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Ⅰ．基本方針

・筒井大和会長を、日弁の総力を結集して、全面

的にバックアップする。

・財政を見直し、常に会長選挙に臨めるような財

政基盤の形成をはかる。

・無会派層に対して、日弁の存在をアピールし、

日弁シンパの増員をはかる。

Ⅱ．組織および運営

１．総　会　　第１回　平成21年４月22日

　　　　　　　　事業計画・予算・役員人事の承認

　　　　　　　第２回　平成22年１月15日（予定）

２．例　会　　第１回　平成21年４月28日

　　　　　　　　日本弁理士会定期総会議案の検討

３．幹事会　　第１回　平成21年３月30日

　　　　　　　第２回　平成21年４月22日

　　　　　　　第３回　平成21年５月28日

　　　　　　　第４回　平成21年６月23日

　　　　　　　第５回　平成21年７月24日

　　　　　　　第６回　平成21年８月25日

　　　　　　　第７回　平成21年９月25日

　　　　　　　第１回　平成21年２月27日

　　　　　　　　　　　（正副幹事長会）

定例幹事会（各月第４金曜日）、正副幹事長会

随時

４．相談役会　第１回　平成21年５月27日

　　　　　　　事業計画・予算・役員人事の説明

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中長期ビジョンの

検討

②　日本弁理士会役員選挙制度の検討（役員制度

の検討の中で）

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22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

①　日弁規約の検討と必要な場合における改正案

の作成

４．研修委員会

①　旅行会における研修の企画・立案・実行

②　特定侵害訴訟代理業務試験対策研修会の企

画・立案・実行

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　会報委員会との連携（ＨＰ掲載是非の検討）

③　日弁活動の広報

④　メルマガ（無会派層向け）の発行

平成21年度会務中間報告

平成21年度
日本弁理士クラブ事業計画

幹事長　清　水　善　廣
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Ⅴ．行　事

１．旅行会　　　平成21年６月13日｜14日

　　　　　　　　　　　静岡県熱海温泉「石亭」

２．ゴルフ大会　平成21年６月14日

　　　　　　　　　　　大熱海国際ゴルフクラブ

３．研修会

①　旅行会研修　　平成21年６月13日

　　　　　　　　　特許法の全面改正の動向

②　特定侵害訴訟代理業務試験対策研修会

１）過去問解析講座

平成21年７月２日・８日・16日・

22日・30日

２）答案練習会

平成21年９月15日・24日、10月８日

Ⅵ．今後の行事予定

１．役員選挙当選者祝賀会　平成21年12月14日

２．ボーリング大会　　　　平成21年12月16日

３．新年会　　　　　　　　平成22年１月15日

４．テニス大会　　　　　　平成22年１月23日

Ⅰ．日弁役員

１．幹事会

幹 事 長　（春秋）清水　善廣

副幹事長　（春秋）鷺　　健志〔庶務・規約担当〕

　　　　　（ＰＡ）神林恵美子〔会計・政策担当〕

　　　　　（南甲）田村　　爾〔旅行会・研修担当〕

　　　　　（無名）高松　俊雄〔慶弔・協議担当〕

　　　　　（稲門）小西　　恵〔会報・ＨＰ担当〕

幹　　事　（春秋）吉田　尚美　　小松悠有子

　　　　　（ＰＡ）市東　　篤　　伊東　忠重

　　　　　（南甲）小川　雅也　　川島　麻衣

　　　　　（無名）鶴目　朋之　　石塚　利博

　　　　　（稲門）岩田　　啓　　貝塚　亮平

２．会計監事（南甲）真田　　有

　　　　　　（無名）矢崎　和彦

Ⅱ．日弁委員会

１．政策委員会（担当副幹事長　神林　恵美子）

政策委員長　（ＰＡ）岡部　　譲

副委員長　　（春秋）橋本　　清

　　　　　　（ＰＡ）狩野　　彰

　　　　　　（南甲）伊丹　　勝

　　　　　　（無名）村上　晃一

　　　　　　（稲門）杉村　純子

委　　員　　（春秋）阿部　伸一　　磯貝　克臣

　　　　　　　　　　井上　　正

　　　　　　（ＰＡ）石渡　英房

　　　　　　（南甲）津田　　理

　　　　　　（無名）津久井照保　　平川　　明

　　　　　　（稲門）吉田　正義

２．協議委員会（担当副幹事長　高松　俊雄）

協議委員長　（無名）八木　秀人

副委員長　　（春秋）長濱　範明

　　　　　　（ＰＡ）萩原　康司

　　　　　　（南甲）河野　　哲

組織と活動

副幹事長　鷺　　　健　志
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　　　　　　（無名）富崎　元成

