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関東支部（平成２０年４月１日～平成２１年３月３１日） 

 

１．支部役員（５０音順） 

  【支 部 長】川久保新一（東京都） 

  【副支部長】朝日 直子（千葉県）  尾崎 光三（東京都）  亀谷 美明（東京都） 

        神原 貞昭（神奈川県） 久保  司（東京都）  小泉 雅裕（東京都） 

        河野  哲（東京都）  小林 英一（千葉県）  崔  秀喆（東京都） 

        佐原 雅史（埼玉県）  高田 幸彦（茨城県）  高橋 俊一（東京都） 

        田中 正男（山梨県）  筒井 大和（東京都）  永井 義久（東京都） 

        波多野 久（東京都）  平山 俊夫（栃木県）  丸山 幸雄（東京都） 

        村田  実（東京都）  吉田 芳春（東京都） 

  【幹  事】青木  充（神奈川県） 伊藤 夏香（東京都）  榎本 英俊（東京都） 

        遠藤 信明（東京都）  折居  章（東京都）  柿本 邦夫（東京都） 

        金坂 憲幸（東京都）  香原 修也（東京都）  鈴木  知（東京都） 

        須田 元也（東京都）  関  昌充（東京都）  世良 和信（東京都） 

        園部 武雄（茨城県）  高崎 芳紘（千葉県）  高橋 幸夫（神奈川県） 

        谷山  守（東京都）  田村  爾（東京都）  長濱 範明（東京都） 

        中村  仁（東京都）  西出 眞吾（東京都）  萩原 康司（東京都） 

        橋本  清（東京都）  舟橋 榮子（東京都）  本多 一郎（東京都） 

        松下浩二郎（群馬県）  丸山 英一（東京都）  柳澤 孝成（東京都） 

        矢野 公子（東京都） 

  【監 査 役】小林  正（東京都）  中山  清（東京都）  竹内  守（千葉県） 

 

２．支部総会 

（１）定期支部総会 

  【日時等】平成２０年６月１２日（木）15:00～16:20 場所．弁理士会館３階会議室 

  【議 案】第１号議案 平成１９年度事業報告の承認を求める件 ［原案どおり承認］ 

       第２号議案 平成１９年度決算の承認を求める件   ［原案どおり承認］ 

       第３号議案 平成２０年度事業計画の承認を求める件 ［原案どおり承認］ 

       第４号議案 平成２０年度予算の承認を求める件   ［原案どおり承認］ 

 

（２）第１回臨時支部総会 

  【日時等】平成２０年１２月５日（金）16:00～17:00 場所．弁理士会館３階会議室 

  【議 案】第１号議案 平成２１年度関東支部支部長、副支部長、幹事及び監査役選任の件 

［原案どおり承認］ 

 

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 

総務委員会広報部会 １１回 

総務委員会企画政策部会 １０回 
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総務委員会会員対応部会 ２回 

東京委員会 １２回 

神奈川委員会 １１回 

千葉委員会 ５回 

埼玉委員会  １０回 

茨城委員会   ８回 

群馬委員会   ３回 

栃木委員会   ２回 

山梨委員会  １０回 

学校教育委員会  １０回 

候補者指名委員会   ３回 

相談室運営ＷＧ  １０回 

次年度会務ＷＧ   ４回 

次年度人事検討ＷＧ   ４回 

よろず相談実行委員会   ５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 ２回 

（社）発明協会東京支部との会合   １回 

東京都との会合   ２回 

神奈川県との会合   ４回 

栃木県との会合   １回 

山梨県との会合   １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 

立川商工会議所との会合   １回 

東京都商工会連合会との会合   １回 

（財）日本産業技術振興協会との会合   １回 

（財）神奈川産業振興センターとの会合   １回 

（社）発明協会神奈川県支部との会合   １回 

神奈川県立相原高等学校との会合   １回 

 

４．主な事業活動 

（１）対内活動 

  ①「千葉県内在勤の弁理士の相互交流を図る会」の開催 

   ・日  時：平成２０年４月２５日（金）18:00～20:00 

   ・場  所：船橋グランドホテル 

   ・参加者数：２７名 

 

  ②「茨城県内在勤弁理士の「意見交換会・懇親会」の開催 

   ・日  時：平成２０年５月１５日（木）16:00～19:30 

   ・場  所：つくば国際会議場 

・参加者数：９名 

 

  ③「山梨県内在勤の弁理士の相互交流を図る会」の開催 

   ・日  時：平成２０年５月３０日（土）16:00～19:30 

   ・場  所：ベルクラシック甲府 

   ・参加者数：１４名 
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④「埼玉県内在勤の弁理士の相互交流を図る会」の開催 

   ・日  時：平成２０年６月２７日（金）17:30～20:30 

   ・場  所：ラフレさいたま 

   ・参加者数：３１名 

 

