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平成31年度（令和1年度）
日本弁理士クラブ

事業計画

幹事長　福　田　伸　一

Ⅰ．基本方針

（1）日本弁理士会の会務運営（人事・政策）を

支える。

（2）一体となって本年度の弁理士会役員選挙に

臨む。

（3）知財制度、弁理士制度及び弁理士の環境改

善について積極的に提言する。

（4）日弁構成会派の連携強化を図る。

（5）魅力ある組織をめざして活動する。

Ⅱ．組織および運営

1．総　会（定時総会2回）

　▶　第  1回　平成31年  3月28日

　▶　第  2回　令和  1年11月28日（予定）

2．例　会（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（原則として毎月第2月曜日、その他必

要に応じて随時開催）

　▶　第  1回　平成31年  1月16日

　▶　第  2回　平成31年  2月18日

　▶　第  3回　平成31年  3月11日

　▶　第  4回　平成31年  4月  8日

　▶　第  5回　令和  1年  5月13日

　▶　第  6回　令和  1年  6月10日

　▶　第  7回　令和  1年  6月15日

　▶　第  8回　令和  1年  7月  8日

　▶　第  9回　令和  1年  8月22日

　▶　第10回　令和  1年  9月12日

　▶　第11回　令和  1年10月  7日（予定）

　▶　第12回　令和  1年11月11日（予定）

4．正副幹事長会（必要に応じて随時開催）

5．相談役会・常任相談役会（必要に応じて随時開

催）

　▶　第  1回　平成31年  3月26日（相談役会）

　▶　第  2回　令和  1年  8月30日（常任相談役会）

　▶　第  3回　令和  1年11月（予定）

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．日弁五派交流事業の企画・開催

5．委員会の委員選任・諮問事項の決定

6．人事の調整・決定

7．行事の企画・立案・実行

8．日本弁理士会（関東支部を含む）委員会委員

の推薦

9．日本弁理士会との連携・協議・調整

10．会内各派との連携・協議・調整

11．会外団体との連携・協議・調整

12．その他

Ⅳ．委員会等活動

1．政策委員会

①【諮問】日本弁理士会役員選挙における活動指

針の新設（規約委員会と共同）

②【諮問】日本弁理士クラブの各種規約の精査及

び改訂（規約委員会と共同）

③【委嘱】日本弁理士会又は日本弁理士クラブ幹

事会からの検討依頼事項への対応

④【委嘱】日本弁理士会執行役員会への政策的サ

ポート（事業計画、総会議案等）

⑤【委嘱】知的財産制度、弁理士制度、弁理士の

業務環境改善（弁理士法に規定されていない

業務への進出を含む）についての検討

令和１年度会務・会計中間報告
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2．協議委員会

①【委嘱】2020年度日本弁理士会役員定時選挙へ

の対応

3．規約委員会

①【諮問】日本弁理士会役員選挙における活動指

針の新設（政策委員会と共同）

②【諮問】日本弁理士クラブの各種規約の精査及

び改訂（政策委員会と共同）

4．研修委員会

①【委嘱】日本弁理士会認定外部機関としての研

修の企画・立案・実行

②【委嘱】前項以外の研修の企画・立案・実行

③【諮問】特定侵害訴訟代理業務試験対策研修会

の実施の可否の検討

5．会報委員会

①【委嘱】会報の企画・制作・発行

②【委嘱】広報委員会との連携（会報のHP掲載、

その他の情報共有）

6．広報委員会

①【委嘱】日弁ホームページの管理・更新

②【委嘱】会報委員会との連携（会報のHP掲載、

