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特 集 令和３年度 知的財産支援センター長挨拶

　　　　　　　　　　　　　　　知的財産支援センター  センター長　石原　進介

１．はじめに

　今年度から支援センター長を務めます石原進介です。

知的財産支援センターは、知的創造活動並びに国内外の知的財産権の取得及び活用に関する

支援を行うことにより、知的財産権制度の発展に貢献することを目的として設置された附属

機関です。地域知財の活性化を図る活動は、この国を支える重要な活動であり、そして、各

地域に根差した各地域会の活動は、地域知財の活性化を図るのに不可欠の日本弁理士会が行

う重要な活動であります。本センターの支援の有り様は、地域会ができることは地域会が行

うということを前提としております。そして、本センターでは、特に関東・関西・東海以外の、

運営を担う会員数を充分確保することが難しい或いは広域である等といった事情を抱える６

地域会が行う知財支援活動、特に教育支援などを軸とする社会貢献事業等を積極的に応援し

ていきます。また、「パテントコンテスト」及び「デザインパテントコンテスト」を通じて、

各地域の生徒や学生等の方々を含む学校関係者の皆様の知的財産マインドを育てるとともに、

知的財産権制度の理解の促進を支援していきます。　

　一方で、COVID-19（新型コロナウイルス）の感染拡大を抑制しつつ、知財支援活動を行っ

ていく必要があります。ウィズコロナ時代での新生活様式への急速な変化にも対応しつつ、

ウィズコロナ時代の新たな知財支援活動にも積極的に取り組んでいきます。

２．活動の主な柱

　本年度は、支援センターの本業を確実に実行するために、次の項目を柱として、事業展開
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したいと考えています。

　（１）教育支援体制

　（２）出願援助事業による支援

　（３）支援情報及び成果の一元化

　（４）「パテントコンテスト」及び「デザインパテントコンテスト」事業における支援

３．事業概要（各論）  

（１）教育支援体制

①　弁理士会として、小中高生に対する出張授業を開始して１５年以上になりますが、今

後とも、関東、東海、関西以外の地域会において小中高の知財授業の「講師のなり手」を

育成することに力を入れていきます。 特に、関東、東海、関西以外の６地域会にある小中

高生から出張授業依頼があった場合だけでなく、当該地域の少年少女発明クラブ（発明推

進協会運営）に対して、該当地域在住の全会員を対象に広く講師を募集することにより、

多くの会員の協力を得て出張授業を行っていきたいと考えています。

　授業用コンテンツ等の追加・改良等を行う事により、このコンテンツを積極的に活用し

た弁理士による知的財産教育体制を確立し、当該地域在住の会員が講師として永続的に知

財授業を行う事が出来るように「講師のなり手育成」を積極的に行います。

　また、上記「講師のなり手育成」を、弁理士法に規定されている「知的財産の専門家で

ある弁理士」が「弁理士による知的財産権の利用の促進」を行う積極的対外支援（社会貢献）

活動として対外的に広く広報していきたいと思います。従前から行っている、内閣府「知

財創造教育推進コンソーシアム」への協力（実証授業への参加、教育教材の提供など）も

引き続き行っていきます。

②　本年度も、国立高等専門学校機構との知財支援協定に基づき、５１校の国立高専に対

して、その要望に基づく具体的支援を、地域会と共に実行していきます。

　また、高専からの様々なニーズに対応するため、概要編・演習編・権利行使編・調査編・

オリジナル編（高専側の希望のテーマに沿って講師がオリジナルな授業）を行い、都度内

容をブラッシュアップしていきます。国立高等専門学校機構との事業に関する連絡会議も

引き続き行います。

③　大学等支援としては、本年度も知的財産関連の各種講義（通期講座・単発セミナーを
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含む）を提供していきます。

　講義希望の大学等を選定する場合の選定基準をより明確化するとともに、個別大学支援

の枠組みを超え、新たな大学支援のスキームを確立したいと考えています。

　この大学支援を通して、知財人材の育成に寄与していければと考えています。

④　医療系学会等支援グループによる、日本医工ものづくりコモンズ等医療系学会等への

協力を行っていきます。

　昨年に引き続き、医療学会等に対して、要請に応じて弁理士を派遣し、知的財産に関す

るセミナーや相談会を開催していきます。

　医療機器の開発には、メーカーだけではなく医師が携わるケースがあり、現場の医師か

らは知的財産に関する知識を身につけたいとの要望があります。支援センターでは、実務

に携わる医師の方々に対し、知的財産の基礎はもちろん権利化の際の注意点まで細やかに

説明し、医療分野における発明を応援していきます。

（２）出願援助事業による支援

　 前年度から開始した、新型コロナウイルスの感染拡大により収入・売上が減少した方の支

援をするための新型コロナウイルス出願支援制度を継続して実施します。

　 また、特許・実用新案・意匠の他に商標を支援対象として加えることを目指します。

（３）支援情報及び成果の一元化

　６地域会をフォローアップするためのシンクタンク機能の充実化や、支援情報及び成果の

一元化に対応したいと考えています。この趣旨に基づき、本年度も、各地域会からの情報の

共有化を図ります。

（４）パテントコンテスト・デザインパテントコンテスト事業における支援

　「パテントコンテスト」及び「デザインパテントコンテスト」につき、文部科学省・特許庁・

INPIT と協力し、適切に対応及び実施します。このコンテストを通じて、高校生、高専生及

び大学生等の知的財産マインドを育てるとともに、知的財産権制度の理解を促進することを

支援します。

以上

特集／令和３年度 知的財産支援センター長挨拶
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５月までの支援活動1
東 海 会東 海 会