  ⑤研修会「群馬県内における地域団体商標について」の開催 

   ・日  時：平成２０年６月２８日（土）16:00～18:00 

   ・場  所：ホテル天坊 

   ・講  師：羽鳥 亘 会員 

   ・参加者数：２５名 

「群馬県在勤出身会員の交流会」の開催 

・日  時：同日 

・場  所：同会場 

・参加者数：１６名 

 

  ⑥「栃木県内在勤等の弁理士の相互交流を図る会」の開催 

   ・日  時：平成２０年７月２５日（金）18:30～20:30 

   ・場  所：宇都宮ポートホテル 

   ・参加人数：１７名 

 

  ⑦「中小・ベンチャー企業支援の新事業説明会」の開催 

   ・日  時：平成２０年９月１０日（水）14:00～17:30 

   ・場  所：弁理士会館 

   ・内  容：１．各団体からの事業紹介 

（東京都・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、東京商工会議所、 

（社）発明協会東京支部）        

         ２．交流会・名刺交換会 

・参加人数：９４名 

 

  ⑧「茨城県内の優良中小企業訪問会」の開催 

   ・日  時：平成２０年１０月１４日（火）13:30～15:30 

・訪 問 先：株式会社アンテックス高萩工場 

   ・参加人数：５名 

 

  ⑨研修会「発明の本質を捉えることの重要性」の開催 

   ・日  時：平成２０年１０月２５日（土）15:00～17:00 

・会  場：グランドホテル長谷川 

・講  師：江藤 聡明 会員 

・参加人数：２８名 

   「群馬県在勤・出身会員の交流会」の開催 

   ・日  時：同日18:00～20:00 

・会 場：高崎ワシントンホテルプラザ 

・参加人数：１６名 

 

  ⑩研修会「山梨県内における地域団体商標について」の開催 
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   ・日  時：平成２０年１１月１４日（金）16:00～18:00 

・会  場：ホテル談露館 

・講  師：土橋 博司 会員 

   ・参加人数：９名 

   「山梨県在勤等会員の交流会」の開催 

   ・日  時：同日 18:00～20:00 

   ・会  場：同会場 

   ・参加人数：９名 

 

  ⑪研修会「地域知財対応セミナー」の開催 

   ・日  時：平成２０年１１月２１日（金）15:30～17:30 

   ・会  場：クイーンズフォーラム 

   ・講  師：関 昌充 会員 

   ・参加人数：３３名 

   「神奈川県在勤弁理士の交流会」の開催 

   ・日  時：同日 18:00～20:00 

   ・会  場：横浜ロイヤルパークホテル 

   ・参加人数：３０名 

 

  ⑫研修会「埼玉県内における地域団体商標について」の開催 

   ・日  時：平成２１年１月２３日（金）16:00～20:30 

   ・会  場：マロウドイン大宮 

   ・参加人数：４４名 

   ・テーマ及び講師 

１．研修会「埼玉県内における地域団体商標について」 

     講師：奥野 貴男 会員 

２．「埼玉県内在勤等会員の交流会」 

 

⑬「財団法人東京都中小企業振興公社の助成金事業に関する説明会」の開催 

   ・日  時：平成２１年２月１８日（水）15:00～17:00 

   ・会  場：弁理士会館 

   ・内  容：１．「東京都知的財産総合センターの助成金事業について」 

         ２．「新製品・新技術開発助成金について」 

         ３．「名刺交換会」 

・参加人数：７２名 

 

⑭「知財戦略・振興・支援の２００９年方針等の講演会」の開催 

 ・日  時：平成２１年３月３日（火）13:00～19:30 

 ・会  場：東葛テクノプラザ 

 ・参加人数：４４名 

 ・テーマ及び講師 

１．東葛テクノプラザ施設見学会 

２．講演会 

講演「平成21年度の国の知財支援策について」 

講師：特許庁 産業財産権専門官 佐藤 光昭 氏 
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講演「平成21年度の広域関東圏の知財推進計画について」 

講師：関東経済産業局特許室長 渡邉 治 氏 

講演「千葉県の知財振興と支援を含む産業振興施策について」 

講師：千葉県商工労働部産業振興課 課長 麻生 恵 氏 

講演「千葉県産業振興センターの知財支援事業について」 

講師：(財)千葉県産業振興センター 企画調整室長 高岡 健二 氏 

３．交流会 

 

  ⑮「茨城県内の優良中小企業訪問会」の開催 

   ・日  時：平成２１年２月１９日（火）13:30～15:30 

・訪 問 先：株式会社アンテックス高萩工場 

   ・参加人数：７名 

   「茨城県在勤・在住弁理士の相互交流会」 

   ・日  時：同日16:30～18:30 

   ・会  場：割烹魚政 

   ・参加人数：７名 

 