　　　　　　（稲門）高橋　英樹

委　　員　　（春秋）久門　保子　　小川　護晃

　　　　　　（ＰＡ）林　　篤史　　穂坂　通子

　　　　　　（南甲）須藤　　浩　　津田　　理

　　　　　　（無名）高橋　俊一　　須田　元也

　　　　　　（稲門）西村　公芳

３．研修委員会（担当副幹事長　田村　爾）

研修委員長　（無名）齋藤　　康

副委員長　　（ＰＡ）金井　　建

委　　員　　（春秋）太田　昌孝　　栗原　　弘

　　　　　　（ＰＡ）市原　政喜

　　　　　　（南甲）清澤　　亮　　神蔵初夏子

　　　　　　（無名）竹山　尚治　　亀崎　伸宏

　　　　　　（稲門）細田　浩一

４．規約委員会（担当副幹事長　鷺　健志）

規約委員長　（春秋）小山　輝晃

副委員長　　（無名）吉岡　宏嗣

委　　員　　（春秋）五十嵐貞喜

　　　　　　（ＰＡ）林　　篤史

　　　　　　（南甲）丸山　幸雄

　　　　　　（無名）村上　友一

　　　　　　（稲門）飯塚　義仁

５．会報委員会（担当副幹事長　小西　恵）

会報委員長　（南甲）須藤　　浩

委　　員　　（春秋）深川　英里　　中谷　陽子

　　　　　　　　　　今井　順一

　　　　　　（ＰＡ）中隈　誠一　　上田　和弘

　　　　　　　　　　青島　恵美

　　　　　　（南甲）高橋　大典　　北口　貴大

　　　　　　（無名）石原　進介　　井上相一郎

　　　　　　（稲門）窪田　雅之　　倉持　　誠

６．ホームページ委員会（担当副幹事長　小西　恵）

ＨＰ委員長　（南甲）河野　生吾

委　　員　　（春秋）高城　貞晶　　山崎　貴明

　　　　　　（ＰＡ）西岡　邦昭

　　　　　　（南甲）保坂　丈世

　　　　　　（無名）山田　　勉

　　　　　　（稲門）中野　寛也

Ⅲ．日弁相談役会（担当副幹事長　鷺　健志）

常任相談役　（春秋）笹島富二雄

　　　　　　（ＰＡ）浅村　　皓

　　　　　　（南甲）幸田　全弘

　　　　　　（無名）下坂スミ子

　　　　　　（稲門）稲木　次之

相談役　　　（春秋）奥山　尚男　　佐藤　一雄

　　　　　　　　　　篠原　泰司　　竹内　三郎

　　　　　　　　　　佐藤　辰彦　　波多野　久

　　　　　　　　　　奥山　尚一

　　　　　　（ＰＡ）小山　欽造　　岡部　正夫

　　　　　　　　　　秋沢　政光　　田中　正治

　　　　　　　　　　村木　清司　　谷　　義一

　　　　　　　　　　大西　正悟

　　　　　　（南甲）井上　重三　　鈴江　武彦

　　　　　　　　　　瀧野　秀雄　　樺澤　　襄

　　　　　　　　　　高橋　三雄　　野本　陽一

　　　　　　　　　　久保　　司　　桒原　史生

　　　　　　（無名）鈴木　正次　　筒井　大和

　　　　　　（稲門）石山　　博

Ⅳ．日本弁理士会役員

１．執行役員会

会　長　　　（無名）筒井　大和

副会長　　　（春秋）西島　孝喜

　　　　　　（ＰＡ）本多　一郎

　　　　　　（南甲）井上　春季

　　　　　　（無名）水野　勝文

執行理事　　（春秋）光野　文子

　　　　　　（ＰＡ）大西　正悟　　井出　正威

　　　　　　（南甲）松浦喜多男

　　　　　　（無名）亀川　義示　　江藤　聡明

　　　　　　　　　　鈴木　一永

　　　　　　（稲門）中野　寛也

２．常議員会

常議員１年度（春秋）井上　　正　　磯貝　克臣

