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Ⅲ．活　動

１．総会・例会の開催・運営

２．相談役・常任相談役の選任

３．相談役会の開催

４．委員会の委員選任・諮問事項の決定

５．人事の調整・決定

６．行事の企画・立案・実行

７．日本弁理士会（関東支部を含む）委員会委員の

推薦

８．日本弁理士会との連携・協議・調整

９．会内各派との連携・協議・調整

10．会外団体との連携・協議・調整

11．その他

Ⅳ．委員会活動

１．政策委員会

①　日本弁理士クラブとしての政策の検討

②　日本弁理士会執行部に対する政策面のサポート

③　日本弁理士会執行部からの検討依頼事項への

対応

２．協議委員会

①　平成25年度日本弁理士会役員選挙についての

対応

３．規約委員会

原則休会とし、必要に応じて再開する。

４．研修委員会

①　特定侵害訴訟代理業務試験対策研修会の企

画・立案・実行

②　その他研修の開催

５．会報委員会

①　会報の発行

②　ホームページ委員会との連携（情報提供）

６．ホームページ委員会

①　日弁ホームページの管理・更新

②　会報委員会との連係（ＨＰ掲載是非の検討）

③　日弁活動の広報

Ⅰ．基本方針

・奥山尚一会長を、日弁の総力を結集して、政策・

人事などを含め全面的にバックアップする。

・積極的な政策提言を行ない、財政を見直し、常

に会長選挙・役員選挙に臨めるような基盤を形

成し、節度ある強い会派とする。

・無会派層に対して、日弁の政策・存在をアピー

ルし、日弁会員およびシンパの増員を図り、日

本弁理士会会員から必要とされる日弁にする。

Ⅱ．組織および運営

１．総　会　　定時総会　２回

　　　　　　　第１回　平成24年４月26日

　　　　　　　　事業計画・予算・人事の承認など

　　　　　　　第２回　平成25年１月11日（予定）

２．例　会　　日本弁理士会総会・常議員会等への

　　　　　　　対策として適宜開催

３．幹事会　　原則として毎月１回、その他必要に

　　　　　　　応じて随時開催

　　　　　　　第１回　平成24年２月１日

　　　　　　　第２回　平成24年３月５日

　　　　　　　第３回　平成24年４月２日

　　　　　　　第４回　平成24年５月７日

　　　　　　　第５回　平成24年６月11日

　　　　　　　第６回　平成24年７月２日

　　　　　　　第７回　平成24年９月３日

　　正副幹事長会　　必要に応じて随時開催

４．相談役会　　　　必要に応じて随時開催

　　　　　　　第１回　平成24年６月７日

平成24年度会務中間報告

平成24年度
日本弁理士クラブ

事業計画

幹事長　水　野　勝　文