（２）対外活動 

①「弁理士の日」イベントとして、平成２０年６月２８日（土）に全国一斉無料特許相談会を開催した。 

開 催 地 代 表 者 開 催 会 場 

東京会場 吉田 芳春 弁理士会館 

神奈川会場 神原 貞昭 神奈川中小企業センター 

千葉会場 小林 英一 船橋商工会議所 

埼玉会場 佐原 雅史 大宮ソニックシティビル 

茨城会場 有阪 正昭 つくば国際会議場 

群馬会場 松下浩二郎 群馬県知的所有権センター 

栃木会場 福田 信雄 とちぎ健康の森 

山梨会場 浅川  哲 山交百貨店 

 

②「2008弁理士の日記念フェスティバル」イベントとして、電子紙芝居を上演した。 

 ・日  時：平成２０年７月２日（日）9:50～16:50 

 ・場  所：科学技術館 

 ・主  催：日本弁理士会 

・対 象 者：小学生以下の親子 

・講  師：朝日直子会員、生富成一会員、伊藤夏香会員、小松秀彦会員、志村正樹会員、藤沢昭太郎会員 

・参加者数：約１，５００名（内、電子紙芝居は１５１名） 

 

③キャラバン隊の活動として、「第２回山梨産学官連携シンポジウム」を共催した。 

・日  時：平成２１年１月２７日（火）13:00～20:00 

・場  所：ベルクラシック甲府 

・主  催：山梨県、山梨大学 

・共  催：甲府市、山梨市、北杜市、都留市、岡谷市、やまなし産業支援機構、日本弁理士会関東支部、甲府商

工会議所、山梨中央銀行 

・後  援：文部科学省、（独）科学技術振興機構、大学共同利用機関法人自然科学研究機構国立天文台、甲府信用
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金庫、山梨信用金庫、山梨日日新聞社、山梨放送、時事通信社甲府支局、読売新聞甲府支局、毎日新

聞甲府支局、朝日新聞甲府総局、テレビ朝日甲府支局、ＮＨＫ甲府放送局、共同通信社甲府支局、日

本経済新聞社甲府支局、産経新聞社甲府支局、テレビ山梨、エフエム富士 

・参加者数：５３５名 

・テーマ及び講師 

【第一部】 講演 

１．基調講演「第二の地球を探す」 

       講師 林 正彦 氏（大学共同利用機関法人自然科学研究機構国立天文台教授、ハワ

イ観測所長） 

２．特別講演「富士ゼロックスが考える次世代のＲ＆Ｄ」 

       講師 山本 忠人 氏（富士ゼロックス株式会社 代表取締役社長） 

    【第ニ部】テーマ別フォーラム「知財の創生と活用」 

          １．基調講演「激動の時代の知財創生と知財戦略」 

                講師 馬場 錬成 氏（東京理科大学知財専門職大学院教授） 

          ２．パネルディスカッション 

                モデレーター 土橋 博司 氏（日本弁理士会関東支部） 

                パネリスト 川久保 新一 氏（日本弁理士会関東支部長） 

                パネリスト 牛久 健司 氏（山梨大学 客員教授） 

                パネリスト 鴨野 則昭 氏（（独）科学技術振興機構 産業連携推進部長） 

                パネリスト 島田 勇 氏（長野県岡谷市経済部参事兼産業振興戦略室長） 

                パネリスト 内田 誠 氏（山梨大学燃料電池ナノ材料研究センター教授） 

                コメンテーター 山本 忠人 氏（富士ゼロックス株式会社 代表取締役社長） 

                コメンテーター 馬場 錬成 氏（東京理科大学知財専門職大学院教授） 

    【第三部】交流会 

 

④関東支部主催として、「第３０回工業技術見本市 テクニカルショウヨコハマ２００９」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２０年２月６日（金）13:30～17:00 

 ・場  所：パシフィコ横浜アネックスホール 

 ・主  催：神奈川県、日本弁理士会関東支部 

 ・協  力：（社）発明協会神奈川県支部 

・参加者数：１３６名 

・テーマ及び講師 

       開会挨拶 小野 義博 氏（神奈川県副知事） 

            川久保 新一 氏（日本弁理士会関東支部 支部長） 

       講演「産業技術センターにおける中小企業の新技術の事業化支援」 

          講師 馬飼野 信一 氏（神奈川県産業技術センター 副所長） 

       講演「海外進出を目指す中小企業に役立つ知財戦略」 

          講師 神原 貞昭 氏（日本弁理士会関東支部 副支部長） 

       パネルディスカッション「アジア地域における事業展開に役立つ知財戦略をいかに考えるか」 

         モデレーター 山﨑 高明 氏（日本弁理士会関東支部） 

         パネリスト 大森 弘文 氏（三菱鉛筆株式会社特許室 室長） 

         パネリスト 水田 賢治 氏（日本貿易振興機構知的財産課 課長代理） 

         パネリスト 馬飼野 信一 氏（神奈川県産業技術センター 副所長） 

         パネリスト 木下 茂 氏（日本弁理士会関東支部） 
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  ⑤教育機関への支援事業 

