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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）
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発明工作教室身近に
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　　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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特 集
関東会　令和３年度「弁理士の日」記念事業

「弁理士の日記念イベント２０２１オンライン」

2021 弁理士の日記念イベント実行 WG　WG 長　折居章

１．日時：令和３年７月４日（日）　10：00 ～ 17：00
　　　　　※発明アイデアコンテストは、9 月 12 日 ( 日 ) まで募集し 10 月に結果発表、
　　　　　　入賞作品表彰、記念品送付をする予定です。
２．配信会場：株式会社文化放送 12F 及び 9F 放送スタジオ 
３．イベント内容：
　WEB サイトに出現する 4 つの施設で構成された架空の街「発明タウン」で展開しました。
　（1）発明ほうそうきょく
　　・「Society5.0 香格里拉（シャングリラ）」ラジオ放送及び動画ライブ配信
　　・「日本弁理士会チャンネル　パート①②」動画配信
　　・「特許ってどう使われてる？おもちゃの会社に聞いてみた！」動画配信
　（2）発明ファクトリー
　　・ワクワクさんのオンライン工作教室＆弁理士のおへや
　（3）発明ミュージアム
　　・はっぴょんこども発明相談
　　・はっぴょん発明情報館
　（4）発明コンテスト
　　・発明アイデアコンテスト　応募期間： 6 月 14 日 ( 月 ) ～ 9 月 12 日 ( 日 )　募集中！
 

＜公式サイトの発明タウン＞

４．後援：
　特許庁、関東経済産業局、( 独 ) 中小企業基盤整備機構関東本部、ビジネススタートアップセンター

（BusiNest）、( 公社 ) 発明協会、（一社）発明推進協会、東京都、( 公財 ) 東京都中小企業振興公社、
町田市、港区教育委員会、渋谷区教育委員会、( 公財 ) 板橋区産業振興公社、( 公財 ) 台東区産業振
興事業団、東京商工会議所、（株）日本政策金融公庫、多摩信用金庫、( 株 ) 文化放送（順不同）

特集／令和３年度「弁理士の日」記念事業「弁理士の日記念イベント２０２１オンライン」（関東会）
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５．はじめに：
　今回の弁理士の日記念イベントは、新型コロナウイルスに翻弄され、その開催形式がオンラ
インと決まったのは今年の 1 月 18 日に開催した 2021 弁理士の日記念イベント実行 WG （以下、
WG）であり、それから内容の詰めが始まるという状況でした。
　開催テーマは、「子供たちの未来を育てる知財」としました。私達は、今、新型コロナウイルス
や地球環境等大きな難題を抱えています。しかし、そんな時だからこそ、子供たちに夢のある未
来を繋いでいく知財があること、その知財を育て守るために弁理士がいることを、知ってもらい
たいとの気持ちを込めました。
　今回は、当初予想もしなかったオンライン開催でしたが、結果として委託業者が文化放送（ラ
ジオ放送局）という特徴を最大限に生かすことができたと思います。

６．イベント内容詳細：
６－１．発明ほうそうきょく
　7 月 4 日のオンラインイベントとして最大のイベントが、文化放送のスタジオから配信された発
明ほうそうきょくです。

（1） 10：00 ～ 11：00　「Society5.0 香格里拉 ( シャングリラ )」
　パーソナリティ柴田阿弥さん（SKE48 の元メンバーで、現在はフリーアナウンサーとして活動
中。）がゲストのヒャダインさん（ゲームの BGM をアレンジしたネット動画が話題に、楽曲提供
や各メディアで活躍中のクリエイター。）と小磯貴子弁理士（発明を応援する専門家として出演 )
と一緒に、途中曲紹介等を含めながら、弁理士の仕事や著作権等、そしてアイデア、発想力の話
をして頂きました。

 

＜スタジオでのヒャダインさん ( 左 )、　　　　　　　　弁理士の日記念イベント 2021 オンライン
小磯貴子弁理士 ( 中央 )、柴田阿弥さん ( 右 ) ＞　　　　　　　　　　　　　＜動画配信の一画面＞

 
　1 時間でしたが、弁理士の日記念イベント 2021 の始まりとして広くアピールでき、とても良かっ
たと思います。　

（2） 11：15 ～ 12：20　日本弁理士会チャンネル　パート①
　「PAT( パッと ) やってみた！」及び「それいけ！ちざいくん」の動画を配信し、文化放送アナ
ウンサーが黒瀬泰之弁理士に質問する形で、解説を行いました。これによりそれぞれの内容理解
がより進んだと思います。

特集／令和３年度「弁理士の日」記念事業「弁理士の日記念イベント２０２１オンライン」（関東会）
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（3） 13：30 ～ 14：00 日本弁理士会チャンネル　パート②
　パート①と同様、文化放送アナウンサーと黒瀬泰之弁理士による解説と、「発明王ニバン・センジ」
の全 5 本の動画、「弁理士制度 120 周年記念動画」を配信しました。

 ＜動画配信の解説：左が文化放送アナウンサー、右が黒瀬弁理士＞

（4） 15：50 ～ 16：20　「特許ってどう使われてる？おもちゃの会社に聞いてみた！～ピープル・
いたずら 1 歳やりたい放題シリーズ～」の動画配信
　本動画は、企業の知財に関する取組を紹介する目的で、企画、収録、編集を経て配信しました。
文化放送アナウンサーと黒瀬泰之弁理士による解説も行われ、分かり易く、弁理士の知名度アッ
プになったと思います。
　（発明ほうそうきょくの視聴数 2,102（ラジオによる音声リスナーは含んでいません。）

６－２．発明ファクトリー
　発明ファクトリーは、ワクワクさんによる工作教室 ( 完全予約制 ) と弁理士による知財の話等か
ら構成されていて、オンラインでワクワクさんと子供たちを繋ぎました。
　午前の 11：00 ～ 12：15（小学生低学年の部）と午後の 14：00 ～ 15：15（小学生高学年の部）
で行われ、使い終わった紙パックとストローと色紙等どこにでもあるものを使ってロケット発射
ができ、しかもそれを使った色々な遊び方まで教えてしまう、ワクワクさんの工作を一緒に楽し
むという姿勢にとても勉強になりました。弁理士の話もそんな楽しい雰囲気に合わせてうまくマッ
チし、子供たちに自然に弁理士を知ってもらうことができたと思います。
 

