指令が現れる、この指令に従って、なぞ解きがスタートします。小学生の児童と保護者
で、｢特許を取るんだって！｣ といいあう風景は、普段の生活では見られない会話であり、非常
に新鮮でした。将来、企業などで発明をし、特許をとるように指示された時、ふと、この会話、
昔した覚えがあるな、と思い出してもらえれば、と思いました。
最初の工作は、よく飛ぶ新聞バズーカ砲で、完成させると、「特許権シール」がもらえます。この新
聞バズーカ砲で、射的を楽しみ、射的で落とした景品に、商標を付す体験をしてもらいました。商標
を付すと、「商標権シール」がもらえ、商標クイズへと案内される。商標クイズでは、日常の普通名詞
と思われる名称が実は登録商標であり、自由に使えないことを学ぶ。その中で、「ホッチキス」は商
標権がなく（一部特殊用途を除く）、ホッチキスの箱の中には、バルーンアート用のバルーンが入ってお
り、そのバルーンをもって、剣をつくり、そのデザインに対して「意匠権シール」を渡されます。
３つのシールを指令書に貼ると、「３０３号室に行き、これを怪人Ｘに見せろ」という文が浮
かび上がり、３０３号室に行き、怪人Ｘとの対決となります。ここでは、バルーンで作った剣
や新聞バズーカでは、怪人Ｘは倒れず、「特許権」「商標権」「意匠権」で倒せることを学ぶ。
会場に到着した人から順次はじめてもらうことで、ある程度、ブースへの集中は回避できま
したが、最初の新聞バズーカ砲には一時人が集中しました。また、説明文への読み仮名がなく、
小さい児童が読めないことがあり、読み仮名は今後必要であると感じました。
このイベントを通して、さまざまな体験とともに、楽しみながら知的財産権について学び、
少なくとも言葉だけでも心に残ってもらえたらと思いました。

関西会滋賀地区会　須田裕一
浅野能成

発明工作・なぞときゲームの様子

8 月までの支援活動／関西会
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１．日　時：令和元年６月２９日（土）　１３：００－１６：００
２．場　所：バンドー神戸青少年科学館
３．名　称：子ども向け実験教室～水をつかまえて遊ぼう！～
４．講　師：吉岡亜紀子会員 
５．対象者：子ども３１名、大人３５名
６．内　容：
「発明ってナニ？　弁理士のお仕事」
両手が水入りのコップと菓子が盛られた皿で塞がった状態で菓子を食べる工夫を参加者に提案・発表

して貰った。実際に経験することで、発明が工夫であることが理解したようでした。
「子供向け実験教室／水をつかまえて遊ぼう！」
水を使った実験（物理的、化学的、いろんな方法で水をつかまえる実験）を実施しました。
最初、網じゃくしで、水をつかまえることができるか、参加者１名に教室前方の教卓まで出て来てもらい、
講師と二人で実験を行った。具体的には、透明な水を固体化させた直径１㎝ほどの粒を複数個、水と
共にコップに入れておいて、コップの水を網じゃくしにかけて、「水をつかまえられるかどうか」という実験
であった。コップの水を網じゃくしにかけて、突然、透明な水の粒が網じゃくしの上に残るのを見て、参
加者が驚く様子が印象的でした。
以降、参加者それぞれで実験を進めてもらいました。
まず、紙おむつに使用されている「吸水性ポリマー（人工雪のもと）」に水を掛けて、「吸水性ポリマー」
を雪の様に膨らませる実験を行いました。さらに、『膨らんだ「吸水性ポリマー」から、水を取り出すため
に何をすればよいか？』と質問をして、その答えとなる『塩を掛けて水を取り出す』という実験を行いました。
次に、「手でつかめる水」をつくるために、２種類の水溶液を作りました。まず、アルギン酸ナトリウム溶液を
作るためにアルギン酸ナトリウムを水に溶かしました。実はこれを溶かすのが一苦労のため、参加者は１０分
くらい必死に混ぜて溶かしていました。このとき、講師たちは適宜、溶かす作業を手伝うなどして支援しまし
た。その次に、乳酸カルシウムを水に溶かして水溶液を作りましたが、こちらはすんなりと溶けてくれました。
そして、２つの水溶液を準備できたところで、乳酸カルシウム水溶液に、アルギン酸ナトリウム水溶液を
流し入れて、「手でつかめる水」を作る実験を行いました。少しずつアルギン酸ナトリウム水溶液を入れて、
小さな粒状の「手でつかめる水」を作る人もいれば、アルギン酸ナトリウム水溶液を細く連続的に入れて、
細く長い「手でつかめる水」を作る人もいました。人それぞれに思い思いの「手でつかめる水」を作って、
皆、楽しそうにしているのが、印象的でした。
以上の様な実験の最中、講師は、適宜、参加者を支援しました。

