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特集／「まちだキッズ発明体験オンライン教室」を終えて

１．開催の経緯

（1）町田市との関係

日本弁理士会関東会と町田市は、2019 年 5 月 13 日に「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」を締結し、より緊密な連携をおこなっております。

連携事業として、知財無料相談会（１回／月）、まちだキッズ発明体験教室（２回／年）、

事業者向け知財セミナー等をおこなってきました。

（2）当初の計画

その一環のまちだキッズ発明体験教室に関し、

関東会知財教育委員会の伊藤夏香会員及び遠田利

明会員の協力を得て、本年 3月 28 日に開催する

こととし、その準備を町田市産業政策課、及び株

式会社町田新産業創造センター（以下「MBDA」

という。）と協力して進めてきました。

今回の企画は、町田市側のご提案もあり、発明

工作だけではなく、特許出願によって特許権を取

得した場合のメリットを体験できるという意欲的

な企画でした。具体的には、特許出願書類の作成、

出願、審査、特許証交付という権利取得ステップ

を体験します。また、特許権を取得した場合、ラ

イセンス収入が得られるメリットを体験します。

さらに、工作品は販売会において販売します。発

明者（グループ）が発明品に値段を付け、その値

段で買いたいと思った人の数で、売上金額を決定します。そして、ライセンス収入と売上

金額を合算して順位付けするという内容です。

しかしながら、新型コロナ（COVID-19）の影響により 2月 28 日に 3月 2 日〜 25 日迄

の全国一斉臨時休校が発表されました。これを受け、それまで準備をしてきた発明教室も

残念ながら中止が決定されました。さらに 4月 2日、緊急事態宣言を受けて、5月 6日迄

の臨時休校の継続が発表され、さらにまた、緊急事態宣言の延長を受け、5月末迄休校が

延長されることになりました。

「まちだキッズ発明体験オンライン教室」
　　　　　　　　　　　　　　を終えて

関東会東京委員会　本谷　孝夫

幻となった「PRチラシ」
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（3）まちだキッズ発明体験オンライン教室のきっかけ

TVのニュースにおいて、休校中の子供が我慢している状況が報道され、また、タレン

トや有名アスリートらが ZOOM等を使って子供たちに向けた動画等を提供し、和ませて

いることも報道されました。

そこで、子供たちの気持ちを和ませるため、弁理士として何か出来ないか考えるように

なり、ZOOMを使って発明工作教室はできないかと考えるようになりました。

２．まちだキッズ発明体験オンライン教室

（1）企画段階

まず、企画書（下図参照方）を作成し、町田市経済観光部産業政策課ご担当の深掘様に

相談したところ、良い企画なので、前に進めたいとのご意見を頂きました。

町田市産業政策課、及びMBDAと打ち合わせを持ち、具体化の煮詰めに入りました。

原案は、ZOOMのみによる配信でしたが、YouTube も使えるのではとの提案があり、

YouTube を併用することになりました。

本来であれば、東京委員会多摩部会のメンバーと共に、取り組むべきですが、密の回避

等々を考慮し、今回は私単独参加としました。

【企画書原案（抜粋）】

原案にはYouTube は
ありませんでした。
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（2）開催日