その他の情報共有）

Ⅴ．行　事

1．テニス大会　平成31年2月2日

2．旅行会　令和1年6月15日〜 16日（伊東）

3．ゴルフ大会　令和1年6月16日（伊東）

4．研修会　令和1年9月13日（特定侵害訴訟代理

業務試験対策）

5．５派リレーマラソン大会　令和1年11月17日（予

定）

6．役員選挙当選祝賀会　令和1年11月28日（予定）

7．ボーリング大会　令和1年12月5日（予定）

以上
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組織と活動

副幹事長　中　尾　直　樹

（令和元年９月６日現在）

Ⅰ．日弁役員

幹事会

　幹事長　　（ＰＡ）福田　伸一

　副幹事長　（ＰＡ） 中尾　直樹〔庶務・総会・相

談役会・協議〕

　　　　　　（春秋） 太田　昌孝〔研修・慶弔・ボ

ウリング・ゴルフ〕

　　　　　　（南甲）林　剛史〔会計・テニス〕

　　　　　　（無名） 米山　尚志〔政策・規約・旅

行〕

　　　　　　（稲門） 綾木　健一郎〔広報・会報・

マラソン〕

　幹　事　　（ＰＡ）梶並　順　　　眞野　修二

　　　　　　（春秋）徳本　浩一　　西澤　由美恵

　　　　　　（南甲）藤沢　昭太郎　林　裕己

　　　　　　（無名）竹本　如洋　　湯浅　竜

　　　　　　（稲門）福森　智哉　　徳田　雄飛

　会計幹事　（春秋）大沼　加寿子

　　　　　　（南甲）佐藤　雄哉

Ⅱ．日弁委員会

１．政策委員会（担当副幹事長　米山　尚志）

　政策委員長（無名）羽鳥　亘

　副委員長　（ＰＡ）堀籠　佳典

　　　　　　（春秋）三上　敬史

　　　　　　（南甲）中村　仁

　　　　　　（無名）前田　健一

　　　　　　（稲門）高橋　英樹

　委　員　　（ＰＡ）林　篤史　　　坂本　智弘

　　　　　　（春秋）栗原　弘　　　金森　靖宏

　　　　　　（南甲）石橋　良規　　藤沢　昭太郎

　　　　　　（無名）矢崎　剛平　　須藤　大輔

　　　　　　（稲門）植田　晋一　　鈴木　俊之

２．協議委員会（担当副幹事長　中尾　直樹）

　協議委員長（ＰＡ）大西　正悟

　副委員長　（ＰＡ）渡邉　伸一

　　　　　　（春秋）岩壁　冬樹

　　　　　　（南甲）須藤　浩

　　　　　　（無名）香坂　薫

　　　　　　（稲門）藤坂　恭史

　委　員　　（ＰＡ）本多　敬子　　帯包 浩司

　　　　　　（春秋）石川　徹　　　古野　裕介

　　　　　　（南甲）林　裕己　　　松田　次郎

　　　　　　（無名）鈴木　一永　　内田　雅一

　　　　　　（稲門）西村　公芳　　高橋　伸也

３．研修委員会（担当副幹事長　太田　昌孝）

　研修委員長（春秋）榛葉　貴宏

　委　員　　（ＰＡ）亀山　育也　　田中　秀幸

　　　　　　（春秋）三田　康成　　廣戸　健太郎

　　　　　　（南甲）千且　和也　　丸山　陽

　　　　　　（無名）林　司　　　　堀　宏光

　　　　　　（稲門）中村　聡　　　寺尾 康典

４．規約委員会（担当副幹事長　米山　尚志）

　規約委員長（無名）神田　正義

　委　員　　（ＰＡ）佐藤　玲太郎

　　　　　　（春秋）齋藤　学

　　　　　　（南甲）丸山　幸雄

　　　　　　（無名）前田　健一

　　　　　　（稲門）角田　朗

５．会報委員会（担当副幹事長　綾木　健一郎）

　会報委員長（稲門）松田　真

　委　員　　（ＰＡ）山崎　晃弘　　松宮　尋統

　　　　　　（春秋）井上　正　　　齋藤　学

　　　　　　（南甲）齊藤　良平　　大坂　尚輝

　　　　　　（無名）関　誠之　　　亀山　夏樹

　　　　　　（稲門）森田　義則

６．広報委員会（担当副幹事長　綾木　健一郎）

　広報委員長（稲門）榮野　隼一

　委　員　　（ＰＡ）鈴木 大介
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　　　　　　（春秋）中村　祥二