関西会兵庫地区会　藤井康雄

弁理士の日記念事業（兵庫）「子ども向け実験教室」

授業の様子

8 月までの支援活動／関西会
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１．日　時：令和元年７月１３日（土）　１３：３０－１７：００
２．場　所：アクティ奈良
３．テーマ：敷く畳から持つたたみへ～織田畳店の新たなものづくり～
４．講　師：織田畳店　織田理、織田吉美氏
５．受講者：１９名（相談件数２件）
６．内　容：
セミナーは３部構成であり、第１部で織田畳店の歴史や畳の歴史について説明をしました。
また、い草の産地や産地の違いによる品質の違い、畳の効用等についても説明をしました。
第１部で畳についての理解を深めた上で、第２部として、畳を身近に感じてもらうために、
織田畳店が取り組んでいる置き畳の作製体験を行いました。作製体験は希望者のみとし、希望
されない方には見学や作製補助をしてもらいました。
作製体験に引き続き、第３部として、織田畳店が「敷く畳から持つたたみへ」として取り組
んでいる畳表を使用した小物作りについて説明しました。新たな商品展開を始めるに際してブ
ランド化の重要性に気付き、先ず、商標登録を行ったとのことでした。また、畳を通しての地
域貢献についても言及があり、畳文化を引き継いでいきたいとの想いが語られました。
本年度は趣向を変えて、講演のみではなく、作製体験を加えた内容としました。置き畳作製
体験目当ての参加者が多いのではとの予想に反して、講演自体を目的とした参加者が多かった
と思われます。そのため、作製体験を行わない方が退屈しないか心配でしたが、作製方法の説
明を聞いたり、見学をしたりしており、それぞれの方法で参加をしていました。
講演自体の内容としては、知財に関する言及は上述した商標登録のみでしたが、質疑では模
倣品への対応に関する質問等の知財に関する質問もありました。
セミナー全体を通じて、伝統産業の新たな商品展開に関するヒントが得られた反面、その際
の知的財産の保護の難しさも感じられ、参加者それぞれの立場に応じた知見が得られたと考え
られます。

関西会奈良地区会　小野敦史

弁理士の日記念事業（奈良）「知的財産セミナー」

セミナーの様子

8 月までの支援活動／関西会
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2 支援活動予定表（9月から）

北海道会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

北海道 毎週火・金曜日 常設知的財産相談室 北海道会事務所 北海道会所属
弁理士

東北会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

宮城

毎週火曜日
(13:00～16:00) 常設知的財産相談室 東北会事務所 東北会所属弁理士

19.11.07 ビジネスマッチ東北2019 夢メッセみやぎ
藤田正広
若山剛
梅森嘉匡

青森 19.10.30 あおもり産学官金連携Day2019
技術マッチング展示会 八戸プラザホテル

角田世治
上野大輔
坪淳一

福島 19.10.30～31 再生可能エネルギー産業フェア2019
（REIFふくしま2019） ビッグパレットふくしま

鈴木俊二
水野博文
山上誠

北陸会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

石川
19.09.11 常設知的財産相談室 北陸会事務所 水野友文
19.09.25 常設知的財産相談室 北陸会事務所 横井敏弘

関東会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

千葉

19.09.12
19.10.10
19.11.14
19.12.12
20.01.09
20.02.13
20.03.12

弁理士による特許無料相談会（東葛） 東葛テクノプラザ1階相談室

高橋昌義
加藤義博
山川啓
矢上礼宣
木船英雄
野村悟郎
田中秀喆

東京

19.09.12
19.09.26
19.10.10
19.10.24
19.11.14
19.11.28
19.12.12
19.12.26
20.01.09
20.01.23
20.02.13
20.02.27
20.03.12
20.03.26

東京商工会議所専門相談 東京商工会議所中小企業
相談センター

尾首亘聰
前田健一
小野友彰
本谷孝夫
樋田成人
石渡英房
下田一弘
上田精一
三原秀子
保坂俊
池田直文
山口幸久
藤岡茂
深澤潔

19.09.12
19.10.10
19.11.14
19.12.12
20.01.09
20.02.20
20.03.19

2019年度知財無料相談会（町田） 町田新産業創造センター

保坂俊
深澤潔
山口幸久
相原礼路
三原秀子
本谷孝夫
前田健一

19.09.17 2019年度上期多摩地区無料知的財産相談会 たましん事業支援センター
（Win センター） 下村和夫

19.09.27 2019年度BusiNest無料知的財産相談会 BusiNest内会議室 井津健太郎
19.10.05 第6回府中市事業と暮らしの無料相談会 ルミエール府中市民会館 東京委員会委員

19.10.26 第7回事業と暮らしの無料相談会
(武蔵野三鷹) 三鷹産業プラザ 東京委員会委員

19.10.27 第25回「暮らしと事業のよろず相談会」 新宿駅西口広場イベントコーナー 東京委員会委員

19.10.31～11.01 第23回いたばし産業見本市
製造と加工技術展2019 板橋区立東板橋体育館 東京委員会委員

相　談

２．支援活動予定表（9月から）／相談
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東京
19.11.13 第22回中小企業による国内最大級のトレー

ドショー　産業交流展2019
東京ビッグサイト
青海展示棟A・Bホール 東京委員会委員

20.03.27 豊島区専門家合同相談会 豊島区役所4階 澁川喜和夫

神奈川

19.09.12
19.10.10
19.11.14
19.12.12
20.01.09
20.02.13
20.03.12

平成31年度知財相談窓口（IDEC） （公財）横浜企業経営支援財団
相談窓口 藤巻正憲

19.09.13
19.09.27
19.10.11
19.10.25
19.11.08
19.11.22
19.12.13
19.12.27
20.01.10
20.01.24
20.02.14
20.02.28
20.03.13
20.03.27