当初、休校が予定されていた 5月 6日迄に行う予定でした。しかしながら、予定に間に

合わず、当初の臨時休校期間内での開催を断念しましたが、緊急事態宣言の延長によって

臨時休校が 5月末迄延長されたことで、5月 30 日に開催することになりました。

（3）準備段階

関東会、町田市、及びMBDAとしても、オンラインイベントは初めてのことなので、

手探り状態であることから、連携を緊密化して準備することになりました。以下に準備打

ち合わせとその概要を記します。

＃ 1：�4 月 16 日 ZOOM初回打ち合わせ ZOOM受講者数等決定（30 名）� �

内容：電子紙芝居（発明ってなあに）、クイズ、発明工作（片手で持てるかな）

＃ 2：5月 1日　順番入れ替え　クイズ⇒電子紙芝居⇒発明工作

＃ 3：5月 14 日リハーサル　�関東会HPからのストリーミングによる配信確認� �

⇒ NG⇒オリジナル再生に変更。

＃ 4：ZOOMとYouTube の両立の確認（ZOOM画面のYouTube 映り込み回避）

＃ 5：5月 26 日リハーサル　つかみ導入

＃ 6：5月 30 日リハーサル＋本番

（4）本番体制

町田市：３名（Zoom入室管理・PC操作、時間管理・全体管理、YouTube 管理）

日本弁理士会関東会：１名（本谷）（飛び入りで伊藤夏香会員）

（5）本番会場

MBDAセミナー室：

�同室内に３〜４名在室、講師とス

タッフは２メートル以上の距離アリ

（6）機材

PC：町田市：２台　講師：１台

カメラ・マイク：外付け

通信：Wi-Fi

ソフトウェア：ZOOM：MBDA、

YouTube：MBDA

（7）受講者管理

基本的に参加者はミュート状態。発言する場合、事務局にてミュートを解除する。

（8）配信管理

メイン PCにて ZOOM、動画、PPTを立ち上げておき、次頁タイムスケジュール表に

基づき、共有画面を切換えて配信。

PPTのコマ送りは講師。

当日の会場

筆者

町田市担当者

MBDA担当者
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� （MBDA作成）

（9）プログラム

《導入》入室管理、注意事項のアナウンス：MBDA

《第１部》発明クイズ大会�：講師

　身近な発明について、発明者が日本人か外国人かのクイズを出題（計８問）

　　講師：�発明したのは日本人でしょうか、外国人でしょうか？と問いかけ。� �

日本人と思う人、外国人と思う人それぞれ挙手してもらう。

タイムスケジュール表

入室管理中 機材配置

マイク
ベンリシジャー
（筆者）

当日ハリーサル中
（筆者）

注意事項等アナウンス

MBDA担当者

カメラMBDA担当者

PC



6 72020 年 9 月号（No.211）

特集／「まちだキッズ発明体験オンライン教室」を終えて

　　講師：�指名はせず、どちらが多いか、状況を伝えると共に、正解を発表し、発明の

背景等を説明。

《第２部》電子紙芝居「発明ってなあに？」

　○第１章（動画１本目）

　�　主人公のレオ太が「日常の不便さ」を解決するために、「ホース電話機」や「糸電話機」

といった工夫を凝らした発明をする。

　�　視聴後、動画の内容等を質問し、答えられる人に手を上げてもらい、画面上の名前

を読んで指名し、答えて貰う。

　�　発明とは、不便を解決するアイディアであることを学ぶ。

　○第２章（動画２本目）

　�　主人公のレオ太が更に改良を加えた「携帯糸電話機」を発明して商品として販売す

る様子を描く。

　�　その中で他人のアイディアをマネしてはいけないこと、マネされないために特許を

取ることができることや、特許は出願する必要があること、弁理士が特許取得を手助

けしてくれることなどを学ぶ。

（10）広報について

今回は時間が少なかったので、町田市に全面的にお願いし、以下の広報活動を実行しま

した。

・市プレスリリース（5月 14 日 13:00�FAX）※ 5月 16 日読売新聞に掲載

・広報まちだ 5月 15 日号に掲載

・市ホームページ掲載

・まちだ子育てサイト掲載

・�メール配信サービス（配信前に申込み多数

で募集停止にしたため未配信）

・�町田新産業創造センターホームページ掲載

（ZOOM参加申込みページ）

・�町田新産業創造センターFacebook、

Instagram掲載

・�今デカケル多摩の情報ポータルサイト「イマ de タマ」掲載

（11）講師としての取り組み

・�これから何が起こるかとの興味をもってもらうため、導入（つかみ）を重視しました。

・�クイズは、当初、カップラーメンに関する自作クイズによる問答方式を考えていまし

たが、スムーズ性を考慮し、○×クイズに変更しました。

・�発明工作の内容は、言葉だけでなく、画面からも理解できるよう、小道具等を使った

説明としました。

広報まちだ
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（12）実績

受講者：�ZOOM事前申込33名　実参加者17名（接続できなかった人が何名かいた模様）�

YouTube 視聴者 26 名（MAX）

（13）参加者の感想（抜粋）

・外出せずに、自宅に居ながら参加できたのがよかったです。

・�名前を呼んでもらい、話もさせてもらえたので、ZOOMというか ICTの長所を感じ

発明工作課題の説明（YouTube 画面）

つかみ「ベンリシジャー」

熱演中の講師
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られる機会になったと思います。

・�時間が二時間ではなくてもう少し短くて定期的にあると、小学校の子供でも集中しや

すいようです。

・�ZOOM体験することができ学びの場となりました。投票機能も使ってみるのも面白

いかもしれません。ZOOMでの集中力と休憩のバランスが必要ではないでしょうか。

楽しくても集中力が途切れます。ブレイクアウトセッションなど活用して発言する機

会があってもよいと思いました。

・�工作前の発明に関する導入の時間が長めだったので、もう少し短い方が最後まで集中

できると感じました。挙手、指名などで発言ができる機会を設けていただけたので、

子どもたちの集中力が一気に増したと思います。

・�実際にその場で考え、工夫し作品を作った上で先生に発表できた事が楽しかった様で

す。また、お友達のアイディアも見て聞いて、一層楽しかった様です。

（14）運営当事者の感想（反省点）

・�予約申込み時に自動返信されるメールだけでなく、前日リマインドメールも必要と

思う。

・�参加者の通信環境により、本番当日に ZOOM会議に接続しようとしても入ることが

できないケースが１件あった。

　⇒数日前に本番で使用する端末から ZOOM会議に入れるか確認するテストが必要。