開催日時 学校名 対象 講師 

08.10.04 和洋国府台女子中学校 ３学年８クラス ３００名 佐々 百合子 

08.10.31 文星芸術大学付属高等学校 総合ビジネス科２，３学年 

７０名 

福田 信雄 

08.11.18 川崎市立大戸小学校 ６学年２クラス ５６名 岩永 勇二 

中濱 明子 

藤沢 昭太郎 

08.12.03 埼玉県立岩槻商業高等学校 １，３学年 ３７５名 伊藤 夏香 

川島 麻衣 

高 昌宏 

田仲 剛 

08.12.05 茨城県立江戸崎総合高等学校 １学年 １７４名 朝日 直子 

鈴木 康介 

浜田 治雄 

渡邊 充 

08.12.15 川崎市立橘小学校 ６学年４クラス １４０名 高橋 理恵 

池上 美穂 

藤沢 昭太郎 

09.01.16 神奈川県立相原高等学校 ３学年 １４名 

マーケティング受講者 

朝日 直子 

藤沢 昭太郎 

09.01.27 群馬県立前橋工業高等学校 機械科２学年 ２クラス 

８０名 

遠藤 信明 

井出 真 

小松 秀彦 

09.02.12 淑徳与野高等学校 普通科 １００名 磯貝 克臣 

09.02.13 宇都宮市立岡本北小学校 ６学年２クラス ８１名 川村 武 

稲垣 仁義 

田仲 剛 

09.03.17 お茶の水女子大学附属小学校 ５学年１クラス ３２名 中濱 明子 

藤沢 昭太郎 

 

⑥講師、相談員の派遣 

開催日時 団体名 開催場所 概要 派遣者 

08.04～ 

毎月第3金曜日 

(社)発明協会群馬県支部 桐生商工会議所 (社)発明協会群馬県支部

桐生部会における発明相

談会 

稲村 悦男 

08.04～09.03 

毎月第1･3木曜

日 

東京商工会議所 東京商工会議所 

中小企業相談センタ

ー 

平成20年度窓口専門相談 小原 弘揮 

加藤 孝雄 

尾崎 光三 

伊藤 夏香 

野上 晃 

今下 勝博 

吉村 俊一 

長島 繁樹 
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員見 正文 

井出 真 

田中 雅雄 

磯部 年伸 

舟橋 榮子 

小泉 雅裕 

関 昌充 

大津 洋夫 

08.04～09.03 

毎月第2木曜日 

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 

士業専門家による無料相

談会 

神田 正義 

松冨 豊 

08.05.13 

08.08.12 

08.11.11 

09.02.10 

特許庁 三浦商工会議所 知財駆け込み寺連携事業

「知的財産相談会」 

櫻井 隆夫 

08.04.23 横浜市、(株)知財マネジメン

ト支援機構 

（財）横浜企業経営

支援財団大会議室 

第1回横浜市知的財産セミ

ナー 

青木 充 

08.05.21 柏商工会議所 柏商工会議所 柏商工会議所「法務医療教

育部会・部会員交流会」に

おける講演 

高崎 芳紘 

08.06.24 特許庁 春日部市商工振興セ

ンター 

知財駆け込み寺連携事業

(セミナー) 

松井 晃一 

08.06～09.02 横浜市経済観光局 横浜市役所 横浜市知的財産活用促進

助成金 

交付審査会 

山崎 高明 

08.06.24 特許庁 藤野町商工会 知財駆け込み寺連携事業

「知的財産相談会」 

後藤 隆英 

08.07.10～14 (社)婦人発明家協会 東武百貨店池袋店 なるほど婦人発明展「発明

相談コーナー」 

伊藤 夏香 

前 直美 

尾崎 光三 

久保 司 

加藤 孝雄 

08.07.09～11 （財）神奈川産業振興センタ

ー、神奈川県、川崎市 

かながわサイエンス

パーク（ＫＳＰ） 

テクノトランスファーin

かわさき2008 

石川 壽彦 

木宮 直樹 

木下 茂 

花村 泰伸 

塚本 英雄 

坂野 博行 

08.08.06 特許庁 神流町商工会 知財駆け込み寺産業財産

権相談会 

松下 浩二郎 

08.07.15 特許庁 岩舟町商工会 知財駆け込み寺連携事業 

経営指導員向け知的財産

権セミナー 

飯田 圭一 

08.08.29 (社)発明協会 発明会館 地方発明表彰（関東ブロッ

ク選考委員会） 

尾崎 光三 
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08.07.23 特許庁 榛東村商工会 知財駆け込み寺産業財産