神奈川県立川崎図書館
平成31年度知的財産相談事業 県立川崎図書館知財スポット 

横川憲広
西山恵三
江畑耕司
藤巻正憲
長谷川陽子
佐藤高信
植木泰弘
後藤仁志
小林俊雄

19.11.13～14 第12回川崎国際環境技術展 カルッツかわさき 神奈川委員会委員 

20.02.05 第41回工業技術見本市
「テクニカルショウヨコハマ2020」 パシフィコ横浜展示ホールA・B・C 神奈川委員会委員

山梨

19.09.10
19.10.08
19.11.12
19.12.10
20.01.14
20.02.12
20.03.10

弁理士による特許無料相談会（富士吉田） 富士吉田商工会議所2階会議室

深澤潔
望月義時
土橋博司
浅川晢
田中正男
堀内正優

19.11.07～09 山梨テクノICTメッセ2019 アイメッセ山梨
（山梨県立産業展示交流館）

浅川晢
望月義時
志村正樹
志々田恵子
福岡孝枝

東海会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

愛知 月～金
（13:00 ～ 16:00） 常設知的財産相談室 東海会事務所 東海会所属弁理士

関西会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

京都
月～金
(10:00 ～ 12:00、
13:00 ～ 17:00)

「特許・商標等」の無料相談
（要予約・個人面談方式）

京都府北部：舞鶴商工会議所
京都府中部：担当弁理士の事務所又
はオフィス-ワン四条烏丸
京都府南部：京田辺市商工会館

京都地区会所属
弁理士

大阪
月～金
(10:00 ～ 12:00、
14:00 ～ 16:00)

常設知的財産相談室
（要予約・個人面談方式）　 関西会事務所 関西会所属弁理士

中国会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

鳥取

19.09.04
19.10.10
19.11.06
19.12.04
20.01.09
20.02.05
20.03.04

知財総合支援窓口 鳥取県産業振興機構西部支部内 田中俊夫

19.09.05
19.09.12
19.09.19
19.10.03
19.10.10
19.10.17
19.11.07
19.11.14
19.11.21
19.12.05
19.12.12
19.12.19

知財総合支援窓口 鳥取県発明協会
（鳥取県産業振興機構内）

黒住智彦
中西康裕
田中秀明

２．支援活動予定表（9月から）／相談
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鳥取

20.01.09
20.01.16
20.01.23
20.02.06
20.02.13
20.02.20
20.03.05
20.03.12
20.03.19

知財総合支援窓口 鳥取県発明協会
（鳥取県産業振興機構内）

黒住智彦
中西康裕
田中秀明

島根

19.09.06
19.09.13
19.09.27
19.10.11
19.10.18
19.10.25
19.11.08
19.11.15
19.11.29
19.12.04
19.12.06
19.12.13
19.12.20

知財総合支援窓口 （一社）島根県発明協会
河野生吾
河野誠
田村善光

20.01.10
20.01.17
20.01.24
20.02.04
20.02.07
20.02.14
20.02.21
20.03.06
20.03.11
20.03.13
20.03.27

知財総合支援窓口 （一社）島根県発明協会

河野生吾
田村善光
河野誠
田辺義博

19.09.11
19.11.13
20.01.18

知財総合支援窓口 益田商工会議所 田辺義博

19.10.23
20.01.22 知財総合支援窓口 大田商工会議所 河野誠

岡山

19.09.06
19.09.13
19.09.20
19.09.27
19.10.04
19.10.11
19.10.18
19.10.25
19.11.01
19.11.08
19.11.15
19.11.22
19.11.29
19.12.06
19.12.13
19.12.20

知財総合支援窓口 （一社）岡山県発明協会

森寿夫
中務茂樹
須田英一
笠原英俊

20.01.10
20.01.17
20.01.24
20.01.31
20.02.07
20.02.14
20.02.21
20.02.28
20.03.06
20.03.13
20.03.27

知財総合支援窓口 （一社）岡山県発明協会

森寿夫
中務茂樹
須田英一
笠原英俊

広島

19.09.03
19.09.10
19.09.17
19.09.24
19.10.01
19.10.08
19.10.15
19.10.29
19.11.05
19.11.12
19.11.19
19.11.26
19.12.03
19.12.10
19.12.17
19.12.24