　　　　　　（南甲）松田　次郎

　　　　　　（無名）山田　勉

Ⅲ．日弁相談役会（担当副幹事長　中尾　直樹）

　常任相談役（ＰＡ）渡邉　敬介

　　　　　　（春秋）佐藤　辰彦

　　　　　　（南甲）伊丹　勝

　　　　　　（無名）筒井　大和

　　　　　　（稲門）稲木　次之

　相談役　　（ＰＡ）浅村　皓　　　谷　義一

大西　正悟　　岡部　讓

村木　清司

　　　　　　（春秋）篠原　泰司　　清水　善廣

竹内　三郎　　波多野　久

西島　孝喜

　　　　　　（南甲）幸田　全弘　　樺澤　聡

樺澤　襄　　　久保　司

高橋　三雄　　野本　陽一

真田　有

　　　　　　（無名）下坂　スミ子　水野　勝文

鈴木　一永

　　　　　　（稲門）宇野　晴海　　杉村　純子

Ⅳ．日本弁理士会役員

１．執行役員会

　会　長　　（春秋）清水　善廣

　副会長　　（ＰＡ）小西　富雅

　　　　　　（春秋）出野　知

　　　　　　（春秋）柴田　富士子

　　　　　　（南甲）津田　理

　　　　　　（無名）石原　進介

　執行理事　（ＰＡ）神林　恵美子　坂本　智弘

亀山　育也

　　　　　　（春秋）須藤　晃伸　　林　崇朗

　　　　　　（南甲）田村　爾　　　河野　生吾

　　　　　　（無名）久松　洋輔

　　　　　　（稲門）西脇　怜史

２．常議員会

　１年度　　（ＰＡ）梶並　順　　　山﨑　晃弘

塚中　哲雄　　網野　誠彦

　　　　　　（春秋）青木　篤　　　中島　拓

栗原　弘　　　渥美　久彦

　　　　　　（南甲）幡　茂良　　　山田　強

瀧野　文雄　　楠　和也

　　　　　　（無名）村上　晃一　　橋本　虎之助

　　　　　　（稲門）尾崎　光三

　２年度　　（ＰＡ）福田　伸一　　中尾　直樹

下田　俊明　　帯包　浩司

　　　　　　（春秋）飯田　圭　　　反町　洋

大沼　加寿子　高橋　洋平

　　　　　　（南甲）丸山　幸雄　　堀　研一

新井　伸太郎　川島　麻衣

　　　　　　（無名）江藤　聡明　　齋藤　康

３．監事会

　１年度　　（ＰＡ）柳田　征史

　　　　　　（春秋）打揚　洋次

　　　　　　（稲門）飯塚　義仁

　２年度　　（ＰＡ）高見　和明

　　　　　　（春秋）白井　重隆

　　　　　　（南甲）広瀬　文彦

以上
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２０１９年
総会承認事項

副幹事長　中　尾　直　樹

第１回定時総会

　日　時　：2019年３月28日（木）

午後６時30分〜７時15分

　会　場　：弁理士会館３階　会議室ＡＢ

　（１）2018年日弁事業報告の承認を求める件

綾木健一郎副幹事長による説明、報告の後、

賛成多数により承認された。

　（２）2018年日弁決算報告の承認を求める件

林剛史副幹事長による説明、報告の後、賛成

多数により承認された。

　（３）2019年日弁事業計画の承認を求める件

福田伸一幹事長による説明の後、賛成多数に

より承認された。

　（４）2019年日弁予算の承認を求める件

福田伸一幹事長による説明の後、賛成多数に

より承認された。

　（５）2019年日弁予算の予備費の取り崩しに関

し幹事会への一任についての承認を求める

件 

林剛史副幹事長による説明、報告の後、賛成

多数により承認された。

　（６）2020年度日本弁理士会（関東支部を含む）

役員推薦に関し幹事会への一任についての承

認を求める件

福田伸一幹事長による説明の後、賛成多数に

より承認された。

以上
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令和１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　太　田　昌　孝