　「学生向け知財講義」トライデントデザイン専門学校

１．日　時：令和３年４月７日（水）１１：２５～１２：５５

２．場　所：トライデントデザイン専門学校

３．対象者：学生１２０名・教職員１０名

４．講　師：東海会教育機関支援機構　山本喜一

５．内　容：

　総合デザイン学科所属の１年次の学生と教職員向けに、デザイン制作に関わる知的財産につ

いて講義を行いました。

　内容としては、デザインに関する権利として、著作権法、意匠法、商標法の基礎について説

明しました。導入として、知的財産の中でも学生にとって身近な音楽の著作物の利用において

注意すべきことを説明しました。

　続いて、デザイン制作に関わる著作権法として、写真やイラストなどの著作物についての事

件を例にあげて、著作物の類似性を主に説明しました。意匠法・商標法については、デザイン

に関係の深い登録意匠・登録商標の具体例、意匠法・商標法の制度の基礎について説明しまし

た。意匠の具体例としては、建築物、内装、画像などを取り上げ、商標の具体例は、ロゴ、キャ

ラクター、商品パッケージなどを取り上げました。

　最後に、各学生に、J-PlatPat を利用した意匠、商標の検索を体験してもらいました。

　多くの学生が興味を持って聞いてくれたように感じました。

東海会教育機関支援機構　山本喜一
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関 西 会関 西 会

　「知的財産特別授業」守口市立錦小学校

１．日　時：令和３年１月８日（金）　１１：３５～１２：２０

２．場　所：守口市立錦小学校 

３．対　象：６年生３クラス１１４名

４．講　師：関西会　中村忠則、阿世賀明日香会員

５．内　容：

　今回、知的財産特別授業を実施したのは、守口市立錦小学校です。同校は、京阪線の守口市

駅から車で 10 分ほどの閑静な住宅街に位置しています。また、同校は、昭和 40 年に創立され、

現在では児童数が 600 名を超えております。授業に参加した 6 年生 (3 クラス ) の児童はとても

元気でたくさんの意見が飛び交い、また、他の児童の発言から着想を得た考えを口々にするな

ど、賑やかな授業となりました。

　授業では、中村会員が司会を担当し、2 度目の知財授業であった私が博士役を担当しました。

電球や蓄音機のような大発明も実は日常の不便を解消するためにつくられたことを説明した

後、児童に課題を提示し、日常の不便を解消するアイデアを考案してもらうと、最初は戸惑い

ながらも、次々とアイデアを出してくれました。また、発言をしていなかった児童も不便を解

消するためのアイデアを考え、先生や周囲の児童と共有していました。

　寸劇では私が扮するＦ博士の発明品と、学校の先生が扮する怪人Ｘの模倣品とでどちらを買

いたいか、を児童・先生に聞いてみました。児童の回答は、怪人Ｘの模倣品よりもＦ博士の発

明品を選択する回答が多少多かったという結果で、安い模倣品よりも本物のほうが良いという

感覚のある児童の方が多くおりました。寸劇を通して、せっかく不便を解消する発明をしても、

簡単にまねをされてしまうのでは、誰も発明をしなくなってしまい、世の中を便利にする発明

が全く生まれなくなってしまうこと、特許権は、発明を守るための重要な権利であることを説

明しました。多くの児童及び先生は、発明を守ることの大切さを認識してもらえたようでした。

　また、寸劇後の発明紹介では、実際に児童に手に取って発明品と従来品との違いを体感して

もらえなかったものの、児童の近くまでプニョプニョピン ( ※ ) を持って行き紹介すると、そ

の形状のユニークさに驚くと共に、安全性に共感する声が上がりました。

今回の授業を通して、児童には、発明は身近な不便から生まれること、発明に加えデザインや

名前（商標）を守る制度があることの重要性を理解してもらえたように思いました。 

５月までの支援活動／関西会
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授業の様子

関西会知財授業担当　阿世賀明日香

　　　　　　※「プニョプニョピン」はコクヨ ( 株 ) の登録商標です。 

５月までの支援活動／関西会
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　「知的財産特別授業」富田林市立向陽台小学校

１．日　時：令和３年１月２２日（金）　１４：４５～１５：３０
２．場　所：富田林市立向陽台小学校 
３．対　象：６年生クラス３３名
４．講　師：関西会　三方英美、大野義也会員
５．内　容：
　富田林市立向陽台小学校は、近鉄富田林駅からバスで西へ 10 分足らず行ったところにあり
ます。当日はあいにく小雨が降っていましたが、校門の前から、白い PL の塔（大平和記念塔）
が霞の中に聳え立っているのが見え、幻想的に感じました。
　今回は、発明工作授業「片手で持てるかな」のコンテンツを 6 年生に対して行いました。昨
今の事情から児童達はマスク姿でしたが、みんな元気いっぱいでした。
　司会担当の大野会員が、始めに児童に弁理士のことや発明のことについて質問したところ、
多くの児童から手が挙がり、弁理士のことを知っている児童がいたり、エジソンが発明したも
のを答えてくれる児童達がいたりしました。
　次に、工作に取りかかると、みんな興味を持って積極的に参加してくれました。児童は、次々
にアイデアを思いつき、色々な素晴らしい作品が出来上がっていました。機能性を重視し、お
皿を大きくしたり、紙コップを 2 個つけたり、お皿に蓋をつけたりしたものや、デザイン性を
付加したものがありました。
　また、紙コップと紙皿をいくつも使い、とても立体的な作品に仕上げてくれたものもありま
した。授業の前に、校長先生と担任の先生から、「ユニークなものを作る児童がいると思います」
と、お話を伺っていたのですが、その話の通り、固定観念に縛られない作品となっていました。
　担任の先生は、教師になられる前にメーカーでデザインに関わる仕事をされ、意匠や特許に
関わったことがあるとのことで、新しいことを考えること、工夫することの大切さを児童に知っ
てもらおうとされていました。今回はその一環として、申し込んでいただいたようです。今回
の発明工作授業を機に、今後、身近なものを改良して、もっと便利なものを作る授業を行う予
定であるとのことでした。これら一連の授業を通して、多くの児童が発明に興味を持ち、将来、
多くの発明家が誕生してくれることを期待します。

