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関東支部（平成２２年４月１日～平成２３年３月３１日） 

 

１．支部役員（５０音順） 

  【支 部 長】吉田 芳春（東京都） 

  【副支部長】飯田 圭一（栃木県） 伊賀 誠司（東京都） 奥野 彰彦（東京都） 

        尾崎 光三（東京都） 川久保新一（東京都） 川端 兆隆（茨城県） 

        神原 貞昭（神奈川県） 鷺  健志（神奈川県） 佐原 雅史（埼玉県） 

        塩野谷英城（埼玉県） 高崎 芳紘（千葉県） 高橋 俊一（東京都） 

        田中 秀喆（東京都） 田村  爾（東京都） 土橋 博司（山梨県） 

        萩原 康司（東京都） 羽鳥  亘（群馬県） 本多 一郎（東京都） 

        丸山 英一（東京都） 丸山 幸雄（東京都） 

  【幹  事】青木  充（神奈川県） 茜ヶ久保公二（東京都） 石橋 良規（東京都） 

        市野 要助（千葉県） 伊藤 夏香（東京都） 岩永 和久（東京都） 

        内田 和男（東京都） 遠藤 信明（東京都） 大澤  豊（東京都） 

        岡崎信太郎（東京都） 岡沢 理華（東京都） 折居  章（東京都） 

        柿本 邦夫（東京都） 金山 義信（東京都） 亀谷 美明（東京都） 

        川崎  仁（東京都） 木下  茂（神奈川県） 工藤 宣幸（東京都） 

        香原 修也（東京都） 小林 英一（千葉県） 坂野 博行（神奈川県） 

        鈴木 康介（東京都） 須藤 雄一（東京都） 関  昌充（東京都） 

        高橋 大典（東京都） 高原千鶴子（東京都） 田辺  恵（東京都） 

        寺田 雅弘（埼玉県） 長野 正紀（埼玉県） 長濱 範明（東京都） 

        西出 眞吾（東京都） 廣瀬 隆行（東京都） 舟橋 榮子（東京都） 

        保科 敏夫（神奈川県） 柳澤 孝成（東京都） 吉村 俊一（東京都） 

        米山 尚志（東京都） 

  【監 査 役】小林  正（東京都）   中山  清（東京都）   和田 成則（東京都） 

 

２．支部総会 

（１）定期支部総会 

  【日時等】平成２２年６月１８日（金）15:15～17:00 場所．弁理士会館３階会議室 

  【議 案】第１号議案 平成２１年度事業報告の承認を求める件 ［原案通り可決］ 

       第２号議案 平成２１年度決算の承認を求める件 ［原案通り可決］ 

       第３号議案 平成２２年度事業計画の承認を求める件 ［原案通り可決］ 

       第４号議案 平成２２年度予算の承認を求める件 ［原案通り可決］ 

 

（２）第１回臨時支部総会 

  【日時等】平成２２年１２月１７日（金）16:15～16:50 場所．弁理士会館３階会議室 

  【議 案】第１号議案 平成２３年度支部役員選任の件  ［原案通り可決］ 
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３．会議･会合等と開催数 

名 称 回 数 
支部役員会 １２回
監査役会（会計･会務監査） ３回
企画政策委員会 １１回
広報委員会 １１回
会員対応委員会  １回
研修対応委員会 ８回
学校教育支援委員会   ４回
候補者指名委員会   ３回
相談室運営委員会  １０回
会員サービス検討推進委員会 ８回
東京委員会 １２回
神奈川委員会 １０回
埼玉委員会 １０回
千葉委員会 ６回
茨城委員会   ９回
群馬委員会   ３回
栃木委員会   ３回
山梨委員会   ９回
次年度会務検討ＷＧ   ３回
次年度人事検討ＷＧ   ３回
弁理士の日記念イベントＷＧ   ６回
防災ＷＧ   ５回
多摩プロジェクト ５回
関東経済産業局との会合 １回
（独）中小企業基盤整備機構関東支部との会合   １回
東京商工会議所との会合   １回
東京都及び東京都知財総合センターとの会合  １回
（社）発明協会東京支部との会合   １回
神奈川県との会合   ３回
栃木県との会合   １回
山梨県との会合   ２回
横浜市との会合 ２回
川崎市との会合   １回
日本公認会計士協会東京会との会合   １回
立川市役所との会合 ２回
町田商工会議所との会合   １回
青梅商工会議所との会合   １回
立川商工会議所との会合   ２回
エフエムラジオ立川(株) ２回
多摩信用金庫 ３回
（財）神奈川産業振興センターとの会合   ２回
（社）発明協会神奈川県支部との会合   １回

 

４．主な事業活動 

（１）対内活動 

  1.研修会「関東における知財戦略」の開催 

   ・日  時：平成２２年６月１８日（金）13：00～15：05 

   ・場  所：弁理士会館３階 

   ・講  師：益子 守 氏（関東経済産業局特許室室長） 
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佐藤 辰彦 会員（内閣官房知的財産戦略本部 本部員）  

   ・参加者数：１３３名 

 

  2.研修会「マドリッドプロトコルについて－英国を含む欧州諸国、米国、中国等を指定する際の留意

点－」の開催 

   ・日  時：平成２２年６月２６日（土）16：00～18：00 

   ・場  所：ホテル天坊 会議室 

   ・講  師：高原 千鶴子 会員  

   ・参加者数：２０名 

 

  3.研修会「商品化権ビジネスとのつきあい方」の開催 

   ・日  時：平成２２年７月９日（金）15：00～17：00 

   ・場  所：マロウドイン大宮 新館２階 

   ・講  師：中川 裕幸 会員  

   ・参加者数：５０名 

 

  4.研修会「弁理士のための「知的財産権契約書作成・チェックの勘所」」の開催 

   ・日  時：平成２２年７月１５日（木）13：30～15：30 

   ・場  所：弁理士会館３階 

   ・講  師：小林 幸夫 会員（弁護士）  

   ・参加者数：１１８名 

 

  5.研修会「弁理士のための「表示」入門－表示・広告規制の基礎知識」の開催 

   ・日  時：平成２２年８月２日（月）13：30～16：45 

   ・場  所：弁理士会館３階 [各支部へＴＶ接続配信] 

   ・講  師：浅見 隆行 弁護士  

   ・参加者数：１１８名 

 