＜上左：伊藤夏香弁理士、上右：高原千鶴子弁理士、下：ワクワクさん、＞
（低学年の部定員 30 名で 28 名参加、高学年の部同じく 30 名で 27 名参加）

６－３．発明ミュージアム
　発明ミュージアムは、はっぴょんこども発明相談と公式サイト上のはっぴょん情報館からなります。

特集／令和３年度「弁理士の日」記念事業「弁理士の日記念イベント２０２１オンライン」（関東会）
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（1）はっぴょんこども発明相談は、当日の 10：00 ～ 16：40 まで各 40 分程度子供たちからの知財
に関する相談に応じるものです ( 予約制、但し当日も相談を受けられるようにしました。)。
　当日は、相談員の弁理士がオンラインで相談を受けました。いつもの知財相談と勝手が違い、
相談員も苦労されたようですが、子供たちの知財に対する興味を育てられたと思います。

　　（相談件数、午前 2 件、午後 1 件）
（2）はっぴょん情報館は、公式サイト上で特許庁や日本弁理士会の情報とリンクさせるとともに、

事前に色々な情報を調べて、Q ＆ A 形式で子供たちにも分かり易く知財や弁理士について説
明したオンライン上の情報館を開設しました。素晴らしい情報館ができたと思います。

 

＜公式サイト上のはっぴょん発明情報館＞

６－４．発明コンテスト
　発明コンテストは、私たちの生活を豊かにする「未来のあったらいいな」と思うアイデアをイ
ラストにして応募していただく企画です。6 月 14 日から 9 月 12 日まで募集していますので、当日
も告知紹介をしました。
 

＜公式サイト上の募集告知＞

７．最後に：
　今回の東京での弁理士の日記念イベントは、多くの方々の献身的なご支援ご協力により 7 月 4
日の当日を迎えることができました。事務局には、本当に頭が下がる思いです。又、新型コロナ
ウイルス感染症予防下の為、当日も配信会場の文化放送には、WG の内、ごく限られた運営委員
及び相談員、出演者、事務局、関東会会長のみの集合 ( 勿論、業者スタッフさんも ) となりました。
　本来であれば、千葉や神奈川のイベントのように皆で会場の参加者と一緒に盛り上げたかった
のですが、これも皆様の健康第一ですので、事故もなく無事に終了できたことが一番と思います。
まだ 10 月までは、発明アイデアコンテストが継続しますが、WG の方々、担当役員の方々、そし
て地元東京委員会の委員の方々に改めて感謝申し上げます、ありがとうございます。

特集／令和３年度「弁理士の日」記念事業「弁理士の日記念イベント２０２１オンライン」（関東会）
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特集／「弁理士の日」記念事業「知財ふれあいフェスティバル」（関西会）

特 集
関西会　令和３年度「弁理士の日」記念事業

「知財ふれあいフェスティバル」

関西会　会長　田中達也

１．概要
　令和３年７月３日 (土)に、７月１日の「弁理士の日」を記念して、オンラインイベント「知財

ふれあいフェスティバル」を開催しました。「講演会の部」（14：00 ～ 16：10）では、「世界が驚

く日本の文房具」と題して、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）、

菊池英龍氏（（株）トンボ鉛筆　知財部長　弁理士）にご講演いただきました。「イベントの部」（10：

00 ～ 15：50）では、「おどる！はねる！磁石であそぼう！（はっぴょんも登場）」と題して、吉岡

亜紀子会員および千原清誠会員を講師としてオンライン発明工作教室を行いました。また、「クイ

ズコーナー」としてホームページに特設ページを６月１７日 (木)～７月３１日 (土)の期間にわたっ

て掲載し、知的財産、弁理士などに関するクイズを出題しました。参加者数については、以下の

とおりです。

＜講演会の部＞　３８２名

＜イベントの部＞　発明工作教室：４６組（７８名）

＜クイズコーナー＞　景品応募者：１３５名　

２．講演会の部
　日本の文房具は、使い易い、発想が斬新、インク物は最後まで擦れることなく使える等、デザイン・

機能・品質において優れており、土産物としても高い評価を得ています。著名なブランド名を冠

した製品や誰もが一度は手にしたことのあるロングセラー品が存在する一方、毎年のように発表

される新製品、広く普及する前に販売を終える製品、一部のユーザーにのみ熱狂的に支持される

製品も存在します。また、次々と発表される新製品の裏には関係者の並々ならぬ努力や苦労が存

在するものと思われます。

　そこで、今回は文房具の歴史、文房具の開発や販売に関する秘話、様々な文房具、知的財産権

による文房具の保護等に焦点を当て、日本の文房具及び文房具ビジネスの展望について考えるた

めの講演会を企画しました。

　最初に日本弁理士会関西会会長の田中達也より開会の挨拶をさせていただき、続いて第１講演

及び第２講演を行い、休憩を挟んで第３講演を行いました。

　第１講演では、「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」と題しま

して、文具王こと文具ライターの高畑正幸氏に講演していただきました。本講演では、消しゴム

のカドを巡る開発競争及び連発式ホッチキスの起源について講演していただきました。消しゴム
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のカドを巡る開発競争のパートでは、文具メーカーでの高畑氏ご自身の開発の経験を踏まえて、

各メーカーの消しゴムの開発競争についてお話しいただきました。連発式ホッチキスの起源のパー

トでは、日本や米国の特許データベースを駆使してホッチキスの起源を探る試みについてお話し

いただきました。

　第２講演では、「アナログな文具を知るのはインターネットの世界で」と題しまして、和気文具 

代表取締役社長の岸井祥司氏に講演していただきました。本講演では、文房具のインターネット

通販のパイオニア的な存在である和気文具での取り組みと工夫、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いただきました。

　第３講演では、「トンボ鉛筆の文具と知的財産権」と題しまして、（株）トンボ鉛筆 知財部長で

弁理士の菊池英龍氏に講演していただきました。本講演では、登録第１号として注目されたＭＯ

ＮＯ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お話しいただきました。

　本年度の講演会は、一般の方にも親しみがありながら特許や商標といった知的財産とも深く関

連している文房具というテーマを採用しましたので、知的財産の関係者のみならず、幅広い層の

方々に講演に参加いただけたものと思います。また、ＷＥＢでの開催ということで参加のハード

ルが低くなったこともあり、例年以上の聴講者に講演を聞いていただきました。本講演会の内容は、

聴講者の皆様に対して大変有意義なものになったと考えます。

　　　　  田中会長の挨拶　　　  　　　　　　　  高畑氏の講演　　　　　　　  　　 　岸井氏の講演

 

　　　　　　 　菊池氏の講演　　　　　　　　　　　　　　　　 セミナーの様子

３．イベントの部
　新型コロナウイルス感染症の流行を受け、昨年度は例年対面で行ってきたイベントについては

中止せざるを得ませんでした。今年度の「弁理士の日」記念事業イベントの部は、イベントの確

特集／「弁理士の日」記念事業「知財ふれあいフェスティバル」（関西会）
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実な実施を重視し、オンラインによる開催といたしました。オンラインによるイベントの実施は、