知財総合支援窓口 （一社）広島県発明協会

松本文彦
末次渉
田中咲江
鶴亀國康

２．支援活動予定表（9月から）／相談
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広島

20.01.07
20.02.12
20.02.18
20.02.25
20.03.03
20.03.10
20.03.17
20.03.24

知財総合支援窓口 （一社）広島県発明協会

立石博臣
末次渉
田中咲江
鶴亀國康
松本文彦

19.09.05
19.09.19
19.10.03
19.10.17
19.11.07
19.11.21
19.12.05
19.12.19

知財総合支援窓口 （一社）広島県発明協会福山 森寿夫
専徳院博

20.01.16
20.02.06
20.02.20
20.03.05
20.03.19

知財総合支援窓口 （一社）広島県発明協会福山 専徳院博
森寿夫

四国会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

徳島 第1水曜日（偶数月）
13:00 ～ 16:00

常設知的財産相談室
（要予約・個人面談方式） 工業技術センター 四国会所属弁理士

香川 第2.4水曜日
13:00 ～ 16:00

常設知的財産相談室
（要予約・個人面談方式） 四国会事務所 四国会所属弁理士

愛媛

第1月曜日
13:00 ～ 16:00

常設知的財産相談室
（要予約・個人面談方式） 四国中央商工会議所 四国会所属弁理士

第2木曜日 （奇数月）
13:00 ～ 16:00

常設知的財産相談室
（要予約・個人面談方式） 宇和島商工会議所 四国会所属弁理士

第3木曜日 （奇数月）
13:00 ～ 16:00

無料特許相談
（要予約・個人面談方式） 八幡浜商工会議所 四国会所属弁理士

高知 第3木曜日
13:00 ～ 16:00

常設知的財産相談室
（要予約・個人面談方式） 高知県発明協会 四国会所属弁理士

九州会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

福岡

毎週木曜
10:00 ～ 15:00

常設知的財産相談室
（要予約・個人面談方式） 九州会事務所 九州会所属弁理士

19.09.07 くらし・事業なんでも相談会 福岡市健康づくりサポートセンター
「あいれふ」

坪内寛
森博
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講　演

北海道会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

北海道
19.09.24 商標法・意匠法セミナー 札幌弁護士会館 内藤拓郎
19.09.25 商標法・意匠法セミナー 札幌弁護士会館 太田清子

関東会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

栃木 19.09.07 知的財産特別授業 （一社）栃木県発明協会
金子正彦
上田精一
須長英男

千葉
19.11.16 世界一行きたい科学広場in浦安2019 東海大学付属浦安高等学校・中等部

加藤晃
栗田由貴子
日向麻里
高橋洋平
八木田智
黒田義博

19.11.27 知的財産特別授業 東海大学付属市原望洋高等学校 山下滋之
栗田由貴子

東京

19.09.22 2019「青少年のための科学の祭典」
東京大会in小金井 東京学芸大学

亀崎伸宏
佐藤高信
相澤正徳
林昌弘
竹内詩人
折居章
竹澤誠
横山哲志

19.10.23 東京商工会議所杉並支部　講演会 杉並区立産業商工会館　１階展示室 岡村雅一

19.10.08
町田市との「知的財産の活用による町田市の
地域活性化及び産業振興に関する協定書」に
基づくキックオフシンポジウム

町田市文化交流センター 鮫島正洋
鈴木一永

19.10.13
19.11.10
19.12.08
20.01.12
20.02.09
20.03.08

知的財産特別授業 江戸川区子ども未来館 

金子彩子
伊藤夏香
斉藤進
山下滋之
バーナード正子
遠田利明

19.11.16 第21回産業ときめきフェアin EDOGAWA タワーホール船堀

伊藤夏香
高橋洋平
谷島隆士
河野上正晴
佐藤高信

19.11.25 東京商工会議所葛飾支部　講演会 テクノプラザかつしか
3階　視聴覚室 伊藤夏香

19.12 知的財産特別授業 都立工芸高等学校

岩崎孝治
山下滋之
前田健一
上島寿郎

山梨 19.12.07 知的財産特別授業 アイメッセ山梨 高原千鶴子
志村正樹

東海会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

愛知

19.09.19
知的財産経営サロン「中小企業でも知的財産
は必要ですか？～メリット・デメリットを
考えてみよう！～」

東海会事務所 知的財産支援
委員会

19.09.26 東海会協力講座「教養教育課程～知的財産権
制度のしくみと活用～知的財産権入門」 名古屋市立大学山の畑キャンパス 瀧川彰人

19.10.03
東海会協力講座「教養教育課程～知的財産権
制度のしくみと活用～特許法1発明と特許要
件」

名古屋市立大学山の畑キャンパス 塩谷尚人

19.10.10
東海会協力講座「教養教育課程～知的財産権
制度のしくみと活用～特許法2権利取得手続
」

名古屋市立大学山の畑キャンパス 榊原靖

19.10.17
東海会協力講座「教養教育課程～知的財産権
制度のしくみと活用～特許法3特許権の活用
」

名古屋市立大学山の畑キャンパス 成田明子

19.10.24
東海会協力講座「教養教育課程～知的財産権
制度のしくみと活用～特許法4出願書類の作
製」

名古屋市立大学山の畑キャンパス 石原五郎

19.10.31 東海会協力講座「教養教育課程～知的財産権
制度のしくみと活用～特許法5演習」 名古屋市立大学山の畑キャンパス 菊谷純

19.11.07 東海会協力講座「教養教育課程～知的財産権
制度のしくみと活用～意匠法」 名古屋市立大学山の畑キャンパス 伊藤正典
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愛知