  6.研修会「アジア諸国の意匠制度」の開催 

   ・日  時：平成２２年８月２５日（水）13：30～15：40 

   ・場  所：弁理士会館３階 [各支部へＴＶ接続配信] 

   ・講  師：別所 弘和 氏（本田技研工業(株)）  

   ・参加者数：１７３名 

 

  7.研修会「アジア諸国の商標制度」の開催 

   ・日  時：平成２２年９月１日（水）13：30～15：40 

   ・場  所：弁理士会館３階 [各支部へＴＶ接続配信] 

   ・講  師：野村 高志 弁護士  

   ・参加者数：２０４名 

 

  8.第１回集う会「弁理士の良さ（やりがい）について考える」の開催 

   ・日  時：平成２２年９月１５日（水）18：30～21：00 

   ・場  所：弁理士会館３階  

   ・提 言 者：小川 利春 会員 

西脇 民雄 会員 
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保科 敏夫 会員 

   ・参加者数：３９名 

 

  9.研修会「技術移転」の開催 

   ・日  時：平成２２年９月１０日（金）15：00～17：00 

   ・場  所：つくば国際会議場 

   ・講  師：川端 兆隆 会員  

   ・参加者数：４０名 

 

  10.研修会「著作権実務者養成講座第１回 著作権法概説」の開催 

   ・日  時：平成２２年９月１１日（土）13：00～16：15 

   ・場  所：弁理士会館２階 

   ・講  師：小西 恵 会員  

   ・参加者数：４２名 

 

  11.研修会「独占禁止法と特許権について」の開催 

   ・日  時：平成２２年９月１５日（水）13：30～15：40 

   ・場  所：弁理士会館３階 [各支部へＴＶ接続配信] 

   ・講  師：雨宮 慶 弁護士  

   ・参加者数：１７２名 

 

  12.研修会「著作権実務者養成講座第２回 著作物性と支分権」の開催 

   ・日  時：平成２２年９月２５日（土）13：00～16：15 

   ・場  所：弁理士会館２階 

   ・講  師：石井 茂樹 会員  

   ・参加者数：４０名 

 

  13.研修会「破産民事再生とライセンス契約」の開催 

   ・日  時：平成２２年９月２８日（火）14：00～15：30 

   ・場  所：横浜弁護士会館 ５階大会議室 

   ・講  師：仁平 信哉 会員（弁護士）  

   ・参加者数：６２名 

 

  14.研修会「知的財産に関する契約実務」の開催 

   ・日  時：平成２２年９月２８日（火）15：45～17：15 

   ・場  所：横浜弁護士会館 ５階大会議室 

   ・講  師：亀井 文也 会員（弁護士）  

   ・参加者数：６２名 

 

  15.研修会「商標実務者講座１ 一般編」の開催 

   ・日  時：平成２２年１０月２日（土）13：00～15：00 

   ・場  所：弁理士会館３階 

   ・講  師：松田 雅章 会員  

   ・参加者数：９５名 
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  16.研修会「商標実務者講座２ 地域団体・小売等役務・立体の各商標編」の開催 

   ・日  時：平成２２年１０月２日（土）15：20～17：20 

   ・場  所：弁理士会館３階  

   ・講  師：本宮 照久 会員  

   ・参加者数：９１名 

 

  17.研修会「商標実務者講座１ 一般編」の開催 

   ・日  時：平成２２年１０月４日（月）13：00～15：00 

   ・場  所：弁理士会館３階 

   ・講  師：松田 雅章 会員  

   ・参加者数：１８０名 

 

  18.研修会「商標実務者講座２ 地域団体・小売等役務・立体の各商標編」の開催 

   ・日  時：平成２２年１０月４日（月）15：20～17：20 

   ・場  所：弁理士会館３階 

   ・講  師：本宮 照久 会員  

   ・参加者数：１７４名 

 

  19.研修会「ASEAN 及びインドの特許制度の概要」の開催 

   ・日  時：平成２２年１０月６日（水）13：30～15：40 

   ・場  所：弁理士会館３階 [各支部へＴＶ接続配信] 

   ・講  師：黒瀬 雅志 会員  

   ・参加者数：１５６名 

 

  20.研修会「著作権実務者養成講座第３回 著作物の利用と権利制限」の開催 

   ・日  時：平成２２年１０月９日（土）13：00～16：15 

   ・場  所：弁理士会館２階 

   ・講  師：峯 唯夫 会員  

   ・参加者数：４０名 

 

  21.研修会「著作権実務者養成講座第４回 著作権契約」の開催 

   ・日  時：平成２２年１０月２３日（土）13：00～16：15 

   ・場  所：弁理士会館２階 

   ・講  師：中川 裕幸 会員  

   ・参加者数：４０名 

 

  22.研修会「特許実務者講座１」の開催 

   ・日  時：平成２２年１０月２７日（水）13：30～15：40 

   ・場  所：弁理士会館３階 [各支部へＴＶ接続配信] 

   ・講  師：磯貝 克臣 会員  

   ・参加者数：１９７名 

 

  23.研修会「農林水産分野における知的財産戦略活用セミナー」の開催 

   ・日  時：平成２２年１０月２９日（金）13：30～16：40 

   ・場  所：弁理士会館３階 [各支部へＴＶ接続配信] 
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   ・講  師：大崎 学 氏（農林水産省生産局知的財産課国際企画班） 

伊藤 武泰 会員 

阪田 俊彦 会員  

   ・参加者数：１２０名 

 

  24.研修会「特許実務者講座１」の開催 

   ・日  時：平成２２年１０月３０日（土）13：30～15：30 

   ・場  所：霞が関ビルプラザホール 

   ・講  師：磯貝 克臣 会員  

   ・参加者数：６４名 

 

  25.研修会「著作権実務者養成講座第５回 著作権訴訟の実務」の開催 

   ・日  時：平成２２年１１月６日（土）13：00～16：15 

   ・場  所：弁理士会館２階 

   ・講  師：村西 大作 弁護士  

   ・参加者数：３９名 

 

  26.研修会「元裁判所調査官から見た特許裁判について」の開催 

   ・日  時：平成２２年１１月６日（土）15：00～17：00 

   ・場  所：高崎ワシントンホテルプラザ １１階 

   ・講  師：黒川 恵 会員  

   ・参加者数：４７名 

 