関西会にとって初めての試みでありました。全ての計画が手探りでありましたが、子ども向けの

オンライン発明工作教室をメインイベントとして計画いたしました。事前応募制とした発明工作

教室には 779 名の応募があり、従来の対面イベントの参加者数に迫る勢いが感じられました。そ

の他、特設ホームページ上にクイズコーナーを設け、発明工作教室の抽選に外れた子ども達や申

し込みできなかった子ども達にも楽しんでもらえるよう工夫をいたしました。

○発明工作教室：

　「おどる！はねる！磁石であそぼう！（はっぴょんも登場）」と題して、オンライン発明工作教

室を計５回（定員 20 名 / 回）開催いたしました。今回は、大阪市立科学館でサイエンスショーを

担当している吉岡会員が独自に開発されたコンテンツを活用いたしました。講師は、吉岡会員と

千原会員が担当いたしました。工作に使用する材料を、参加者へ事前に送付しておきましたので、

全員同じ材料を使用して工作に取り組むことができ、ＷＥＢ画面越しでありながら、工作の指導

を大変スムーズに行うことができました。工作教室には、日本弁理士会マスコットのはっぴょん

も登場し、画面に華を添えました。また、工作材料を用意していただければ、抽選で外れた方々

にも同じ工作教室を楽しんでいただくことができるように、当日の発明工作教室の様子を撮影し

た動画を、後日 YouTube に掲載しました。

○クイズコーナー：

　特設ホームページにて、知的財産、弁理士に関するクイズを出題しました。クイズに全問正解

し応募してくれた人の中から抽選で 50 名に景品（日本弁理士会オリジナル文房具セット）をプレ

ゼントしました。特設ホームページ上にクイズコーナーを設けることも、関西会にとって初めて

の試みでしたので、クイズの仕様決定等について予想以上の労力を要しましたが、最終的に 135

名の応募がありました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　発明工作教室の様子（１）　　　　　  発明工作教室の様子（２）　　　　　  発明工作教室の様子（３）

　  
　　　　　　　　　　発明工作教室の様子（４）　　　　　 　　　  はっぴょん

特集／「弁理士の日」記念事業「知財ふれあいフェスティバル」（関西会）
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8 月までの支援活動1
東 北 会東 北 会

　「知財セミナー」八幡平農業改良普及センター

１．日　時：令和３年６月２５日（金）　１３：３０～１７：００
２．場　所：八幡平農業改良普及センター　第１研修室
３．テーマ：産地ブランド確立による山菜産地の活性化と知的財産の活用について
　　　　　　～知的財産の基礎～
４．講　師：東北会　野崎俊剛会員
５．出席者：１５名
６．内　容：
　本セミナーは、八幡平農業改良普及センターにおける知財セミナーの一環として、知的財産
の基礎と「産地ブランド確立による山菜産地の活性化と知的財産の活用について」をテーマに
開催されました。
　セミナーの開催にあたり、東北会が共催していること、日本弁理士会及び弁理士について紹
介しました。
　セミナーの内容は、知的財産の基礎を受講する方が対象ということで、知的財産に興味を持っ
てもらえるように、知的財産に関する世界の事例、日本の事例、岩手県の事例を紹介しました。
　次に、知的資産、知的財産、知的財産権の基礎や知的財産権のメリットを説明し、商標権の
重要性と、育成者権、地理的表示、商標を使ってブラントを高めていくこと等を説明しました。
　次に、育成者権、地理的表示、商標を組み合わせて使い、ブラント価値を高めた他県の事例
を紹介し、育成者権、地理的表示、商標の３つのメリット、デメリットについて説明しました。
　セミナー後は個別相談会を設け、育成者権を取得している「にんにく」についての相談を受
けました。
　全体を通しては、知的財産の相談もあったことから、参加者が育成者権、地理的表示、商標
の違いを理解され、活用しようという意思が感じられ、有意義なセミナーになったと思います。

  

セミナーの様子

東北会　野崎俊剛

８月までの支援活動 / 東北会
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　「ものづくり知財塾」福島県立郡山商業高等学校