19.11.14 東海会協力講座「教養教育課程～知的財産権
制度のしくみと活用～意匠法」 名古屋市立大学山の畑キャンパス 加藤大輝

19.11.21 東海会協力講座「教養教育課程～知的財産権
制度のしくみと活用～ J-Platpat実習」 名古屋市立大学山の畑キャンパス 花田久丸

19.11.21
知的財産経営サロン「知的財産の保護とは？
活用とは？～事業戦略と共に考えてみよう
！～」

東海会事務所 知的財産支援
委員会

19.11.28 東海会協力講座「教養教育課程～知的財産権
制度のしくみと活用～不正競争防止法」 名古屋市立大学山の畑キャンパス 岡浩喜

19.12.05 東海会協力講座「教養教育課程～知的財産権
制度のしくみと活用～著作権法1」 名古屋市立大学山の畑キャンパス 藤田早百合

19.12.12 東海会協力講座「教養教育課程～知的財産権
制度のしくみと活用～著作権法2」 名古屋市立大学山の畑キャンパス 藤田早百合

19.12.19 知的財産を経営に活かすためには？～過去
の事例から学んでみよう！～」 東海会事務所 知的財産支援

委員会

20.01.16 教養教育課程～知的財産権制度のしくみと
活用～外国特許」 名古屋市立大学山の畑キャンパス 北裕介

20.01.16
知的財産経営サロン「デザインやブランドも
重要ですか？～意匠・商標で他社との差別
化を図ろう！～」

東海会事務所 知的財産支援
委員会

20.01.23
東海会協力講座「教養教育課程～知的財産権
制度のしくみと活用～知的財産関連法規ま
とめ」

名古屋市立大学山の畑キャンパス 加藤拓司

20.01.30
東海会協力講座「教養教育課程～知的財産権
制度のしくみと活用～知的財産関連法規ま
とめ」

名古屋市立大学山の畑キャンパス 未定

20.02.06 東海会協力講座「教養教育課程～知的財産権
制度のしくみと活用～試験」 名古屋市立大学山の畑キャンパス 大学側

20.02.20
知的財産経営サロン「知的財産で事業を加速
させるためには？～事業計画に知的財産活
動を取り入れよう！～」

東海会事務所 知的財産支援
委員会

関西会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

滋賀
19.11.30

パテントセミナー 2019大学における産学
連携・知的財産活動の奮闘
～大学だからこその難しさ、楽しさから～

コラボしが２１ 佐々木健一

19.11.30 パテントセミナー 2019特許侵害訴訟への
対応と戦略 コラボしが２１ 辻村和彦

京都

19.09.18 2019年特許公報読み方教室（第3回） アーチウェイＨ・Ｃビル 中川義和

19.11.02 パテントセミナー 2019初めての特許・
実用新案 京都リサーチパーク 中西康文

19.11.02 パテントセミナー 2019初めての意匠・商標 京都リサーチパーク 竹内公孝
19.11.12 知的財産特別授業 舞鶴市立余内小学校 未定

大阪

19.09.09 知的財産特別授業 大阪市立田中小学校 岡村美穂

19.09.17

ORIST技術交流セミナー・ビジネスマッチ
ングブログ第46回勉強会「ＡＩ・ＩｏＴに
関する契約実務の最前線と知財戦略　
～ＡＩ技術とＩｏＴ技術を契約と知財で
守るための戦略とは～」

マイドームおおさか 内田誠

19.09.20 知的財産特別授業 大阪市立四貫島小学校 三方英美
19.09.28 パテントセミナー 2019特許・実用新案入門 関西会事務所 今井寛二
19.09.28 パテントセミナー 2019意匠・商標入門 関西会事務所 萩森学

19.10.19
パテントセミナー 2019意匠法大改正その
内容と予想される実務～デザインが
ブランド化する時代に向けて～

TKPガーデンシティ大阪梅田 松井宏記

19.10.21 知的財産特別授業 やたなか小中一貫校
矢田小学校

光明寺大道
森俊也

19.11.09 パテントセミナー 2019特許調査入門～日本
の特許文献・外国の特許文献の調べ方～ 関西会事務所 原晶子

19.11.09
パテントセミナー 2019知れば知るほど面白
い　外国特許制度のポイント～中国、イン
ド、ASEANを中心に～

関西会事務所 井上一生

19.11.14 知的財産特別授業 橋本市立橋本中央中学校 未定

19.11.23 パテントセミナー 2019最近のノーベル生理
学・医学賞日本受賞者とその関連知財 TKPガーデンシティ大阪梅田 越智豊

19.12.07
パテントセミナー 2019海外ビジネスで感じ
た知財の視点～こんな筈ではなかったと嘆
かないために！～

TKPガーデンシティ大阪梅田

川島泰介氏
（INPIT-KANSAI
統括知財戦略エキ
スパート）

19.12.14
パテントセミナー 2019AI/IoT時代のコンピ
ュータ関連知財の保護～特許からデータ
保護まで～

TKPガーデンシティ大阪梅田 松下正

20.02.08 知的財産特別授業 河内長野市立小山田小学校 未定
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兵庫

19.10.12 パテントセミナー 2019意匠の認定と
創作性判断 スペースアルファ三宮

山田繁和氏
（大阪工業大学大
学院教授）

19.10.12 パテントセミナー 2019モノのカタチとトレ
ードマーク スペースアルファ三宮 山本岳美

19.11.01 知的財産特別授業 豊岡市立田鶴野小学校 渥美元幸
五郎丸正巳

19.11.13 知的財産特別授業 神戸市立神陵台中学校 柳瀬智之

19.11.14 知的財産特別授業 三田市立狭間中学校
水田慎一
小林義周
田中勝也

19.12.05 知的財産特別授業 上郡町立高田小学校 渥美元幸
19.12.19 知的財産特別授業 県立洲本実業高等学校 未定

奈良

19.10.24 知的財産講座（第11回）「テーマ未定」 奈良県立図書情報館 未定
19.10.26 知的財産特別授業 智弁学園奈良カレッジ中等部 光明寺大道

19.10.26 パテントセミナー 2019AI/IoT関連技術の
知財保護　～AIで特許を取れる？～ 奈良商工会議所 川上桂子

19.12.14 知的財産講座（第12回）「テーマ未定」 奈良県立図書情報館 未定

和歌山 19.11.16 パテントセミナー 2019eコマースと
知的財産権 和歌山商工会議所 岡田充浩

四国会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

香川 19.09.20 平成31年度初心者向け知的財産制度
出前講座 かどや製油株式会社 中井博

九州会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

福岡 19.09.26 平成31年度福岡県知的財産実務者育成
セミナー 福岡県中小企業振興センター 坪内寛

福岡 19.10.24 平成31年度福岡県知的財産実務者育成
セミナー 福岡県中小企業振興センター 峰雅紀
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その他
東北会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