　　　　　　　　　　小塚　敏紀　　光野　文子

　　　　　　　　　　高橋　祥泰

　　　　　　（ＰＡ）大西　正悟　　井滝　裕敬

　　　　　　　　　　中野　圭二　　深澤　拓司

　　　　　　（南甲）宮永　　栄　　須藤　　浩
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　　　　　　　　　　今井　貴子　　守田　賢一

　　　　　　（無名）江藤　聡明

　　　　　　（稲門）中野　寛也

　　　２年度（春秋）藤村　元彦　　松山　允之

　　　　　　　　　　阿部　伸一　　島田　哲郎

　　　　　　　　　　中村　　敬

　　　　　　（ＰＡ）石渡　英房　　伊東　忠重

　　　　　　　　　　櫻木　信義　　望月　良次

　　　　　　（南甲）井上　佳知　　山田　哲也

　　　　　　　　　　石橋　良規

　　　　　　（無名）亀川　義示　　神田　正義

　　　　　　（稲門）金原　正道

３．監事会（◎監事長、○副監事長）

監事　１年度（春秋）　西山　雅也

　　　　　　（ＰＡ）　山田　正紀

　　　　　　（無名）　石原　詔二

　　　２年度（春秋）○沼形　義彰

　　　　　　（南甲）◎幸田　全弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上

日本弁理士クラブの平成21年度第１回総会が、平

成21年４月22日（水）に弁理士会館において開催さ

れました。清水幹事長挨拶、副幹事長、政策委員長

紹介の後、下記のとおり、４議案をいずれもご承認

いただきましたことをご報告致します。日弁会員各

位のご理解とご協力に感謝申し上げます。殊に本年

度は例年になく緊縮財政が強いられておりますが、

清水幹事長の下、日弁の活動自体が萎縮することの

ないような事業・予算執行を心がけていく所存です

ので、引き続きのご支援をお願い申し上げます。

１． 第１号議案　平成21年度事業計画の承認を求め

る件

鷺副幹事長より事業計画が説明されました。本年

度基本方針としては、①筒井大和弁理士会会長の日

弁総力を挙げてのバックアップ、②常に会長選挙に

臨めるような財政基盤の形成、③無会派層に対する

日弁のアピールと日弁シンパの増員、を掲げており

ます。賛成多数で可決されました。

２． 第２号議案　平成20年度決算報告の承認を求め

る件

高松副幹事長より決算報告が説明されました。賛

成多数で可決されました。

３．第３号議案　平成21年度予算の承認を求める件

神林会計担当副幹事長より本年度の財政事情と予

算案への反映を含め、予算が説明されました。賛成

多数で可決されました。

４． 第４号議案　平成22年度日本弁理士会（関東支

部を含む）役員推薦及び日弁役員等選任に関す

る件

清水幹事長より議案説明されました。賛成多数で

可決されました。

その他報告事項として、平成21年度日弁人事（報

告者：小西）、日弁旅行会（報告者：田村副幹事長）

が報告されました。

平成21年度
日本弁理士クラブ
第１回総会承認事項

日本弁理士クラブ

　副幹事長　小　西　　　恵
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平成22年度日本弁理士会役員定時選挙において、