・�YouTube からの視聴では子ども達の様子が見えない（個人情報保護の観点を考慮し

た設定）ため、一部の内容では楽しめないことがあった。

　⇒�講師と子どもの対話によるコミュニケーションが魅力の１つである本教室を再現す

るには ZOOM単体の使用が効果的であり、YouTube には配信専用で作成した授

業動画を投稿するなど、ツールの使い分けの検討も必要。

（15）講師の感想（反省点）

・つかみに気を遣った割には反応が無く、策に溺れたと思われる。

・全体約２時間弱であったが、長かったようだ。クイズ８問は多かった。

・�参加者 17 名でも、全体に気を配るのは大変であった。挙手者を探す場合等、サポー

トが必要だと思いました。

・�動画と PPTの切換など、一人では到底スムーズな運営は難しいと感じました。チー

ムワークで取り組まないといけないと思います。

最後に、今回の急な企画の実行にご尽力頂いた町田市役所深堀様、株式会社町田新産業

創造センター武田様、藤谷様、関東会役員・委員、及び事務局員に深く感謝申し上げます。

なお、今回中止となった当初の企画は、今後のまちだキッズ発明体験教室において、

実施したいと思います。
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1 9月までの支援活動

１．日　　時：令和２年７月２８日（火）１２：５０〜１３：５０
２．場　　所：愛知県総合教育センター
３．テ ー マ：著作権を教材とした授業構想
４．対 象 者：高校教員１９名
５．講　　師：教育機関支援キャラバン隊隊員　川井雅登
６．内　　容：
地歴公民科の高校教員を対象とした著作権の講義を行いました。
事前に、愛知県総合教育センターの担当の方と打ち合わせを行い、講義内容を決めていきま
した。
１時間という短い時間の中で、著作権の基礎知識や学校教育の現場で著作物を無許諾で利用
できる方法について、例示を挙げて講義を行いました。
内容においては、あまり難しくならないようにイラストを多用し、分かりやすい表現となる
ように努めました。
なお、弁理士会のノベルティグッズ（えいようかん）と、参考資料としての「教師のための
著作権講座」及び「生徒のための著作権教室」（共に（一社）私的録音補償金管理協会発行）を
参加教員に配布しました。
また、８月６日（木）に予定されていました１０年経験者研修の対象となる工業系高校の教
員を対象とした知的財産権の講義は、残念ながら新型コロナウィルスの影響により中止となり
ました。
� 東海会教育機関支援キャラバン隊隊員　川井雅登

東 海 会東 海 会

令和２年度高等学校１０年経験者研修（教科指導研修　地歴公民科）
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1
令和２年２月２１日（金）、宮古島市、宮古島商工会議所と「知的財産の活用による産業振興
のための協力に関する協定」を締結しました。
協定の締結式は、宮古島市庁舎で行われ、宮古島市からは、下地敏彦市長、楚南幸哉観光商
工部部長、宮國範夫観光商工部観光商工課課長が出席し、宮古島商工会議所からは、下地義治
会頭が出席し、当会からは、清水善廣会長、船津暢宏副会長、丹生哲治九州会会長、大久保秀
人九州会副会長が出席しました（役職名は協定締結時のもの。以下、同じ。）。
協定の締結式では、下地敏彦市長と、宮古島商工会議所の下地義治会頭当会と、当会の清水
善廣会長が協定書に署名し、協定が締結されました。

同市との協定締結は、沖縄県内の自治体としては２番目であり、市町村としては全国７番目、
全自治体としては３５番目となります。
また、九州会の地域内でみると、福岡県、大分県、熊本県、鹿児島県、佐賀県に次いで６番
目の県になります。
当会では、第４次産業革命のフロントランナーとして弁理士がその使命を果たすべく夢と希
望をもって活躍できる環境を整備し、弁理士の活躍により、あるべき知財立国を実現するため、
各方面との連携を深める「弁理士〝絆″プロジェクト」を立ち上げました。
この「弁理士〝絆″プロジェクト」は、全国の地方銀行・第二地方銀行・信用金庫・信用組合
を対象に、知財に関するニーズのある金融機関を対象にセミナーを実施して、中小企業におい
て着目すべき経営資源は知財であることを理解してもらい、経営資源としての知財の重要性を
金融機関から中小企業へ説いてもらうことで、中小企業の知財取得意欲の増進を図ります。
また、日本知的財産協会の他、商工会議所、商工会、中小企業団体中央会等の中小企業関連

九 州 会九 州 会

宮古島市、宮古島商工会議所との知財支援協定締結

左から丹生哲治九州会会長（当時）、清水善廣会長、下地敏彦市長、下地義治会頭
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団体や、ＡＩ、バイオ等の先端技術分野に係る産業別団体等との間で意見交換会を企画・開催
したり、技術等のニーズとソリューションを持っている企業、大学、各種団体等に働きかけ、マッ
チングのための場を提供します。
同市との協定締結日当日は、宮古島市庁舎にて内閣府沖縄総合事務局主催の知財活用リレー
セミナーが開催され、大久保九州会副会長が、（株）玉造温泉まちデコの角幸治氏とともに第１
部「地域ブランドの考え方と事例」の講演を担当しました。
過疎化が進む地方の温泉街を、いかにして差別化を図り、観光地化していったかという角氏
による事例紹介に交えて、差別化、ブランド化に必要な商標登録の活用を解説しました。
この講演の後は、日産自動車の手賀聡氏が、電気自動車に使われているリチウムイオンバッ
テリーの再資源化の取り組みを、第２部「電気自動車と知的財産活用による地域課題解決に向
けた日産自動車の取り組み」の講演にて紹介し、いずれも同市の事業者にとって参考になる取
り組みを紹介する良いセミナーであったと感じています。
同市は、下地島空港への国際線就航や国際旅客船拠点港湾整備により大型クルーズ船の就航
が増加するなど、ますます国際化が進展することが見込まれる中、観光の好調が民間投資を呼
び込み、宿泊施設や賃貸住居などの建設需要の高まりに伴って、有効求人倍率が過去最高値を
更新するなど、沖縄県の中でも、突出して、近年まれに見る好況が続いている地域です。
今回の協定締結が、今後の同市の発展を支える知的財産を生み出し、日本だけでなく海外に
も宮古島市の名が広まるようなブランド力の向上に役立つことを期待するところです。
� 九州会会長　大久保秀人
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2 支援活動予定表（10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

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
20.10.14 常設知的財産相談室 北陸会事務所 橋爪慎哉
20.10.28 常設知的財産相談室 北陸会事務所 宮本一浩