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④　メルマガの運営

７．広報委員会

原則休会とし、必要に応じて再開する。

Ⅴ．行　事

１．旅行会　　　平成24年６月16日（土）－17日（日）

　　　　　　　　熱海「大観荘」

２．ゴルフ大会　平成24年６月17日（日）

　　　　　　　　グランフィールズカントリークラブ

３．研修会

①　特定侵害訴訟代理業務試験対策研修会

・過去問解析講座　平成24年７月12日～８月９日

　　　　　　　　　全５回

・模擬試験　　　　平成24年９月13日～10月４日

　　　　　　　　　全３回

４．役員選挙当選祝賀会　平成24年12月12日（水）

　　　　　　　　　　　　東海大学校友会館を予定

５．ボーリング大会　　　平成24年12月17日（月）

　　　　　　　　　　　　田町ハイレーンを予定

６．新年会　　　　　　　平成25年１月11日（金）

　　　　　　　　　　　　東京会館　東商スカイル

　　　　　　　　　　　　ームを予定

７．テニス大会　　　　　平成25年１月19日（土）

　　　　　　　　　　　　高輪テニスセンターを予定

以　上

Ⅰ．日弁役員

幹事会

幹事長　（無名）水野　勝文

副幹事長（無名）村上　晃一

　　　　　　　　〔庶務・総会・例会・相談役会〕

　　　　（南甲）高橋　大典

　　　　　　　　〔旅行・慶弔・ゴルフ・協議〕

　　　　（ＰＡ）中野　圭二

　　　　　　　　〔研修・ホームページ・広報〕

　　　　（春秋）大澤　豊

　　　　　　　　〔会報・新年会・規約〕

　　　　（稲門）細田　浩一

　　　　　　　　〔会計・ボーリング・テニス〕

幹事　　（南甲）津田　理　　　林　剛史

　　　　（ＰＡ）林　篤史　　　板垣　忠文

　　　　（春秋）平山　淳　　　大沼加寿子

　　　　（無名）坂次　哲也　　亀崎　伸宏

　　　　（稲門）綾木健一郎　　菅原　峻一

会計監事（ＰＡ）福田　賢三

　　　　（春秋）河村　修

Ⅱ．日弁委員会

１．政策委員会（担当副幹事長　大澤　豊）

政策委員長（春秋）西島　孝喜

副委員長　（南甲）金本　哲男

　　　　　（ＰＡ）萩原　康司

　　　　　（春秋）青木　篤

　　　　　（無名）高松　俊雄

　　　　　（稲門）小西　恵

委　　員　（南甲）井上　春季　　宮永　栄

　　　　　（ＰＡ）藤谷　史朗　　林　篤史

　　　　　（春秋）小塚　敏紀　　高城　貞晶

　　　　　（無名）神田　正義　　石原　進介

　　　　　（稲門）大貫　敏史　　窪田　稚之

組織と活動

副幹事長　村　上　晃　一
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２．協議委員会（担当副幹事長　高橋　大典）