  27.研修会「著作権関連団体による著作権の保護と利用」の開催 

   ・日  時：平成２２年１１月１０日（水）13：00～16：20 

   ・場  所：弁理士会館３階 

   ・講  師：中川 文憲 氏（ＡＣＣＳ 事業統括部法務担当マネージャー）  

安藤 かおり 氏（ＳＯＦＴＩＣ 著作権登録部 主任）   

平澤 高美 氏（ＳＯＦＴＩＣ 調査研究部 課長） 

野方 英樹 氏（ＪＡＳＲＡＣ 企画部長）  

   ・参加者数：１２７名 

 

  28.研修会「特許実務者講座２」の開催 

   ・日  時：平成２２年１１月１３日（土）13：30～15：30 

   ・場  所：TKP新橋ビジネスセンター 

   ・講  師：西島 孝喜 会員  

   ・参加者数：６３名 

 

  29.研修会「特許実務者講座２」の開催 

   ・日  時：平成２２年１１月１５日（月）13：30～15：40 

   ・場  所：弁理士会館３階 [各支部へＴＶ接続配信] 

   ・講  師：西島 孝喜 会員  

   ・参加者数：１６２名 

 

  30.研修会「特許実務者講座３」の開催 
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   ・日  時：平成２２年１１月２４日（水）13：30～15：40 

   ・場  所：弁理士会館３階 [各支部へＴＶ接続配信] 

   ・講  師：石橋 良規 会員  

   ・参加者数：１２６名 

 

  31.研修会「特許実務者講座３」の開催 

   ・日  時：平成２２年１１月２７日（土）13：30～15：30 

   ・場  所：航空会館501＋502 室 

   ・講  師：石橋 良規 会員  

   ・参加者数：６４名 

 

  32.研修会「千葉の地場産業と地域団体商標の関係について」の開催 

   ・日  時：平成２２年１１月２９日（月）13：00～15：00 

   ・場  所：千葉市ビジネス支援センター 会議室２・会議室３ 

   ・講  師：本宮 照久 会員  

   ・参加者数：１９名 

 

  33.研修会「農林水産知財について」の開催 

   ・日  時：平成２２年１１月２９日（月）15：15～17：15 

   ・場  所：千葉市ビジネス支援センター 会議室２・会議室３ 

   ・講  師：阪田 俊彦 会員  

   ・参加者数：２１名 

 

  34.研修会「特許権等の活用～侵害訴訟からライセンス契約まで～」の開催 

   ・日  時：平成２２年１２月３日（金）15：00～17：00 

   ・場  所：ホテルブリランテ武蔵野 ５階 フリージア 

   ・講  師：山口 裕司 弁護士  

   ・参加者数：６３名 

 

  35.研修会「特許庁からみた手続きの留意点-よくある手続ミスや問い合わせ等-」の開催 

   ・日  時：平成２２年１２月１３日（月）13：30～16：40 

   ・場  所：弁理士会館３階 [各支部へＴＶ接続配信] 

   ・講  師：松野 邦昭 氏（特許庁 出願支援課 上席登録官） 

宇井 良夫 氏（特許庁 方式審査課 主任方式審査専門官） 

片野  正 氏（特許庁 出願支援課 登録室 上席主任特定通常実施権専門官）  

   ・参加者数：１６４名 

 

  36.研修会「知財関連団体の事業説明会」の開催 

   ・日  時：平成２２年１２月１７日（金）14：30～16：00 

   ・場  所：弁理士会館３階 

   ・講  師：生島 博 氏（東京都知的財産総合センター所長） 

下出 享克 氏（東京都知的財産総合センター次長） 

三澤 孝 氏（独立行政法人中小企業基盤整備機構 関東支部 経営支援部経営支援

課長） 

植木 豊和 氏（独立行政法人中小企業基盤整備機構 関東支部 経営支援部経営支
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援課）  

   ・参加者数：６６名 

 

  37.研修会「著作権実務者養成講座第１回 著作権法概説」の開催 

   ・日  時：平成２３年１月１５日（土）13：00～16：15 

   ・場  所：東海大学校友会館 

   ・講  師：岩田 啓 会員  

   ・参加者数：３８名 

 

  38.第２回集う会「弁理士のあり方～出願減少・弁理士増の状況下で～」の開催 

   ・日  時：平成２３年１月１８日（火）18：30～21：00 

   ・場  所：弁理士会館３階 

   ・提 言 者：杉村 純子 会員 

古関 宏 会員 

井澤 幹 会員 

   ・参加者数：４８名 

 

  39.研修会「米国特許制度の最近の動向と戦略的実践」の開催 

   ・日  時：平成２３年１月２０日（木）15：00～17：30 

   ・場  所：キャンパスイノベーションセンター 

   ・講  師：Mr. Robert Busby（米国弁護士） 

Mr. Jackson “Jack” Matney, Jr. （米国弁護士） 

Dr. Bob Smyth （米国弁護士） 

Mr. Satoru Matsuo （弁護士） 

   ・参加者数：３８名 

 

  40.研修会「バイオ先端技術～バイオ創薬分野におけるイノベーション～」の開催 

   ・日  時：平成２３年１月２０日（木）15：00～17：00 

   ・場  所：つくば国際会議場 

   ・講  師：木山 亮一 氏（（独）産業技術総合研究所バイオメディカル研究部門・主任研究員）  

   ・参加者数：２８名 

 

  41.研修会「不正競争防止法に関する問題点と課題」の開催 

   ・日  時：平成２３年１月２１日（金）15：00～17：00 

   ・場  所：宇都宮ポートホテル 

   ・講  師：吉村 公一 会員  

   ・参加者数：１５名 

 

  42.研修会「農林水産分野における知的財産について」の開催 

   ・日  時：平成２３年１月２１日（金）15：00～17：00 

   ・場  所：ベルクラシック甲府 ２階 コンチェルト 

   ・講  師：木戸 基文 会員  

   ・参加者数：１１名 

 

  43.研修会「著作権実務者養成講座第２回 著作物性と支分権」の開催 
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   ・日  時：平成２３年１月２９日（土）13：00～16：15 

   ・場  所：TKP新橋ビジネスセンター 

   ・講  師：遠藤 朱砂 会員  

   ・参加者数：３８名 

 

  44.研修会「インターネットの法律問題～著作権・商標権・パブリシティ権・プライバシー権の交錯～」

の開催 

   ・日  時：平成２３年１月３１日（月）13：30～15：40 

   ・場  所：弁理士会館３階 [各支部へＴＶ接続配信] 