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）

埼玉 20.04.01～21.03.31 令和２年度農業経営者総合サポート事業 （公社）埼玉県農林公社・
各農林振興センター（8か所）

石塚勝久�
有馬百子

千葉

毎月第2火曜日�
※�祝祭日の場合は�
翌週火曜日

（一社）千葉県発明協会知財相談室
（木更津商工会議所） 木更津商工会議所

神崎正浩��
矢上礼宣��
高橋洋平�

毎月第1及び第4水曜日�
※�祝祭日の場合は�
翌週水曜日

（一社）千葉県発明協会知財相談室
（佐倉商工会議所） 佐倉商工会議所

高橋昌義��
相田悟��
高田大輔��
堀宏光��
木船英雄��
上村陽一郎��
八木田智�

毎月第2水曜日�
※�祝祭日の場合�
は翌週水曜日

（一社）千葉県発明協会知財相談室
（市川商工会議所） 市川商工会議所

松本龍太郎��
市野要助��
伊藤信和��
山川啓�

毎月第1及び第4木曜日�
※�祝祭日の場合は�
翌週木曜日

（一社）千葉県発明協会知財相談室
（船橋商工会議所） 船橋商工会議所

日向麻里��
角田朗��
田久保泰夫��
堀宏光��
高松武生�

毎月第4火曜日�
※�祝祭日の場合は�
翌週火曜日

（一社）千葉県発明協会知財相談室
（習志野商工会議所） 習志野商工会議所 中村裕行��

加藤義博�

毎月第5火曜日�
※祝祭日を除く

2020年度弁理士による特許無料相談会
（東葛テクノプラザ） 東葛テクノプラザ

高橋洋平��
堀宏光��
相田悟��
角田朗��
田久保泰夫��
中村裕行��
日向麻里�

隔月偶数月第2火曜日�
※�祝祭日の場合は�
翌週火曜日

（一社）千葉県発明協会知財相談室
（成田商工会議所） 成田商工会議所 高橋昌義��

石野知宏�

東京

毎月第2木曜�
※祝祭日を除く 2020年度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

澁川喜和夫��
山口幸久��
岩見晶啓��
三原秀子��
須藤修三��
折居章�

20.10.26�
21.02.26�
21.03.22

2020年度豊島区専門家合同相談会 豊島区役所 東京委員会委員

20.11.03 第18回板橋区と共催・
11士業合同事業と暮らしの無料相談会 板橋区立グリーンホール 東京委員会委員

20.11.12～13 第24回いたばし産業見本市
製造と加工技術展2020

板橋区立グリーンホール、
板橋区立文化会館 東京委員会委員

相　談

２．支援活動予定表（10月から）／相談
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山梨 毎月第3火曜日 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 土橋博司��
堀内正優�

神奈川 毎月第2・4金曜日�
※祝祭日を除く

県立川崎図書館�
令和2年度知的財産相談事業 県立川崎図書館　知財スポット

砂場哲郎��
岩崎孝治��
小板橋浩之��
金子正彦��
和泉順一��
三宅康雅��
坂田ゆかり��
後藤仁志�
穂坂道子��
江畑耕司�

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）　�
※現在は電話相談のみ開催

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）
※�１０月以降は平日午前午後、�
電話相談とウェブ相談を実施予定

関西会事務所 関西会所属弁理士

奈良
月～金
(�10:00 ～ 12:00、
13:00 ～ 17:00)

知的財産無料相談�
（要予約・個人面談方式）�
※現在は電話相談のみ開催

奈良県北部：アクティ奈良�
奈良県中部：橿原商工会議所�
奈良県南部：五條市商工会

奈良地区会所属
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）

広島 毎週水曜日
（13:00 ～ 15:00） 常設知的財産相談室 中国会事務所 中国会所属弁理士

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3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) 八幡浜商工会議所 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

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 毎週木曜日�
10:00～15:00

常設知的財産相談室�
（要予約・個人面談方式）
※現在は電話相談のみ開催

九州会事務所 九州会所属弁理士

２．支援活動予定表（10月から）／相談
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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）

岩手
未定 令和２年度いわて知的財産権セミナー イーストピアみやこ

宮古市民交流センター 東田潔

未定 令和２年度いわて知的財産権セミナー 岩手県立大学 村雨圭介

宮城 未定 宮城県との協定に基づくセミナー�
「中小企業のための使える商標ワークショップ」

宮城県産業技術総合センター
又はオンライン講義 梅森嘉匡

山形

未定 高等専門学校へのエンターテイメントセミナー
（権利行使編） 鶴岡工業高等専門学校 岩崎孝治

未定 高等専門学校へのエンターテイメントセミナー
（演習編） 鶴岡工業高等専門学校 岩崎孝治

未定 高等専門学校へのエンターテイメントセミナー
（概要編） 鶴岡工業高等専門学校 腰本裕之

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
20.10.10 千葉市科学フェスタ2020 きぼーる 千葉委員会委員

20.11.25 知的財産特別授業 東海大学付属市原望洋高等学校 斉藤進��
山下滋之�

東京

20.10.17 知的財産セミナー オンライン 三原秀子�
20.10予定 （公財）世田谷区産業振興公社セミナー 世田谷産業プラザ 小野友彰�
20.12～21.01
毎週木曜日 知的財産セミナー 東京農工大学府中キャンパス 相原礼路�

20.12.15 知的財産特別授業 都立工芸高等学校� 岩崎孝治��
上田精一�

山梨 20.12.05 知的財産特別工作授業 アイメッセ山梨 志村正樹��
高原千鶴子�

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）

静岡

20.10.02

週末パテントセミナー2020in静岡
（浜松会場：第1回）
「�特許実務入門～研究者、知財担当者の視点
を添えて」

アクトシティ浜松�
〈Dゾーン〉研修交流センター 絹川将史

20.10.09

週末パテントセミナー2020in静岡
（静岡会場：第2回）
「�完全マスター改正意匠法：使いやすくなりま
した！知らないと損します！商標・特許の合せ技
も可能です！」

B-nest　静岡市産学交流センター 中村知公

20.10.16

週末パテントセミナー2020in静岡
（浜松会場：第2回）
「�完全マスター改正意匠法：使いやすくなりま
した！知らないと損します！商標・特許の合せ技
も可能です！」

