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また、日本弁理士会の関東支部の人事についても有

能な人材を推薦いたしました。特に、渡邉会長の推

し進める「知財広め隊事業」を実際に行う現場の多

くの人材を日本弁理士クラブに選出の委員が担って

まいりました。

政策面からは、日本弁理士会の正副会長と密に連

絡を取り意見交換を行って、渡邉会長の進めようと

している政策に対し、日弁各会派からの意見を収集

し、真田政策委員長の元でまとめて報告する等の作

業を行ってまいりました。

3．日弁70周年記念行事の開催

日本弁理士クラブ70周年事業は、平成29年9月1日

の記念式典・懇親会を中心として、周年記念と銘

打って旅行会、ゴルフ大会、ボウリング大会、テニ

ス大会、リレーマラソン大会が行われました。式典

等の報告は、日弁会誌41号に掲載されておりますの

でご覧ください。

4．日本弁理士会役員選挙

平成29年度は、日本弁理士会の会長選の年ではご

ざいませんでしたが、副会長選挙、関東地区の常議

員選挙実施の可能性があった関係で、日弁内及び三

派での調整が行われましたが、日弁構成会派の特に

会長選出会派のご配慮をいただき、結果として各選

挙は回避されました。日本弁理士クラブ内での役員

候補者の選出の在り方、立候補者の名前をどの段階

で公表するか等、今後の役員選挙の在り方について

一石を投じることになりました。

5．日本弁理士クラブの運営

日本弁理士クラブ内の委員会では以下の内容で一

年間の活動を行いました。

（1）政策委員会では、平成28年に引き続き①日弁

としての中長期ビジョン等の検討、②弁理士会に対

する知財制度及び弁理士制度についての弁理士会に

1．はじめに

平成29年度は、日本弁理士クラブ創立70周年の記

念すべき年でありましたので、例年行っている日弁

の諸活動に加えて、創立70周年記念行事を行いまし

た。このため、日弁の幹事会立ち上げ時に確認する

平成29年度の活動の基本方針も以下の通り例年と趣

を異に致しております。

〈基本方針〉

（1）日本弁理士会（以下、弁理士会）の会務運営（人

事・政策）を支える。

（2）日弁70周年記念行事の開催と5つのクラブの

更なる連携強化。

（3）幹事会・委員会活動を日弁会員、更には、無

会派層にも積極的に広報し、日弁の活動日本

弁理士会の会務活動への参画意識を高める。

（4）知財制度、弁理士制度について積極的に提言

する。

（5）日本弁理士クラブ（以下、日弁）が一体とな

って本年度の弁理士会役員選挙に臨む。

2．日本弁理士会のサポート

平成29年度は、平成27年、同28年の伊丹勝会長に

引き続き、日弁推薦の渡邉敬介会長が日本弁理士会

のかじ取りを行いましたので、まずは、日本弁理士

会の運営を人材及び政策の面から支える活動を行い

ました。

人事面では、平成29年の1月から立ち上がりまし

た次年度人事検討委員会に置いて、日弁所属の各会

派から種々の有能な人材を各委員会に推薦し、日本

弁理士会の各委員会活動を担っていただきました。

平成29年度会務・会計報告

日本弁理士クラブ
幹事長報告

平成29年度日本弁理士クラブ幹事長
鈴 木 一 永
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対する意見、要望のとりまとめ、③弁理士会及び幹