日本弁理士クラブが推薦した次の会員が当選しまし

た。

会員の皆様の絶大なるご支援に対し厚く御礼申し

上げます。

副会長　　　松浦喜多男

　　　　　　小宮　良雄

　　　　　　狩野　　彰

　　　　　　鈴木　一永

常議員　　　村田　　実

　　　　　　吉田　維夫

　　　　　　小島高城郎

　　　　　　岩壁　冬樹

　　　　　　松尾　誠剛

　　　　　　高橋誠一郎

　　　　　　川口　光男

　　　　　　榎本　英俊

　　　　　　豊崎　玲子

　　　　　　高橋　大典

　　　　　　石井　茂樹

　　　　　　大澤　　豊

　　　　　　野上　　晃

　　　　　　穂坂　道子

　　　　　　瀧野　文雄

監事　　　　一色　健輔

　　　　　　菅原　　修

　　　　　　小泉　雅裕

平成21年度日本弁理士クラブの研修会は、昨年に

引き続き、日弁旅行会における研修会、特定侵害訴

訟代理業務対応の研修会、一般研修会の３つのパタ

ーンで実施しています。以下、研修会の活動につい

てご報告します。

１．本年度研修委員会メンバー（敬称略）

研修委員長　（無名）齋藤　　康

副委員長　　（ＰＡ）金井　　建

委　　員　　（春秋）太田　昌孝、　栗原　　弘

　　　　　　（ＰＡ）市原　政喜

　　　　　　（南甲）清澤　　亮、　神蔵初夏子

　　　　　　（無名）竹山　尚治、　亀崎　伸宏

　　　　　　（稲門）細田　浩一

２．旅行会における研修会

日　時：2009年６月13日（土）

場　所：熱海温泉「石亭」

テーマ：「特許法の全面改正の動向」等

講　師：奥山　尚一　先生

　　　　（特許庁主催・特許制度研究会委員）

　　　　江藤　聡明　先生

　　　　（2007年特許委員会委員長）

　　　　小西　恵　　先生

　　　　（2008年特許委員会委員長）

（内容）現在、特許庁で検討が進められている特許

法の全面改正の動向について、奥山先生より解説を

戴きました。また、クレーム・明細書の記載要件の

実務とあるべき姿について小西先生より、さらに専

用実施権制度の見直しについて江藤先生より説明い

ただきました。

３．特定侵害訴訟代理業務研修

本年度も、一昨年より好評を戴いている過去問対

日本弁理士会
平成22年度役員

会務報告（協議担当）

副幹事長　高　松　俊　雄

日本弁理士クラブ
研修委員会報告

研修担当副幹事長　田　村　　　爾



38 39

策講座と模擬試験の２本立ての研修会を行いました。

（1）過去問解析講座

講　師：弁護士・弁理士　山口　健司先生

　　　　（青和特許法律事務所）

・７月２日　① 特定侵害訴訟代理業務試験のポイ

ント（知財侵害訴訟の要件事実に

ついて）

　　　　　　②平成17年度第一問解説

・７月８日　平成18年度第一問、第二問解説

・７月16日　平成19年度第一問、第二問解説

・７月22日　平成20年度第一問、第二問解説

・７月30日　①平成15年度第二問解説

　　　　　　②過去問の傾向と試験対策

受講者数：80人

（2）模擬試験

講　師：弁護士・弁理士　弓削田　博先生

　　　　（小林綜合法律特許事務所）

・９月15日　特許法関連模擬試験１問

・９月24日　 商標・不正競争防止法関連模擬試験

１問

・10月８日　 小問、第１・２回の模擬試験結果講

評　等

受講者数：108人

４．一般研修

昨年度からスタートした継続研修に対応して、各

構成クラブが認定外部機関として各種の研修を提供

しております。日本弁理士クラブでは、これらの活

動を支援するため、日本弁理士クラブの連絡網を利

用して、研修会の案内を会員や他クラブに紹介する

情報提供を積極的に行っております。

以上

奥山尚一先生

江藤聡明先生

小西恵先生
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弁理士会の会員総数の一割を優に越える数字であり、