アクトシティ浜松�
〈Dゾーン〉研修交流センター 中村知公

20.10.23

週末パテントセミナー2020in静岡
（静岡会場：第3回）
「�知的財産侵害の損害賠償請求・�
反論のポイント」

B-nest　静岡市産学交流センター 坂野史子

20.10.30
週末パテントセミナー2020in静岡（浜松会
場：第3回）「知的財産侵害の損害賠償請求・
反論のポイント」

アクトシティ浜松�
〈Dゾーン〉研修交流センター 坂野史子

愛知

20.10.17

休日パテントセミナー2020in名古屋
（第2回）
「�特許・実用新案権について～特許・実用新案
って何？身近な事例で制度の概要を学ぼう～」

名古屋商工会議所 天野真理�
野崎洋平

20.11.14

休日パテントセミナー2020in名古屋
（第3回）
「�意匠について～デザインの保護！活用しよう�
意匠権～」

名古屋商工会議所 和気光�
西脇眞紀子

20.11.19
知的財産経営サロン（第3回）
「�中小企業における出願戦略～そのアイデア、
どのように出願すべきか？～」

東海会事務所 知的財産
支援委員会

20.12.19

休日パテントセミナー2020in名古屋
（第4回）
「�商標権について～商標権ってそんなに大事？
売るのも！買うのも！「商売」を守る商標権～」

名古屋商工会議所 伊藤正典�
加藤大輝

21.01.16

休日パテントセミナー2020in名古屋
（第5回）
「�外国出願について～外国特許出願を学ぼう（
初級編）～」

名古屋商工会議所 上田充�
谷口緑理

講　演

２．支援活動予定表（10月から）／講演
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愛知

21.01.21
知的財産経営サロン（第4回）
「�意匠、商標の活用～権利の多様化を図る。
意匠や商標の必要性を考えよう！～」

東海会事務所 知的財産支援委員会

21.03.18
知的財産経営サロン（第5回）
「�知的財産を使って事業を伸ばす～どうすれば
知財を事業に生かせるのか？～」

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）

大阪

20.10.13 知的財産特別授業 大阪市立加美東小学校 渥美元幸�
長尾誠

21.01.21 知的財産特別授業 吹田市立山田第五小学校
柳瀬智之�
山本康平�
福田千陽

兵庫 20.10.23 知的財産特別授業 西脇市立芳田小学校 水田慎一�
柏原啓伸

奈良 20.10.30 知的財産特別授業 御所市立葛城小学校 三方英美�
村上太郎

和歌山 20.11.13 知的財産特別授業 かつらぎ町立大谷小学校 古田昌稔�
飯田淳也

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）

広島
未定 知的財産セミナー 呉工業高等専門学校

保坂幸男
正井純子
二上裕之

未定 知的財産セミナー 大島商船高等専門学校 木村正彦

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
20.10.15�
20.10.22�
20.10.29

令和2年度「かがわ知財経営塾」 香川産業頭脳化センター 松島理

愛媛 未定 知的財産特別授業 新居浜工業高等専門学校 村上武栄

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
20.10.31 第６２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
20.11.20 令和2年度地方発明表彰・表彰式 青森国際ホテル 齋藤昭彦

岩手
20.10.01 第５６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
20.10.24 第５６回岩手県発明くふう展・表彰式 岩手県工業技術センター 村雨圭介

宮城

20.10.13 第３３回みやぎ発明くふう展・審査会 東北電力グリーンプラザ 若山剛

20.12.08
第３３回みやぎ発明くふう展及び
第２４回みやぎ未来の科学の夢絵画展・�
表彰式

宮城県産業技術総合センター 若山剛

秋田
20.10.29 第６９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 齋藤昭彦
20.11.01 第６９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 齋藤昭彦

山形
20.10.21 第５５回山形県発明くふう展・審査会 天童ターミナルビル「パルテ」 佐藤司
20.10.25 第５５回山形県発明くふう展・表彰式 天童ターミナルビル「パルテ」 佐藤司

福島
20.10.20 第72回郡山市発明工夫展・表彰式 郡山市役所（予定） 鈴木俊二
20.10.27 第６６回福島県発明展・審査会 郡山市労働福祉会館 鈴木俊二
20.11.01 第６６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）

富山
20.10.16 第58回富山県発明とくふう展・審査会 富山市民プラザ 山川正男
20.11.25 第58回富山県発明とくふう展・表彰式 富山県民会館 山川正男

石川
20.10.14 第56回石川県発明くふう展・

第36回石川県科学の夢絵画展会・審査会 石川県地場産業振興センター 横井敏弘

20.10.24 第56回石川県発明くふう展・
第36回石川県科学の夢絵画展・表彰式 石川県地場産業振興センター 横井敏弘

福井
20.10.07 第29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 山田雅哉
未定 第29回福井県未来の科学の夢絵画展表彰式 未定 山田雅哉

その他

２．支援活動予定表（10月から）／講演／その他
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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）

東京 20.06.01～20.10.23 板橋製品技術大賞・知財調査 -
松本慎一郎�
森田義則�
澁川喜和夫

神奈川
20.11.26�
21.01.28�
21.03.25

令和2年度企業関係者と弁理士の知財研究会 県立川崎図書館カンファレンスルーム 保科敏夫��
鈴木一徳�

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 20.10.14 ～ 15 大阪勧業展2020 マイドームおおさか 未定

奈良
20.10.16 第77回�奈良県児童・生徒発明くふう展・審査会 イオンモール大和郡山 丸山温道
20.11.11 第77回�奈良県児童・生徒発明くふう展・表彰式 イオンモール大和郡山 小野敦史

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 20.12.05 第６２回鳥取県発明くふう展・表彰式 鳥取市文化センター 中西康裕