事会からの検討依頼事項への対応を行いました。

（2）協議委員会を中心として、平成30年度弁理士

会役員選挙についての対応をしていただき、副会長

選挙を中心に日弁推薦候補の当選に全力を尽くしま

した。

（3）研修委員会では、特定侵害訴訟代理業務試験

対策研修会の実施及び他の研修会の企画・立案・実

行を行いました。

（4）会報委員会では、日弁会報の発行及びホーム

ページ委員会と連携して、日弁に関する各種の情報

提供を行いました。

（5）ホームページ委員会では、日弁ホームページ

の管理・更新、日弁活動の広報を行いました。

（6）日弁70周年記念事業実行委員会では、前述の

70周年記念事業の実行を行いました。

尚、平成29年度、規約委員会は休会でした。

6．最後に

今年の日弁の活動を実際に担っていただきまし

た、平成29年度の幹事会メンバー・政策委員長及び

70周年行事執行委員会委員長を以下に紹介いたしま

す。ほか、お名前は掲載いたしませんが、前記の日

弁各委員会で活動していただきました日弁会員の皆

様、おかげさまで何とか平成29年度の1年間、与え

られた役割を一定程度果たすことができました。本

当にありがとうございました。この場を借りて御礼

申し上げますとともに皆様方のこれからのご活躍を

お祈り申し上げて、活動報告を締めくくりたいと思

います。

政策委員長	 	 	 真田有先生

副幹事長	 	 	 堀籠佳典先生

	 	 	 	 藤沢昭太郎先生

	 	 	 	 柴田富士子先生

	 	 	 	 角田朗先生

	 	 	 	 斎藤康先生

幹事	 	 	 	 帯包浩司先生

	 	 	 	 甲原秀俊先生

	 	 	 	 服部秀一先生

	 	 	 	 楠和也先生

	 	 	 	 辻田幸史先生

	 	 	 	 中島佐智子先生

	 	 	 	 藤坂恭二先生

	 	 	 	 飯塚健先生

	 	 	 	 村上晃一先生

	 	 	 	 中大介先生

70周年行事実行委員会

委員長	 	 	 中村仁先生
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する意見書の提出（平成29年3月8日）