１．日　時：令和３年７月７日（水） １０：５０～１１：４０、１１：５０～１２：４０

　　　　　　　　　   ７月９日（金）　 ９：５０～１０：４０

２．場　所：福島県立郡山商業高等学校

３．出席者：３年生３クラス生徒６０名、ほか関係者１０名　計７０名

４．講　師：東北会　鈴木俊二会員

５．内　容：

　身近な知的財産や、郡山市内に立地する中小企業が有する知財や技術について、生徒の理解

を深めるため具体的事例を交えて説明し、３年生の３クラスを対象として開催されました。

　まず身近な知的財産として、市販のチョコレート菓子を題材に、商標（商品名のロゴ）、特許（菓

子の製法）、著作権（パッケージイラスト）の概要を説明しました。

　その後、同校の卒業生による、郡山市発明・工夫展の受賞作品を題材に、発明・工夫のポイ

ントを説明しました。

　最後に、郡山市内に立地する中小企業（各回に２社ずつ参加。）が、自社の技術、知財取得・

活用の取り組みを紹介しました。

　参加した生徒からは、「特許」などの言葉は授業で聞いたことがあるのみだったので、具体

的にどのようなものかの説明を受けることができて勉強になったなどの感想をいただきまし

た。

　就職や大学進学をひかえた生徒たちに、知的財産の概要や、発明・工夫の大切さを知っても

らう良い機会になったと考えます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 授業の様子

東北会　鈴木俊二

８月までの支援活動 / 東北会
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関 東 会関 東 会

　「知的財産特別授業」栃木県立宇都宮工業高等学校

１．日　時：令和３年６月９日（水）　１３：３５～１４：２５

２．場　所：栃木県立宇都宮工業高等学校

３．対　象：１学年８クラス　３２０名

４．講　師：関東会栃木委員会　山田毅彦会員

５．内　容：

授業の概要

　毎年工業高校に入学して間もない１年生を対象として知的財産全般について座学形式で講義

を行っております。今年度は新型コロナの影響で生徒間の間隔を確保するために座学と ZOOM

を利用したオンライン講義を併用して行いました。

　従来からの学校側からの要請により、地元の事例を挙げることにより、生徒の興味を引くこ

とを狙いとする資料を用いて説明しました。具体的には、特許及び実用新案、意匠、商標、種

苗法について栃木県内の登録事例を紹介しつつ保護期間及び保護対象を説明し、知的財産権を

取得するための手続、知的財産権を取得する場合の利点・欠点、発明・デザインを完成させた

際の注意点、栃木県内における弁理士の相談体制、弁理士の役割について講義しました。

担当者のコメント

　事前にノベルティグッズ等の講義で扱わないものについては当日の配布作業の負担増加に繋

がることから、講義で扱う講義資料に絞って発送するよう昨年度担当した教員から要請を受け

ました。本年度は要請通り発送物を絞ったため学校側の要望通りとなりましたが、次年度以降

も事前に担当教員と意思疎通を図ることが重要と考えられます。

　講義終了後にコメントを求めたところ、次年度もお願いしたく、特に改善・要望事項は無い

とのことでした。

担当講師の感想

　宇都宮工業高校の生徒は講義を聴講する姿勢が比較的良く、教員側も生徒の姿勢を高く評価

している印象を受けます。また、同校は、文部科学省から「地域との協働による高等学校教育

改革推進事業」に指定されており、教員が高い教育目標を掲げていることから、弁理士が行う

講義内容についても高い品質が求められていると考えられます。次年度以降も継続されること

を希望します。

８月までの支援活動 / 関東会
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授業風景

関東会栃木委員会　山田毅彦

８月までの支援活動 / 関東会
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　「知的財産特別授業」東京都立八王子桑志高等学校

１．日　時：令和３年６月２５日（金）９：３０～１２：４０

２．会　場：東京都立八王子桑志高等学校

３．対　象：デザイン分野３年生２クラス６５名

４．講　師：関東会知財創造教育支援委員会　小屋迫利恵

　　　　　　　　　　　　関東会東京委員会　　　深澤潔

５．内　容：

授業の概要

　デザイン分野の生徒２クラスを、それぞれ２コマずつ、合計４コマで、知的財産全体の概要・

商標（担当：小屋迫会員）、意匠・著作権（担当：深澤会員）について講義を行いました。

　知的財産全体の概要については、まず弁理士について紹介の後、知的財産権の種類とそれぞ

れのポイントについてクイズを挟みながら動画を利用して紹介しました。商標については、制

度概要とともに漫画「鬼滅の刃」に関連した図柄の商標の登録例・登録されなかった例を対比

して、どのようなものが商標登録されるかなどについて紹介しました。

　意匠については、意匠権で保護される意匠とはどのようなものか、といったことなどを動画

を利用して紹介しました。著作権については、高校生が創作した詩を題材とした電子紙芝居に

て著作権や著作者人格権の侵害とはどういうものかを紹介した後、特に複製や引用について補

足説明しました。

生徒の感想（一部）

・今回の知的財産特別授業で、ひとつの商品でもいくつもの権利が絡んでくることを学びまし

た。弁理士という職業についても理解を深めることができました。意匠という言葉は聞いた

ことが無かったのですがデザイン分野としては知れて良かったと思いました。将来の仕事に

役立つ授業でした。

・デザインにはたくさんのルールがあることを改めて知ることができました。ただ楽しいから

やるのではなく、それが他者の権利を阻害していないか、また自分の権利が守られているか

確認することを忘れずに行っていきたいです。デザインのお仕事は特に意匠権や商標権など、

覚えることが沢山あるのでまだデザインを学んでいる時に弁理士の方々のお話を聞けてよ

かったです。

・複製権や公衆送信権等著作権に関する権利の再確認や、意匠権といった新たに知るような権

利で著作権を学ぶことが出来た。産業面での意匠の権利、技術面での発明考案の権利、ブラ

ンド面での商標の権利など、デザインされている以上存在して当たり前だと思っているもの

８月までの支援活動 / 関東会
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には全て名前があり意味もそれぞれ違うと知れた。もっと様々な権利深く理解してから将来、

権利問題で慌てることなく仕事に就きたいと思った。

担当講師の感想

　視聴覚設備が整った教室での授業でした。ノーチャイムにもかかわらず開始時間までに全員

がしっかり集合していました。参加した弁理士が 2 名のみだったので、電子紙芝居では学校の

先生にもセリフの一部をお願いしたところ快くお引き受けいただき、関西弁でお話いただきま

した。学校の先生にも参加いただけたことで知的財産により興味を持ってもらえるようになっ

たのではないかと思いました。

授業の様子

関東会東京委員会　深澤潔

８月までの支援活動 / 関東会
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　「知的財産特別授業」栃木県立足利工業高等学校

１．日　時：令和３年７月１５日 ( 木 )　１３：２５～１５：０５

２．場　所： 栃木県立足利工業高等学校

３．対　象：産業デザイン課２年生 1 クラス３８名

４．講　師：関東会栃木委員会　須長英男、山田由美子

５．内　容：

授業の概要

　栃木県立足利工業高等学校は 120 年以上の歴史があり、意匠登録第 1 号である雲井織の実物

を所蔵する伝統校です。

　授業は、90 分の授業内容を前半と後半の 2 回に分けて検索端末のある実習教室で行いました。

前半は、PowerPoint を使い知的財産のあらまし、特許権・実用新案権・意匠権・商標権の説

明に加え著作権と肖像権の説明を行いました。休憩を挟んで後半は最初に PowerPoint を用い

て知財調査の意義と J-PlatPat の操作方法を説明して、残り時間で上述の雲井織の意匠検索や

足利銘仙・たかうじ君の商標検索を行いました。

　生徒達は、特に著作権法と J-PlatPat に高い関心を示していました。

先生のコメント

　講話と演習によって、生徒も教員も知財について関心が高まり、楽しく学ぶことができまし

た。授業後に生徒が「意匠や商標についていろいろな検索方法を、教えてもらえたのでわかり

やすかったです」と話しておりました。自ら調べることで、デザインと知財の関わりを理解で

きたと思われます。

担当講師の感想

　パンデミックという特殊な環境下の知財授業であるため戸惑いも多かったのですが、無事に

成し遂げることができ安堵しています。生徒のみならず学校関係者・栃木県発明協会様にも喜

んで頂き励みになりました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　授業風景

　　　　　　　　　　　関東会栃木委員会　須長英男　

８月までの支援活動 / 関東会
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東 海 会東 海 会

　「知的財産特別授業」長野県松本深志高等学校

１．日　時：令和３年７月１１日（日）１３：４０～１４：４０

２．場　所：長野県松本深志高等学校

３．対　象：第１～３学年４０名

４．講　師：東海会教育機関支援キャラバン隊　丸山明夫

５．内　容：

　愛知県にコロナの「まん延防止等重点措置」が出ていたため、リモート（ZOOM）での開催

となりました。

　１．弁理士の仕事

　２．知的財産権

　３．高校生と特許／意匠

　４．パテントコンテスト

の題目で、講演を行いました。

　蜻蛉祭（学校祭）中の行事の一環という位置づけで、生徒が合計で約４０名参加していました。

また、リモートで参加していた先生や父母もいたようです。

　［３．高校生と特許／意匠］では、私が関与した案件を数件挙げて説明したところ、高校生

が特許／意匠を取得したということで、かなり、興味を引いていたようです。また、特許査定

の趣旨が、

　「この発明は、すばらしい発明だから、特許を認める。」

ではなく、

　「この発明は、拒絶の理由を発見しないから、特許を認める。」

であることと、その趣旨を説明し、さらに、主要な拒絶の理由を説明したところ、かなり興味

を引いたようでした。

東海会教育機関支援キャラバン隊　丸山明夫

８月までの支援活動 / 東海会
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　「弁理士無料出張相談会」豊橋サイエンスコア