（１）前期（３月～７月）

協議委員長（無名）筒井　大和

副委員長　（南甲）河野　誠

　　　　　（ＰＡ）福田　伸一

　　　　　（春秋）紺野　昭男

　　　　　（無名）高橋　俊一

　　　　　（稲門）杉村　純子

委　　員　（南甲）中村　仁　　　津田　理

　　　　　（ＰＡ）伊東　忠重　　谷崎　政剛

　　　　　（春秋）小山　輝晃　　岩永　和久

　　　　　（無名）高松　俊雄　　鶴目　朋之

　　　　　（稲門）榎本　英俊　　西村　公芳

（２）後期（８月～）

協議委員長（稲門）杉村　純子（９月５日就任）

　　　　　　（第一・第二協議委員会合同委員長）

副委員長　（南甲）中村　仁　／河野　哲

　　　　　（ＰＡ）村田　実　／福田　伸一

　　　　　（春秋）小宮　良雄／紺野　昭男

　　　　　（無名）高橋　俊一／高松　俊雄

　　　　　（稲門）杉村　純子／杉村　純子

委　　員　（南甲）津田　理　／須藤　浩

　　　　　（ＰＡ）福田　伸一／伊東　忠重

　　　　　　　　　　　　　　・谷崎　政剛

　　　　　（春秋）紺野　昭男／橋本　清

　　　　　（無名）鶴目　朋之／鶴目　朋之

　　　　　（稲門）西村　公芳／榎本　英俊

　　　　　（※第一協議委員会／第二協議委員会）

３．研修委員会（担当副幹事長　中野　圭二）

研修委員長（ＰＡ）渡邉　伸一

委　　員　（南甲）小川　雅也　　藤沢昭太郎

　　　　　（ＰＡ）市原　政喜　　青島　恵美

　　　　　　　　　野田　裕子

　　　　　（春秋）田中　祐　　　中村　祥二

　　　　　（無名）高田　伸一　　桝田　剛

　　　　　（稲門）東谷　幸浩　　佐藤　馨

４．規約委員会（担当副幹事長　大澤　豊）

休会の予定

５．会報委員会（担当副幹事長　大澤　豊）

会報委員長（春秋）太田　昌孝

委　　員　（南甲）服部　秀一　　乙部　孝

　　　　　（ＰＡ）野田　裕子　　伊藤　隆治

　　　　　（春秋）岡田　光宗　　西澤由美恵

　　　　　（無名）坂次　哲也　　工藤　貴宏

　　　　　（稲門）大國　寿香　　志摩美裕貴

６．ホームページ委員会（担当副幹事長　中野　圭二）

ＨＰ委員長（ＰＡ）岩見　晶啓

委　　員　（南甲）河野　生吾

　　　　　（ＰＡ）林　篤史

　　　　　（春秋）山崎　貴明

　　　　　（無名）山田　勉

　　　　　（稲門）中野　寛也

７．広報委員会（担当副幹事長　中野　圭二）

休会の予定

Ⅲ．日弁相談役会（担当副幹事長　村上　晃一）

常任相談役（南甲）幸田　全弘

　　　　　（ＰＡ）谷　義一

　　　　　（春秋）佐藤　辰彦

　　　　　（無名）筒井　大和

　　　　　（稲門）稲木　次之

相談役　　（南甲）瀧野　秀雄　　樺澤　襄

　　　　　　　　　高橋　三雄　　野本　陽一

　　　　　　　　　久保　司　　　桒原　史生

　　　　　　　　　樺澤　聡

　　　　　（ＰＡ）秋沢　政光　　岡部　正夫

　　　　　　　　　田中　正治　　浅村　皓

　　　　　　　　　村木　清司　　大西　正悟

　　　　　　　　　岡部　譲

　　　　　（春秋）奥山　尚男　　篠原　泰司

　　　　　　　　　竹内　三郎　　笹島富二雄

　　　　　　　　　波多野　久　　清水　善廣

　　　　　（無名）鈴木　正次　　下坂スミ子

　　　　　（稲門）石山　博
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Ⅳ．日本弁理士会役員

１．執行役員

副会長　　（南甲）田村　爾

　　　　　（ＰＡ）神林恵美子

　　　　　（無名）江藤　聡明

執行理事　（南甲）久保　司　　　本多　一郎

　　　　　（ＰＡ）岡部　讓　　　堀籠　佳典

　　　　　（春秋）玉真　正美　　五十嵐貞喜

　　　　　　　　　木戸　良彦

　　　　　（無名）峯　唯夫

２．常議員会

１年度　　（南甲）小川　嘉英　　津田　理

　　　　　　　　　和田　祐造　　尾崎　隆弘

　　　　　（ＰＡ）本多　一郎　　林　篤史

　　　　　　　　　渡邉　伸一　　堀籠　佳典

　　　　　　　　　岡戸　昭佳

　　　　　（春秋）小宮　良雄　　伊藤　武泰

　　　　　　　　　五十嵐貞喜　　木戸　良彦

　　　　　（無名）峯　唯夫　　　須田　元也

　　　　　（稲門）西脇　民雄