　本年度は、以下の11名の研修委員会メンバーにて

運営されました。

　毎年恒例となっている特定侵害訴訟代理業務試験

対策については、受験者数の減少に伴い、今年度を

含めた今後の継続の要否について議論しましたが、

昨年と同様、過去問解析講座のみを開催し、その受

講者数等から次年度以降の継続の要否を検討するこ

ととしました。

　そして、今年度から、日弁が日本弁理士会継続研

修の認定外部機関の認定を受けたため、認定外部機

関として特許調査に関する研修会を実施する予定で

います。

研修委員会メンバー（敬称略）

　委員長　（春秋）榛葉　貴宏

　委　員　（南甲）千且　和也　　丸山　陽

　　　　　（無名）林　司　　　　堀　宏光

　　　　　（稲門）寺尾　康典　　中村　聡

　　　　　（ＰＡ）田中　秀幸　　亀山　育也

　　　　　（春秋）三田　康成　　廣戸　健太郎

1．付記試験・過去問解析講座

　日時　9月13日（金）18：30－20：30

　場所　弁理士会館

　講師　弁護士・弁理士　石神 恒太郎 先生（青和

特許法律事務所）

　内容　特定侵害訴訟代理業務試験事例問題の解答

ポイントについての解説、平成29年度第1問、 第2問

の解説。

　受講者数　17名

2．研修会（第1回）

　日時　11月29日（金）18：30 〜 20：30

　場所　弁理士会館

　講師　弁理士　角田 朗 先生

　内容　J-PlatPatを用いた先行技術調査のコツ（演

習型）（仮）

3．付記試験・通信講座

　内容　9月13日開催の「付記試験 過去問解析講

座」を録音し、録音した音声及びレジュメと、昨年

及び一昨年の録音音声の過去3年分をセットにして

販売

　販売数　8セット

４．おわりに

　日弁研修委員会では、皆様の仕事に役立つような

有意義な研修、日弁ならではの研修を実施したいと

考えております。ご希望のテーマなどがございまし

たら、ぜひ日弁研修委員会又は日弁幹事会にお寄せ

ください。

　最後になりますが、日弁研修委員会の企画・運営

に際しては、委員長の榛葉貴宏先生をはじめとする

研修委員の皆様に多大なるご協力を賜りました。こ

こに、改めて厚く御礼を申し上げます。

以上
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平成31年度
日本弁理士クラブ
予算の紹介

平成31年度会計担当副幹事長

林　　剛　史

　本年度も、多くの繰越金を頂いております。

　前年度の関係各位の御尽力に感謝いたします。支

出に関しましては、無駄を省いて将来のために十分

な資金を確保するとの方針の下、本年度も例年同様

に前年度の実勢を踏まえた予算を組んでおります。

　本年度は会長選挙の年に該当しないため、協議・

選対委員会の予算を前年に対して大きく減額してお

ります。また、他の支出項目全般についても適切な

範囲内で見直しを行っております。

　クラブ会員の先生方からお預かりした予算を適正

に執行し、日本弁理士クラブ発展のために有効に使

用させて頂きます。クラブ会員の先生方の御理解・

御協力を宜しくお願い申し上げます。

 （単位：円）

　収入の部 

　　前年会計からの繰越金 3,766,469 

　　各クラブ分担金 2,500,000 

　　その他 －

　　合　計 6,266,469 

　支出の部 

　　例会・総会 50,000 

　　幹事会 400,000 

　　会報委員会 1,200,000 

　　協議・選対委員会 1,000,000 

　　政策委員会 200,000 

　　広報委員会 100,000 

　　研修委員会 200,000 

　　日弁五派交流事業費 0 

　　相談役会 30,000 

　　旅行会 850,000 

　　旅行会ゴルフ大会補助 50,000 

　　ボウリング大会補助 50,000 

　　テニス大会補助 50,000 

　　リレーマラソン補助 50,000 

　　庶務 30,000 

　　慶弔費 150,000 

　　渉外・交通 500,000 

　　幹事長渉外費 200,000 

　　ＰＧ/ＷＧ活動費 0 

　　規約委員会 50,000 

　　次年度活動準備費 100,000 

　　予備費 1,006,469 

　　合　計 6,266,469 
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平成31年度
日本弁理士クラブ
政策委員会中間報告

政策委員長　羽　鳥　　亘

1．委員会の構成

　平成31年度日本弁理士クラブ政策委員会（以下「政

策委員会」）は、以下のメンバー（順不同：敬称略）

で構成されており、平成31年2月13日（水）に第1回

政策委員会を開催しました。

副幹事長　　米山　尚志（無名）

副委員長　　三上　敬史（春秋）

　　　　　　堀籠　佳典（ＰＡ）

　　　　　　中村　　仁（南甲）

　　　　　　前田　健一（無名）

　　　　　　高橋　英樹（稲門）

委　　員　　栗原　　弘（春秋）

　　　　　　金森　靖宏（春秋）

　　　　　　林　　篤史（ＰＡ）

　　　　　　坂本　智弘（ＰＡ・4月〜）

　　　　　　石橋　良規（南甲）

　　　　　　藤沢昭太郎（南甲）

　　　　　　矢崎　剛平（無名）

　　　　　　須藤　大輔（無名）

　　　　　　植田　晋一（稲門）

　　　　　　鈴木　俊之（稲門）

2．諮問と委嘱事項について

（ⅰ）諮問①　日本弁理士会役員選挙における活動

指針の新設

　規約委員会と共同でまとめ、文書は規約委員会が

作成。

　2 ／ 26の規約委員会立ち上げ後は政策と合同で委

員会を開催。

　