１．日　時：令和３年７月１５日（木）１４：００～１５：００

２．場　所：豊橋サイエンスコア 1F　Startup Garage

３．対象者：起業家

４．担　当：東海会東三河地区委員会

５．内　容：

相談件数 2 件

（１）試作した製品について、知的財産の保護をどうすればいいか？

・侵害防止調査・先行技術調査の実施と、特許出願の検討を説明

・意匠権・商標権の検討もあわせて説明

（２）商品化を検討しているが、特許が心配

・商品自体は昔からあるものであり、特許はほぼ心配ないことを説明

・ブランド名をつけていたので、商標権の獲得をお勧めした

　今回の相談は、いずれも商品化に対して知的財産をどのように検討すればよいか、という点

がメインでした。まずは、侵害防止調査を行って問題なく実施ができるか、また、先行技術調

査を行って特許権を獲得できるか、という点を検討すべきであることを説明しました。また、

特許出願を行い、特許権を獲得して、事業を安心して行えるようにすべきである点を説明しま

した。加えて、特許獲得までの流れや期間、費用等についても説明をしました。さらに、特許

権だけでなく、意匠権や商標権などについても検討すべきであることをあわせて説明いたしま

した。

　これらのことは、起業家であれば誰しもが知りたい情報であると考えられ、一方で、仮に知

らなければスルーしてしまう可能性もあります。起業家にむけて、知的財産権の重要性を周知

していくことも我々の大切な役割であると考えます。

東海会東三河地区委員会　委員長　岡田伸一郎

８月までの支援活動 / 東海会
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関 西 会関 西 会

8 月までの支援活動／関西会

　「知的財産特別授業」奈良県立王寺工業高等学校

１．日　時：令和３年６月２８日（月）１０：００～１１：５０
２．場　所：奈良県立王寺工業高等学校
３．対　象：１年生１クラス３８名
４．講　師：関西会　千原清誠、三方英美会員
５．内　容：
　奈良県立王寺工業高等学校は、ＪＲ王寺駅から徒歩で１０分足らずのところにあります。校
門を入ると、なかなかの勾配の坂道があり、少し息を切らしながら登ると、校舎が迎えてくれ
ました。校舎の玄関のそばには小型の飛行機が置かれてあり、玄関を入ると小さな自動車など
が展示されてあって、工業高校の雰囲気が感じられました。
　今回は、千原会員による、知的財産についての講義と J-PlatPat を使っての検索の授業を、
情報電子工学科の１年生に対して実施しました。
　始めに、学科長の先生が、「ものづくりを学ぶ皆さんが知的財産について知ることは重要で
す。」と説明され、授業開始となりました。
　王寺町の公式マスコットキャラクター「雪丸」を例にしての商標の話から始まり、身の回り
のものについている知財に関するマークを探したり、「カドケシ ( ※ )」を例にして、特許・意匠・
商標の話を聞いたり、鉛筆を題材にして特許の取り方を考えたりしながら、知的財産のことを
学んでもらいました。これまで殆ど耳にしたことのない、知的財産について、生徒達は多少戸
惑いながらも、千原会員の質問に答えてくれました。
　検索の授業では、特許の調査をメインに、商標や意匠の調査についても説明しました。一人
ずつパソコンを使い、出願人やキーワードを入力してもらい、簡単な特許の検索をやってもら
いました。
　最後に、発想力を試す問題を考えてもらったところ、想定される答えが全て挙がり、今後、益々
発想力を伸ばしてもらえる期待が持てました。高校生活が始まったばかりの 1 年生です。これ
から色々なことを学ぶ中で、知的財産のことも考えながら、大きく成長してもらえたらと思い
ます。

授業の風景

※「カドケシ」はコクヨ( 株 )の登録商標です。

関西会知財授業担当　三方英美
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支援活動一覧表（9 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
※ウェブ相談のみ開催 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）

千葉

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
21.03.16

2021 年度 ( 一社 ) 千葉県発明協会相談室 佐倉商工会議所

堀宏光
相田悟
加藤義博
上村陽一郎
高橋昌義
日向麻里
砂川恵一
田久保泰夫
高松武生
松本龍太郎
矢上礼宣
高橋洋平
神崎正浩
高田大輔
鈴木一永
八木田智

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

21.09.01
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 中村裕行
加藤義博

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
砂川恵一
田久保泰夫
高松武生
松本龍太郎

2.　支援活動一覧表（９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。

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 ー 常設知的財産相談室
※当面休室 北陸会事務所 北陸会所属弁理士
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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

21.09.07
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
高橋洋平
神崎正浩
矢上礼宣

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

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

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

東京

月～金
(10:00 ～ 12:00、
14:00 ～ 16:00)

常設知的財産相談室
※緊急事態宣言期間中は休室 弁理士会館 関東会所属弁理士

21.09.03 2021 年度豊島区専門家合同相談室 豊島区役所本庁舎 鈴木康介

21.09.09 2021 年度上期知財無料相談会 町田新産業創造センター
又はオンライン開催 相原礼路

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

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

21.09.21 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） 
又はオンライン開催

大牧稔

21.09.24 2021 年度上期
BusiNest 無料知的財産相談会

BusiNest 内会議室
又はオンライン開催 保坂俊

21.09.25 第 2 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

21.10.16 第 ７ 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

21.11.11 ～ 12 第 25 回いたばし産業見本市
製造と加工技術展 2021

上村記念加賀スポーツセンター 
＆オンライン開催 東京委員会委員

21.11.24 ～ 26 産業交流展 2021 東京ビッグサイト 
（リアル展示会＋オンライン展示会）東京委員会委員

神奈川

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

21.09.10 
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

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

山梨

21.09.14 
21.10.12 
21.11.09 
21.12.14 
22.01.11 
22.02.08 
22.03.08

令和 3 年度弁理士による特許無料相談会 富士吉田商工会議所
土橋博司 
堀内正優 
望月義時 
田中正男

2.　支援活動一覧表（９月から）／相談
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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
※電話相談とウェブ相談のみ開催 東海会事務所 東海会所属弁理士