２年度　　（南甲）金田　周二　　長谷部善太郎

　　　　　　　　　海田　浩明

　　　　　（ＰＡ）福田　賢三　　佐々木定雄

　　　　　　　　　板垣　忠文　　金井　建

　　　　　（春秋）杉本ゆみ子　　早川　裕司

　　　　　　　　　上杉　浩　　　岩倉　民芳

　　　　　　　　　川崎　典子

　　　　　（無名）矢崎　和彦　　米山　尚志

　　　　　（稲門）岡崎信太郎　

３．監事会

１年度　　（ＰＡ）高原　千鶴子

　　　　　（春秋）高橋　祥泰

　　　　　（無名）亀川　義示

２年度　　（南甲）野本　陽一

　　　　　（春秋）茂泉　修司

　　　　　（稲門）牛木　護

以上

第１回総会

日時：平成24年４月26日（木）　午後６時30分

会場：弁理士会館　２階Ａ、Ｂ会議室

以下の事項が賛成多数により承認された。

（１）平成23年度日弁事業報告の承認を求める件

（説明者　水野幹事長）

（２）平成23年度日弁決算報告の承認を求める件

（説明者　細田副幹事長）

（３）平成24年度日弁事業計画の承認を求める件

（説明者　水野幹事長）

（４）平成24年度日弁予算の承認を求める件

（説明者　細田副幹事長）

（５）平成25年度日本弁理士会役員推薦

（説明者　水野幹事長）

および平成24年度日弁役員選任の承認を求め

る件

以上

平成24年度
総会承認事項

副幹事長　村　上　晃　一
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・７月12日（木）

①特定侵害訴訟代理業務試験のポイント

　（侵害訴訟の要件事実について）

②平成18年度第１問解説

・７月19日（木）　平成20年度第１問、第２問解説

・７月26日（木）　平成22年度第１問、第２問解説

・８月２日（木）　平成23年度第１問、第２問解説

・８月９日（木）

①平成18年度第２問解説

②過去問の傾向と試験対策

受講者数：約55人

（２）模擬試験（弁理士会館で開催）

講師：弁護士、弁理士　坂田洋一先生

　　　　　　　　　　（小林・弓削田法律事務所）

・９月13日（木）　特許法関連模擬試験１問

・９月20日（木）　商標・不正競争防止法関連模擬

　　　　　　　　試験１問

・10月４日（木）　小問、第１・２回の模擬試験結

　　　　　　　　果講評　等

受講者数：約35名

最後に、各研修会において精力的に活動されてい

る、渡邉委員長及び各研修委員のみなさまに厚く御

礼申し上げます。

以上

平成24年度日本弁理士クラブの研修会は、開催順

にご紹介すると、日弁旅行会における研修会と特定

侵害訴訟代理業務試験対策の研修会とを実施いたし

ました。

１．研修委員会メンバー（敬称略）

研修委員長　（ＰＡ）渡邉　伸一

委　　　員　（ＰＡ）青島　恵美、市原　政喜、

　　　　　　　　　　野田　裕子

　　　　　　（春秋）田中　　祐、中村　祥二

　　　　　　（南甲）小川　雅也、藤沢　昭太郎

　　　　　　（無名）高田　伸一、桝田　　剛

　　　　　　（稲門）佐藤　　馨

２．日弁旅行会における研修会

日弁の旅行会において研修会を開催いたしました。

本年度は、平成24年度日本弁理士会会長の奥山尚一

先生に講師をお願いし、会務ご多忙の中を縫ってお

いでいただきました。多数の先生方のご参加をいた

だき、盛況に開催することができました。

日時：平成24年６月16日（土）　15:00～16:30

講師：平成24年度日本弁理士会会長

　　　奥山　尚一　先生

演題： 知的財産を巡る最新の国際情勢と日本の知

財政策の行方

会場：熱海「大観荘」　平安

３．特定侵害訴訟代理業務試験対策研修会

今年度も、例年と同様、特定侵害訴訟代理業務試

験対策の研修会を開催いたしました。

（１）過去問解析講座

　　　（飯田橋レインボービルで開催）

講師：弁護士、弁理士　石神恒太郎先生

　　　　　　　　　　　（青和特許法律事務所）

平成24年度
日本弁理士クラブ
研修委員会報告

研修担当副幹事長　中　野　圭　二
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本年度の予算は、基本的に一昨年と同様の考え方