授業の様子

関西会知財授業担当　三方英美

５月までの支援活動／関西会
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　「知的財産特別授業」宝塚市立すみれガ丘小学校

１．日　時：令和３年１月２９日（金）　１０：４５～１１：３０

２．場　所：宝塚市立すみれガ丘小学校 

３．対　象：２年生２クラス４８名

４．講　師：関西会　八木まゆ、岡本智之会員

５．内　容：

　宝塚大劇場を見下ろす高台に位置する、宝塚市立すみれガ丘小学校を訪問しました。「片手

で持てるかな」のコンテンツを使用した工作授業を、小学 2 年生の児童を対象に実施するのは

初めてのことで、講師である私も緊張と期待を胸に準備しました。

　新型コロナウイルス感染症に対する対策のため、広く分散して着席できるランチルームで授

業を実施しました。中身の見えるカップヌードルを使った岡本会員による知財についての話を

興味津々に聞き、「発明って知ってるかな？」という問いかけに「エジソン！」と元気に挙手

して応えてくれるなど、発明者になる気が溢れている様子でした。

　「困ってるんだけど、どうしたらいいかな？」という課題に対して工作を開始した児童たち。

最初は戸惑いながらも、徐々に「こうしてみてもいい？」「あっ！こうしたらいんじゃない

の？！」と、困っていることを “ 解決する手段 ” を思いつき始め手を動かしていました。細か

な部分に気が付いて切り欠きを作る子や、椅子に取り付けられる容器を作る子もおり、小学２

年生といえども、立派に発明者として創作できていました。そして最後に児童たちはそれぞれ、

発明した容器について「工夫したところは…」と自分の言葉で説明してくれました。

　今回の体験で、知財について「知ってるよ！」「発明したことあるよ！」と身近に感じてく

れるきっかけになるとよいな、と感じながら、学校を後にしました。

授業の様子

関西会知財授業担当　八木まゆ

※「カップヌードル」は日清食品ホールディングス ( 株 ) の登録商標です。

５月までの支援活動／関西会
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　「知的財産特別授業」大阪市立焼野小学校

１．日　時：令和３年２月２日（火）　１３：５０～１４：３５、１４：４５～１５：３０
２．場　所：大阪市立焼野小学校 
３．対　象：５年生２クラス６２名
４．講　師：関西会　三方英美、竹口美穂会員
５．内　容：
　大阪市立焼野小学校は、鶴見緑地公園の東側に位置しており、地下鉄長堀鶴見緑地線の鶴見
緑地駅から歩いて約 10 分のところにありました。今回は「君も今日からエジソン」のコンテ
ンツを、5 年生 2 クラスに対して、1 クラスずつ計 2 コマで授業を行いました。竹口会員と私
とで、1 クラスずつ司会を担当しました。どちらのクラスの児童も積極的に授業に参加してく
れて、色々な質問に対して、最初から多くの児童の手が上がりました。
　「カタシャンボトル」や「肩ブレラ」の発明品を見てもらったときには、児童達だけでなく、
先生からも感嘆の声が上がりました。
　寸劇では、始め、怪人Ｘは勝手にまねをして良くないことをしていると理解はしているもの
の、怪人Ｘの安い方のサラカップルを買いたいと思う児童が殆どでした。しかし、最後には、
Ｆ博士のサラカップルを買うとした児童が多くなり、発明品を特許で守ることの大切さを理解
してくれたものと思います。また、担任の先生扮する怪人Ｘが登場したときは、みんな喜んで
いました。
　クイズコーナーでは、残り 3 問の辺りで、スライドが映らなくなるハプニングがあり、答え
のスライドを見せてあげられなかったのですが、口頭による説明でも、みんな理解してくれて
いたようです。
　最後に「カドケシ ( ※ )」について、特許権、意匠権、商標権と色んな知的財産権で守られ
ていることを話し、授業を終えました。
　今回、発明品などの道具に触れてもらうことはできなかったのですが、みんな授業に興味を
持って、話を聞いてくれました。今回の授業を通じて、弁理士のこと、発明や特許のことを児
童達が理解してくれて、知財に興味を持ってくれることを願います。

授業の様子

関西会知財授業担当　三方英美

※「カドケシ」はコクヨ ( 株 ) の登録商標です。

５月までの支援活動／関西会
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　「知的財産特別授業」河内長野市立加賀田小学校

１．日　時：令和３年２月５日（金）　１３：５０～１４：３５

２．場　所：河内長野市立加賀田小学校 

３．対　象：６年生２クラス約５０名

４．講　師：関西会　千原清誠、田中勝也会員

５．内　容：

　今回は河内長野市にある加賀田小学校にて知財授業（寸劇）を行ってきました。同校は、な

んと千原会員の卒業した小学校の隣の小学校です。当日、最寄り駅で待ち合わせてタクシーで

現地に向かおうと考えていたところ、タクシーが全く来ず、結果最寄り駅から徒歩で小学校に

向かいました。道中、千原会員に昔お世話になったお店等を紹介してもらいながら、最短距離

で現地に到着することができました。

　今回は 6 年生 2 クラスの約 50 名で 45 分の授業を行いました。体育館で行ったのですが、コ

ロナ禍ということもあり、児童との接触を回避すべく児童に前に出てきてもらってのアイデア

出しができず、また発明品を手渡すこともできず、なかなかペースが掴めずに苦労しました。

ただ、積極的に手を挙げてくれる児童や発言してくれる児童が多かったため、司会進行の千原

会員の昔話も相まって、円滑に授業を行うことができました。さらに、「特許は何故 20 年で切

れるのか？」といった質問も児童から自発的に飛び出し、少なからず知的財産に興味を持って

もらったように感じました。

　それにしても、発明品に実際に手で触れたり、発明品を手に取っていろいろ考えたりできる

社会状況に早くなれば良いなぁとつくづく考えさせられる知財授業となりました。

関西会知財授業担当　田中勝也

５月までの支援活動／関西会
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　「知的財産特別授業」寝屋川市立楠根小学校