2.　支援活動一覧表（９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） 
※緊急事態宣言及びまん延防止等重点措
置等の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 
※緊急事態宣言及びまん延防止等重点措
置等の期間中はウェブ相談のみ開催

日本弁理士会関西会事務所 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

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）
※ウェブ相談のみ開催

九州会事務所 九州会所属弁理士

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）

山梨 21.11.12 ～ 13 山梨テクノ ICT メッセ 2021 アイメッセ山梨 山梨委員会委員
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2.　支援活動一覧表（９月から）／講演

 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）

長野 21.11.26 知的財産特別授業 長野県上田千曲高等学校
高田珠美 
傳田正彦 
須澤修 
國井久美子

岐阜 21.09.10 週末パテントセミナー in 岐阜 じゅうろくプラザ 吉安裕史 
各務幸樹

静岡

21.10.01 
21.10.15 
21.10.29

週末パテントセミナー in 静岡 ペガサート
中野雅章 
中村知公 
坂野史子

21.10.08 
21.10.22 
21.11.05

週末パテントセミナー in 浜松 アクトシティ浜松研修交流センター
中野雅章 
中村知公 
坂野史子

21.10.20 
21.11.17

知的財産特別授業
「富士宮高校キャラクターの知財活用に
ついて」

静岡県立富士宮北高等学校 東山裕樹

21.11.05 著作権入門 富士宮市役所 丸山修

愛知

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 浅田信二 

西川隆記
21.09.10 金融機関職員向けセミナー 

「知的財産価値評価について」 オンライン開催 村山信義
21.09.13 
21.09.27 知的財産特別授業 名古屋市立高蔵小学校 教育機関支援機

構運営委員

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）

栃木 21.09.03 
21.09.17

令和 3(2021) 年度
知的財産実務担当者研修会 宇都宮大学陽東キャンパス 亀崎伸宏 

山田毅彦

千葉
21.10.05
又は 10.06 知的財産特別授業 千葉市立千葉高等学校 金子彩子 

野村悟郎
22.01.13 知的財産特別授業 東海大付属市原望洋高等学校 金子正彦 

相田悟

東京

21.09.05 知的財産特別工作授業 町田デザイン専門学校 太田努 
篠原淳司

21.09.12 知的財産特別工作授業 江戸川区子ども未来館 高原千鶴子 
山下滋之

21.09.18 知的財産セミナー 江戸川区子ども未来館 高原千鶴子
21.10.28 又は
11.04 又は 11.05 ( 公財 ) 世田谷区産業振興公社セミナー 世田谷産業プラザ 斎藤理絵

21.11.01 特許動向調査委員会特許セミナー 光産業技術振興協会
又はオンライン開催 阿部公威

22.01.18 中小企業ゼネラリスト養成講座 オンライン開催 竹本如洋
22.02.05 又は
02.26 知的財産特別工作授業 生涯学習センター 岩永勇二 

松本公一

神奈川

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

22.01.28 知的財産特別授業 横浜市もえぎ野中学校 美川公司

山梨 21.12.11 知的財産特別工作授業 アイメッセ山梨 3 岩永勇二 
三原秀子

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）

秋田 21.12.04 知的財産特別授業 秋田市少年少女発明クラブ 佐々健太郎 
阿部博孝

福島 21.11.28 知的財産特別授業 郡山市ふれあい科学館スペース
パーク

齋藤昭彦 
伴久仁彦
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2.　支援活動一覧表（９月から）／講演

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 21.12.02 知的財産特別授業 木津川市立南加茂台小学校 三方英美 
冨田光治

大阪

21.09.09 知的財産特別授業 大阪市立川辺小学校 佐々木達也 
古澤寛

21.09.30 知的財産特別授業 大阪市立鶴見橋中学校
水田慎一 
道坂伸一 
三方英美

21.11.08 知的財産特別授業 大阪府立豊中高等学校 能勢分校 渥美元幸 
立川伸子

21.12.07 知的財産特別授業 堺市立新金岡東小学校 飯田淳也 
淡路俊作

兵庫 21.09.17 知的財産特別授業 神戸市立鹿の子台小学校 小林義周 
岡恵

奈良
21.10.09 知的財産権講座 奈良県立図書情報館 老田政憲

21.12.11 知的財産権講座 奈良県立図書情報館 松山徳子

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）

21.09.16 
21.11.19 
22.01.20 
22.03.17

中小企業のための知財経営サロン 東海会事務所 知的財産支援委
員

21.09.25 
21.10.23 
21.11.20 
21.12.18 
22.01.05

休日パテントセミナー in 名古屋 名古屋商工会議所

牧野義幸 
榊原毅 
萩野義昇 
山中佐知子 
下上晃一郎 
野崎仁嗣 
朝倉美知 
並河伊佐夫 
角谷智広 
山田健司 
谷口緑理

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 
杉田一直 
教育機関支援機構
運営委員

21.10.18 中小企業のための知財経営サロン in 一宮 一宮商工会議所 知的財産支援委
員会

21.11.11 著作権の扱い方 愛知県立杏和高等学校 山本喜一

21.11.30 （公財）あいち産業振興機構設立 50 周年
記念連携セミナー ウィンク愛知 山田稔

21.12.13 
21.12.20 
22.01.17 
22.02.28 
22.02.07

日本弁理士会東海会協力「発明クラブ」 名古屋市立高蔵小学校 教育機関支援機
構運営委員
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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 大島商船高等専門学校 保坂幸男

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
21.10.06or10.07 
21.10.13or10.14 
21.10.20or10.21