一般に会派活動に興味を持たない若い世代にどのよ

うにして日弁の存在意義をアピールしていくかは、

大変難しい問題です。一方、日本弁理士会の活動範

囲は拡大しており、会務に精通した役員候補を育成

していくには、やはり、各会派やその連合体である

日弁のような組織の存在は不可欠といえます。この

ような状況の中、いかにして日弁を活性化させ、優

秀な人材を弁理士会に提供できるか、政策委員会と

して考えてみたいと思います。

さらに、当日は執行部から日弁担当の水野副会長

をお招きし、日弁に対する要望事項をお聞きしまし

た。水野副会長からは、役員制度の検討、執行役員

制度の検討、調査室をはじめとする調査機構の検討

等の要望が出されました。現在の会務運営は非常に

スピードが要求され、困難な政策課題を適切に解決

していくためには現状の体制では不十分ということ

であろうと思います。日弁として良い提言ができる

よう、検討したいと思います。

本年度は執行部からの検討依頼事項は比較的少な

く、緊急を要する検討事項は現時点ではあまりあ

りませんが、日弁としての対応が必要と判断し、執

行部に提言を行ったのは特定商取引法（以下、「特

商法」）改正に伴う弁理士会の会則改正問題でした。

この法律は、訪問販売やテレビショッピングといっ

た商形式についての規制を強化するものであり、弁

理士業が特商法の規制対象職種でないことを明確に

するために、弁理士が依頼者に対して報酬を明示す

ることを義務づけるものです。会則違反は懲戒処分

の対象ともなるため、非常にセンシティブな問題で

すが、適切な改正となるよう日弁の意見を具申しま

した。

４．今後の活動

残り４ヶ月ほどの活動の中で、諮問事項に対し何

らかの答申ができるよう、政策課題を検討したいと

思います。

以上

（春）　　杉　本　文　一、　加　茂　裕　邦

（秋）　　下　坂　スミ子

平成20年度叙勲・褒章受章者

叙勲受賞者
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平成21年度の旅行会は、６月13日（土）から14日