１．日　時：令和３年２月９日（火）　１３：４５～１４：３０
２．場　所：寝屋川市立楠根小学校 
３．対　象：５年生２クラス４４名
４．講　師：関西会　小林義周、中野賢太会員
５．内　容：
　今回、寝屋川市立楠根小学校にて授業を行いました。寝屋川市は北河内地域に位置し、大阪
市内から京阪電車で 20 分程度の場所です。同校は、京阪寝屋川市駅からタクシーで 15 分の場
所にあります。
　授業実施時には、大阪府に緊急事態宣言が発令されておりました。新型コロナウイルス感染
症対策として、我々は学校入口、教室入口と入念に手指消毒を行い、教室へ向かいました。授
業は、講師・児童とも、マスクを着用したまま行いました。真冬ですが、換気のために窓とド
アは常時開放しており、少し寒かったように感じました。
　授業では、発明とは何か、発明と発明家をどのように守るのか、といったことを紹介しまし
た。「高い正規品と安い海賊品、どちらを買うか？」という講師の質問には、正規品を買うと
答えた児童が多く、安心しました。クイズコーナーでは、「カップヌードル ( ※ )」の発明につ
いて正解率が高かったのが印象に残りました。これは、朝ドラの影響だと思います。数年に一
度、発明家を主人公にしたドラマを放送してくれれば、知財の啓発が進むように思いました。
　現在、講師と児童の接触を避けるよう、授業の構成を変更しています。児童が参加する場面
が減っており、どうしても講師が一方的に話す形式になります。児童にとって退屈でないか心
配でしたが、活発なクラスだったため、最後まで興味を持って聞いてくれました。
　終了後、ハサミと「プニョプニョピン ( ※ )」に興味を持った児童がいました。残念ながら、
現在は、発明品を児童たちが手に取ることはできません。児童たちにとって学ぶ機会が確保で
きるよう、早くコロナ禍が終息して欲しいと思いました。

授業の様子

関西会知財授業担当　中野賢太

※「カップヌードル」は日清食品ホールディングス ( 株 ) の登録商標です。

※「プニョプニョピン」はコクヨ ( 株 ) の登録商標です。

５月までの支援活動／関西会
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　「知的財産特別授業」大阪市立矢田小学校

１．日　時：令和３年２月１２日（金）　１０：４５～１１：３０

２．場　所：大阪市立矢田小学校 

３．対　象：６年生２クラス３４名

４．講　師：関西会　飯田淳也、黒田智子会員

５．内　容：

　矢田小学校を訪問しました。大阪市の南部にある小中一貫の学校です。司会役を飯田会員、

博士役を私が担当しました。

　昨年も知財授業を開催している小学校で、怪人 X 役を引き受けてくださった先生は、昨年

の知財授業に参加してくださっており、とてもスムーズに、かつ子供たちの大きな笑いを誘っ

ていただき楽しい授業となりました。

　非常に明るく活発な雰囲気の中、司会役の飯田会員が質問するたびに半分以上の児童が手を

挙げ、大きな声で発言してくれました。アイデアを出し合うシーンでは、様々な意見が出され、

時間が無くなるほどでした。

　今回の授業を受けた児童は、「発明とは何か」ということに興味津々で、好奇心にあふれる

児童が多かったと思います。今回の児童からキラリと光る発明家が生まれるはず、と思いなが

ら学校を後にしました。

授業の様子

関西会知財授業担当　黒田智子

５月までの支援活動／関西会
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　「知的財産特別授業」尼崎市立大島小学校

１．日　時：令和３年３月２日（火）　９：４０～１０：２５、１０：４５～１１：３０

２．場　所：尼崎市立大島小学校 

３．対　象：６年生３クラス９３名

４．講　師：関西会　中村忠則、村井康司会員

５．内　容：

　今回、知的財産特別授業を実施したのは、尼崎市立大島小学校です。同校は、関西労災病院

の近くの閑静な住宅街に位置しています。授業に参加した 6 年生 (3 クラス ) の児童はとても

元気でたくさんの意見が飛び交い、賑やかな授業となりました。

　授業では、2 コマあったことから村井会員と私が交互に司会と博士役を担当しました。電球

や蓄音機のような大発明も実は日常の不便を解消するためにつくられたことを説明した後、児

童に課題を提示し、日常の不便を解消するアイデアを考案してもらうと、次々とアイデアを出

してくれました。

　寸劇では弁理士が扮するＦ博士の発明品と、学校の先生が扮する怪人Ｘの模倣品とでどちら

を買いたいか、を児童に聞いてみたところ、Ｆ博士の発明品を買いたいという意見の方が若干

多かったです。また、学校の先生には怪人Ｘを迫真の演技で演じていただき、児童は大盛り上

がりでした。寸劇を通して、せっかく不便を解消する発明をしても、簡単にまねをされてしま

うのでは、誰も発明をしなくなってしまい、世の中を便利にする発明が全く生まれなくなって

しまうこと、特許権は、発明を守るための重要な権利であることを説明しました。多くの児童

は、発明を守ることの大切さを認識してくれたようでした。

　また、寸劇後の発明紹介では、実際に児童に手に取って発明品と従来品との違いを体感して

もらえなかったものの、児童の近くまで「プニョプニョピン（※）」を持って行き紹介すると、

その形状のユニークさに驚くと共に、安全性に共感する声が上がりました。

　今回の授業を通して、児童には、知的財産権の重要性を理解してもらえたように思いました。

５月までの支援活動／関西会
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授業の様子

関西会知財授業担当　中村忠則

※「プニョプニョピン」はコクヨ ( 株 ) の登録商標です。

５月までの支援活動／関西会
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　「知的財産特別授業」京都府ノートルダム学院小学校