（3）「利益相反禁止の見直し」に関する意見書の提

出（平成29年3月24日）

（4）第2回（平成29年4月6日）

①日弁のスケジュールの確認

②日本弁理士会の新執行役員会から再度「預り金

の取扱いに関するガイドライン」について意見を求

められたので、各委員による議論を行なった。

（5）第3回（平成29年5月15日）

①「預り金の取扱いに関するガイドライン」の議

論を引きつづき行なった。

②近畿支部の移転問題についての説明

（6）「預り金の取扱いに関するガイドライン」に関

する意見書の提出（平成29年5月末）

（7）第4回（平成29年6月1日），第5回（平成29年7

月6日）

①弁理士業務環境の改善策について政策委員会内

で自由討論を行なった。

その際、出願等の業務量に関する意見，報酬に関

する意見，業務形態に関する意見等が出された。

（8）第6回（平成29年9月7日），第7回（平成29年10

月11日）

日本弁理士会の中長期課題検討組織準備ワーキン

ググループに政策委員会のメンバーもワーキンググ

ループ員として参加しており、平成29年8月になって、

ワーキンググループ長よりの要請もあって、ワーキ

ンググループ内での議論について日弁の意見を求め

られ、平成29年9，10月の政策委員会でそれぞれ議

論してワーキンググループで意見を述べた。

（9）第8回（平成29年12月7日）

今年度最後の委員会で、今年度の総括が行なわれ

た。

4．その他

当政策委員会は、日本弁理士会の渡邉執行部をサ

ポートすべく検討すべき議題について積極的な議論

を展開していただき、このように積極的な議論を展

開していただいた政策委員の先生方に、この紙面を

お借りして御礼を申し上げます。

以上

1．委員会の構成

　委員長　　真田　　有（南甲）

　副委員長　榛葉　貴宏（春秋）

　　　　　　中尾　直樹（ＰＡ）

　　　　　　田村　　爾（南甲）

　　　　　　久松　洋輔（無名）

　　　　　　綾木健一郎（稲門）

　委　　員　小島　一真（春秋）

　　　　　　栗原　　弘（春秋）

　　　　　　林　　篤史（ＰＡ）

　　　　　　伊藤　隆治（ＰＡ）

　　　　　　津田　　理（南甲）

　　　　　　林　　裕巳（南甲）

　　　　　　竹山　尚治（無名）

　　　　　　本間　博行（無名）

　　　　　　榮野　準一（稲門）

　　　　　　高橋　伸也（稲門）

2．諮問事項

平成29年度の政策委員会への諮問事項は以下のと

おりである。

（1）日弁としての中長期ビジョン等の検討

（2）弁理士会に対する知財制度及び弁理士制度に

ついての弁理士会に対する意見、要望のとりまとめ

（3）弁理士会及び幹事会からの検討依頼事項への

対応

3．活動報告

（1）第1回（平成29年3月8日）

①定例日の決定

②平成29年1月18日に行なわれた日本弁理士会に

よる三派説明会を受けて、「預り金の取扱いに関する

ガイドライン」及び「利益相反禁止の見直し」に関

する説明と、各委員による議論を行なった。

（2）「預り金の取扱いに関するガイドライン」に関

平成29年度
日本弁理士クラブ

政策委員会活動報告

政策委員長　真 田 　 有
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1．委員会の構成

委員長	 筒井　大和（無名）

副委員長	 杉村　憲司（ＰＡ）

	 	 平山　　淳（春秋）

	 	 須藤　　浩（南甲）

	 	 篠原　淳司（無名）

	 	 淺田　信二（稲門）

委員	 	 谷崎　政剛（ＰＡ）

	 	 山崎　晃弘（ＰＡ）

	 	 齋藤　　学（春秋）

	 	 金森　靖宏（春秋）

	 	 河野　生吾（南甲）

	 	 松田　次郎（南甲）

	 	 香坂　　薫（無名）

	 	 中　　大介（無名）

	 	 吉田　正義（稲門）

	 	 吉澤　大輔（稲門）

2．委員会開催状況

（1）協議委員会

第1回　3月		3日

第2回　4月26日

第3回　6月14日

第4回　7月20日

第5回　9月		8日

（2）選対委員会

第1回　9月13日

3．審議結果

（1）副会長候補者として、以下の会員の推薦を決

定した。（弁理士登録番号順、以下同じ：括弧内は所

属会派）

10661　辻田　幸史　（春秋）

10885　蔵田　昌俊　（南甲）

11062　須藤　雄一	（無名）

14404　坂本　智弘	（ＰＡ）

（2）常議員候補者として、以下の会員の推薦を決

定した。

①関東選挙区

09533　福田　伸一（ＰＡ）

09802　鈴木　俊之（稲門）

10035　江藤　聡明（無名）

10130　丸山　幸雄（南甲）

11012　飯田　　圭（春秋）

12170　中尾　直樹（ＰＡ）

12609　反町　　洋（春秋）

13203　齋藤　　康（無名）

13462　大沼加寿子（春秋）

13481　新井伸太郎（南甲）

13818　川島　麻衣（南甲）

14806　髙橋　洋平（春秋）

15159　下田　俊明（ＰＡ）

16634　帯包　浩司（ＰＡ）

②東海選挙区

11352　堀　　研一（南甲）

（3）監事候補者として、以下の会員の推薦を決定した。

07416　広瀬　文彦（南甲）

08522　白井　重隆（春秋）

10012　高見　和明（ＰＡ）

4．選挙結果

副会長、常議員、監事選挙の全てにおいて候補者

数が定数と同じで、全員無投票当選であった。

5．当選祝賀会

平成29年10月20日　東海大学校友会館

6．補足説明

本年度は、会長選挙が無いということで、協議委

員会の委員がそのまま引き続き選挙対策委員会の委

員を務めるという流れで進行しました。

平成29年度
協議委員会

（選挙対策委員会）報告

委員長　筒 井 大 和
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副会長ほかの各役職について日弁から何人推薦可