（ⅱ）諮問②　日本弁理士クラブの各種規約の精査

及び改訂

　例えば「日本弁理士会役員推薦基準」は対象が混

在している、また、推薦基準に目的がない等あるの

で規約委員会と合同で見直しを行う。

（ⅲ）委嘱①　日本弁理士会又は日本弁理士クラブ

幹事会からの検討依頼事項への対応

　検討依頼が来た場合は各会派で検討してもらい、

それを委員会でまとめる。

（ⅳ）委嘱②　日本弁理士会執行役員会への政策的

サポート

　日弁は選挙のための組織ではなく、本会を支える

ものであり、政策的サポートを行うものであるた

め、総会の事業計画を聴き、積極的に議論を行う。

（ⅴ）委嘱③　知的財産制度、弁理士制度、弁理士

の業務環境改善（弁理士法に規定されていない事項

への進出を含む）についての検討

　例えば、独立社外取締役の属性について弁理士も

加えてもらうことは可能か、国会議員の政策秘書に

なるための試験免除に弁理士が入らないものか、民

間自衛官の登録する場合に弁理士なら実地訓練を免

除できないか、等。

3．活動報告

（1）委員会開催

　政策委員会は、現時点において、2月13日（第1回）、

3月15日（第2回・政策・規約合同）、4月22日（第3

回・政策・規約合同）、5月28日（第4回・政策・規約

合同）、7月11日（第5回・政策・規約合同）に開催し

ました。

①第1回政策委員会

　福田幹事長から、諮問と委嘱事項について説明が

あった後、委員間で意見交換を行いました。

②第2回政策委員会（政策・規約合同委員会）

　福田幹事長がたたき台を作成した日本弁理士会役

員選挙に関する活動指針（案1）について各会派か

らの意見聴取を行った後、委員間で意見交換を行い

ました。

　また、日本弁理士クラブ各種規約の精査及び改訂

について、委員間で意見交換を行いました。
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③第3回政策委員会（政策・規約合同委員会）