青森
19.09.25 第61回青森県発明くふう展・審査会 青森県共同ビル 坪淳一
19.10.26 第61回青森県発明くふう展・表彰式 イトーヨーカドー青森店 角田世治

岩手

19.10.03 第55回岩手県発明くふう展・審査会 岩手県工業技術センター 村雨圭介

19.10.11 日本弁理士会東北会知財セミナー in岩手 アートホテル盛岡

丸岡裕作
齋藤昭彦
船越巧子
東田潔
村雨圭介
野崎俊剛
高橋雪文

19.10.26 第55回岩手県発明くふう展・表彰式 岩手県工業技術センター 野崎俊剛

宮城
19.10.08 第32回みやぎ発明くふう展及び第23回

みやぎ未来の科学の夢絵画展・審査会 東北電力グリーンプラザ 梅森嘉匡

19.11.21 第32回みやぎ発明くふう展及び第23回
みやぎ未来の科学の夢絵画展・表彰式 ホテル白萩 梅森嘉匡

秋田
19.10.31 第68回秋田県発明展・審査会 道の駅あきた港ポートタワー・

セリオン 佐々百合子

19.11.03 第68回秋田県発明展・表彰式 道の駅あきた港ポートタワー・
セリオン 佐々百合子

山形
19.10.16 第54回山形県発明くふう展・審査会 上山市西郷地区公民館 佐藤司

19.10.20 第54回山形県発明くふう展・表彰式 上山市三友エンジニア
体育文化センターエコホール 黒沼吉行

福島
19.11.12 第65回福島県発明展・審査会 郡山市労働福祉会館 鈴木俊二
19.11.17 第65回福島県発明展・表彰式 郡山市労働福祉会館 鈴木俊二

北陸会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

新潟
19.10.08 第83回新潟県発明工夫展・

第68回新潟県模型展・審査会 新潟県立自然科学館 加藤裕介

19.10.12 第83回新潟県発明工夫展・
第68回新潟県模型展・表彰式 新潟県立自然科学館 加藤裕介

富山
19.10.18 第57回富山県発明くふう展・審査会 富山市民プラザ 藤井俊一
19.11.26 第57回富山県発明くふう展・表彰式 富山県民会館 藤井俊一

石川

19.10.04 第35回石川県科学の夢絵画展・審査会 石川県地場産業振興センター 水野友文

19.10.16 第55回石川県発明くふう展・審査会 石川県地場産業振興センター
宮本一浩
金森毅
宮田誠心

19.11.02 第55回石川県発明くふう展・表彰式 石川県地場産業振興センター 宮本一浩

福井
19.09.25 第32回福井県発明くふう展・第28回

福井県未来の科学の夢絵画展・審査会 福井県工業技術センター 中出朝夫

19.10.24 第32回福井県発明くふう展・第28回
福井県未来の科学の夢絵画展・表彰式 福井県産業会館 山田雅哉

関東会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

千葉

19.10.04 令和元年度千葉県児童生徒・教職員科学
作品展 千葉県総合教育センター 石野知宏

19.10.12 科学フェスタ2018 きぼーる 千葉委員会委員

19.11.20 第18回 「ベンチャー・カップCHIBA」への
後援 　 千葉委員会委員

東京

19.09.06 令和元年度文京区新製品・新技術開発費補
助事業における審査会

文京シビックセンター地下２階
研修室 吉田信彦

19.10.18
19.10.31
19.12.16

第17回多摩ブルー・グリーン賞 たましん事業支援センター 下村和夫

神奈川

19.09.26
19.11.28
20.01.23
20.03.26

平成31年度企業関係者と弁理士の
知財研究会

県立川崎図書館
ディスカッションルーム

保科敏夫
鈴木一徳

山梨 19.09～10 平成31年度中小企業等外国出願支援事業 未定 堀内正優
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関西会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

大阪 19.10.16～17 大阪勧業展2019 マイドームおおさか

大川博之
中田健一
山岸忠義
田中信治
三品明生
松永裕吉
川瀬裕之
富永浩司

四国会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

香川
19.10.02 第75回香川の発明くふう展・審査会 香川産業頭脳化センター 中井博
19.10.26 第75回香川の発明くふう展・表彰式 国立大学法人香川大学創造工学部 上岡將人