１．日　時：令和３年３月３日（水）　１０：１５～１１：００、１１：０５～１１：５０

２．場　所：京都府ノートルダム学院小学校 

３．対　象：６年生４クラス１２４名

４．講　師：関西会　赤岡和夫、浅野能成会員

５．内　容：

　京都市左京区にあるノートルダム学院小学校を訪問しました。コロナ禍にあって、児童との

接触を避けた形での授業となりましたが、児童たちは活発に発言し、積極的に授業に参加して

くれました。発明とは何？に対して、まさに模範的な回答をしてくれる児童にまず驚き、知っ

ている発明家は？の問いかけに対しては、エジソンのほか、ベル等たくさんの名前が挙がりま

した。身近な不便を解決する発明では、カタシャンボトルを使わずとも片手でシャンプーをと

れる方法、肩ブレラでは、頭や靴に傘を固定するアイデア等、講師の想像を超える意見が次々

と出ました。また、寸劇では、先生の怪人 X が名演技すぎて、最後まで、「怪人 X から買いたい」

という意見が大多数だったのには、私のF博士の演出の拙さ故と反省させられました。このノー

トルダム学院小学校では、コロナ禍にあっても、感染対策を徹底したうえで、出前授業を積極

的に取り入れているようで、感性の高い児童たちが印象的でした。

授業の様子

関西会知財授業担当　浅野能成

５月までの支援活動／関西会
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支援活動一覧表（６月から）2
 相　談

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

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 21.04.01 ～
22.03.31 令和３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）
飯塚道夫
石塚勝久

千葉

21.06.01
21.07.06
21.08.03
21.09.07
21.10.05
21.11.02
21.12.07
22.01.11
22.02.01
22.03.01

2021 年度
( 一社 ) 千葉県発明協会相談室 木更津商工会議所

神崎正浩
矢上礼宣
高橋洋平

21.06.02
21.07.07
21.08.04
21.09.01
21.10.06
21.11.10
21.12.01
22.02.02
22.03.02

2021 年度
( 一社 ) 千葉県発明協会相談室 市川商工会議所

山川啓
若田充史
角田朗

21.06.02
21.06.16
21.07.07
21.07.21
21.08.04
21.08.18
21.09.01
21.09.15
21.10.20
21.11.10
21.11.17
21.12.01
21.12.15
22.01.05
22.01.19
22.02.02
22.02.16
22.03.02
22.03.16

2021 年度
( 一社 ) 千葉県発明協会相談室 佐倉商工会議所

高田大輔
鈴木一永
上村陽一郎
八木田智
堀宏光
相田悟

2.　支援活動一覧表（６月から）／相談

※緊急事態宣言の発令等により中止または延期になっている場合がございます。
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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）

千葉

21.06.03
21.07.01
21.07.15
21.08.05
21.08.19
21.09.02
21.09.16
21.10.07
21.10.21
21.11.04
21.11.18
21.12.02
21.12.16
22.01.20
22.02.03
22.02.17
22.03.03
22.03.17

2021 年度
( 一社 ) 千葉県発明協会相談室 船橋商工会議所

日向麻里
田久保泰夫
砂川恵一
高松武生
松本龍太郎

21.06.08
21.08.10
21.10.12
21.12.14
22.02.08

2021 年度
( 一社 ) 千葉県発明協会相談室 成田商工会議所 高橋昌義

上村陽一郎

21.06.15
21.07.20
21.08.17
21.09.21
21.10.19
21.11.16
21.12.21
22.01.18
22.02.15
22.03.15

2021 年度
( 一社 ) 千葉県発明協会相談室 習志野商工会議所

高橋洋平
中村裕行
加藤義博

21.06.22
21.07.27
21.08.24
21.09.28
21.10.26
21.11.16
21.12.28
22.01.25
22.02.22
22.03.22

2021 年度弁理士による特許無料相談会 東葛テクノプラザ

加藤義博
日向麻里
高橋昌義
田久保泰夫
堀宏光
浅井淳
八木田智
山川啓
中村裕行
鈴木一永

東京

21.06.10
21.07.08
21.08.12
21.09.09

2021 年度上期知財無料相談会（町田） 町田新産業創造センター
本谷孝夫
下村和夫
保坂俊
相原礼路

21.06.10
21.07.08
21.08.12
21.09.09
21.10.14
21.11.11
21.12.09
22.01.13
22.02.10
22.03.10

2021 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
小野友彰
松本慎一郎
伊藤夏香
下村和夫
藤岡茂
斎藤理絵
高原千鶴子
須藤修三
清水聡子

21.06.15
21.07.20
21.08.24
21.09.21

2021 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） 

下田一弘
保坂俊
下村和夫
大牧稔

21.06.25
21.07.30
21.08.27
21.09.24

2021 年度上期
BusiNest 無料知的財産相談会 BusiNest

下村和夫
濱田修
上田精一
保坂俊

21.07.02 2021 年度豊島区専門家合同相談室 豊島区役所 東京委員会委員

2.　支援活動一覧表（６月から）／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）

神奈川

21.06.10
21.07.08
21.08.12
21.09.09
21.10.14
21.11.11
21.12.09
22.01.13
22.02.10
22.03.10