能か等について、諸々ご意見や議論はありましたが、

最終的には、上記のとおりの候補者を推薦すること

となり、結果的にも、日弁以外の会派からの候補者

も含めて、全ての選挙において候補者数が定数と同

じとなり、無投票で全員当選となりました。

日弁からの候補者の全員当選に向けて、各会派、

特に会長会派の幹事長ほか関係者の皆様には、諸事

にご理解・ご協力を頂き、誠に有難うございました。

また、協議委員会および選挙対策委員会の方針決

定、実際の運営や対内・対外交渉等について多大な

ご協力およびご努力を頂きました当委員会副委員長

や委員をはじめ、日弁幹事長、日弁政策委員長ほか

関係各位に対し、改めて深く御礼申し上げます。

以上
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平成29年度研修委員会につきまして、以下の通り

ご報告致します。

1．開催回数

研修委員会	 3回

研修会	 5回

2．委員会の構成

委員長	 	 山川　　啓（春秋）

委員	 	 	 竹内　将訓（南甲）

	 	 	 藤沢昭太郎（南甲）

	 	 	 帯包　浩司（ＰＡ）

	 	 	 矢冨　亜弥（ＰＡ）

	 	 	 植田　晋一（稲門）

	 	 	 梅澤　　崇（稲門）

	 	 	 林　　　司（無名）

	 	 	 三井　直人（無名）

	 	 	 栗原　　弘（春秋）

担当副幹事長		 柴田富士子（春秋）

3．研修内容

（1）特定侵害訴訟代理業務試験対策研修

特定侵害訴訟代理業務試験対策研修として、以下

の研修会を行いました。

＜過去問解析講座＞

日程：2017年7月18日

会場：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：

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28年度第一問・第二問解説

受講者数：のべ30名（通学：16名、通信:14名　

一部重複あり）

＜模擬試験＞

日程：2017年10月2日

会場：弁理士会館

講師：弁護士・弁理士　柳下昭彦先生（内田･鮫

島法律事務所）

内容：

［模試］特許法関連模擬試験1問

［解説］模擬試験結果講評等

平成25年度より、講師の先生のご協力をいただき、

受講生からの御要望にお応えして模擬試験の答案に

ついて採点して返却しています。

受講者数：6名

（2）一般向け研修

上記特定侵害訴訟代理業務試験対策研修以外の一

般向け研修として、以下の研修会を行いました。

＜第1回研修＞

日程：2017年8月3日

会場：弁理士会館

講師：米国特許弁護士　デビッド・アルバグリ先

生（ホワイト&ケース）

内容：米国連邦最高裁及び連邦控訴巡回裁判所の

判決と、日本企業に対する影響等について

受講者数：21名

＜第2回研修＞

日程：2017年11月14日

会場：弁理士会館

講師：　薛建強先生（中国弁理士・

　　　　元中国特許庁特許庁審査官）

　　　　青井隆徳先生（工学博士、嘉権特許商標

　　　　事務所高級顧問・パートナー）

内容：中国における実体審査の変化とハイテク企

業認定及び補助金政策

受講者数：20名

＜第3回研修＞

日程：2017年11月27日

会場：弁理士会館

講師：秋田将行様（特許庁審査基準室長）

内容：特許庁審査基準室長による特許の審査基準

及び審査の運用の解説

受講者数：30名

研修委員長　山 川 　 啓

平成29年度
日本弁理士クラブ
研修委員会報告
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平成29年度会報委員会の活動につきまして、下記