権相談会 

東野 博文 

08.07.24～25 栃木県 栃木県産業技術セン

ター 

知的財産実務セミナー（初

級） 

中川 裕幸 

児島 敦 

平山 俊夫 

田辺 良徳 

保科 敏夫 

飯田 圭一 

08.7.30～31 茨城産業大県フェア2008実

行委員会 

茨城県、(財)茨城県中小企業

振興公社、茨城産業会議

（(社)茨城県経営者協会、茨

城県商工会議所連合会、茨城

県商工会連合会、茨城県中小

企業団体中央会） 

東京ビッグサイト 茨城産業大県フェア2008 川端 兆隆 

高田 幸彦 

小島 浩紀 

奥田 律次 

石塚 利博 

岩堀 邦男 

渡邉 浩 

園部 武雄 

中川 邦雄 

白石 光男 

08.08.29 神奈川県 さがみ農業協同組合

玉縄支店 

商標登録アドバイザー派

遣事業 

櫻井 隆夫 

08.08.28 川崎市 川崎市産業振興会館 知的財産基礎研修 塚原 孝和 

08.9.25～

09.3.31 

毎月第4木曜日 

特許庁 沼田商工会議所 知財駆け込み寺産業財産

権相談会 

中村 俊郎 

小林 智昭 

稲村 悦男 

08.09.11 特許庁 松伏町商工会館 知財駆け込み寺連携事業

(セミナー) 

新井 信昭 

08.10.16 特許庁 高崎市新町商工会 知財駆け込み寺知的財産

権セミナー 

津久井 道夫 

08.09.25 特許庁 下仁田町商工会館 知財駆け込み寺知的財産

セミナー 

岡野 正義 

08.09.29 特許庁 群馬伊勢崎商工会 知財駆け込み寺知的財産

権セミナー 

羽鳥 亘 

08.10.08 特許庁 高崎市箕郷商工会館 知財駆け込み寺知的財産

セミナー 

中村 希望 

08.10.01～03 特許庁、関東経済産業局、広

域関東圏知的財産戦略本部 

東京ビッグサイト パテントソリューション

フェア2008 

窪谷 剛至 

小島 高城郎 

加藤 孝雄 

野上 晃 

伊藤 夏香 

井出 真 

08.09.25 広域関東圏知的財産戦略本

部、関東経済産業局、特許庁

山梨県工業技術セン

ター 

平成20年度大学等研究者

対象セミナー（山梨県工業

技術センター） 

久保 浩三 

08.10.22～23、 広域関東圏知的財産戦略本 群馬産業技術センタ 平成20年度大学等研究者 津久井 道夫 
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11.13～14 部、関東経済産業局、特許庁 ー 対象セミナー(群馬県産業