令和 3 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 青木充

21.06.11
21.06.25
21.07.09
21.08.13
21.08.27
21.09.10
21.09.24
21.10.08
21.10.22
21.11.12
21.11.26
21.12.10
21.12.24
22.01.14
22.01.28
22.02.25
22.03.11
22.03.25

神奈川県立川崎図書館
令和 3 年度知的財産相談事業 神奈川県立川崎図書館

高木康志
金子正彦
砂場哲郎
高木康志
青木充
西山恵三
青木充
砂場哲郎
坂田ゆかり
久保雅裕
岩崎孝治
坂田ゆかり
和泉順一
藤巻正憲
金子正彦
三宅康雅
和泉順一
大野玲恵
伊藤哲也

山梨

21.06.08
21.07.13
21.08.10
21.09.14
21.10.12
21.11.09
21.12.14
22.01.11
22.02.08
22.03.08

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
堀内正優
望月義時
田中正男
土橋博司

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

2.　支援活動一覧表（６月から）／相談

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）　　　　　
※緊急事態宣言期間中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）　
※電話相談とウェブ相談のみ開催
※緊急事態宣言期間中は休室

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）　
※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
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2.　支援活動一覧表（６月から）／相談／講演

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 ) ( 一社 ) 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）
※当面休止

九州会事務所 九州会所属弁理士

 講　演

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

21.06.01
21.06.08
21.06.15
21.06.22
21.06.29
21.07.06
21.07.13
21.07.20
21.07.27
21.08.03

日本弁理士会東海会協力講座
「デザイン情報関連法規－知的財産権制
度のしくみと活用－」

名古屋市立大学北千種キャンパス 未定

愛知

21.06.14
21.07.12
21.09.13
21.09.27
21.12.13
21.12.20
22.01.17
22.02.07
22.02.28

東海会協力「発明クラブ」 名古屋市立高蔵小学校 未定

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
21.06.13
21.07.11
21.08.08
21.09.12

知的財産特別授業 江戸川区子ども未来館

伊藤夏香
原田潤子
遠田利明
高原千鶴子
山下滋之

神奈川 21.06.19 図書館で学ぶ知的財産講座 2021 神奈川県立川崎図書館 高原千鶴子
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2.　支援活動一覧表（６月から）／相談

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 21.06.04 知的財産特別授業 大阪市立高殿南小学校 古田昌稔

大阪 21.07.03
弁理士の日記念事業知財ふれあいフェス
ティバル ( 講演会 )

「世界が驚く日本の文房具」
オンライン開催

高畑正幸氏（文
具ライター）
岸井祥司氏（和
気文具代表取締
役社長）
菊池英龍（株式
会社トンボ鉛筆
知財部長・弁理
士）

大阪 21.08.31 知的財産特別授業 藤井寺市立藤井寺西小学校 渥美元幸
福島芳隆

兵庫 21.07.07 知的財産特別授業 神戸市立神陵台中学校 柳瀬智之
齊藤整

奈良 21.06.12 知的財産権講座
「特許・実用新案  入門」 奈良県立図書情報館 中西康文

奈良 21.06.28 知的財産特別授業 奈良県立王寺工業高等学校 千原清誠
三方英美

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 21.06.15 知的財産特別授業「知的財産権入門」 名古屋モード学園 前田大輔

愛知
21.08.21
21.09.04
21.09.18

休日パテントセミナー in 豊橋 豊橋商工会議所 未定

愛知

21.09.30
21.10.07
21.10.14
21.10.21
21.10.28
21.11.04
21.11.11
21.11.18
21.11.25
21.12.02
21.12.09
21.12.16
21.12.23
22.01.13
22.01.20
22.01.27

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－」

名古屋市立大学山の畑キャンパス

瀧川彰人
塩谷尚人
榊原靖
杉田一直
中山英明

愛知 21.11.11 知的財産特別授業「著作権の扱い方」 愛知県立杏和高等学校 山本喜一
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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
21.04.26 ～
21.08.30

令和３年度「板橋製品技術大賞知的財産
審査」 ー

川崎仁
松本慎一郎
澁川喜和夫

21.07.29、30 令和３年度「板橋製品技術大賞知的財産
審査・審査会」 ー 清水聡子

 その他

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

21.07.14
令和 3 年度
福岡県知的財産実務者育成セミナー
第 1 回

福岡県中小企業振興センター 羽立幸司

21.07.28
令和 3 年度
福岡県知的財産実務者育成セミナー
第 2 回

福岡県中小企業振興センター 山下滋之

21.08.11
令和 3 年度
福岡県知的財産実務者育成セミナー
第 3 回

福岡県中小企業振興センター 山下滋之

21.08.25
令和 3 年度
福岡県知的財産実務者育成セミナー
第 4 回

福岡県中小企業振興センター 山野有希子

21.09.08
令和 3 年度
福岡県知的財産実務者育成セミナー
第 5 回

福岡県中小企業振興センター 布施哲也

21.10.06
令和 3 年度
福岡県知的財産実務者育成セミナー　
第 7 回

福岡県中小企業振興センター 山野有希子

21.10.20
令和 3 年度
福岡県知的財産実務者育成セミナー　
第 8 回

福岡県中小企業振興センター 遠藤聡子

2.　支援活動一覧表（６月から）／講演／その他

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 21.07.03 弁理士の日記念事業知財ふれあいフェス
ティバル ( イベント）「発明工作教室」 オンライン開催