島根
20.10.15 第23回島根県学生児童発明くふう展・審査会 テクノアーク島根 河野生吾
20.10.26 令和2年度地方発明表彰中国・表彰式 サンラポーむらくも 信末孝之
20.11.08 第23回島根家学生児童発明くふう展・表彰式 出雲科学館 河野生吾

岡山
20.12.04 第８４回岡山県児童生徒発明くふう展・表彰式 未定 笠原英俊
20.12.04 ２０２０岡山県未来の科学の夢絵画展・表彰式 未定 笠原英俊

広島 20.10.14 令和２年度広島県児童生徒
発明くふう展・審査会 5-Daysこども文化科学館 立石博臣

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 20.10.08 第76回香川の発明くふう展・審査会・表彰式 香川産業頭脳化センター 中井博�
小笠原宜紀

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

20.10.07-09のいずれ
か

第６３回福岡県児童生徒
発明くふう展(福岡)・審査会 未定 山下滋之

20.10.11 第６３回福岡県児童生徒
発明くふう展(福岡)・表彰式 未定 隅田隆俊

熊本
20.10.28 第５５回熊本県発明工夫展・審査会 植木文化センター 高宮章
20.11.05 第５５回熊本県発明工夫展・表彰式 植木文化センター 中嶋和昭

大分
20.10.26 第７９回大分県発明くふう展・審査会 大分県立美術館（OPAM） 丹生哲治
20.11.01 第７９回大分県発明くふう展・表彰式 大分県立美術館（OPAM） 松本秀治

宮崎
20.10.15 第７９回宮崎県学校発明くふう展審査会 宮崎科学技術館 園田康弘
20.11.21 第７９回宮崎県学校発明くふう展・表彰式 宮崎県庁本館講堂 園田康弘

２．支援活動予定表（10月から）／その他
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3 支援活動一覧表（9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
※�新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
現在中止しております。

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
20.09.16 常設知的財産相談室 北陸会事務所 水野友文
20.09.30 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）

埼玉 20.04.01～21.03.31 令和２年度農業経営者総合サポート事業 （公社）埼玉県農林公社・
各農林振興センター（8か所）

石塚勝久�
有馬百子

千葉

毎月第2火曜日�
※�祝祭日の場合は�
翌週火曜日

（一社）千葉県発明協会知財相談室
（木更津商工会議所） 木更津商工会議所

神崎正浩��
矢上礼宣��
高橋洋平�

毎月第1及び第4水曜日�
※�祝祭日の場合は�
翌週水曜日

（一社）千葉県発明協会知財相談室
（佐倉商工会議所） 佐倉商工会議所

高橋昌義��
相田悟��
高田大輔��
堀宏光��
木船英雄��
上村陽一郎��
八木田智�

毎月第2水曜日�
※�祝祭日の場合は�
翌週水曜日

（一社）千葉県発明協会知財相談室
（市川商工会議所） 市川商工会議所

松本龍太郎��
市野要助��
伊藤信和��
山川啓�

毎月第1及び第4木曜日�
※�祝祭日の場合は�
翌週木曜日

（一社）千葉県発明協会知財相談室
（船橋商工会議所） 船橋商工会議所

日向麻里��
角田朗��
田久保泰夫��
堀宏光��
高松武生�

毎月第4火曜日�
※�祝祭日の場合は�
翌週火曜日

（一社）千葉県発明協会知財相談室
（習志野商工会議所） 習志野商工会議所 中村裕行��

加藤義博�

毎月第5火曜日
※祝祭日を除く

2020年度弁理士による特許無料相談会
（東葛テクノプラザ） 東葛テクノプラザ

高橋洋平��
堀宏光��
相田悟��
角田朗��
田久保泰夫��
中村裕行��
日向麻里�

隔月偶数月第3火曜日�
※�祝祭日の場合は�
翌週火曜日

（一社）千葉県発明協会知財相談室
（成田商工会議所） 成田商工会議所 高橋昌義��

石野知宏�

東京

毎月第2木曜
※祝祭日を除く 2020年度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

澁川喜和夫��
山口幸久��
岩見晶啓��
三原秀子��
須藤修三��
折居章�

20.09.10 2020年度上期知財無料相談会（町田） 町田新産業創造センター 保坂俊�

20.09.16 2020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） 下村和夫�

20.09.25 2020年度上期�
BusiNest無料知的財産相談会 BusiNest内会議室 山口幸久�

相　談

３．支援活動一覧表（9月分）／相談
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3
東京 20.09.27 第1回暮らしと事業の無料相談会IN杉並 杉並区立産業商工会館 東京委員会委員

神奈川 毎月第2・4金曜日※祝祭
日を除く

県立川崎図書館�
令和2年度知的財産相談事業 県立川崎図書館　知財スポット

砂場哲郎��
岩崎孝治��
小板橋浩之��
金子正彦��
和泉順一��
三宅康雅��
坂田ゆかり��
後藤仁志�
穂坂道子��
砂場哲郎��
江畑耕司�

山梨 毎月第2火曜日 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
山川啓��
土橋博司��
堀内正優�

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）
※現在は電話相談のみ開催

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）
※９月は平日午前午後、電話相談のみ開催

関西会事務所 関西会所属弁理士

奈良
月～金
(�10:00 ～ 12:00、�
13:00 ～ 17:00)

知的財産無料相談�
（要予約・個人面談方式）
※現在は電話相談のみ開催

奈良県北部：アクティ奈良�
奈良県中部：橿原商工会議所�
奈良県南部：五條市商工会

奈良地区会所属
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）

広島 毎週水曜日
（13:00～15:00） 常設知的財産相談室 中国会事務所 中国会所属弁理士

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

常設知的財産相談室�
(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 毎週木曜日�
10:00 ～ 15:00