令和 3 年度「かがわ知財経営塾」 香川産業頭脳化センター 山内康伸 
松島理

愛媛
21.10 知的財産特別授業 愛媛県立西条高等学校 未定

21.09or10 知的財産特別授業 愛媛県立東予高等学校 未定

愛媛

21.10.25 ～ 11.19
(5 日除く ) 
月曜 1 限、火曜 2 限、
金曜 1 限

知的財産特別授業 愛媛県立北条高等学校 未定

21.11.19or 
21.11.26or 
22.01.21

知的財産特別授業 愛媛県立八幡浜工業高等学校 未定

21.10.13or 
21.10.14or 
21.10.20

知的財産特別授業 愛媛県立宇和島東高等学校 未定

21.09.14or 
21.09.21 知的財産特別授業 愛媛県立宇和島水産高等学校 未定

高知
21.08、09 知的財産セミナー 

( 知財×デジタル ) オンライン開催 上羽秀敏

21.11 知財セミナー ( 著作権 ) 未定 未定

 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

21.09.08 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

21.12.18 少年少女発明クラブ知的財産授業 くるめ少年少女発明クラブ 隅田俊隆 
富永慎太朗

大分 未定 少年少女発明クラブ知的財産授業 豊後高田少年少女発明クラブ 下田正寛 
藤田早百

宮崎 未定 特許エンターテイメントセミナー 
「発明トレーニング」 宮崎県立宮崎海洋高等学校 園田康弘

鹿児島 21.09.25 少年少女発明クラブ知的財産授業 鹿児島少年少女発明クラブ 渡辺健一 
蓼沼恵美子

2.　支援活動一覧表（９月から）／講演／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）

岩手 21.11.19 令和 3 年度地方発明表彰・表彰式 ホテルメトロポリタン盛岡 若山剛

福島
21.09.16 第 73 回郡山市発明工夫展・審査会 郡山市役所（予定） 鈴木俊二

21.10.20 第 73 回郡山市発明工夫展・表彰式 郡山市役所（予定） 鈴木俊二
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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 21.10.07 千葉県児童生徒・教職員科学作品展・審
査会 未定 石野知宏

東京

21.10.05 
21.10.12 
21.10.19 
21.10.26 
21.11.02 
21.11.09 
21.11.16 
21.11.23 
21.11.30 
21.12.07 
21.12.14 
21.12.21 
22.01.11 
22.01.18 
22.01.25 
22.02.01

東京農工大学 東京農工大学 高橋一哉 
相原礼路

21.11.11 ～ 12 日本泌尿器内視鏡学会総会 パシフィコ横浜ノース 
又はオンライン開催 堀宏光

神奈川 21.09.13 ～
21.10.18 令和３年度かわさき知的財産スクール 川崎市産業振興会館

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）

長野

21.10 長野県発明くふう展・審査会 長野県発明協会 傳田正彦

21.10.23 長野県発明くふう展・表彰式 長野市ビックハット 傳田正彦

21.11.12 令和３年度関東地方発明表彰（長野）・
表彰式 メルパルク長野 田中敏博

岐阜

21.10.20 2021 岐阜県発明くふう展（学生の部）・
審査会 マーサ 21 吉田哲基

21.10.21 2021 岐阜県発明くふう展（一般の部・
女性の部）・審査会 マーサ 21 山田強

21.10.24 2021 岐阜県発明くふう展（学生の部）・
表彰式 マーサ 21 加藤康幸

21.10.25 2021 岐阜県発明くふう展（一般の部・
女性の部）・表彰式 マーサ 21 萩野義昇

2.　支援活動一覧表（９月から）／その他

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
21.10.12 第 85 回新潟県発明工夫展 

第 70 回新潟県模型展・審査会 新潟県立新潟自然科学館 黒田勇治

21.10.16 第 85 回新潟県発明工夫展 
第 70 回新潟県模型展・表彰式 新潟県立新潟自然科学館 黒田勇治

富山
21.10.22 第 59 回富山県発明とくふう展・審査会 富山市民プラザ 筧田博章

21.11.24 第 59 回富山県発明とくふう展・表彰式 富山県民会館 筧田博章

石川
21.10.13 第 57 回石川県発明くふう展 

第 37 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 宮田誠心

21.10.30 第 57 回石川県発明くふう展 
第 37 回石川県科学の夢絵画展会・表彰式 石川県地場産業振興センター 宮田誠心

福井
21.10.06

第 33 回福井県発明くふう展 
第 30 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 北川泰隆

未定
第 33 回福井県発明くふう展 
第 30 回福井県未来の科学の夢絵画展・
表彰式

未定 北川泰隆
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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 21.9 月下旬 第 76 回香川の発明くふう展
( 予備審査 ) 香川産業頭脳化センター 中井博

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）

島根
21.10.07 ～ 13 第 63 回鳥取県発明くふう展・審査会 ( 公財 ) 鳥取県産業振興機構 中西康裕

21.12.04 第 63 回鳥取県発明くふう展・表彰式 とりぎん文化会館 中西康裕

島根
21.10.14 第 24 回島根県学生児童発明くふう展・

審査会 テクノワーク島根 田辺義博

21.11.06 第 24 回島根県学生児童発明くふう展・
表彰式 出雲科学館 田辺義博

岡山

21.11.15 第 85 回岡山県児童生徒発明くふう展・
審査会 テクノサポート岡山 舩曳崇章

21.12.07 第 85 回岡山県児童生徒発明くふう展・
表彰式 テクノサポート岡山 舩曳崇章

21.11.15 2021 岡山県未来の科学の夢絵画展・審
査会 テクノサポート岡山 舩曳崇章

21.12.07 2021 岡山県未来の科学の夢絵画展・表
彰式 テクノサポート岡山 舩曳崇章

山口 21.10.25 令和 3 年度地方発明表彰中国・表彰式 山口市産業交流拠点施設 立石博臣

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
21.10.21 静岡県学生児童発明くふう展・審査会 静岡県産業経済会館 長谷川和家

21.11.26 静岡県学生児童発明くふう展 静岡県庁 長谷川和家

三重
21.10.14 令和３年度三重県発明くふう展（学生） 津リージョンプラザ 寺本諭史

21.11.17 令和３年度中部地方発明表彰（三重） 都ホテル四日市 田中敏博

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
未定 第６４回福岡県児童生徒発明くふう展

( 福岡 )・審査会 中小企業振興センター 隅田俊隆

21.10.24 第６４回福岡県児童生徒発明くふう展
( 福岡 )・表彰式 北九州市立児童文化科学館 隅田俊隆

熊本
21.10.27 第５６回熊本県発明工夫展・審査会 託麻公民館 富永慎太朗

21.11.04 第５６回熊本県発明工夫展・表彰式 益城町文化センター 富永慎太朗

大分
21.10.18 第８０回大分県発明くふう展・審査会 大分県立美術館（OPAM） 松本秀治

21.10.24 第８０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
21.10.14 第８０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

21.11.20 第８０回宮崎県学校発明くふう展・表彰式 宮崎県庁 園田康弘

2.　支援活動一覧表（９月から）／その他
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支援活動一覧表（8 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
※ウェブ相談のみ開催 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 ー 常設知的財産相談室
※当面休室 北陸会事務所 北陸会所属

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）

千葉

21.08.03 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

21.08.04 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
21.08.04 
21.08.18 2021 年度 ( 一社 ) 千葉県発明協会相談室 佐倉商工会議所 堀宏光 