の通りご報告いたします。

1．委員の構成

委員長	 松宮　尋統（ＰＡ）

委　員		 齋藤　　誠（ＰＡ）

	 	 柿原　希望（無名）

	 	 亀山　夏樹（無名）

	 	 林　　裕己（南甲）

	 	 山田　一範（南甲）

	 	 松田　　真（稲門）

	 	 岸尾　正博（稲門）

	 	 加曽利正典（春秋）

	 	 井上　　正（春秋）

2．活動内容

会報「日弁」第41号の発行

発行部数：全2,861部

内　　訳：春秋会：900部

　　　　　南甲弁理士クラブ：435部

　　　　　稲門弁理士クラブ：220部

　　　　　無名会：300部

　	 　　ＰＡ会：1,006部

発　　送：平成29年11月に印刷の手配を行い、順

次各派に発送した。

会報委員会報告

委員長　松 宮 尋 統

3．会合

平成29年3月に開催し、平成29年度は日本弁理士

クラブ70周年記念号となるため、70周年記念の原稿

の作成、祝賀会の報告が入ることが確認された。

4．70周年記念特集

70周年記念号として、日本弁理士クラブ歴史等に

ついて、日本弁理士クラブ相談役の浅村皓先生にご

執筆いただいた。また、歴代の幹事長による特別寄

稿を掲載した。

以上
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平成29年の広報委員会の構成及び活動内容等につ

いて、次の通りご報告いたします。

1．委員の構成

委員長	 	 菅原　峻一（稲門）

委員	 	 	 中村　祥二（春秋）

	 	 	 下田　俊明（ＰＡ）

	 	 	 楠　　和也（南甲）

	 	 	 山田　　勉（無名）

担当副幹事長		 角田　　朗（稲門）

2．会合及び審議内容

開催日時：平成29年3月3日

場所：弁理士会館地下1階A・B会議室

議事：

（1）幹事長挨拶、副幹事長挨拶、出席者紹介

（2）日弁広報委員会の業務の確認

（3）日弁メルマガの発行方針

（4）ホームページの更新・維持・管理の方針

広報委員会報告
3．広報委員会の活動報告

（1）日弁メルマガの発行（7通）

日弁メルマガの主な内容は主に以下の通り。

・日本弁理士クラブ及び各会派で主催の研修会

の案内

・日本弁理士クラブ特定侵害訴訟代理業務試験

対策の通信講座・模擬試験の案内

（2）ホームページの更新・維持・管理

ホームページの更新の内容は主に以下の通り。

・幹事長就任挨拶のホームページへの掲載

・日弁の活動報告、各種企画の紹介

・日本弁理士クラブ及び各会派で主催の研修会

の案内

・日本弁理士クラブ特定侵害訴訟代理業務試験

対策の通信講座・模擬試験の案内

以上

委員長　菅 原 峻 一



60

月 総会・相談役会・行事 幹事会 委員会 その他

1月 		1/21	テニス大会 		 	

2月 	 		2/		8	第1回（拡大）

3月 		3/28	第1回相談役会 			3/13	第2回

		3/		1	第1回70周年
		3/		3	第1回協議
		3/		3	第1回会報
		3/		3	第1回広報
		3/		8	第1回政策
		3/14	第1回研修