常設知的財産相談室�
（要予約・個人面談方式）�
※現在は電話相談のみ開催

九州会事務所 九州会所属弁理士

３．支援活動一覧表（9月分）／相談
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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
20.09.03 知的財産特別授業 県立足利工業高等学校 伊藤夏香�

須長英男

20.09.09 知的財産特別授業 県立宇都宮工業高等学校 若崎義和��
高橋洋平�

東京 20.09.13 知的財産特別工作授業 江戸川区子ども未来館� 金子正彦�
高橋洋平�

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）

岐阜 20.09.18

週末パテントセミナー2020in岐阜
「�省エネ大賞を支えた知財� �
～�給水給湯用樹脂製管継手シリーズ
「Revos」誕生の背景に迫る～」

「�知的財産を活用した成功事例にならう� �
～�なぜ売れた？弁理士視点から�
有名ヒット商品を抉る～」

じゅうろくプラザ

外部講師�
山口晃志郎�
加藤肇�
吉安裕史

静岡 20.09.25

週末パテントセミナー2020in静岡
（静岡会場：第1回）
「�特許実務入門�
～研究者、知財担当者の視点を添えて」

B-nest　静岡市産学交流センター 絹川将史

愛知

20.09.17
知的財産経営サロン（第2回）
「�知的財産の重要性～知的財産はなぜ必要
なのか？今一度考えてみよう！～」

東海会事務所 知的財産
支援委員会

20.09.26

休日パテントセミナー2020in名古屋
（第1回）
「�知的財産権について～知的財産権�
（特許や商標など）って何だろう？～」

名古屋商工会議所 川口眞輝�
田中信介

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

20.09.07 知的財産特別授業 河内長野市立小山田小学校 千原清誠�
中村忠則

20.09.09

知的財産権に関するセミナー（第1回）
広報・クリエイティブ業務における「知財の落
とし穴」について
～著作権・肖像権・商標権を中心に～

クリエイション・コア東大阪 泉谷透

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）

岡山
20.9.17 知的財産関連講座 岡山大学 保坂幸男�

中江貴俊

20.9.18 知的財産関連講座 岡山大学 舩曳崇章�
舘佳耶

広島
未定 知的財産セミナー 呉工業高等専門学校

保坂幸男�
正井純子�
二上裕之

未定 知的財産セミナー 大島商船高等専門学校 木村正彦

講　演

３．支援活動一覧表（9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）

青森 20.09.29 第６２回青森県発明くふう展・審査会 青森県共同ビル 角田世治
福島 20.09.16 第72回郡山市発明工夫展・審査会 郡山市役所（予定） 鈴木俊二

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）

東京 20.09.08～09 板橋製品技術大賞・審査会 - 伊藤夏香�
清水聡子

東京 20.06.01～10.23 板橋製品技術大賞・知財調査 -
松本慎一郎�
森田義則�
澁川喜和夫

神奈川 20.09.24 令和2年度
企業関係者と弁理士の知財研究会 県立川崎図書館カンファレンスルーム 保科敏夫��

鈴木一徳�

山梨 20.09 令和２年度
中小企業等外国出願支援事業審査 - 磯部光宏

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 2020.9下旬 第76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

３．支援活動一覧表（9月分）／その他



22 2020 年 9 月号（No.211）

＜＜静静岡岡会会場場＞＞BB--nneesstt  静静岡岡市市産産学学交交流流セセンンタターー  大大会会議議室室（静岡市葵区御幸町 3 番地の 21 ペガサート７階） 
＜＜浜浜松松会会場場＞＞アアククトトシシテティィ浜浜松松＜＜ＤＤゾゾーーンン＞＞研研修修交交流流セセンンタターー  440011 会会議議室室（浜松市中区板屋町 111-1）       

＜＜対対  象象＞＞一一般般  、、県県おおよよびび市市町町村村のの公公的的機機関関のの関関係係者者、、中中小小企企業業のの経経営営者者・・知知財財兼兼務務者者、、  

          知知財財関関係係者者ななどど  （（定定員員３３００名名））  

＜＜時時  間間＞＞１１８８：：３３００～～２２００：：３３００（（受受付付開開始始１１８８：：１１５５））  

＜＜参参加加費費＞＞無無料料  

＜＜講講  師師＞＞東東海海会会会会員員静静岡岡県県弁弁理理士士（（東東海海会会知知的的財財産産支支援援キキャャララババンン隊隊員員））  

＜＜主主  催催＞＞日日本本弁弁理理士士会会東東海海会会＜＜運運営営  日日本本弁弁理理士士会会東東海海会会静静岡岡県県委委員員会会＞＞  

＜＜後後  援援＞＞一一般般社社団団法法人人  静静岡岡県県発発明明協協会会（（静静岡岡会会場場））  

公公益益財財団団法法人人浜浜松松地地域域イイノノベベーーシショョンン推推進進機機構構（（浜浜松松会会場場）） 

＜会場地図・申込方法・申込書は裏面に掲載＞ 

参加

無料 

主要事業の継続的発展と中小企業支援の拡大 
日本弁理士会東海会では、中小・ベンチャー企業関係者及び一般の方々を対象に、特許、意匠、商標を中心と

する知的財産全般について、専門家である弁理士がテーマごとにわかりやすく解説する市民講座を開催します。

奮ってご参加ください。 

○パテント【patent】とは、特許及び特許権のことです。 

○知的財産（知財）権とは、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権の総称である工業所有権（産業財産権）に著作権等を含めた総称です。 