で作成致しました。

本年度は会長選挙が予定されていることから、選

挙関連の予算（協議委員会、相談役会、渉外・交通、

幹事長渉外費）を昨年よりも増額し、一昨年と同程

度の金額を計上しております。

なお、一昨年の会計報告において選挙対策費が協

議委員会の収支に含めて報告されたことにならい、

本年度は予算計上の段階から選挙対策費を協議委員

会の予算に含めております。

（単位：円）

収入の部

前年度会計からの繰越金

（繰越金＋次年度活動準備金）

（ 　　　　　　　　）

各クラブ分担金

　　合　　計

支出の部

例会・総会

幹事会

会報委員会

協議委員会

政策委員会

HP委員会

研修委員会

相談役会

旅行会

旅行会ゴルフ大会補助

新年会

ボウリング大会補助

テニス大会補助

庶務

慶弔費

渉外・交通

幹事長渉外費

予備費

次年度活動準備費

　　合　　計

今年度の日本弁理士クラブ政策委員会の中間報告

をいたします。

１．委員会の構成

今年の政策委員会は以下のメンバーによって構成

されております。担当副幹事長は、大澤豊先生（春

秋）です。

政策委員長　　春秋　　　西島　孝喜

副委員長　　　ＰＡ　　　萩原　康司

　　　　　　　春秋　　　青木　篤

　　　　　　　南甲　　　金本　哲男

　　　　　　　稲門　　　小西　恵

　　　　　　　無名　　　高松　俊雄

委員　　　　　ＰＡ　　　藤谷　史朗

　　　　　　　　　　　　林　篤史

　　　　　　　春秋　　　小塚　敏紀

（庶務）　　　　　　　　高城　貞晶

　　　　　　　南甲　　　井上　春季

　　　　　　　　　　　　宮永　栄

　　　　　　　稲門　　　大貫　敏史

　　　　　　　　　　　　窪田　稚之

　　　　　　　無名　　　神田　正義

（書記）　　　　　　　　石原　進介　　（敬称略）

２．委員会活動について

今年度は会長選挙が行われます。この関係で、日

弁から会長候補を出そうとの動きがあったため、日

弁政策委員会としての政策提言に向けての委員会活

動は差し控えております。日弁からの会長候補の政

策と干渉した場合、混乱が生じる可能性があると考

えたからであります。そして、日弁からの会長候補

が確定した場合には、日弁として政策を纏め、日弁

会長候補の政策と整合させつつ、政策提言を行う計

平成24年度
日本弁理士クラブ

予算の紹介

会計担当副幹事長　細　田　浩　一

平成24年度
日本弁理士クラブ

政策委員会中間報告

政策委員長　西　島　孝　喜
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画を立てておりました。しかし、最終的に日弁から