九州会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

福岡
19.10.16 第62回福岡県児童生徒発明くふう展・

審査会 福岡市科学館 古賀真二

19.10.20 第62回福岡県児童生徒発明くふう展・
表彰式 福岡市科学館 丹生哲治

熊本
19.10.30 第54回熊本県発明工夫展・審査会 熊本市環境総合センター 高宮章
19.11.13 第54回熊本県発明工夫展・表彰式 熊本県庁 高宮章

大分
19.11.11 第78回大分県発明くふう展・審査会 大分県立美術館(ＯＰＡＭ) 富畑賢司
19.11.17 第78回大分県発明くふう展・表彰式 大分県立美術館(ＯＰＡＭ) 田代茂夫

宮崎
19.10.10 第78回宮崎県学校発明くふう展・審査会 宮崎科学技術館 有馬明美
19.11.23 第78回宮崎県学校発明くふう展・表彰式 宮崎県庁 有馬明美

２．支援活動予定表（9月から）／その他
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3 支援活動一覧表（8月分）

北海道会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

北海道 毎週火・金曜日 常設知的財産相談室 北海道会事務所 北海道会所属
弁理士

東北会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

宮城 毎週火曜日
（13：00～16：00） 常設知的財産相談室 東北会事務所 東北会所属

弁理士

北陸会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

石川 19.08.28 常設知的財産相談室 北陸会事務所 松野洋

関東会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

千葉 19.08.08 弁理士による特許無料相談会（東葛） 東葛テクノプラザ1階相談室 中村裕行

東京

19.08.08
19.08.22 東京商工会議所専門相談 東京商工会議所中小企業

相談センター
下村和夫
折居章

19.08.08 2019年度知財無料相談会（町田） 町田新産業創造センター 下田一弘

19.08.20 2019年度上期多摩地域無料知的財産相談会 たましん事業支援センター
（Win センター）

三原秀子
下村和夫

19.08.23 2019年度BusiNest無料知的財産相談会 BusiNest内会議室 山口幸久
井津健太郎

神奈川

19.08.08 知財相談窓口（IDEC） （公財）横浜企業経営支援財団
相談窓口 藤巻正憲

19.08.09
19.08.23 知的財産相談事業 神奈川県立川崎図書館知財スポット 

横川憲広
西山恵三
江畑耕司
藤巻正憲
長谷川陽子
佐藤高信
植木泰弘
後藤仁志
小林俊雄

山梨 19.08.06 弁理士による特許無料相談会（富士吉田） 富士吉田商工会議所2階会議室 深澤潔

東海会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

愛知 月～金
(13:00～16:00) 常設知的財産相談室 東海会事務所 東海会所属弁理士

関西会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

京都
月～金
(10:00～12:00、
13:00～17:00)

「特許・商標等」の無料相談
（要予約・個人面談方式）

京都府北部：舞鶴商工会議所
京都府中部：担当弁理士の事務所又
はオフィス-ワン四条烏丸
京都府南部：京田辺市商工会館

京都地区会所属
弁理士

大阪
月～金
(10:00～12:00、
14:00～16:00)

常設知的財産相談室
（要予約・個人面談方式） 関西会事務所 関西会所属弁理士

相　談 ※ ４月から支部の名称が○○会にかわりました。
「常設知的財産相談室」へのアクセスについては、最終頁をご参照ください。

３．支援活動一覧表（8月分）／相談
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開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

鳥取

19.08.01
19.08.08
19.08.22

知財総合支援窓口 鳥取県発明協会
（鳥取県産業振興機構内）

黒住智彦
中西康裕
田中秀明

19.08.07 知財総合支援窓口 鳥取県産業振興機構西部支部内 田中俊夫

島根

19.08.09
19.08.16
19.08.23

知財総合支援窓口 島根県発明協会
河野生吾
田村善光
河野誠

19.08.07
19.08.09 知財総合支援窓口 石見事務所 河野生吾

岡山

19.08.02
19.08.09
19.08.16
19.08.23
19.08.30

知財総合支援窓口 （一社）岡山県発明協会

森寿夫
須田英一
笠原英俊
中務茂樹
須田英一

広島

19.08.06
19.08.13
19.08.20
19.08.27

知財総合支援窓口 （一社）広島県発明協会

松本文彦
末次渉
田中咲江
鶴亀國康

19.08.01
19.08.15 知財総合支援窓口 （一社）広島県発明協会福山 森寿夫

専徳院博

四国会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

徳島 第1水曜日（偶数月）
13:00 ～ 16:00

常設知的財産相談室
（要予約・個人面談方式） 工業技術センター 四国会所属弁理士

香川 第2.4水曜日
13:00 ～ 16:00

常設知的財産相談室
（要予約・個人面談方式） 四国会事務所 四国会所属弁理士

愛媛

第1月曜日
13:00 ～ 16:00

常設知的財産相談室
（要予約・個人面談方式） 四国中央商工会議所 四国会所属弁理士

第2木曜日 （奇数月）
13:00 ～ 16:00

常設知的財産相談室
（要予約・個人面談方式） 宇和島商工会議所 四国会所属弁理士

第3木曜日 （奇数月）
13:00 ～ 16:00

無料特許相談
（要予約・個人面談方式） 八幡浜商工会議所 四国会所属弁理士

高知 第3木曜日
13:00 ～ 16:00

常設知的財産相談室
（要予約・個人面談方式） 高知県発明協会 四国会所属弁理士

九州会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

福岡 毎週木曜
10:00 ～ 15:00

常設知的財産相談室
（要予約・個人面談方式） 九州会事務所 九州会所属弁理士

３．支援活動一覧表（8月分）／相談
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北海道会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