   ・講  師：永田 玲子 弁護士  

   ・参加者数：１９６名 

 

  45.研修会「企業側からみた知財戦略講座１」の開催 

   ・日  時：平成２３年２月１日（火）13：30～16：45 

   ・場  所：灘尾ホール 

   ・講  師：小川 勝男 会員 

碓氷 裕彦 会員（(株)デンソー知的財産本部部長）  

   ・参加者数：２８３名 

 

  46.研修会「日本公認会計士協会東京会との『知的財産の評価』に関する合同研修会」の開催 

   ・日  時：平成２３年２月９日（水）14：30～16：01 

   ・場  所：砂防会館1階 シェーンバッハサボー 

   ・講  師：中山 俊彦 会員（日本弁理士会知的財産価値評価推進センター） 

長谷部智一郎 公認会計士（元日本公認会計士協会経営研究調査会知的財産専門部会

専門委員） 

   ・参加者数：２３０名（内弁理士 １２２名） 

 

  47.研修会「著作権実務者養成講座第３回 著作物の利用と権利制限」の開催 

   ・日  時：平成２３年２月１２日（土）13：00～16：15 

   ・場  所：弁理士会館２階 

   ・講  師：中野 圭二 会員  

   ・参加者数：３５名 

 

  48.研修会「知らないで済まされない「弁理士のための種々の知的財産権の保護と活用」」の開催 

   ・日  時：平成２３年２月１４日（月）13：30～15：40 

   ・場  所：弁理士会館３階 [各支部へＴＶ接続配信] 

   ・講  師：小林 幸夫 会員（弁護士） 

村西 大作 弁護士  

   ・参加者数：２０２名 

 

  49.研修会「意匠登録出願の実務対応」の開催 

   ・日  時：平成２３年２月１８日（金）14：00～17：10 

   ・場  所：ラフレさいたま ５階 桃の間 

   ・講  師：峯 唯夫 会員  

   ・参加者数：３０名 
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  50.研修会「企業側からみた知財戦略講座２～花王の商標管理について」の開催 

   ・日  時：平成２３年２月２１日（月）13：30～15：30 

   ・場  所：灘尾ホール 

   ・講  師：遠藤 明 氏（花王(株)ブランド法務部長）  

   ・参加者数：２８３名 

 

  51.研修会「著作権実務者養成講座第４回 著作権契約」の開催 

   ・日  時：平成２３年２月２６日（土）13：00～16：15 

   ・場  所：弁理士会館２階 

   ・講  師：板垣 忠文 会員  

   ・参加者数：３７名 

 

  52.研修会「アメリカ・ＥＵへの商標出願とマドプロ出願に関連する実務上の留意点～実際に直面し実

務上の留意点を含めて～」の開催 

   ・日  時：平成２３年２月２８日（月）15：00～17：10 

   ・場  所：弁理士会館３階 [各支部へＴＶ接続配信] 

   ・講  師：藤田 雅彦 会員  

   ・参加者数：１７１名 

 

  53.研修会「企業側からみた知財戦略講座３」の開催 

   ・日  時：平成２３年３月７日（月）13：30～16：45 

   ・場  所：灘尾ホール 

   ・講  師：中西 幹育 氏（(株)事業創造研究所社長）  

   ・参加者数：１６１名 

 

  54.「新人歓迎のセミナー＆パーティ」の開催 

   ・日  時：平成２３年２月２５日（金）16:00～20:00 

   ・場  所：弁理士会館３階 

・セミナー：○「知財相談における注意事項－相談者の業態に応じた対応－（特許相談室の紹介及

び相談マニュアルの解説を含む）」 

講師 菊池 徹 会員（関東支部相談室運営委員会委員長） 

              大熊 考一 会員（関東支部相談室運営委員会委員） 

     ○関東支部の組織、活動についての全体説明 

講師 吉田 芳春 支部長 

   ・パーティ：○都県委員会活動ＰＲ 

○都県委員会ごとテーブルを配置し、歓談 

○先輩弁理士による個別相談会 １１件 

（就職相談3件、業務内容1件、独立開業4件、その他3件） 

   ・参加人数：新人  セミナー４４名、パーティ６４名 

関係者 ２６名 

 

（２）対外活動 

  1.「弁理士の日」イベントとして、平成２２年６月２６日（土）に全国一斉無料知的財産相談会を開

催した。 
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開 催 地 代 表 者 開 催 会 場 

東京会場（※1） 田村 爾 弁理士会館 

多摩会場（※2） 折居 章 たましん事業支援センター 

神奈川会場 神原 貞昭 神奈川中小企業センタービル 

埼玉会場 佐原 雅史 知的財産総合支援センター埼玉 

千葉会場（※3） 高崎 芳紘 勝浦商工会 

茨城会場 有阪 正昭 つくば国際会議場 

群馬会場 羽鳥  亘 群馬県知的所有権センター 

栃木会場 飯田 圭一 とちぎ健康の森 

山梨会場 浅川  哲 山交百貨店 

 

  ※1 東京会場は、併催イベントとして、知的財産セミナー「起業家・中小企業のためのブランド戦略

セミナー」を開催した。 

 ・講  師：松田 雅章 会員 

・参加者数：２５名 

※2多摩会場は、併催イベントとして、起業支援セミナーを開催した。 

・内  容：第１部 「起業時に知っておくべき知的財産の基礎知識」 

        第２部 「東京都の起業支援制度」 

  ・講  師：第１部 田辺 恵 会員 

         第２部 下出 享克 氏（東京都中小企業振興公社 東京都知的財産総合センター） 

・参加者数：２４名 

※3 千葉会場は、併催イベントとして、セミナー「商標、地域ブランドの入門講演会」を開催した。 

 ・内  容：第１部 「商標を中心とした知財保護について」 

       第２部 「地域ブランドを中心に農林水産物等の知財について」 

・講  師：第１部 田中 二郎 会員（関東支部千葉委員会副委員長） 

       第２部 阪田 俊彦 会員（関東支部千葉委員会副委員長） 

・参加者数：２４名 

 