　前回委員会議論を受けて政策委員長が案1を修正

した日本弁理士会役員選挙に関する活動指針（案2）

について各会派からの意見聴取を行った後、委員間

で意見交換を行いました。

　また、日本弁理士クラブ各種規約の精査及び改訂

について、委員間で意見交換を行いました。

④第4回政策委員会（政策・規約合同委員会）

　日本弁理士会出野副会長による平成31年度日本弁

理士会第1回定期総会の上程議案についての説明の

後、主に事業計画・予算についての意見交換を行い

ました。

　前回委員会議論を受けて政策委員長が案2を修正

した日本弁理士会役員選挙に関する活動指針（案3）

について各会派からの意見聴取を行った後、委員間

で意見交換を行いました。

　また、福田幹事長から、日本弁理士クラブ各種規

約の見直しポイントについての説明を受けました。

⑤第5回政策委員会（政策・規約合同委員会）

　日本弁理士会役員選挙に関する活動指針及び各会

派に振り分けて具体的な内容提示を行って頂いた日

本弁理士クラブ各種規約内容に関して、各会派から

の意見聴取を行った後、委員間で意見交換を行いま

した。

以上
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令和元年春の叙勲・褒章受章者

【叙勲のうち旭日章】（弁理士業務功労）

　旭日中綬章　　中島　淳

　旭日双光章　　竹内　耕三

【叙勲のうち瑞宝章】（経済産業行政事務功労）

　瑞宝小綬章　　幸長　保次郎

　瑞宝小綬章　　松本　悟

　瑞宝小綬章　　影山　秀一

【叙勲のうち瑞宝章】（調停委員功労）

　瑞宝双光章　　黒田　勇治

【褒章】（弁理士業務功績）

　黄綬褒章　　　岡本　清一郎

（敬省略）
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令和元年
旅行会報告

旅行会担当副幹事長　米　山　尚　志

　令和元年の日本弁理士クラブ（以下、日弁）の旅

行会は、同年6月15日（土）〜 16日（日）にかけて、

伊豆伊東温泉の「ホテル聚楽」にて開催されました。

　初日は雨模様となってしまいましたが、交通機関

の遅延等もなく、無事開催することができました。

　また、今年は会長選挙が行われない年であるため

参加者の減少が懸念されましたが、昨年を若干上回

る88名もの会員、ご来賓の先生方にご参加をいただ

きました。

　初日の17時〜、ホテルの会議室にて清水善廣弁理

士会会長との意見交換会を実施いたしました。50名

を超える先生にご参加いただき、日弁の会員のみな

らず、来賓の先生方も含めて活発な意見交換が行わ

れ、盛会のうちに終了することができました。

　意見交換会の後は懇親会です。大宴会場へと場所

を移し、舞台に並んで集合写真を撮影した後、18時

30分に開宴となりました。

　日弁幹事長の福田伸一先生、日本弁理士会会長の

清水善廣先生、西日本弁理士クラブ幹事長の小谷昌

崇先生、弁理士連合クラブ幹事長の塩野谷英城先生

からご挨拶を賜り、日本弁理士クラブ常任相談役の

伊丹勝先生の乾杯のご発声の後、酒宴が始まりまし

た。所属する会派の垣根を越えた和気藹々とした雰

囲気の中、愛嬌溢れるコンパニオンとの話をはずま

せ、料理とお酒を堪能しました。

　中締めの後は、小宴会場へと場所を移し、二次会

へと突入しました。今年の二次会は、参加率が9割

以上と例年にない盛況ぶりで、恒例のカラオケで大

いに盛り上がりました。

　翌日は、ゴルフと観光と自由行動とに分かれまし

た。ゴルフには17名の先生が参加され、伊東カント

リークラブでプレーを楽しみました。ゴルフの詳細

は別稿に譲り、ここでは割愛します。

　観光には21名の先生が参加されました。当初は、

城ヶ崎海岸および大室山での散策、中伊豆ワイナ

リーでの昼食／見学を予定していました。しかし、

行く手を阻む容赦ない強風が吹き荒れており、大室

山のリフトが運行停止となっていたため、道の駅・

伊東マリンタウンから中伊豆ワイナリーを巡るコー

スに急遽変更しました。

　中伊豆ワイナリーヒルズでは、ワイナリーの見

学、ワインの試飲、富士山を望みながらのバーベ

キュー、馬場に併設された厩舎内の見学などを楽し

みました。

　お陰様で大きなトラブルもなく今年の旅行会を終

えることができました。ご参加いただいた先生方、

並びにご支援いただいた先生方には、この場を借り

て厚く御礼申し上げます。

以上

（開宴前の集合写真）

（中伊豆ワイナリーヒルズ）

（中伊豆ワイナリーヒルズから望む富士）
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令和元年度
日本弁理士クラブゴルフ大会報告