吉岡亜紀子
知財普及・支援
委員会委員

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）

神奈川

21.07.29
21.09.16
21.11.25
22.01.27
22.03.03

令和 3 年度企業関係者と弁理士の
　　　　　　　　　　　　　知財研究会 神奈川県立川崎図書館 保科敏夫

鈴木一徳
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支援活動一覧表（５月分）3
 相　談
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 21.05.12
21.05.26 常設知的財産相談室 北陸会事務所 宮田誠心

村田健誠

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 21.04.01 ～
22.03.31 令和 3 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）
飯塚道夫
石塚勝久

千葉

21.05.06
21.05.20 2021 年度 ( 一社 ) 千葉県発明協会相談室 船橋商工会議所 田久保泰夫

浅井淳
21.05.11 2021 年度 ( 一社 ) 千葉県発明協会相談室 木更津商工会議所 矢上礼宣

21.05.12 2021 年度 ( 一社 ) 千葉県発明協会相談室 市川商工会議所 角田朗
21.05.12
21.05.19 2021 年度 ( 一社 ) 千葉県発明協会相談室 佐倉商工会議所 相田悟

堀宏光
21.05.18 2021 年度 ( 一社 ) 千葉県発明協会相談室 習志野商工会議所 高橋洋平

21.05.25 2021 年度弁理士による特許無料相談会 東葛テクノプラザ 高橋洋平

東京

21.05.13 2021 年度上期知財無料相談会（町田） 町田新産業創造センター 上田精一

21.05.13 2021 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 本谷孝夫

21.05.18 2021 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） 相原礼路

21.05.28 2021 年度上期
BusiNest 無料知的財産相談会 BusiNest 本谷孝夫

神奈川
21.05.13 令和 3 年度知財窓口 (IDEC） ( 公財 ) 横浜企業経営支援財団相談

窓口 青木充
21.05.14
21.05.28

神奈川県立川崎図書館
令和 3 年度知的財産相談事業 神奈川県立川崎図書館　 栗田由貴子

高木康志
山梨 21.05.11 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

2.　支援活動一覧表（５月分）／相談

※緊急事態宣言の発令等により中止または延期になっている場合がございます。
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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）

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）
※緊急事態宣言期間中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）　
※電話相談とウェブ相談のみ開催
※緊急事態宣言期間中は休室

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）　
※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 ) （一社）高知県発明協会 四国会所属弁理士

2.　支援活動一覧表（５月から）／相談

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）
※当面休室

九州会事務所 九州会所属弁理士

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 東海海所属弁理士
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 講　演

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
21.05.11
21.05.18
21.05.25

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－」

名古屋市立大学北千種キャンパス 杉田一直
中山英明

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 21.04.26 ～ 08.30 令和 3 年度「板橋製品技術大賞知的財産
審査」 ー

川崎仁
松本慎一郎
澁川喜和夫

神奈川 21.05.27 令和 3 年度企業関係者と弁理士の知財研
究会 神奈川県立川崎図書館 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
21.05.15 知的財産特別授業 大阪市立鶴見橋中学校 光明寺大道

三方英美
21.05.28 知的財産特別授業 大阪市立川辺小学校 佐々木達也

森俊也
兵庫 21.05.31 知的財産特別授業 姫路市立広嶺中学校 水田慎一

奈良 21.05.19 知的財産特別授業 学校法人帝塚山学園 帝塚山小学校 光明寺大道
寺薗佳江

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）

高知 2021.05.14 知財セミナー ( 特許・実用新案 ) 高知ぢばさんセンター 四国会所属弁理士

 その他

2.　支援活動一覧表（５月から）／講演／その他

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 21.05.09 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
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知財ふれあい
フェスティバル

令和3年度 「弁理士の日」記念事業

日本弁理士会関西会

TEL.06-6453-8200  http://www.kjpaa.jp/日本弁理士会関西会お問い合せ先

主催
後援／近畿経済産業局、独立行政法人工業所有権情報・研修館 近畿統括本部、大阪市教育委員会、一般社団法人日本知的財産協会

講演会の部

参加費
無料

7月1日は『弁理士の日』

オンライン
セミナー

高畑 正幸 氏
文具ライター（文具王）講演者

講演者

講演者

岸井 祥司 氏

和気文具
代表取締役社長

菊池 英龍 氏

株式会社トンボ鉛筆
知財部長  弁理士

世界が驚く日本の

第1講演

第2講演
第3講演

令和3年7月3日（土）
1000名

14:00～16:10
日　時

定　員 （事前申込制・参加費無料）

「文具王的、ちょっとマニアックな
文房具発明競争の見方・楽しみ方」

「アナログな文具を知るのは
インターネットの世界で」

「トンボ鉛筆の文具と
知的財産権」

明治32（1899）年、弁理士法の前身である
「特許代理業者登録規則」が施行されました。
その施行日を記念し、7月1日を「弁理士の
日」に制定しました。
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講演

講演

講演

日本は世界的に見ても珍しい文房具アイデア大国です。特に平成以降のデジタル化する世界に
おいて、激しい競争を繰り広げながら文房具に新しいアイデアやテクノロジーを投入し続けてい
る日本の文具メーカーの知恵の連鎖は、もはや文化であり、世界に誇れるクールジャパンのひと
つと言えます。本講演では、文具の開発者でもあり、解説者でもある文具王が、文具メーカー各社
の製品のアイデアの面白さや開発合戦を、ちょっと突っ込んだマニアックな視点から解説します。