技術センター） 

小野 信夫 

本多 一郎 

中村 希望 

08.10.18 広域関東圏知的財産戦略本

部、関東経済産業局、特許庁

横浜市立大学 平成20年度大学等研究者

対象セミナー 

(横浜市立大学） 

大平 和幸 

08.11.27 広域関東圏知的財産戦略本

部、関東経済産業局、特許庁

かながわサイエンス

パーク 

平成20年度大学等研究者

対象セミナー(かながわサ

イエンスパーク） 

神原 貞昭 

08.12.11 広域関東圏知的財産戦略本

部、関東経済産業局、特許庁

埼玉工業大学ハイテ

クリサーチセンター

平成20年度大学等研究者

対象セミナー(埼玉工業大

学） 

松井 晃一 

橋立 茂 

08.10.7 栃木県、(社)発明協会栃木県

支部 

栃木県産業技術セン

ター 

第 58回栃木県発明展覧会 平山 俊夫 

08.11.14 栃木県、(社)発明協会栃木県

支部 

栃木県産業技術セン

ター 

第 58回栃木県発明展覧会 平山 俊夫 

08.11.06 (社)発明協会群馬県支部 前橋プラザ元気21 第 79回群馬県創意くふう

作品展 

松下 浩二郎 

08.12.17 (社)発明協会群馬県支部 群馬県庁 第 79回群馬県創意くふう

作品展 

松下 浩二郎 

08.10.02 前橋市教育委員会、前橋商工

会議所、(社)発明協会群馬県

支部前橋分会 

前橋プラザ元気21 第 48回前橋市発明考案展 田村 和彦 

08.11.18 前橋市教育委員会、前橋商工

会議所、(社)発明協会群馬県

支部前橋分会 

前橋商工会議所 第 48回前橋市発明考案展 田村 和彦 

08.10.03 (社)発明協会群馬県支部太

田分会 

ショッピングセンタ

ーラブ 

第 30回太田発明くふう展 雨笠 敬 

08.10.05 (社)発明協会群馬県支部太

田分会 

ショッピングセンタ

ーラブ 

第 30回太田発明くふう展 雨笠 敬 

08.10.02 (社)発明協会群馬県支部富

岡分会、富岡市、富岡市教育

委員会 

富岡市立美術博物館 第44回富岡市発明くふう

展 

鈴木 弘一 

08.10.25 (社)発明協会群馬県支部富

岡分会、富岡市、富岡市教育

委員会 

富岡市立美術博物館 第44回富岡市発明くふう

展 

鈴木 弘一 

08.09.10 (社)発明協会群馬県支部藤

岡分会、(社)発明協会群馬県

支部 

ららん藤岡「花の交

流館」 

第 25回藤岡・多野発明創

意工夫作品展 

小林 智昭 

08.09.14 (社)発明協会群馬県支部藤

岡分会、(社)発明協会群馬県

支部 

ららん藤岡「花の交

流館」 

第 25回藤岡・多野発明創

意工夫作品展 

小林 智昭 

08.10.09 (社)発明協会東京支部 都立産業貿易センタ

ー 

2008東京発明展 岩瀬 眞治 
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09.02.17 (社)発明協会東京支部 虎ノ門パストラル 2008東京発明展 尾崎 光三 

08.11.14 神奈川県、(社)発明協会神奈

川県支部 

神奈川中小企業セン

ター 

かながわ・夢・アイデア展

（第67回神奈川県青少年

創意くふう展覧会） 

山崎 高明 

08.12.19 神奈川県、(社)発明協会神奈

川県支部 

ホテル横浜ガーデン かながわ・夢・アイデア展

（第67回神奈川県青少年

創意くふう展覧会） 

神原 貞昭 

08.10.15 (社)発明協会山梨県支部 山交百貨店 第 35回山梨県児童生徒発

明くふう展 

土橋 博司 

08.10.18 (社)発明協会山梨県支部 山交百貨店 第 36回山梨県児童生徒発

明くふう展 

田中 正男 

08.09.12 特許庁 栃木商工会議所 知財駆け込み寺 経営指

導員向け知的財産権セミ

ナー 

平山 俊夫 

08.11.19 特許庁 安中市商工会 知財駆け込み寺産業財産

権相談会 

東野 博文 

08.11.14 特許庁 鎌倉商工会議所 知財駆け込み寺知的財産

権相談会 

櫻井 隆夫 

08.12.03 特許庁 鎌倉商工会議所 知財駆け込み寺知的財産

権相談会 

櫻井 隆夫 

08.11.12 特許庁 秦野商工会議所 

綾瀬市商工会 

鎌倉商工会議所 

知財駆け込み寺知的財産

権相談会 

松下 亮 

08.11.12 特許庁 綾瀬商工会議所 知財駆け込み寺知的財産

権相談会 

青木 充 

08.10.09～10 (社)発明協会東京支部 東京都立産業貿易セ

ンター 

2008東京発明展発明相談

コーナー 

五十嵐 貞喜 

加藤 孝雄 

08.10.09 特許庁 JA利根沼田青年農業

者研修所 

知財駆け込み寺産業財産

権セミナー及び相談会 

羽鳥 亘 

08.10.30 

08.11.06 

08.11.10 

08.12.04 

09.01.22 

特許庁 宇都宮市文化会館 知財駆け込み寺連携事業

知的財産管理入門講座 

飯田 圭一 

工藤 宣幸 

09.01.19 広域関東圏知的財産戦略本

部、関東経済産業局、特許庁

プラザ菜の花 平成20年度大学等研究者

対象セミナー(プラザ菜の

花） 

阪田 俊彦 

08.11.26 特許庁 八潮市商工会 知財駆け込み寺連携事業

相談会 

松井 晃一 

08.11.21 特許庁 吉井町商工会 知財駆け込み寺知的財産

権セミナー 

田村 和彦 

08.11.05 

08.11.12 

08.11.19 

(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 

発明提案書のまとめ方セ

ミナー（機械編） 

伊藤 夏香 
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08.11.09 国際知的財産保護フォーラ

ム 

前橋元気プラザ21 出張！ＩＰカルチャー教

室 

羽鳥 亘 

08.12.07 国際知的財産保護フォーラ

ム 

板橋区立教育科学館 出張！ＩＰカルチャー教

室 

鈴木 康介 

09.01.06 広域関東圏知的財産戦略本

部、関東経済産業局、特許庁

栃木県産業技術セン

ター 

平成20年度知的財産教育

支援セミナー事業 

羽鳥 亘 

09.02.23 東京都商工会連合会 国立商業協同組合 若手経営者向け知的財産

講習会 

井出 真 

09.01.29 広域関東圏知的財産戦略本

部、関東経済産業局、特許庁、

埼玉県、知的財産総合支援セ

ンター埼玉 

(財)埼玉県中小企業

振興公社 

平成20年度中小・ベンチ

ャー企業向け知的財産セ

ミナー 

中川 裕幸 

08.12.22 特許庁 上里町商工会館 知財駆け込み寺連携事業

(セミナー) 