ゴルフ大会担当副幹事長　太　田　昌　孝

　令和1年6月16日（日）に、伊東カントリークラブ

にて日弁ゴルフ大会を開催いたしました。例年通り

旅行会のオプションということで、西日本弁理士ク

ラブ、連合弁理士クラブの先生方にもご参加いただ

き、5組総勢17名の大会となりました。

　当日は、強風が吹き荒れ、スタート前にやる気が

削がれる天候ではあったのですが、とりあえず前半

だけプレイしてみましょう、ということになり、9時

過ぎに第1組がスタートしました。案の定、参加者

の皆様は強風に苦労し、思うようなプレイができな

かったものと思われます。昼食時、後半のプレイは

中止にしてもいいよね、という意見も出て、最終的

には幹事の私に委ねられたのですが、海外のリンク

スコースのような猛烈な強風でのプレイを経験する

こともなかなかないということで、後半も強行しま

した。この判断がよかったのかどうか定かではあり

ませんが、結果的には、参加者の皆様も怪我なくプ

レイをすることができたことだけが救いです。

　競技は例年通り、新ぺリア方式のハンデ戦で行わ

れました。優勝は、2位の南甲弁理士クラブの樺澤聡

先生を押さえて、PA会の村田実先生が見事に獲得

されました。また、ベストグロス賞はPA会の村田

実先生と同友会の井澤先生が同グロスで並び、この

バッドコンディションの中であるにもかかわらず、

お二人ともさすがといった感じでした。

　順位は以下の通りです（敬称略）。

優勝：村田　実

２位：樺澤　聡

３位：太田　昌孝

４位：小西　恵

５位：井澤　幹

６位：永田　元昭

７位：中村　仁

８位：香原　修也

９位：中尾　直樹

10位：香坂　薫

11位：神林　恵美子

12位：井上　誠一

13位：北村　修一郎

14位：菅原　峻一

15位：篠田　卓宏

16位：長濱　範明

17位：杉本　ゆみ子

　令和初となった今年のゴルフ大会は、めったに経

験できないコンディションでの開催となりました

が、こんなコンディションでも楽しまれている参加

者の皆様の寛大な気持ちに、幹事としては大変救わ

れました。改めまして、参加者の皆様のご協力に感

謝申し上げます。
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平成31年度
日本弁理士クラブ
テニス大会報告

テニス担当副幹事長　林　　剛　史

　2019年2月2日（土）に恒例であり、且つ平成最後

の日弁テニス大会を開催しました。会場は、いつも

の品川プリンスホテル高輪テニスセンターです。例

年の試合形式は、各会派チームによる総当たり戦を

行い、それぞれの勝ち点を合計して順位を決定する

というものですが、「稲門」が昨年に続きチーム単位

での参加を辞退したため、４チームによる総当たり

の予選リーグを行い（「稲門」からは前テニス担当

副幹事長大西先生が、各チームに１回ずつ混ざって

の個人参加）、予選リーグの結果に基づき、予選上

位２チームによる優勝決定戦、予選下位２チームに

よる３位決定戦を行うこととなりました。

　優勝決定戦では、「無名会」（予選リーグ２位）が、

「ＰＡ会」（予選リーグ１位）を下し、見事、総合優

勝を果たしました。総合２位の「ＰＡ会」も層の厚

さを示し、白熱の日弁テニス大会となりました。

　３位決定戦では、「春秋会」、「南甲」が同点でとも

に総合３位となり、表彰台に乗れないチームがでな

い（実際に表彰台はありません）日弁の連携の強さ

を見ることができました。

（優勝決定戦）　（PA（予選１位）4-4　0-6（無名（予選２位））

（３位決定戦）　（春秋（予選３位）3-5　6-4（南甲（予選４位））

（総合優勝）　無名会
（２位）　PA会

（３位）　春秋会＆南甲

　予選リーグ、順位決定戦を戦い抜く体力があるか

という心配もありましたが、テニス大会に参加され

る先生方は日頃のトレーニングの成果もあり、この

点は杞憂に終わりました。

*「〇甲」の選手１名は、途中で膝？を痛め、１試

合目で早々のリタイアとなりました。（ご安心下

さい！！試合に参加される先生方はテニス保険

に加入しております）

　試合終了後は、テニスコートに隣接するカレー

ショップでの懇親会です。テニス大会に集う先生方

は、皆ここでのカレーとワインを楽しみにしていま

す。試合中のことやテニス以外の話題で楽しく歓談

した後、今年もまたほろ酔い気分での解散となりま

した。テニスの集合写真ではない点ご容赦ください。

　来年度も開催を予定しています。テニス（とカレー

とワイン）がお好きな方、楽しい１日を一緒に過ご

しませんか？ご参加をお待ちしております。

↓のプレゼンターは、試合の数日前に車にぶつか

り、試合には参加しておりません。（もちろん治療

に、テニス保険は適用されません）

春秋 PA 南甲 無名
勝敗

順位
勝ち点

春秋

2-4 6-1 1-6
1 勝 3敗
2分 3 位

3-3 2-6 4-4
5-7 8-7 5-10
2 5 2 9

PA

4-2 6-2 3-5
4 勝１敗
1分 １位

3-3 6-2 6-0
7-5 12-4 9-5
6 8 5 19

南甲

1-6 2-6 4-4
1 勝 4敗 1
分 4 位

6-2 2-6 2-6
7-8 4-12 6-10
3 0 2 5

無名

6-1 5-3 4-4
3 勝 1敗 2
分 2 位

4-4 0-6 6-2
10-5 5-9 10-6
6 3 6 15

●集合写真●

（予選リーグ勝敗表）