2.弁理士の日記念イベントとして、「弁理士の日記念フェスタ 知ろう！ふれよう！知財と弁理士－

with 千葉国体－」を共催した。 

・日  時：平成２２年９月１１日（土）10:00～17:00 

・場  所：ららぽーと ＴＯＫＹＯ－ＢＡＹ 北館 東の広場 

・主  催：日本弁理士会関東支部 

・後  援：関東経済産業局、千葉県、ゆめ半島千葉国体実行委員会、(社)発明協会千葉県支部、      

(社)千葉県商工会議所連合会、千葉県商工会連合会、千葉商工会議所、船橋商工会議

所、市川商工会議所、柏商工会議所、松戸商工会議所、(株)ＴＢＳラジオ＆コミュニ

ケーションズ 

 ・内  容：弁理士による電子紙芝居、千葉国体ダンス大会参加の２チームによるダンスパフォー

マンス、チーバくんの撮影会、無料相談コーナー、電子紙芝居ＰＣコーナー、工作コ

ーナー、千葉ものづくり認定製品コーナー等の設置等 

・参加者数：約８，０００名 

 

3.関東支部主催イベントとして、「テクノトランスファーinかわさき 2010」併催行事『中小企業のた

めの知的財産セミナー』を開催した。 
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 ・日  時：平成２２年７月９日（金）10:30～12:00 

 ・場  所：神奈川サイエンスパーク（ＫＳＰ） 

 ・主  催：日本弁理士会関東支部 

 ・後  援：神奈川県、川崎市 

・講  師：木下 茂 会員（関東支部神奈川委員会副委員長） 

・参加者数：３７名 

 

4.関東支部主催イベントとして、「神奈川県ものづくり技術交流会」併催セミナー『ものづくり企業

のための知的財産活用セミナー』を開催した。 

 ・日  時：平成２２年１０月１５日（金）14:30～16:50 

 ・場  所：神奈川県産業技術センター 

 ・主  催：神奈川県、日本弁理士会関東支部 

・内  容：挨拶 大塚 康男 氏（神奈川県産業技術センター副所長） 

      講演「経営者、技術者が押さえておきたい知的財産権に関する基礎知識」 

         講師 松下 亮 会員（関東支部神奈川委員会副委員長） 

      講演「横浜市ものづくりコーディネート事業のご案内と大企業への技術移転の潮流」 

         講師 中村 貴彦 氏（横浜市ものづくり支援コーディネート事業本部事業統

括） 

佐久間 利治 氏（横浜市ものづくり支援コーディネート事業本部総合

コーディネーター） 

      講演「特許流通アドバイザーを活用しよう（支援事例の紹介）」 

         講師 高橋 洋三 氏（神奈川県特許流通アドバイザー） 

         挨拶 神原 貞昭 会員（日本弁理士会関東支部副支部長） 

 ・参加者数：３７名 

 

5.関東支部主催セミナーとして、「起業支援セミナーin茨城」を開催した。 

・日  時：[第１回]平成２２年１０月１５日（金）13:30～15:30 

[第２回]平成２２年１０月２０日（水）13:30～15:30 

[第３回]平成２２年１０月２９日（金）13:30～15:30 

 ・場  所：[第１回]つくば支援センター、[第２回]茨城県産業会館、[第３回]下館商工会議所 

 ・主  催：日本弁理士会知的財産支援センター、日本弁理士会関東支部 

 ・後  援：（財）茨城県中小企業振興公社 

 ・内  容：【第１部】「起業時に知っておくべき知的財産の基礎知識」 

             【第２部】「支援制度の紹介」 

       ＜同時開催＞知的財産に関する無料相談会 15：30～16：30 

・講  師：【第１部】[第１回]川端 兆隆 会員、[第２回]平川 明 会員、[第３回]金山 義信

会員 

       【第２部】[第１～３回](財)茨城県中小企業振興公社職員 

            [第１、３回]中村 猛 会員、[第２回]吉田 信彦 会員、 

・参加者数：[第１回]７名、[第２回]５名、[第３回]５名 

 

6.関東支部主催イベントとして、「テクニカルショウヨコハマ２０１１」の併催行事「知的財産権シ

ンポジウム」を開催した。 

 ・日  時：平成２３年２月３日（木）13:00～16:40 

 ・場  所：パシフィコ横浜 アネックスホール 
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 ・主  催：日本弁理士会、日本弁理士会関東支部、神奈川県 

 ・後  援：横浜市、川崎市、（財）神奈川産業振興センター、（財）川崎市産業振興財団 

 ・協  力：（社）発明協会神奈川県支部 

・内  容：開会挨拶 黒川 雅夫 氏（神奈川県副知事） 

           筒井 大和 会員（日本弁理士会会長） 

      講演１「海外進出を目指す中小企業に役立つ知財戦略」 

         講師 石川 壽彦 会員（関東支部神奈川委員会副委員長） 

      講演２「事例に見る中小企業の海外展開・知財戦略」 

         講師 植田 大 氏（日本貿易振興機構横浜貿易情報センター所長） 

吉村 佐知子 氏（日本貿易振興機構知的財産課課長） 

      パネルディスカッション「知財を活かした中小企業の海外進出」 

        パネラー 川村 真一 氏（川崎市経済労働局企画課企画課長） 

        パネラー 渡邉 功人 氏（神奈川県特許情報活用支援アドバイザー） 

        パネラー 白木 学 氏（シコー株式会社代表取締役社長） 

        パネラー 藤巻 正憲 会員（関東支部神奈川委員会副委員長） 

        コーディネータ 森 啓次 氏（神奈川産業振興センター知的財産戦略統括コー

ディネータ） 

・参加者数：１９７名 

 