長坂 剛人 

09.01.29 特許庁 富士見市商工会 知財駆け込み寺連携事業 

特許・実用新案・意匠・商

標相談会 

松井 晃一 

08.12.16 特許庁 千代田町商工会 知財駆け込み寺知的財産

権セミナー 

岡田 義敬 

－ 文部科学省、特許庁、日本弁

理士会、(独)工業所有権情

報・研修館 

自由ヶ丘産能短期大

学 

 

埼玉県立川越工業高

等学校 

平成20年度パテントコン

テスト指導弁理士 

遠藤 信明 

 

松井 晃一 

09.01.28 特許庁 群馬伊勢崎商工会 知財駆け込み寺連携事業

セミナー 

中村 希望 

09.01.14 

09.01.21 

09.01.28 

(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 

発明提案書のまとめ方セ

ミナー（電気電子編） 

橘 和之 

09.02.12 

09.02.19 

09.02.26 

(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 

発明提案書のまとめ方セ

ミナー（化学編） 

今下 勝博 

09.01.21 広域関東圏知的財産戦略本

部、特許庁、関東経済産業局

つくば研究支援セン

ター 

平成20年度中小・ベンチ

ャー企業向け知的財産セ

ミナー 併催「知的財産個

別相談会」 

園部 武雄 

中川 邦雄 

08.09.11 

08.09.25 

08.10.09 

08.10.23 

総務省、日本弁理士会、独立

行政法人情報通信研究機構 

東京都中小企業振興

公社 

平成20年度 ICTベンチャ

ー知的財産戦略セミナー

（東京） 

(運営委員) 

黒田 雄一 

松田 雅章 

佐野 惣一郎 

矢野 公子 

(実習講師) 

伊藤 夏香 

佐野 惣一郎 
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長島 繁樹 

09.03.06 広域関東圏知的財産戦略本

部（関東経済産業局）・特許

庁 

立教大学 平成20年度大学等研究者

対象セミナー事業（立教大

学） 

伊藤 夏香 

09.03.10 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 

中小企業のための模倣品

対策セミナー 

鷺 健志 

秋篠 浩二 

飯田 圭 

川越 雄一郎 

佐々木 康 

森 隆一郎 

山上 祥吾 

09.02.26 

～09.03.03 

社団法人婦人発明家協会 京王百貨店新宿店 「第42回なるほど展」発

明相談コーナー 

加藤 孝雄 

伊藤 夏香 

長島 繁樹 

高松 武生 

岩瀬 眞治 

秦 正則 

09.03.26 特許庁 本庄商工会議所 知財駆け込み寺連携事業 

特許・実用新案・意匠・商

標の相談会 

橋立 茂 

09.03.19 特許庁 戸田市商工会 知財駆け込み寺連携事業 

相談会 

杉原 鉄郎 

09.03.17 特許庁 加須市商工会館 知財駆け込み寺連携事業 

相談会（特・実・意・商） 

菊谷 公男 

09.03.18 特許庁 岡部商工会館 知財駆け込み寺連携事業 伊藤 捷雄 

09.02.27 広域関東圏知的財産戦略本

部、関東経済産業局、特許庁

自治医科大学 平成20年度大学等研究者

対象セミナー（自治医科大

学） 

越智 豊 

09.02.03 

09.02.10 

広域関東圏知的財産戦略本

部、関東経済産業局、特許庁、

横浜市 

横浜メディア・ビジ

ネスセンター 

平成20年度大学等研究者

対象セミナー（横浜メディ

ア・ビジネスセンター） 

木下 茂 

08.11.22 山梨県九士会協議会（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山梨

県会、山梨県弁護士会、日本

弁理士会関東支部、山梨県不

動産鑑定士協会） 

甲府市総合市民会館 第6回・山梨の9士業によ

る無料なんでも合同相談

会 

土橋 博司 

志村 正樹 

浅川 哲 

田中 正男 

09.01.27 山梨県、山梨大学 ベルクラシック甲府 第3回山梨産学官連携シン

ポジウム 

(パネリスト) 

川久保 新一 

(モデレーター)

土橋 博司 
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08.08.05 神奈川県 神奈川県庁 神奈川県・知的財産関係機