相田悟
21.08.05 
21.08.18 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 

砂川恵一
21.08.10 2021 年度 ( 一社 ) 千葉県発明協会相談室 成田商工会議所 上村陽一郎

21.08.17 2021 年度 ( 一社 ) 千葉県発明協会相談室 習志野商工会議所 中村裕行

21.08.24 2021 年度弁理士による特許無料相談会 東葛テクノプラザ 高橋昌義

東京

月～金 
（10:00 ～ 12:00、

14:00 ～ 16:00）
常設知的財産相談室 
※緊急事態宣言期間中は休室 弁理士会館 関東会所属弁理

士

21.08.12 2021 年度上期知財無料相談会 町田新産業創造センター 
又はオンライン 保坂俊

21.08.12 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 松本慎一郎

21.08.24 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）又はオンライン 下村和夫

21.08.27 2021 年度上期 
BusiNest 無料知的財産相談会 BusiNest 又はオンライン 保坂俊

神奈川
21.08.12 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
21.08.13 
21.08.27 令和 3 年度知的財産相談事業 神奈川県立川崎図書館　 青木充 

西山恵三
山梨 21.08.10 令和 3 年度弁理士による特許無料相談会 富士吉田商工会議所 田中正男

3.　支援活動一覧表（８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） 
※緊急事態宣言及びまん延防止等重点措
置等の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 
※緊急事態宣言及びまん延防止等重点措
置等の期間中は休室

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 ) 高知県発明協会 四国会所属弁理士

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
※電話相談とウェブ相談のみ開催 東海会事務所 東海海所属弁理士

3.　支援活動一覧表（８月分）／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） 
※ウェブ相談のみ開催

九州会事務所 九州会所属弁理士
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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

21.08.03
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 教育機関支援機構
運営委員

21.08.03 知的財産特別授業 碧南ものづくりセンター

伊藤正典 
北裕介 
榊原靖 
丹羽純二 
本多真由

21.08.21 休日パテントセミナー in 豊橋 豊橋商工会議所 村田新也 
萩野義昇

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）

奈良 21.08.28 知的財産特別工作授業 奈良県立図書情報館 奈良地区会運営
委員

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
21.08.11

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

3.　支援活動一覧表（８月分）／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）

高知 21.08.09 知的財産セミナー ( 知財×デジタル ) オンライン開催 上羽秀敏

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
21.08.01

2021 年度まちだキッズ 
アントレプレナープログラム発明教室

（第 1 回）
町田新産業創造センター 
又はオンライン

高原千鶴子 
金子正彦 
遠田利明

21.08.08 知的財産特別授業特別工作授業 江戸川区子ども未来館 遠田利明 
高原千鶴子

神奈川
21.08.16 ～ 19 のい
ずれか 知的財産特別授業 神奈川県立柏陽高等学校 金子正彦 

太田努

21.08.22 知的財産特別授業 みどりーむ 横川憲広
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 その他

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）

山口 21.08.30 令和３年度地方発明表彰中国・審査会 山口市産業交流拠点施設 竹内誠也

3.　支援活動一覧表（８月分）／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）

岩手 21.08.26 令和 3 年度地方発明表彰地方選考委員会 ホテルメトロポリタン盛岡 野崎俊剛

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）

長野 21.08.25 令和３年度
関東地方発明表彰（長野）・審査会 メルパルク長野 傳田正彦

三重 21.08.30 令和３年度
中部地方発明表彰（三重）・審査会 都ホテル四日市 寺本諭史

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）

宮崎 21.08.27 令和３年度
地方発明表彰　九州ブロック（宮崎） ニューウェルシティ宮崎 園田康弘
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知知的的財財産産価価値値評評価価
のの基基本本をを知知ろろうう。。

講講師師紹紹介介

セミナー開催詳細

知的財産価値評価は、金融においても利用されるこ
とを念頭に従来から研究・検討が行われており、近
時は「知財金融」という専門用語を用いて説明され
ることも多くなっています。
しかしながら、金融における知的財産価値評価は、
十分に認識され、浸透しているとまではいえない状
況にとどまっています。

本セミナーでは、①①知知的的財財産産値値評評価価にに影影響響すするる知知
的的財財産産制制度度やや知知的的財財産産のの機機能能について説明し、②②
知知的的財財産産価価値値評評価価手手法法のの概概要要及び③③知知的的財財産産価価
値値評評価価のの現現状状とと実実例例等等について解説をし、知的財
産価値評価に関する基礎的な知識を学んでいただけ
る内容といたします。

開開催催日日時時：：２２００２２１１年年９９月月１１００日日（（金金））１１５５：：００００～～１１６６：：３３００
開開催催方方法法：：ZZOOOOMMウウェェビビナナーー 参参加加料料：：無無料料 定定員員：：550000名名

弁弁理理士士 村村山山 信信義義
ＭＢＡ・事業性評価士
あいそう特許業務法人代表社員
日本知的財産仲裁センター専門委員
名古屋工業大学大学院講師
元弁理士会知的財産価値評価推進センターセンター長
元弁理士会知的財産経営センター副センター長
元ＮＰＯ中部知的財産コンサルティング理事長
元中京大学法科大学院兼任教授

日本弁理士会東海会
知財金融ウェビナー２０２１

テテーーママ：：知知的的財財産産価価値値評評価価とと金金融融

〒〒446600--00000088 愛愛知知県県名名古古屋屋市市中中区区栄栄二二丁丁目目1100番番1199号号 名名古古屋屋商商工工会会議議所所ビビルル８８階階
TTeell::005522--221111--33111100 FFaaxx::005522--222200--44000055 ee--mmaaiill::iinnffoo--ttookkaaii@@jjppaaaa..oorr..jjpp hhttttpp::////wwwwww..jjppaaaa--ttookkaaii..jjpp

〒〒446600--00000088 愛愛知知県県名名古古屋屋市市中中区区栄栄二二丁丁目目1100番番1199号号 名名古古屋屋商商工工会会議議所所ビビルル８８階階
TTeell::005522--221111--33111100 FFaaxx::005522--222200--44000055 ee--mmaaiill::iinnffoo--ttookkaaii@@jjppaaaa..oorr..jjpp hhttttpp::////wwwwww..jjppaaaa--ttookkaaii..jjpp

氏　　名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（フリガナ　　　　　　　　　　　　　　　　　）

会社・部署名

連 絡 先

（〒　　　－　　　　　）

電　話（　　　　）　　　　－　　　　　　　   ＦＡＸ（　　　　）　　　　－

ZoomミーティングIDお知らせ用メールアドレス：

下下記記ににごご記記入入のの上上FFAAXX（（005522--222200--44000055））又又ははQQRRココーードドににてて99月月55日日（（日日））ままででににおお申申しし込込みみくくだだささいい。。下下記記ににごご記記入入のの上上FFAAXX（（005522--222200--44000055））又又ははQQRRココーードドににてて99月月55日日（（日日））ままででににおお申申しし込込みみくくだだささいい。。
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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