7.地域知財活動として、「知財支援フォーラムinたま－知財で多摩地域を元気にする！－」を開催し

た。 

・日  時：平成２３年２月４日(金)13:00～17:00 

・場  所：立川市市民会館 

・主  催：日本弁理士会、日本弁理士会関東支部 

・共  催：立川市 

・後  援：特許庁、関東経済産業局、東京都、(財)東京都中小企業振興公社 東京都知的財産総

合センター、（独）中小企業基盤整備機構関東支部、(社)発明協会東京支部、東京商

工会議所、八王子商工会議所、武蔵野商工会議所、青梅商工会議所、立川商工会議所、

むさし府中商工会議所、町田商工会議所、多摩商工会議所、東京都商工会連合会、一

般社団法人首都圏産業活性化協会、電気通信大学産学官連携センター、東京農工大学

産官学連携・知的財産センター、首都大学東京産学公連携センター、多摩信用金庫、

日刊工業新聞社 

・内  容：挨拶 山﨑 高明 会員（日本弁理士会副会長） 

      講演「次世代自動車の普及に向けた技術開発動向」 

         講師 中村 光雄 氏（富士重工業(株)スバル技術研究所） 

      講演「日本を救う地域ブランド論『地ブランド』」 

         講師 木下 富美子 氏（(株)博報堂 テーマビジネスユニットコンサルタン

トプロデューサー） 

      パネルディスカッション「徹底討論 中小企業の活路は何か」 

        パネラー 林 愛子 氏（マノ精工(株)代表取締役社長） 

        パネラー 笠原 瑞穂 氏（日本電磁測器(株)代表取締役社長） 

        パネラー 岡本 輝興 氏（(株)岡本製作所代表取締役社長） 

        パネラー 伊藤 伸 氏（東京農工大学産官学連携・知的財産センター教授） 

        パネラー 遠山 勉 会員（(株)知財ソリューション代表取締役社長） 

        モデレータ 橋本 虎之助 会員 
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      挨拶 吉田 芳春 会員（日本弁理士会関東支部支部長） 

      ＜同時開催＞ 

・ 無料知的財産相談会 11：00～18：00 

・ パネル展示 

・参加者数：２００名 

 

8.関東支部主催イベントとして、「千葉のものづくり製品・技術展示会」併催セミナー『キャラクタ

ーに関するセミナー』を開催した。 

・日  時：平成２３年２月１０日（木）14：00～16：00 

・場  所：千葉県立現代産業科学館 

・対  象：自治体職員、一般 

・テ ー マ：キャラクターに関するセミナー 

・講  師：中川 裕幸 会員 

・参加者数：２６名 

 

  9.教育機関への支援事業 

開催日時 学校名 対象 講師 

10.06.22 山梨県韮崎市立韮崎北東小学校 5学年 3クラス 90名 藤沢昭太郎 

志村正樹 

浅川哲 

10.06.30 群馬県立太田工業高等学校 教職員30名～50名 羽鳥亘 

10.07.07 群馬県立太田工業高等学校 機械科2学年78名 

電子機械科2学年40名 

山田勉 

池上美穂 

稲村悦男 

津久井道夫 

10.07.24 出張！ＩＰカルチャー教室 5学年 28名及び保護者 藤沢昭太郎 

伊藤夏香 

柴田沙希子 

10.09.28 群馬県立前橋商業高等学校 ビジネス総合科3学年5クラス200

名 

羽鳥亘 

津久井道夫 

10.10.01 山梨県韮崎市立韮崎北東小学校 6学年 3クラス 91名 志村正樹 

10.11.08 東海大学付属望洋高等学校 2学年 166名 朝日直子 

10.11.10 神奈川県横浜市立川上小学校 6学年 2クラス 56名 貝塚亮平 

坂野博行 

10.11.19 神奈川県立向の岡工業高等学校 定時制総合学科 1 学年～4 学年約

250名 

山口康明 

10.12.20 東京都立工芸高等学校 定時制グラフックアーツ科 1 学年

～4学年110名 

関昌充 

岡沢理華 

小川潔 

11.01.14 群馬県立前橋工業高等学校 機械科2学年76名 田村和彦 

飯塚道夫 

大竹雅久 

11.01.25 東京都中野区立塔山小学校 6学年 2クラス 63名 高昌宏 

岡沢理華 
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11.02.01 

11.02.10 

群馬工業高等専門学校 電子情報工学科5年 

長竹一樹、伊田直也、大野誠 

中村希望 

 

10.講師・相談員の派遣等 

開催日時 概要 主 催 開催場所 派遣者 

10.04～11.03（※1） 

月～金曜日 

常設特許相談室 日本弁理士会関東支

部 

弁理士会館１階 

相談室 

支部所属弁理士 

10.04～11.03 

毎月第1･3木曜日 

専門相談 東京商工会議所 東京商工会議所 

中小企業相談セン

ター 

伊藤夏香 

高松武生 

半田昌男 

岩瀬眞治 

加藤孝雄 

長島繁樹 

野上晃 

茜ヶ久保公二 

武田寧司 

岩崎博孝 

横川邦明 

佐野惣一郎 

今下勝博 

関昌充 

尾崎光三 

川崎仁 

鴇田將 

飯野智史 

三浦誠一 

10.04～11.03 

毎月第2火曜日 

産業財産権相談会 (社)発明協会群馬県

支部 

太田商工会議所 雨笠敬 

10.04～11.03 

毎月第2木曜日 

士業専門家による無料相

談会 

埼玉県創業・ベンチ

ャー支援センター 

埼玉県創業・ベン

チャー支援センタ

ー 

寺田雅弘 

神田正義 

松井晃一 

川島順 

奥野貴男 

橋立茂 

西脇民雄 

10.06～11.03 

月 1回程度 

横浜市知的財産活用促進

助成金交付審査会 

横浜市 横浜市経済観光局 神原貞昭 

10.04.16 東京都中小企業知的財産

シンポジウム 相談コーナ

ー 

東京都・(財)東京都

中小企業振興公社

（東京都知的財産総

合センター） 

東京都庁第一本庁

舎 

高松武生 

茜ヶ久保公二 

長島繁樹 

伊藤夏香 

10.05.31 (社)婦人発明家協会 平成

22年度 5月度常会 

(社)婦人発明家協会 文京区民センター 高松武生 

10.07.01 情報モラル育成事業推進 栃木県教育委員会 栃木県庁舎 平山俊夫 
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10.09.09 

10.12.02 

委員会 

10.07.07 中小・中堅企業向け第３回 

横浜市知的財産セミナー 

横浜市 横浜企業経営支援

財団 

青木充 

神原貞昭 

10.07.09～10.07.12 なるほど婦人発明展 発明

相談コーナー 

(社)婦人発明家協会 東武百貨店池袋店 鈴木康介 

高松武生 

久保司 

岩瀬眞治 

10.07.28 

10.09.08 

10.10.06 

11.01.26 

11.02.09 

中小企業産業財産権出願

等支援事業 

(社)発明協会栃木県

支部 

とちぎ産業交流セ

ンター 

長坂剛人 

相原礼路 

鴇田將 

大塚明博 

吉村俊一 

10.08.30 神奈川県・知的財産関係機

関連絡調整会議 

神奈川県、神奈川県

産業技術センター 

神奈川県産業技術

センター 

 