独自の会長候補を出すことはかなわず、他の会派か

らの会長候補を推薦することとなりました。

この間、政策委員会の活動は専ら、役員会から日

弁を含む各会派に出された意見募集に対する意見を

纏める活動を行ってきました。

第１回委員会（４月16日）

会令「特許出願等復興支援規則」制定案および特

許出願等復興支援規則施行細則案、平成24年度事業

計画案に対する意見募集について鈴木、長濱副会長

より説明を受け、議論しました。

この議論に基づき、４月20日付けで日弁としての

意見を提出しました。

第２回委員会（６月14日）

役員会からの「日本弁理士会の使命を改めて考え

る」（７月31日期限）にかかる意見募集について議論

いたしました。議論の結果、この意見募集にかかる

意見集約に当たっては役員会の意向を再度確認する

必要があるとの結論にいたり、役員会に対する質問

状を作成し役員会に提出いたしました。

第３回委員会（７月18日）

上記「日本弁理士会の使命を改めて考える」の意

見募集に対する日弁政策委員会からの上記質問状に

対して長濱副会長から回答をいただきました。この

回答を踏まえて再度この意見募集にかかる議題につ

いて議論いたしました。その委員会の後も多数の委

員から意見が出されました。これを踏まえて、７月

31日付けで日弁として「日本弁理士会の使命を改め

て考える」に対して意見を提出いたしました。

第３回委員会の後、８月３日付けで「会員への情

報提供・通知の見直し案」についての意見募集が９

月３日の期限で役員会から届きました。この件につ

きましてはメールにて委員からの意見を集約し、日

弁としての意見を９月３日に提出いたしました。

第４回委員会（９月26日）

日弁幹事会からの諮問事項「日本弁理士クラブに

おける日本弁理士会会長候補の決定方法」について

議論いたしました。これにつきましては、日弁から

の会長候補を結果的に決定することができなかった

ことに至った原因について、当時の筒井大和協議委

員長から、これまでの日弁の慣例及び今年の会長候

補の決定についての協議委員会における経過説明を

していただき、これを踏まえて議論いたしました。

これについては、日弁の体質、及び弁理士会、弁理

士を取り巻く状況変化等を踏まえ大局的な観点から

継続して検討することになりました。

今年度のここまでの流れをみると、今こそ弁理士

の「和の輪」を築くことが大切だと感じています。

【叙勲者のうち旭日章】（弁理士業務功労）

旭日小綬章　　谷　　義一

旭日双光章　　一色　健輔

旭日双光章　　吉田　維夫

【叙勲者のうち瑞宝章】（通産行政事務功労）

瑞宝小綬章　　関谷　三男

【褒章受章者】（弁理士業務功労）

黄 綬 褒 章　　宮田　正道

　　　　　　　　　　　（敬称略）

平成24年春の叙勲・褒章受章者
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平成24年度の旅行会は、６月16日（土）～17日（日）

にかけて、静岡県の熱海温泉「大観荘」にて開催さ

れました。

本年度は、出来るだけ多くの会員に参加して頂き、

より一層親睦を深めて頂くことを考え、新幹線を利

用できてアクセスのよい熱海で開催することとしま

した。

当日は、あいにくの雨模様でしたが、日本弁理士

会の正副会長、西日本弁理士クラブ、弁理士クラブ、

弁理士同友会の各会派からも多数の方に御参加頂き、

総勢で73名での旅行会となりました。

【研修会】

日弁旅行では恒例となっています研修会を今年も

開催致しました。「知的財産を巡る最新の国際情勢

と日本の知財政策の行方」を研修テーマにし、日本

弁理士会会長の奥山尚一先生に講演して頂きました。

興味深いテーマでもあり、多数の会員が参加し、熱

心に聴いていました。

【温泉】

研修会に参加した先生方は研修会終了後、温泉で

再集合し、研修会に参加されなかった先生方も続々

と旅館へ到着され、温泉で合流し、宴会開始前にの

んびりして頂きました。

【宴会】

温泉タイムの後は、お待ちかねの宴会の開始です。

水野勝文日弁幹事長の挨拶に始まり、来賓を代表

して奥山尚一日本弁理士会会長、原田洋平西日本弁

理士クラブ幹事長、永岡重幸弁理士クラブ幹事長、

石川憲弁理士同友会幹事長からご挨拶を頂戴し、幸

田全弘日弁常任相談役の音頭による乾杯の後、歓談

へと移りました。

旅行会報告

旅行会担当副幹事長　高　橋　大　典

幹事長挨拶
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宴会では、温泉で温まった体にお酒が程よく回り、

