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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．	政策懇談会の開催

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．委員会活動

１．政策委員会

① 日本弁理士会に対する弁理士法改正について

の要望のとりまとめ

② 日本弁理士クラブとしての中長期ビジョンの

検討

③ 日本弁理士会及び幹事会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 無会派層も含めた新規研修の企画・立案・実

行

Ⅰ ． 基 本 方 針

（１）日本弁理士会の会務運営をしっかりと支える。

（２）	知財制度、弁理士制度について積極的に提

言する。

（３）次代を担うリーダーを育成する。

（４）５つのクラブの連携強化を図る。

（５）	魅力ある日弁を確立して日弁のシンパを増やす。

Ⅱ．組織および運営

１．総　会　　定時総会 ２回

第１回 平成25年４月25日

事業計画・予算・人事の承認など

第２回 平成26年１月10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25年２月４日

第２回 平成25年４月１日

第３回 平成25年５月９日

第４回 平成25年６月３日

第５回 平成25年７月３日

第６回 	平成25年８月５日（拡大・

屋形船）

第７回 平成25年９月２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 	常任相談役会　平成25年

３月１日

	 	 第１回　平成25年５月27日

平成25年度会務中間報告

平成25年度
日本弁理士クラブ

事業計画

幹事長　伊 丹　　　勝
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５．会報委員会

① 会報の発行

② 	広報・ホームページ委員会との連携（情報提

供）

６．広報・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

Ⅴ ． 行 　 事

１．旅行会　　　平成25年６月15日（土）～ 16日（日）

仙台・秋保温泉

２．ゴルフ大会 平成25年６月16日（日）

太白カントリークラブ

３．研修会

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25年７月10日～８月７日

全５回

模擬試験　　　　平成25年９月４日～ 10月９日

全４回

４．政策懇談会 第１回 平成25年５月17日（金）

ＬＡ　ＳＴＥＬＬＡ（ニュー

トーキョービル）

第２回 平成25年８月29日（木）

ルポール麹町

５．役員選挙当選祝賀会 平成25年12月11日（水）

東海大学校友会館を予定

６．ボーリング大会	 平成25年12月17日（火）

田町ハイレーンを予定

７．新年会	 	 平成26年１月10日（金）

	 	 	 	 	東京會舘　東商スカイルー

ムを予定

８．テニス大会	 平成26年１月25日（土）

	 	 	 品川プリンスコートを予定

以上

Ⅰ．日弁役員

幹事会

幹事長　（南甲）伊丹　　勝

副幹事長（南甲）須藤　　浩

〔庶務担当〕

（ＰＡ）本多　敬子

〔研修・広報・規約・政策担当〕

（春秋）岩壁　冬樹

〔慶弔・ＨＰ・協議担当〕

（無名）須藤　雄一

〔新年会･旅行会担当〕

（稲門）倉持　　誠

〔会報・会計担当〕

幹事	 （南甲）瀧野　文雄　　河野　生吾

林　　剛史

（ＰＡ）坂野　博行　　坂本　智弘

（春秋）上杉　　浩　　小林　　龍

（無名）香坂　　薫　　久松　洋輔

（稲門）市川　ルミ　　窪田　稚之

細田　浩一

会計監事（春秋）須藤　晃伸

（無名）須田　元也

Ⅱ．日弁委員会

１．政策委員会（担当副幹事長　本田　敬子）

政策委員長（ＰＡ）渡邉　敬介

副委員長　（南甲）金本　哲男

（ＰＡ）林　　篤史

（春秋）橋本　　清

（無名）神田　正義

（稲門）榎本　英俊

委　　員	 （南甲）中村　　仁　　高橋　大典

（ＰＡ）村田　　実　　中野　圭二

板垣　忠文

（春秋）井上　　正　　榛葉　貴宏

組織と活動

副幹事長　須 藤 　　浩