北海道
19.08.19 知的財産権を学ぶ

～特許・意匠・商標・著作権～
北海道立消費生活センター
くらしの教室 太田清子

19.08.28 知的財産セミナー巡回特許庁in旭川 星野リゾートＯＭＯ7旭川2階 内藤拓郎
支部所属弁理士

関東会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

栃木 19.08.21 知的財産特別授業 県立足利工業高等学校 伊藤夏香
亀崎伸宏

東京

19.07～08 太子堂ワークショップ 太子堂小学校
根岸宏子
富所英子
竹井啓 

19.08.01 （公財）世田谷区産業振興公社セミナー 世田谷産業プラザ3階　会議室 小野友彰

19.08.03 まちだキッズ発明体験教室 町田新産業創造センター
遠田利明
相原礼路
本谷孝夫

19.08.20 知的財産特別授業 文京シビックセンター区民会議室
AB

高橋友和
荻弥生

神奈川 19.08.01 夏休みこども体験講座8月 みどりーむ 高原千鶴子
遠田利明

東海会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

愛知
19.08.06 東海会協力講座「デザイン情報関連法規～

知的財産権制度のしくみと活用～試験」 名古屋市立大学北千種キャンパス 大学側

19.08.22 知的財産経営サロン「知的財産って何です
か？～まずは知ることから始めよう！～」 東海会事務所 知的財産

支援委員会

関西会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

京都 19.08.21 2019年特許公報読み方教室（第2回） アーチウェイＨ・Ｃビル 中西康文

大阪 19.08.21
知的財産権に関するセミナー（第2回）
有名ドラマから見える！ものづくり企業の
ための知財戦略　～経営判断のヒント～

クリエイション・コア東大阪 下田佳男

奈良 19.08.24 知的財産講座（特別回）「夏休み工作教室」 奈良県立図書情報館 奈良地区会
運営委員

四国会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

徳島
19.08.27 平成31年度集中講義「知的財産論」 徳島大学 山内康伸
19.08.29 平成31年度集中講義「知的財産論」 徳島大学 中川勝吾
19.08.30 平成31年度集中講義「知的財産論」 徳島大学 村上武栄

香川 19.08. 平成31年度初心者向け知的財産制度
出前講座 香川産業頭脳化センター 洲崎竜弥

九州会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

福岡
19.08.01
19.08.16
19.08.29

平成31年度福岡県知的財産実務者育成
セミナー 福岡県中小企業振興センター 清井洋平

田代茂夫

講演

３．支援活動一覧表（8月分）／講演
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その他

東北会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

宮城 19.08.07
令和元年度宮城県知的財産支援機関連絡会
議及び宮城県知財総合支援窓口運営業務
連絡会議

ホテル白萩 梅森嘉匡

北陸会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

福井 19.08.28 地方発明表彰近畿地区選考委員会 福井市地域交流プラザ 川崎好昭

関東会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

茨城 19.08.08 令和元年度関東地方発明表彰に係る茨城県
における推薦者調整会議

（公財）茨城県中小企業
振興公社　会議室 山崎晃弘

関西会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

大阪
19.08.17 青少年のための科学の大阪大会 梅田ハービスホール 小林義周
19.08.18 青少年のための科学の大阪大会 梅田ハービスホール 後利彦

３．支援活動一覧表（8月分）／その他
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お問い合わせやご送付先に変更がございました場合には 日本弁理士会　経営・支援室まで
電 話：03－3519－2709（直） FAX：03－3519－2706
MAIL：shien@jpaa.or.jp
H P：https : //www.jpaa.or.jp/support_activity/

常設知的財産相談室（無料）
※すべて事前予約制です。

☎
URL：http：//jpaa-hokkaido.jp/
相談時間：毎週火曜日・金曜日／ 14：00～ 16：00

☎ ０２２-２１５- ５４７７
URL：https：//www.jpaa-tohoku.jp/
相談時間：毎週火曜日／ 13：00～ 16：00

☎ ０７６-２６６- ０６１７
URL：http：//www.jpaa-hokuriku.jp/
相談時間：※相談日はホームページをご覧ください。

☎ ０３-３５１９- ２７０７
URL：https：//www.jpaa-kanto.jp/
相談時間：月～金曜日／ 10：00～ 12：00、
　　　　　　　　　　 14：00～ 16：00

☎ ０５２-２１１- ３１１０
URL：http：//www.jpaa-tokai.jp/
相談時間：月～金曜日／ 13：00～ 16：00

☎ ０６-６４５３- ８２００
URL：http：//www.kjpaa.jp/
相談時間：月～金曜日／ 10：00～ 12：00、
　　　　　　　　　　 14：00～ 16：00

☎ ０８２-２２４- ３９４４
URL：https：//www.jpaa-chugoku.jp/
相談時間：毎週水曜日／ 13：00～ 15：00

☎ ０８７-８２２- ９３１０
URL：http：//jpaa-shikoku.jp/
相談時間：※相談日はホームページをご覧ください。

☎ ０９２-４１５- １１３９
URL：http：//www.jpaa-kyusyu.jp/
相談時間：毎週木曜日／ 10：00～ 12：00、
　　　　　　　　　　 13：00～ 15：00

北海道会

北陸会

東海会

中国会

四国会

東北会

関東会

関西会

九州会