関連絡調整会議 

神原 貞昭 

09.02.26 大和市 大和市生涯学習セン

ター 

工業技術研修 木宮 直樹 

08.09.19 栃木県 栃木県産業技術セン

ター 

知的財産実務セミナー（中

級Ⅰ） 

田辺 良徳 

筒井 大和 

08.10.24 栃木県 栃木県産業技術セン

ター 

知的財産実務セミナー（中

級Ⅱ） 

久保 司 

阿部 伸一 

飯田 圭一 

08.10.31 広域関東圏知的財産戦略本

部、関東経済産業局、特許庁、

神奈川県 

川崎市産業振興会館 平成20年度中小・ベンチ

ャー企業向け知的財産セ

ミナー（海外事業展開支援

セミナー） 

神原 貞昭 

08.11.12 広域関東圏知的財産戦略本

部、関東経済産業局、特許庁、

神奈川県 

川崎市産業振興会館 平成20年度中小・ベンチ

ャー企業向け知的財産セ

ミナー（地域ブランド振興

セミナー） 

新池 義明 

08.11.13 広域関東圏知的財産戦略本

部、関東経済産業局、特許庁、

神奈川県 

川崎市産業振興会館 平成20年度中小・ベンチ

ャー企業向け知的財産セ

ミナー（工業デザイン振興

セミナー） 

山口 康明 

09.03.17 特許庁 (株)クリア 知財駆け込み寺 企業訪

問型相談事業 

福田 信雄 

09.03.19 特許庁 山梨県立博物館 知財駆け込み寺 知的財

産セミナー 

恩田 誠 

09.02.04～06 財産法人神奈川産業振興セ

ンター、社団法人横浜市工業

会連合会、神奈川県、横浜市

 

(シンポジウム)神奈川県、日

本弁理士会関東支部 

パシフィコ横浜 第 30回工業技術見本市テ

クニカルショウヨコハマ

2009 

(相談員) 

青木 充 

新池 義明 

塚原 孝和 

塚本 英雄 

石川 壽彦 

木宮 直樹 

(講師） 

神原 貞昭 

(パネラー) 

木下 茂 

(コーディネー

ター） 

山崎 高明 
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  ⑦常設無料特許相談 

   ・日 時：月～金曜日10:00～12:00、14:00～16:00 

・場 所：弁理士会館１階、２ブース 

   ・件 数：来訪１３７１件、電話６５４件、文書０件 

 

  ⑧諸団体との連携として、東京都内の各士業団体と「第１４回・東京の１０士業 暮らしと事業のよろず相談会」を 

開催した。 

   ・日  時：平成２０年１０月４日（土）10:00～16:00 

   ・場  所：弁護士会館 

   ・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 

 

  ⑨諸団体との連携として、神奈川県内の各団体と「第１回神奈川県・知的財産関係機関連絡調整会議」を開催した。 

   ・日  時：平成２０年８月６日（火）13:30～15:30 

   ・場  所：神奈川県庁新庁舎５階応接室 

   ・参 加 者：神奈川県産業技術センター、（財）神奈川科学技術アカデミー、神奈川県立川崎図書館、（社）発明協会

神奈川県支部、（財）神奈川産業振興センター、横浜市、川崎市、横須賀市、茅ヶ崎市、厚木市、綾瀬市、

関東経済産業局、日本弁理士会関東支部、横浜弁護士会、神奈川県 

 

  ⑩諸団体との連携として、日本公認会計士協会東京会と共催で、「第１回合同研修会」を開催した。 

   ・日  時：平成２１年２月１２日（木）13:00～16:30 

   ・場  所：砂防会館別館1階シェーンバッハサボー「利根」 

   ・参加者数：３５５名（弁理士１９６名、公認会計士１５９名） 

   ・テーマ及び講師 

     開会挨拶 川久保 新一 氏（日本弁理士会関東支部 支部長） 

     講義１「IFRS 国際会計基準導入が企業経営に与える影響（M&A における知的財産の取り扱い、研究開発費の取り

扱い等について）」 

       講師 熊本 浩明 氏（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） 

     講義２「実践的知的財産評価方法として公認会計士・弁理士が共同で行う知的財産の経済的価値評価について－

その役割分担および注意点－」 

講師 久保 司 氏（日本弁理士会関東支部  副支部長） 

     閉会挨拶 兼山 嘉人 氏（日本公認会計士協会東京会 副会長） 

 

  ⑪広報活動 

   ・「関東支部リーフレット」を増刷した。 

   ・知財教育パンフレットを増刷し、栃木県北部の小中学校１４８校に送付した。 

   ・平成２１年２月２７日、関東支部ホームページの会員専用ページを開設した。 

   ・ノベルティグッツとして蛍光ペン３色セットを作成した。 

 

  ⑫各都県の窓口責任者 

東京都 吉田 芳春 

神奈川県 神原 貞昭 

千葉県 小林 英一 



 16

埼玉県 佐原 雅史 

茨城県 高田 幸彦 

群馬県 松下浩二郎 

栃木県 平山 俊夫 

山梨県 田中 正男 

 

 

（３）その他 

・ 栃木県と「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

締結（H20.4.1）。協定には会長･知事が、覚書には支部長･産業労働観光部長が署名。 

・ 「日本弁理士会関東支部会員ページ利用規則・日本弁理士会関東支部会員ページ利用規約」を制定した。（平成２０

年１１月６日施行） 

・ 「関東支部常設特許相談室運営要綱」の一部改正を行い、「特許相談マニュアル」及び「特許相談事例集」を作成し

た。（平成２１年２月５日施行） 

・ 関東支部細則第６号「講師料・旅費規程」を制定した。（平成２１年４月１日施行予定） 