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大沼加寿子

（無名）鈴木　一永　　斉藤　　康

（稲門）貝塚　亮平　　綾木健一郎

２．協議委員会（担当副幹事長　岩壁　冬樹）

協議委員長（南甲）幸田　全弘

副委員長　（南甲）河野　　誠

（ＰＡ）井出　正威

（春秋）木戸　良彦

（無名）竹山　尚治

（稲門）杉村　純子

委　　員　（南甲）海田　浩明

（ＰＡ）鈴木　大介

（春秋）小宮　良雄　　高城　貞晶

（無名）鶴目　朋之

（稲門）角田　　朗　　西村　公芳

３．研修委員会（担当副幹事長　本多　敬子）

研修委員長（ＰＡ）中野　圭二

委　　員　（南甲）藤沢昭太郎　　小川　雅也

（ＰＡ）市原　政喜　　水崎　　慎

渡辺　伸一　　青島　恵美

鈴木　大介

（春秋）室谷奈津美　　渡辺　　暁

（無名）中　　大介　　高田　伸一

（稲門）東谷　幸浩　　佐藤　　馨

４．規約委員会（担当副幹事長　本田　敬子）

休会の予定

５．会報委員会（担当副幹事長　倉持　誠）

会報委員長（稲門）志摩美裕貴

委　　員　（南甲）新井伸太郎　　大塚　啓生

（ＰＡ）野田　裕子　　水崎　　慎

（春秋）石川　　徹　　荒井　滋人

（無名）工藤　貴宏　　中村　希望

（稲門）浅田　信二　　菅原　峻一

６．ホームページ委員会（担当副幹事長　岩壁　冬樹）

ＨＰ委員長（南甲）山崎　貴明

委　　員　（南甲）林　　裕己

（ＰＡ）岩見　晶啓

（春秋）中島佐智子

（無名）山田　　勉

（稲門）中野　寛也

７．広報委員会（担当副幹事長　本田　敬子）

休会の予定

Ⅲ．日弁相談役会（担当副幹事長　須藤　浩）

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）岡部　正夫　　秋沢　政光

田中　正治　　浅村　　皓

村木　清司　　大西　正悟

岡部　　譲

（春秋）奥山　尚男　　笹島富二雄

篠原　泰司　　竹内　三郎

波多野　久　　清水　善廣

（無名）鈴木　正次　　下坂スミ子

水野　勝文

（稲門）石山　　博

Ⅳ．日本弁理士会役員

１．執行役員会

副会長　　（南甲）石橋　良規

（ＰＡ）高梨　範夫

（春秋）青木　　篤

（無名）小島高城郎

執行理事　（南甲）小川　嘉英

（ＰＡ）本多　敬子　　堀籠　佳典

（春秋）岩永　和久

（無名）八木　秀人

（稲門）吉田　正義
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２．常議員会

１年度　　（南甲）広瀬　文彦　　神蔵初夏子

服部　秀一　　伊藤　浩二

（ＰＡ）橋本千賀子　　坂野　博行

坂本　智弘

（春秋）西郷　義美　　小林　洋平

高城　貞晶　　岩永　和久

出野　　知

（無名）八木　秀人　　香原　修也

（稲門）山崎　　薫

２年度　　（南甲）小川　嘉英　　津田　　理

和田　祐造　　尾崎　隆弘

（ＰＡ）本多　一郎　　岡戸　昭佳

林　　篤史　　渡邉　伸一

堀籠　佳典

（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

３．監事会

１年度　　（南甲）久保　　司

（稲門）木内　光春

（春秋）弟子丸　健

２年度　　（無名）亀川　義示

（ＰＡ）高原千鶴子

（春秋）高橋　祥泰

以　上

第１回総会

日時：平成25年４月25日（木）　午後６時30分～

会場：弁理士会館　２階Ａ，Ｂ会議室

（１）平成24年度日弁事業報告の承認を求める件

伊丹勝幹事長による説明、報告の後、賛成多数に

より承認。

（２）平成24年度日弁決算報告の承認を求める件

倉持誠副幹事長による説明、報告の後、賛成多数

により承認。

（３）平成25年度日弁度事業計画の承認を求める件

伊丹勝幹事長による説明、報告の後、賛成多数に

より承認。

（４）	平成25年度日弁予算の承認及び予備費の取り

崩しの承認を求める件

倉持誠副幹事長による説明、報告の後、賛成多数

により承認。

（５）平成26年度日本弁理士会役員推薦

および平成25年度日弁役員選任の承認を求め

る件

伊丹勝幹事長による説明、報告の後、賛成多数に

より承認。

平成25年度
総会承認事項

副幹事長　須 藤 　　浩
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・７月17日（水）　平成22年度第１問、第２問解説