申込について
対 　 象：どなたでもご参加可能です。
申込方法：日本弁理士会関西会ホームページよりお申込みください。（定員1000名・先着順）
参 加 費：無料　

日本弁理士会関西会ホームページ日本弁理士会関西会ホームページ http://www.kjpaa.jp/

注意事項 ・本セミナーの録画、録音等は禁止します。
・本セミナーの参加には、受講者の責任において、参加に必要なコンピュータ、利用環境、通信機器、通信回線その他設備を保持し、設定お
　よび管理するものとします。
・本セミナーは、ウェブセミナーシステムを利用してインターネットで配信するため、ご利用されるデバイス、インターネットの通信状況等
　により、参加できない場合があります。その場合、主催者は責任を負いません。
・本セミナーの動画や音声等すべての知的財産権は講演者とその所属先及び当会に帰属します。
・私的利用など一定の範囲以外の目的で著作権者の許諾を得ずに複製、公衆送信等を行うことは著作権法などの法律により著作権侵害や
　著作隣接権侵害などの違法行為となります。
・本セミナーで利用するウェブサービスの規約に違反する行為は禁止いたします。
・講演者が体調不良となった場合には、その講演者の講演を中止させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

●お申込みの際にご登録いただいた個人情報は、本イベント実施、業務運営管理及び統計資料管理のためにのみ利用させて頂きます。

日本弁理士会関西会
ホームページ

創業1926年、大阪で95年間文具店を営んできた「和気文具」は、2001年にいちはやく文房具
のネット通販に乗り出したパイオニア的な存在です。アナログツールの「文具」は、本来手に取っ
て選びたいもの。顧客も「手書き」「手作り」を好む層が多いなか、なぜネット通販で文具を買うの
か。そのニーズにこたえるための、販売店としての取組と工夫や、特に、18万人のフォロワーに支
持されるSNSに焦点を当てて、文具の魅力についてお話します。

岸井 祥司 氏 和気文具  代表取締役社長

菊池 英龍 氏

株式会社トンボ鉛筆は、「書く・消す・貼る」文具を主力とした総合文具メーカーです。文具はコモ
ディティ製品と言われながらも市場には日々新しい製品が登場しており、一方で、長年支持され
続ける超ロングセラー製品も存在します。そうした中で開発型メーカーとして製品開発やブラン
ド構築を行う当社にとって、知的財産権は重要です。本講演では、登録第１号として注目された
MONOの色彩商標をはじめ、トンボ鉛筆の文具に関わる知的財産権について紹介します。

株式会社トンボ鉛筆  知財部長  弁理士

高畑 正幸 氏 文具ライター（文具王）

講演者及び講演内容

・「MONO（モノ）」は、株式会社トンボ鉛筆の商標または登録商標です。
・「株式会社トンボ鉛筆」及び「トンボ」は、株式会社トンボ鉛筆の商標または登録商標です。

15:30～16:10

14:45～15:25

14:05～14:45

日　時

定　員

講演者

講演者

講演者

オンライン
セミナー

令和3年7月3日（土）

1000名
14:00～16:10

（事前申込制・参加費無料）

「文具王的、ちょっとマニアックな文房具発明競争の見方・楽しみ方」

「アナログな文具を知るのはインターネットの世界で」

「トンボ鉛筆の文具と知的財産権」
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令和3
年度「

弁理士
の日」

記念事
業

主 催：日本弁理士会関西会
後 援：近畿経済産業局、独立行政法人工業所有権情報・研修館 近畿統括本部
　　　 大阪市教育委員会、一般社団法人日本知的財産協会

http://www.kjpaa.jp/
詳しくはHPをご覧ください

お問い合せ先　日本弁理士会 関西会
〒530-0001大阪市北区梅田3-3-20 明治安田生命大阪梅田ビル25階 
TEL.06－6453－8200　URL:http://www.kjpaa.jp/

　　ふ
れあい

知財
フェス

ティバル知財

知的財産、弁理士に関するクイズを出題します。
クイズに解答し応募してくれた人の中から抽
選で景品をプレゼントします。
※関西会HPで開催（6月17日（木）オープン予定）

HPで

クイズ
コーナ

ー

Zoomで
発明工作教室身近に

楽しむ知
的財産

　　今
年のテ

ーマは！

はっぴょん©
日本弁理士会

公式マスコットキャラクター

7月1日は
『弁理士の日』
明治32年（1899）、弁理士法
の前身である「特許代理業者
登録規則」が施行されました。
その施行日を記念し、7月1日を
「弁理士の日」に制定しました。

今回
は！

Zoomで開催

参加費無料

抽選で各回20名

令和3年

7月3日
土

ご希望の発明工作開催時間を6/9
（水）正午までに下記のQRコードま
たはURLにてお申込みください。
6月中旬ごろに厳正なる抽選のう
え、当選者・落選者へメールを送らせ
ていただきます。

はっぴょんも登場！

※「Zoom」は、Zoom Video Communications, Inc.の商標または登録商標です。

申込締切：6月9日（水）正午

（抽選で各回2
0名）

発明工作教室

申込方法
（抽選で各回2

0名）

発明工作教室
開催時間

①10:00～10:50
②11:00～11:50
③13:00～13:50
④14:00～14:50
⑤15:00～15:50

おどる！はねる！磁石であそぼう！
Zoomの画面を見ながら、離れたところにいるお友達と一緒に

工作を

楽しみましょう。磁石は何にくっつくでしょう？磁石の実験を
見て、くるくる回る

工作をしましょう。磁石はくっつくだけじゃありません。もうひ
とつ実験を見てパ

タパタする工作をしましょう。

各回（全5回）抽選（定員20名/回）で開催。

参加者の皆さんには必要な工作材料（無料）を事前にお送りします
。

※小学校高学年向けですが、どなたでも参加可能です。
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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。

36 2021 年 3 月号（No.216）

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：https：//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