3/10	東海協議会
役員慰労激励会

3/10	西日本弁理士クラブ
役員慰労激励会

4月 		4/10	第1回定時総会 		4/10	第3回
		4/		5	第2回70周年
		4/		6	第2回政策
		4/26	第2回協議

5月 		5/		8	第4回 		5/		9	第3回70周年
		5/15	第3回政策

6月 		6/17-18	旅行会（70周年記念）
		6/18	ゴルフ大会（70周年記念） 		6/12	第5回

		6/		1	第4回政策
		6/		7	第4回70周年
		6/14	第3回協議

7月 		7/18	特定侵害訴訟代理業務試験
過去問講座 		7/10	第6回

		7/		5	第5回70周年
		7/		6	第5回政策
		7/20	第4回協議
		7/21	第2回研修

7/	8-9	西日本弁理士クラブ
旅行会

8月 		8/	3	第1回研修（米国判例紹介） 		8/	7	第7回 		8/		2	第6回70周年
		8/15	第7回70周年

9月 	9/	1	70周年記念式典・祝賀会 		9/11第8回
		9/		7	第6回政策
		9/		8	第5回協議（拡大）
		9/13	第1回選対

9/	9-10	弁理士連合クラブ
旅行会

10月 10/	2	特定侵害訴訟代理業務試験
模擬試験 10/18	第9回 10/		4	第8回政策

10/10	弁理士クラブ
70周年記念式典・
祝賀会

11月

11/14	第2回研修
（中国における実体審査の
変化とハイテク企業認定及
び補助金政策（特許））

11/17	第2回相談役会
11/25	リレーマラソン大会
（70周年記念）

11/27	第3回研修
（特許庁審査基準室長によ
る特許の審査基準及び審査
の運用の解説（特許））

11/28	第2回定時総会
11/28	役員選挙当選祝賀会

11/13	第10回 11/11	第7回政策
11/30	弁理士連合クラブ

30周年記念式典・
祝賀会

12月 12/	4	ボウリング大会（70周年記念）12/11	第11回 12/19	第3回研修

平成29年度会合行事記録

平成29年度副幹事長　齋 藤 　 康
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第1回総会

日時：平成29年4月10日（月）17時30分～ 18時10分

会場：弁理士会館　地下1階　Ａ・Ｂ会議室

（1）平成28年度日弁事業報告の承認を求める件

　角田朗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）平成28年度日弁決算報告の承認を求める件

　堀籠佳典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）平成29年度日弁事業計画の承認を求める件

　鈴木一永幹事長による説明の後、賛成多数により

承認された。

（4）平成29年度日弁予算の承認を求める件

　鈴木一永幹事長による説明の後、賛成多数により

承認された。

（5）平成29年度日弁予算予備費の取り崩しの承認

を求める件

　鈴木一永幹事長より、幹事会への一任を求める旨

が説明され、賛成多数により承認された。

　

（6）平成30年度日本弁理士会（関東支部を含む）

役員推薦に係る承認を求める件

　鈴木一永幹事長より、幹事会への一任を求める旨

が説明され、賛成多数により承認された。

第2回総会

日時：平成29年11月28日（火）17時40分～ 18時10分

会場：弁理士会館　2階　Ａ・Ｂ会議室

（1）平成30年度日本弁理士クラブ幹事長選任の件

　真田有会員を選任することについて、賛成多数に

より承認された。

（2）	平成30年度日本弁理士クラブ政策委員長選任

の件

　福田伸一会員を選任することについて、賛成多数

により承認された。

（3）平成30年度日本弁理士クラブ副幹事長、幹事

及び会計監事選任の件

　平成30年度幹事長に一任することについて、賛成

多数により承認された。

平成29年度
総会承認事項

副幹事長　齋 藤 　 康
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支出の部            実績額 　　予算額

例会・総会	 38,910	 （50,000）

幹事会	 253,372	 （400,000）

会報委員会	 1,035,109	 （1,200,000）

協議・選対委員会	 262,316	 （1,000,000）

政策委員会	 138,558	 （250,000）

広報委員会	 62,100	 （250,000）

研修委員会	 86,643	 （200,000）

日弁五派交流事業費	 0	 （0）

相談役会	 20,784	 （50,000）

旅行会	 815,128	 （900,000）

旅行会ゴルフ大会補助	 34,830	 （50,000）

ボウリング大会補助	 50,000	 （50,000）

テニス大会補助	 50,000	 （50,000）

リレーマラソン補助	 46,932	 （50,000）

庶務	 8,694	 （50,000）

慶弔費	 139,930	 （150,000）

渉外・交通	 420,000	 （500,000）

幹事長渉外費	 153,614	 （200,000）

ＰＧ/ＷＧ活動費	 0	 (0)