○会場は室温調整が十分に出来ないこともありますので、衣服等で調整できるようにご準備ください。 

○諸事情により中止する場合は弊会ホームページで案内いたします。 

■静岡会場（B-nest 静岡市産学交流センター （ペガサート7階））
回　数 開催日 テーマ 講　師

第１回 令和２年　９月２５日（金）
特許実務入門

～研究者、知財担当者の視点を添えて～

弁理士
絹川　将史

第２回 令和２年１０月　９日（金）
完全マスター改正意匠法

～使いやすくなりました！知らないと損します！
商標・特許の合せ技も可能です！～

弁理士
中村　知公

第３回 令和２年１０月２３日（金）
知的財産訴訟関係

～知的財産侵害の損害賠償請求
・反論のポイント～

弁護士・弁理士
坂野　史子

■浜松会場（アクトシティ浜松研修交流センター）
回　数 開催日 テーマ 講　師

第１回 令和２年１０月　２日（金）
特許実務入門

～研究者、知財担当者の視点を添えて～

弁理士
絹川　将史

第２回 令和２年１０月１６日（金）
完全マスター改正意匠法

～使いやすくなりました！知らないと損します！
商標・特許の合せ技も可能です！～

弁理士
中村　知公

第３回 令和２年１０月３０日（金）
知的財産訴訟関係

～知的財産侵害の損害賠償請求
・反論のポイント～

弁護士・弁理士
坂野　史子
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｢弁理士｣とは 
弁理士は、知的財産の専門家として、特許（実用新案）、意匠、商標、

国際出願、著作権、不正競争等に関する事項を幅広く取り扱っていま

す。特許権や商標権等の権利取得のための出願代理や審判・訴訟代理、

また特許権等の侵害訴訟における訴訟代理人又は補佐人、さらに税関

での侵害品の輸入差止め代理などを行います。その他、知的財産に関

する鑑定、相談、契約の代理、仲裁代理など、知的財産の創成、保護、

活用に関する業務を行っています。 

「日本弁理士会」及び 

「日本弁理士会東海会」とは  
日本弁理士会は、弁理士法に基づき大正１１年に設立された弁理士に

関するわが国唯一の法人組織であり、弁理士は、すべて弁理士会の会

員にならなければならなりません。 

本会は、全国単一の組織でありますが、弁理士法第５８条により、平

成９年１月３１日に東海地域（愛知・岐阜・三重・静岡・長野県）に

日本弁理士会東海支部（東海会）が開設されました。 

なお、静岡県内に事務所を有する弁理士は１２０名（令和２年７月７

日現在）です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各会場とも公共交通機関をご利用ください。 

「週末パテントセミナーin 静岡」参加申込書 
（途中回からの申込も歓迎） 

日本弁理士会東海会 事務局 行 （FAX052-220-4005） 

申込方法  

受講のお申込みは、インターネット又は郵便、ファクシミリ
（下記申込書に所定事項をご記入の上本状を送付してくださ

い）にて各回開催日の２日前までに、下記当会までお申し込

みください。またメールでのお申込みの場合は、申込書の所

定事項を必ずご明記の上、 

下記メールアドレスまでお申し込みください。 

なお、誠に勝手ながら、定員を超過した場合以外は折り返し

ご連絡を差し上げませんので、直接会場へお越しください。 

問合せ・申込先  

日本弁理士会東海会 
〒460-0008 名古屋市中区栄 2-10-19 

名古屋商工会議所ビル８階 

TEL052-211-3110 FAX052-220-4005 

e-mail:info-tokai@jpaa.or.jp 

http://www.jpaa-tokai.jp/ 

新型コロナウィルス感染拡大予防対策 ※定員削減の上、下記対策を講じます。対策の詳細は日本弁理士会東海会ＨＰをご覧ください。 
・アルコール除菌液の設置、使用の奨励・机、テーブル、演台、ドアノブなどのアルコール除菌・受講者間、講師との間隔を十分な距離を保ちつつ実施 

・受講者、講師及び運営スタッフの予防（アルコール除菌、手洗い、うがいなどの励行、マスク着用、検温など） 

 ※当会としましては、当セミナー受講による新型コロナウィルス感染リスクに対して責任を負いかねますこと予めご了承ください。 

■以下各々参加希望会場の希望回を○でお囲み下さい。

静岡会場 第１回（ 9月25日） 第２回（10月 9日） 第３回（10月23日）

浜松会場 第１回（10月 2日） 第２回（10月16日） 第３回（10月30日）

ﾌﾘｶﾞﾅ

氏　　名

職　　業

＊ご氏名、連絡先（郵便番号、住所、電話・FAX番号）は、セミナーの円滑運営のため、お手数でも正確にご記入下さいますようご協力をお願いします。
（いただきました個人情報は、ウィルス感染対策の他、本セミナーを円滑に実施するために必要な範囲に限って利用します。また当会からのイベント情

報の提供に利用させていただくこともあります。）

■以下該当するものを○でお囲み下さい。

１．経営者・代表者　　　　２．勤務者（法務・知財・開発・設計・製造・その他）

３．士業　　　　　　　　　４．学生　　　　　　　　　　５．主婦・その他

（〒　　 　－　　　 　　）

電　話（　　　　）　　　－　　　　　　ＦＡＸ（　　　　）　　　－

メールアドレス

上記連絡先がお勤め先の場合は以下に社名・部署名をご記入ください。

連 絡 先

静
岡
市
産
学
交
流
セ
ン
タ
ー 

ア
ク
ト
シ
テ
ィ
浜
松 

 
 

 
 

研
修
交
流
セ
ン
タ
ー 
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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
U R L　 ：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

それいけ
支援センタくん

飯岡菜子