（日）にかけて、熱海「石亭」にて開催されました。

本年度の旅行会は、不景気で沈滞したムードを吹

き飛ばすべく、関東だけでなく、近畿、東海からも

アクセスの良い熱海において、最高級にランクされ

る旅館を選定しました。「石亭」は、銘石・石燈籠が

織りなす石庭園とその石庭に点在する数寄屋造りの

離れ屋で有名な旅館であり、折角の旅行会でもあり

ますので、日頃の喧噪を忘れ、情趣あふれる優美な

佳景をご堪能いただけるような企画にしました。

当日は、天候にも恵まれ、日本弁理士会正副会長

会から７名、西日本弁理士クラブから８名、弁理士

連合クラブから14名のご参加を頂き総勢73名での旅

行会となりました。

【研修会】

日弁旅行会で毎回恒例となっています研修会を今

年も開催し、35名の先生方に参加いただきました。

研修テーマは、「特許法の全面改正の動向」等として、

奥山尚一先生（特許庁主催・特許制度研究会委員）、

江藤聡明先生（2007年特許委員会委員長）、小西恵

先生（2008年特許委員会委員長）に講演していただ

きました。

特許法改正の動向については、参加者の関心も高

く、大変活発な意見交換が展開されました。また、

近年の話題である進歩性判断や記載要件等について

も最新の動向を踏まえ、分かり易く解説して戴きま

した。

【宴会】

研修会終了後、「石亭」自慢の温泉で日頃の疲れを

とって頂き、午後６時20分に大宴会場「富士」にて

集合写真撮影を行い、お待ちかねの宴会がスタート

しました。

清水善廣日弁幹事長の挨拶に始まり、ご来賓であ

る筒井大和日本弁理士会会長、田中秀佳西日本弁理

士クラブ幹事長、渡邉一平弁理士連合クラブ幹事長

からご挨拶を頂きました。その後、浅村皓日弁常任

相談役の音頭による乾杯の後、歓談へと移りました。

今回の宴会座席は、上座以外は自由な配置とし、

日弁各会派を始め来賓の方々とも、肩肘張らず自由

に歓談いただけるよう配慮しました。「石亭」ならで

はの特選料理と、熱海の綺麗どころとの楽しい一時

を皆様にご堪能いただけたことと思います。宴会も

大いに盛り上がり最高潮を迎えた中、時間により岡

部譲日弁政策委員長による中締めにて宴会は無事お

開きとなりました。

旅行会報告

旅行会担当副幹事長
　田　村　　　爾

旅館正面

清水幹事長挨拶 筒井会長挨拶 浅村相談役挨拶

歓談にも熱が入ります
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【二次会】

宴会に引き続き二次会をカラオケスナック「クラ

ブ」と二次会部屋に分かれて開催しました。

カラオケでは参加頂いた皆様から自慢ののどをご

披露頂きました。また、二次会部屋は予想以上にご

参加いただき、途中で大部屋に移動するという、嬉

しいハプニングまでありました。

尚、予算の関係でコンパニオンは一次会までの予

定でしたが、筒井日本弁理士会会長をはじめ多くの

先生方のご厚意により、三次会まで残して頂き、楽

しい宴会が深夜まで続きました。

以上

笑顔で乾杯～

男性はニヤニヤ女性はピース

３人の手が同じ所に伸びているのは気のせいです

本日のオールキャストです

なぜか陣形が揃っています

今年も出ました遠山（?）の金さん

カラオケは
皆でやるのが一番です
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本年度の日弁ゴルフ大会は、例年通り日弁旅行会

の日程に併せて、６月14日（日）に大熱海国際ゴル

フクラブ、大仁コースにて開催されました。

前日までは７組27名の参加の予定でしたが、当日

朝になって女性会員１名が参加意志を表明しました

ので、即座にゴルフ場に連絡を取り、無事参加、と

いう運びとなりました。少々慌ててしまいましたが、

女性の参加者は貴重ですので、こういうハプニング

なら大歓迎です。

当日は、日弁のゴルフ大会にしては珍しく晴天に

恵まれ、参加者にもご満足いただけたものと思いま

す。（因みに、昨年度は土砂降りのため、ハーフで終

了となりました。）

競技方法は、新ペリア方式で競い、同一ネットの

場合はローハンディを上位としました。また、当日

の進行を考慮し、スルーザグリーン・６インチプレ

ースあり、１グリップ以内・ＯＫパットあり、ギブ

アップあり、等としました。成績については、以下

の通りです。(敬称略)

優勝　　永井　義久（弁ク）

　　　　　ネット72　グロス96

準優勝　村田　　実（ＰＡ）

　　　　　ネット72.6　グロス81

３位　　田中　達也（西日本）

　　　　　ネット72.8　グロス80（ベスグロ）

５位　　江藤　聡明（無名）

　　　　　ネット74.7　グロス89

10位　　榎本　英俊（稲門）

　　　　　ネット75.6　グロス90

15位　　田辺　政一（南甲）

　　　　　ネット77.6　グロス92

20位　　神林恵美子（ＰＡ）

　　　　　ネット80.4　グロス102

25位　　吉岡　宏嗣（無名）

　　　　　ネット84.6　グロス111

ＢＢ賞　市東　　篤（ＰＡ）

　　　　　ネット87.0　グロス127

大波賞：長内　行雄（同友）

　　　　　アウト60、イン50

小波賞：田中　達也（西日本）

　　　　　アウト40、イン40

ドラコン：田中　秀佳（西日本）

　　　　　田中　達也（西日本）

　　　　　江藤　聡明（無名）

　　　　　伊澤　　幹（同友）

　　　　　田村　　爾（南甲）

ニアピン：八木　秀人（無名）

　　　　　長濱　範明（春秋）

　　　　　鈴木　一永（無名）

　　　　　市東　　篤（ＰＡ）

　　　　　高松　俊雄（無名）

　　　　　松浦喜多男（南甲）

　　　　　渡邉　一平（弁ク）

　　　　　田村　　爾（南甲）

プレー終了後のパーティでは成績発表、各賞受賞

者のスピーチなど、和気藹々と楽しんでいただきま

した。なお、パーティの進行については、旅行担当

幹事の田村爾先生に強力にサポートして頂きました。

最後となりましたが、この場を借りて御礼申し上げ

ます。

以上

日弁ゴルフ大会報告

ゴルフ大会担当幹事

　神　林　恵美子