規約委員会	 0	 （0）

70周年記念準備実行委員会	 316,583	 （1,000,000）

次年度活動準備費	 100,000	 （100,000）

予備費	 4,931,487	 （677,064）

合				計	 8,964,990	 （7,177,064）

平成30年度第1回日弁総会において平成29年度会

計報告が承認されましたので、以下にご報告申し上

げます。

下記表のとおり、次年度（平成30年度）への繰越

金となる予備費（4,931,487）は、前年度（4,577,064）

に比べ、354,423円の増加となりました。

無駄を省いて将来のために十分な資金を確保する

との考えの下、本年度も例年同様に前年度の実績を

踏まえて予算を組んでおります。本年度は、日本弁

理士クラブ創立70周年の記念式典・記念祝賀会（平

成29年9月1日霞山会館にて）という特別なイベント

があったものの、無駄を省いた予算執行を心掛け、

ここ数年続いていた前年度からの繰越金の減少に歯

止めをかけることができましたが、引き続き活動資

金を有効に活用していることが重要と考えます。関

係各位にご理解、ご協力に心より御礼申し上げます。

（単位：円）

収入の部            実績額 　　予算額

前年度会計からの繰越金	 4,577,064	 （4,577,064）

各クラブ分担金	 2,500,000	 （2,500,000）

利息	 39	 0

協議・選対委員会より入金	 1,787,887	 0	

平成29年度活動準備費	 100,000	 （100,000）

　　　　（前年度より）	

その他	 0	 0

合　計	 8,964,990	 （7,177,064）

平成29年度最終会計報告

平成29年度会計担当副幹事長　堀 籠 佳 典
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平成29年11月25日（土）、味の素スタジアム（東

京都調布市）において、日本弁理士クラブ創立70周

年記念リレーマラソン大会を開催致しました。多数

の先生方にご参加頂きましたこと、厚く御礼申し上

げます。

日弁リレーマラソン大会は、昨年度初開催された

新企画で、本年度は第２回目の開催となります。本

年度も、一般のリレーマラソン大会にエントリーす

る形で開催することにしましたが、昨年度とは趣向

を変え、本年度は3時間耐久レースで競うことにし

ました。今回エントリーしたのは、味の素スタジア

ムで開催される「ドナルド・マクドナルド・ハウス

支援	チャリティーリレーラン」の3時間リレー部門

で、1周2kmの周回コースをリレーして3時間走り続

け、どれだけの距離を走破できるかを競うというも

のです（ちなみに、昨年度エントリーしたのは大井

競馬場で開催された「競馬ＲＵＮ」で、競馬場のダー

トコースをリレーして合計42.195km走り、その所要

時間を競うものでした。）。

開催当日は好天に恵まれ、走るには丁度よい陽気

でした。スタートの合図と共に一斉に230を超える

チームがスタートし、周回を終えてリレーゾーンに

戻ってきたランナーが次々と襷を繋いでいきます。

3時間リレーというと長丁場のようにも思えますが、

実際には1回走り終えて休憩している間にすぐに次

の出番が回ってくるので、あっという間に時間が過

ぎていきます。今年は、昨年のダートコースのよう

な “非日常性” を味わうことはできませんでしたが、

安定した地面の上で、それぞれ思い思いの走りがで

きたのではないかと思います。

それでは結果発表です。優勝は、21周（42km）

を走破した稲門弁理士クラブです。第1回大会に続

いて見事連覇です。レース全体の総合順位も何と8

位で、トップテン入りを果たしました。さすがです。

続いて準優勝は、ＰＡ会チーターで、20周（40km）

を走破しました。昨年順位から大幅な順位アップで、

総合順位も20位です。

第3位は春秋会、第4位は無名会、第5位はＰＡ会

マンチカンという結果になりました。

日本弁理士クラブ創立70周年記念
リレーマラソン大会報告

担当副幹事長　齋 藤 　 康

日弁順位 チーム 周回数（距離） 最終記録タイム※
レース総合順位
（238チーム中）

第1位 稲門弁理士クラブ 21（42km） 2:53:51 8位
第2位 ＰＡ会チーター 20（40km） 2:58:02 20位
第3位 春秋会 19（38km） 2:54:21 33位
第4位 無名会 16（32km） 2:50:27 144位
第5位 ＰＡ会マンチカン 15（30km） 2:55:16 205位

※最終記録タイムは、3時間経過前最後にチェックポイントを通過したときの記録タイム（＝周回数カウント時の記録タイム）です。

〈結　果〉

優勝カップの贈呈
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レース終了後には、近くの一軒家レストランに移