会派や先輩後輩の垣根を越えて親睦を深めていまし

た。

宴たけなわのころ、残念ながら、お時間が迫り、

西島孝喜日弁政策委員長の閉会の辞で、宴会は無事

にお開きとなりました。

【二次会・三次会】

日弁旅行の夜はまだまだ続きます。宴会終了後、

間髪を入れずに、カラオケクラブで二次会が開催さ

れました。皆様自慢の歌声を披露され、大変盛り上

がって頂きました。

二次会の勢いそのままに、というより、更にパワ

ーアップして、多くの方が三次会へと流れ、流され

ていきました。

三次会は、宿泊部屋とは別に用意した広い部屋で、

たっぷり準備したお酒とおつまみで、夜中まで盛り

上がっておりました。その盛り上がりようといった

ら、フロントからのお静かにの御願い電話の呼び出

しさえ聞こえないほどでした。

その後は、部屋で飲み続けたり、街に繰り出した

り、楽しい夜が更けていくのでした。

【２日目】

２日目は、朝風呂、食事のあと、流れ解散でした。

ゴルフ組の20名は、静岡県三島市のグランフィール

ズカントリークラブでコンペを行いました。

皆様、寝不足のお顔、二日酔いのお顔の方が多く

いらっしゃったようですが、それでも日ごろの疲れ

はどこかへ吹き飛んだような穏やかなお顔で、三々

五々、お帰りになられて、平成24年度の旅行会は、

無事お開きとなりました。

以上
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今年の日弁ゴルフ大会も、例年と同じく、日弁旅

行会の２日目（６月17日）に開催いたしました。日

弁旅行会の宿は、熱海の「大観荘」。熱海の周辺には、

数多くのゴルフ場が存在しているのですが、日弁ゴ

ルフ大会に参加される先生方は、熱海で（日本全国

で？）ゴルフをされる機会も多く、熱海から近場の

ゴルフ場は「すでに行ったことがある」というコー

スばかり。折角の日弁ゴルフ大会ですので、熱海か

ら少し遠くても、「機会でもないと、なかなか行けな

い」ようなコースに。ということで、今回は「グラ

ンフィールズカントリークラブ」で開催することと

致しました。

グランフィールズカントリークラブは、熱海市か

らは少し？離れたところにあり、宿からの移動はタ

クシーで１時間弱かかりました。タクシーの移動中

は「もう少し近くても良かったかな」と思っていま

したが、クラブハウスに着くなりその考えは「やっ

ぱり来てよかった」に変わりました。まず、立派な

クラブハウスのエントランスに圧倒されました。ト

イレのつくりまで豪華で、ロッカールームと間違

えて入っていく参加者を何人も目撃しました。（もち

ろん、私もその一人です。）コースレイアウトには、

日本庭園の手法を取り入れているらしく、18ホール

それぞれが独特な趣にあふれていました。このグラ

ンフィールズの理事には、岡本綾子が名を連ねてお

り、コースの戦略性が高いことは言うまでもありま

せん。また、昼食もゴルフ場とは思えないほど美味

しかったです。あとから知ったのですが、昼食のメ

ニューは、理事の一人である道場六三郎プロデュー

スだったとか。

さて、そんな素晴らしいグランフィールズカント

リークラブで開催された今年の日弁ゴルフ大会です

が、参加者は総勢21名、主な受賞者は次のとおりと

なりました。（敬称は省略させて頂きます。）

＜順位＞　 ＜氏名＞　　 ＜グロス＞ ＜ネット＞

優勝　　　堀籠　佳典　　　　95　　　　71.0

準優勝　　永田　元昭　　　　93　　　　72.6

３位　　　神林　恵美子　　　95　　　　74.6

７位　　　井澤　幹　　　　　91　　　　76.6

ＢＢ　　　平山　淳　　　　  127　　　　85.0

ベスグロ　黒田　壽　　　　　84　　　　78.0

賞品は、「地のもの」を中心にということで、静岡

県産の黒毛和牛をはじめとし、下田漁港で獲れた魚

の干物などをご用意しました。ちなみに参加賞は、

伊豆味噌詰合わせでした。なお、私はゴルフ幹事の

役に徹し、参加賞のみ。我が家の朝食では、しばら

く伊豆風味の味噌汁が続きました。

天候にも恵まれ、また、参加メンバーにも恵まれ

て、今年の日弁ゴルフ大会も無事終えることができ

ました。関係者の皆様には、この場を借りて厚く御

礼を申し上げます。本当に、ありがとうございました。

平成24年度
日弁ゴルフ大会　報告

ゴルフ大会担当幹事　津　田　　　理