10.09.08 第27回アイデア作品展 審

査会 

(社)発明協会群馬県

支部 

ららん藤岡 服部秀一 

10.09.09 第13回科学工作展 審査会 (社)発明協会山梨県

支部 

山梨県立科学館 志村正樹 

10.09.10 第 46回富岡市発明くふう

展 審査会 

(社)発明協会群馬県

支部 

富岡市立富岡小学

校 

服部秀一 

10.09.12 第27回アイデア作品展 表

彰式 

(社)発明協会群馬県

支部 

ららん藤岡 服部秀一 

10.09.29 

10.11.24 

11.01.19（※2） 

無料知的財産相談会（多摩

地域） 

日本弁理士会関東支

部 多摩信用金庫 

たましん事業支援

センター（Winセ

ンター） 

橋本虎之助 

岩瀬眞治 

田辺恵 

10.09.30 第 50回前橋市発明考案展 

審査会 

(社)発明協会群馬県

支部 

前橋商工会議所 茜ヶ久保公二 

10.10.01 第 32回太田発明くふう展 

審査会 

(社)発明協会群馬県

支部 

ショッピングセン

ターラブ 

雨笠敬 

10.10.03 第 32回太田発明くふう展 

表彰式 

(社)発明協会群馬県

支部 

ショッピングセン

ターラブ 

雨笠敬 

10.10.03 第13回科学工作展 表彰式 (社)発明協会山梨県

支部 

山梨県立科学館 浅川哲 

10.10.13～10.10.15 パテントソリューション

フェア2010 相談コーナー

特許庁、関東経済産

業局、広域関東圏知

的財産戦略本部 

東京国際展示場 豊川直樹 

山田くみ子 

佐野惣一郎 

森友宏 

大貫敏史 

深澤潔 

10.10.15 

10.10.20 

10.10.29（※3） 

起業支援セミナーin茨城 日本弁理士会関東支

部、日本弁理士会知

的財産支援センター

つくば支援センタ

ー 

茨城県産業会館 

下館商工会議所 

川端兆隆、 

中川邦雄、 

有阪正昭、 

園部武雄、 
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平川明、 

清水修、 

上吉原宏 

10.10.27 2010 東京技術・発明展 審

査会 

(社)発明協会東京支

部 

東京都立産業貿易

センター浜松町館 

萩原康司 

10.10.27 第 81回群馬県創意くふう

作品展 審査会 

(社)発明協会群馬県

支部 

群馬県産業技術セ

ンター 

羽鳥亘 

10.10.28 第 60回栃木県発明展覧会 

審査会 

(社)発明協会栃木県

支部 

わくわくグランデ

ィ科学ランド 

山田毅彦 

10.11.06（※4） 第 16回東京の１０士業 

暮らしと事業のよろず相

談会 

日本弁理士会関東支

部、日本公認会計士

協会東京会、(社)東

京都不動産鑑定士協

会、東京弁護士会、

第一東京弁護士会、

第二東京弁護士会、

東京司法書士会、東

京税理士会、東京都

社会保険労務士会、

東京土地家屋調査士

会、(社)中小企業診

断協会東京支部、東

京都行政書士会 

新宿駅西口地下広

場イベントコーナ

ー 

小川英宣 

小原弘揮 

尾崎光三 

加藤孝雄 

黒田雄一 

長島繁樹 

半田昌男 

10.11.12 第 69回神奈川県青少年創

意くふう展覧会 審査会 

(社)発明協会神奈川

県支部 

神奈川中小企業セ

ンター 

木下茂 

10.11.16 2010 東京技術・発明展 表

彰式 

(社)発明協会東京支

部 

発明会館 萩原康司 

10.11.21 第 46回富岡市発明くふう

展 表彰式 

(社)発明協会群馬県

支部 

富岡市立美術博物

館 

服部秀一 

10.11.23（※5） 山梨県十士会合同相談会 日本弁理士会関東支

部、山梨県司法書士

会、山梨県行政書士

会、山梨県社会保険

労務士会、山梨県土

地家屋調査士会、東

京地方税理士会山梨

県会、日本公認会計

士協会東京会山梨県

会、山梨県弁護士会、

山梨県不動産鑑定士

協会、中小企業診断

協会山梨県支部 

甲府市総合市民会

館 

土橋博司 

浅川哲 

志村正樹 

田中正男 

10.11.24 海外ビジネス入門セミナ

ー 

東京商工会議所 東京商工会議所 橋本千賀子 
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10.11.24 海外ビジネス入門セミナ