動して表彰式・懇親会を行いました。表彰式では、

平成29年度日弁幹事長の鈴木一永先生から優勝チー

ムに優勝カップと副賞（食事券）が贈呈され、準優

勝以下の各チームにもそれぞれ順位賞（食事券）が

贈呈されました。

また、参加者全員に70周年記念大会の参加賞とし

て「日弁70周年記念手ぬぐい」を進呈させて頂きま

した。

皆様のご協力の下、おかげさまで無事に大会を終

えることができました。気の行き届かないところも

多々あったかと思いますが、この場を借りてお詫び

申し上げます。

最後に、ご参加頂いた先生方に改めて御礼申し上

げますとともに、運営にご協力頂いた幹事の先生方

懇親会の様子

に厚く御礼申し上げます。

以上、簡単ではありますが、日本弁理士クラブ創

立70周年記念リレーマラソン大会のご報告とさせて

頂きます。
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平成29年度
日弁ボウリング大会報告

日弁副幹事長　角 田 　 朗

第40回となる平成29年度日本弁理士クラブボウリ

ング大会は、日本弁理士クラブ70周年記念大会とし

て、平成29年12月4日に開催されました。会場は昨

年に続き、高田馬場グランドボウルにて行われまし

た。

大会のルールは、参加者全員が3ゲームずつ投げ

たその合計で、各会派別の団体戦及び個人戦として

スコアを競うというものです。

団体戦では、昨年に続いて春秋会が優勝しました。

1位と比べ2位以下のチームのスコア差は100ピン以

上あり、次年度は2位以下の会派の奮起を期待して

おります。

他方、個人戦では春秋会の磯田	志郎会員がダン

トツの優勝、2位も春秋会の藤本	奈月会員、3位は

無名会の竹山	尚治会員でした。レディース戦はＰ

Ａ会の田中	有希会員が優勝されました。

懇親会は近くの「モーモーパラダイス」で、しゃ

ぶしゃぶを食べながら、和気あいあいとした雰囲気

で開催されました。懇親会では表彰式も行われ、ボ

ウリング幹事の先生方に気の利いた商品を用意して

頂き、盛り上がりました。参加賞として全員に日弁

70周年手ぬぐいが配布されました。

本年度も秋口になりましたら、参加希望者を各会

派別に募集いたします。多くの会員の皆様の参加を

お願いする次第です。

■団体戦（上位6名の合計）

優勝	 	 春秋	 2781

2位	 	 無名	 2467

3位	 	 ＰＡ	 2368

4位	 	 南甲		 2190

5位	 	 稲門	 2012

■個人戦

（1）順位賞

優勝	 	 磯田志郎　春秋　524

2位	 	 藤本奈月　春秋　482

3位	 	 竹山尚治　無名　471

4位	 	 佐藤辰彦　春秋　456

5位	 	 中尾俊輔　春秋　453

6位	 	 鈴木利之　ＰＡ　446

7位	 	 樋口和博　春秋　439

8位	 	 岩田　啓　稲門　432

9位	 	 中所昌司　無名　429

10位	 	 本間賢一　春秋　427

15位	 	 香坂　薫　無名　397

20位	 	 細田浩一　稲門　384

25位	 	 林　剛史　南甲　367

30位	 	 須藤　浩　南甲　345

35位	 	 篠原淳司　無名　322

40位	 	 山田一範　南甲　316

45位	 	 市川ルミ　稲門　298

ＢＢ	 	 角田　朗　稲門　232

（2）レディース部門

優勝	 	 田中有希　ＰＡ　408

2位	 	 前野房枝　春秋　376

（3）ハイゲーム賞

1位	 	 磯田志郎　春秋　199

2位	 	 須藤晃伸　春秋　189

3位	 	 鈴木利之　ＰＡ　188

（4）大波小波賞

大波賞	 須藤晃伸　春秋　83

小波賞	 鈴木一永　無名　		7

（敬称略）

以上