ー 相談コーナー 

東京商工会議所 東京商工会議所 伊藤夏香 

10.11.26 第 60回栃木県発明展覧会 

表彰式 

(社)発明協会栃木県

支部 

栃木県産業技術セ

ンター 

山田毅彦 

10.12.14 第 69回神奈川県青少年創

意くふう展覧会 表彰式 

(社)発明協会神奈川

県支部 

ホテル横浜ガーデ

ン 

神原貞昭 

10.12.16 第 81回群馬県創意くふう

作品展 

(社)発明協会群馬県

支部 

群馬県庁 羽鳥亘 

10.12.24 

10.12.25（※6） 

SAT10 周年記念TXテクノ

ロジー・ショーケース 相

談コーナー 

(財)茨城県科学技術

振興財団つくばサイ

エンス・アカデミー、

つくば国際会議 

（共催 日本弁理士

会関東支部 他） 

つくば国際会議場 川端兆隆 

篠原一雄 

平川明 

11.01.19 ＪＡあつぎ大豆部会の商

標登録アドバイザー指導 

神奈川県環境農政局 神奈川県農業技術

センター 

新池義明 

11.01.20 群馬県中小企業外国出願

支援事業審査委員会 

(財)群馬県産業支援

機構 

群馬県公社総合ビ

ル 

服部秀一 

11.02.02～11.02.04 テクニカルショウヨコハ

マ2011 相談ブース出展 

(財)神奈川産業振興

センター、(社)横浜

市工業会連合会、神

奈川県、横浜市 

パシフィコ横浜 西川裕子 

山田大樹 

樋口高年 

岩崎孝治 

樋口正樹 

金井廣泰 

11.02.04（※7） 知的財産フォーラムinた

ま 「無料知的財産相談会」

日本弁理士会、日本

弁理士会関東支部 

立川市市民会館 岩瀬眞治 

川崎仁 

関昌充 

松田雅章 

野上晃 

田辺恵 

和智滋明 

11.02.10 平成 22 年度薬事監視員等

研修（専門コース） 

神奈川県保健福祉局 神奈川県総合医療

会館 

神原貞昭 

11.02.16～11.02.17 川崎国際環境技術展2011

相談ブース出展 

川崎国際環境技術展

実行委員会 

とどろきアリーナ 原田邦彦 

新池義明 

竹原尚彦 

木下茂 

11.02.25～11.03.01 なるほど婦人発明展 発明

相談コーナー 

(社)婦人発明家協会 京王百貨店新宿店 豊川直樹 

尾崎光三 

深澤潔 

遠藤信明 

加藤孝雄 

11.02.27 

11.03.07 

発明提案書のまとめ方セ

ミナー（機械編） 

(財)東京都中小企業

振興公社東京都知的

東京都中小企業振

興公社 

伊藤夏香 
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11.03.14 財産総合センター 

11.03.01 

11.03.08 

11.03.15 

発明提案書のまとめ方セ

ミナー（電気・電子編） 

(財)東京都中小企業

振興公社東京都知的

財産総合センター 

東京都中小企業振

興公社 

小原弘揮 

11.03.03～11.03.05 第4回としまものづくりメ

ッセ 相談ブース出展 

としまものづくりメ

ッセ実行委員会 

サンシャインシテ

ィ 

久保司 

鈴木康介 

長島繁樹 

高松武生 

関昌充 

11.03.04 

11.03.11 

11.03.18 

発明提案書のまとめ方セ

ミナー（化学編） 

(財)東京都中小企業

振興公社東京都知的

財産総合センター 

東京都中小企業振

興公社 

松田七重 

 

  ※1常設無料特許相談 

   ・日 時：月～金曜日10:00～12:00、14:00～16:00 

（東北関東大震災の影響により、３月１４日から３月３１日まで休止） 

・場 所：弁理士会館１階相談室（２ブース） 

   ・件 数：来訪９０８件、電話５８２件、文書６件  

   

  ※2無料知的財産相談会（多摩地域） 

・日  時：[第１回]平成２２年 ９月２９日（水）14:00～16:00 

[第２回]平成２２年１１月２４日（水）14:00～16:00 

[第３回]平成２３年 １月１９日（水）14:00～16:00 

・場  所：たましん事業支援センター（Winセンター） 

   ・件 数： ５件 

 

※3起業支援セミナーin茨城 「知的財産に関する無料相談会」 

・日  時：[第１回]平成２２年１０月１５日（金）15：30～16:30 

[第２回]平成２２年１０月２０日（水）15：30～16:30 

[第３回]平成２２年１０月２９日（金）15：30～16:30 

 ・場  所：[第１回]つくば支援センター、[第２回]茨城県産業会館、[第３回]下館商工会議所 

   ・件 数： ８件 

 

※4 第 16回東京の１０士業 暮らしと事業のよろず相談会 

   ・日  時：平成２２年１１月６日（土）10:30～16:30 

   ・場  所：新宿駅西口地下広場イベントコーナー 

   ・主  催：日本弁理士会関東支部、日本公認会計士協会東京会、（社）東京都不動産鑑定士協会、

東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会、東京司法書士会、東京税理士

会、東京都社会保険労務士会、東京土地家屋調査士会、（社）中小企業診断協会東京

支部、東京都行政書士会 

   ・件  数：３６５件 

 

 ※5 山梨県十士会合同相談会 

   ・日  時：平成２２年１１月２３日（火・祝）10:00～15:30 

   ・場  所：甲府市総合市民会館 
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   ・主  催：日本弁理士会関東支部、山梨県司法書士会、山梨県行政書士会、山梨県社会保険労務

士会、山梨県土地家屋調査士会、東京地方税理士会山梨県会、日本公認会計士協会東

京会山梨県会、山梨県弁護士会、山梨県不動産鑑定士協会、中小企業診断協会山梨県

支部 

   ・件  数：１０７件 

 

  ※6 SAT10 周年記念TXテクノロジー・ショーケースinつくば 「相談コーナー」 

・日  時：[第１回]平成２２年１２月２４日（水）12:00～16:00 

[第２回]平成２２年１２月２５日（水）12:00～16:00 

・場  所：つくば国際会議場 

   ・件  数： ８件 

 

  ※7 知的財産フォーラムinたま 「無料知的財産相談会」 

・日  時：平成２３年 ２月 ４日（金）11:00～18:00 

・場  所：立川市市民会館 

   ・件  数： １１件 

 

  11.広報活動 

   ・関東支部リーフレット「そうだ。弁理士に聞いてみよう！」を改訂、増刷した。 

   ・関東支部ホームページに全都県委員会のホームページを整備した。 

   ・ノベルティグッツとして、ノック式蛍光ペン油性ペン３本セットを作成した。 

   ・本会広報センターとの共催で、記者向けの「著作権に関する勉強会」を全２回開催した。 

   【第 1回】 

・テーマ：日本における著作権の権利を制限する一般規定（いわゆるフェアユース）の導入につい

て 

   ・日 時：平成２２年９月１７日(金) １３:００～１４:００ 

   ・スピーカー：日本弁理士会 著作権ビジネス研究会  飯田 圭 会員（弁護士） 

   ・参加人数：１０名（９社） 

   【第２回】 

   ・テーマ：写真の著作権について 

   ・日 時：平成２３年３月４日(金) １３:００～１４:００ 

   ・スピーカー：日本弁理士会 執行理事 中川 裕幸 会員  

   ・参加人数：１９名（１３社） 

 

  12.各都県の窓口責任者 

東京都 田村  爾 

神奈川県 神原 貞昭 

千葉県 高崎 芳紘 

埼玉県 佐原 雅史 

茨城県 川端 兆隆 

群馬県 羽鳥  亘 

栃木県 飯田 圭一 

山梨県 土橋 博司 

 

（３）その他 
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・ 川崎市と「知的財産の活用による産業振興と地域の活性化のための協力に関する協定」及び協定に

基づく「覚書」を再締結（H22.4.1）。 

・ 栃木県と「知的財産の活用による地域の活性化と産業の振興のための協力に関する協定」及び協定

に基づく「覚書」を再締結（H22.4.1）。 

・ 常設特許相談室において、毎週第４木曜日に「著作権相談室」を開設した（H23.1～）。 