・７月24日（水）　平成23年度第１問、第２問解説

・７月31日（水）　平成24年度第１問、第２問解説

・８月７日（水）　①平成21年度第２問解説

②過去問の傾向と試験対策

受講者数：42人

（２）模擬試験（ＴＫＰ新橋ビジネスセンター及び

弁理士会館にて開催）

講師：弁護士・弁理士　柳下昭彦先生（内田･鮫島

法律事務所）

・９月４日（水）［模試］　特許法関連模擬試験１問

・９月18日（水）［解説］第１回の模擬試験結果講評

等

・９月25日（水）［模試］商標・不正競争防止法関連

模擬試験１問

・10月９日（水）［解説］第２回の模擬試験結果講評

等

受講者数：30人（定員）

今年度は、講師の先生のご協力をいただき、受験

生の先生方からの御要望にお応えして模擬試験の答

案については採点して返却することといたしました。

３．最後に

研修の企画・開催にあたっては、中野委員長をは

じめ多くの日弁に属している先生方に研修委員に

なっていただき、お忙しい業務の合間を縫って御尽

力いただいております。この場をお借りいたしまし

て心より御礼申し上げます。

以上

平成25年度日本弁理士クラブの研修担当をさせて

いただいております。今年度も日本弁理士クラブ研

修委員会では、以下のメンバーで下記の研修会を企

画・実施しております。

１．研修委員会メンバー（敬称略）

研修委員長（ＰＡ）中野　圭二

委　　　員（ＰＡ）青島　恵美、市原　政喜、

鈴木　大介、水崎　慎、

渡辺　伸一

（春秋）室谷　奈津美、渡辺　暁

（南甲）藤沢　昭太郎、

（無名）高田　伸一、中	大介

（稲門）佐藤　馨、東谷　幸浩

２．特定侵害訴訟代理業務試験対策研修会

今年度も、例年同様、特定侵害訴訟代理業務試験

対策研修会を開催しております。

（１）過去問解析講座（弁理士会館にて開催）

講師：	弁護士・弁理士　石神恒太郎先生（清和特

許法律事務所）

・７月10日（水）

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

平成25年度
日本弁理士クラブ
研修委員会報告
研修委員会報告研修担当副幹事長

本 多 敬 子
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本年度は、例年に増して多くの繰越金を頂いてお

ります。前年度の関係各位のご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考えのもと、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。	 （単位：円）

収入の部

前年度会計からの繰越金	 8,009,449

各クラブ分担金	 2,500,000

その他	 －

　　合　　計	 10,509,449

支出の部

例会・総会	 	200,000	

幹事会	 400,000

幹事長渉外費	 400,000

会報委員会	 	1,000,000	

協議・選対委員会	 	1,500,000	

政策委員会	 200,000

HP委員会	 200,000

研修委員会	 200,000

政策懇談会（本年度新設）	 	400,000	

相談役会	 200,000

旅行会	 700,000

旅行会ゴルフ大会補助	 50,000

新年会	 250,000

ボウリング大会補助	 50,000

テニス大会補助	 50,000

庶務	 150,000

慶弔費	 150,000

渉外・交通	 500,000

規約委員会（休会）	 －

予備費	 	3,709,449	

次年度活動準備費	 200,000

　　合　　計	 10,509,449

１．委員会の構成

平成25年度日本弁理士クラブ弁政策委員会の構成

メンバーは以下の通りです。また、幹事会での本委

員会担当は本多敬子副幹事長（ＰＡ）です。

委員長　　渡邉　敬介（ＰＡ）

副委員長　橋本　　清（春秋）

　　　　　林　　篤史（ＰＡ）

　　　　　金本　哲男（南甲）

　　　　　神田　正義（無名）

　　　　　榎本　英俊（稲門）

委　　員　井上　　正（春秋）

　　　　　大沼加寿子（春秋）

　　　　　榛葉　貴宏（春秋）

　　　　　村田　　実（ＰＡ）

　　　　　中野　圭二（ＰＡ）

　　　　　板垣　忠文（ＰＡ）

　　　　　中村　　仁（南甲）

　　　　　高橋　大典（南甲）

　　　　　鈴木　一永（無名）

　　　　　齋藤　　康（無名）

　　　　　貝塚　亮平（稲門）

　　　　　綾木健一郎（稲門）

なお、庶務を林篤史副委員長、書記を齋藤康委員、

綾木健一郎委員及び榛葉貴宏委員にお願いしており

ます。

２．諮問事項

平成25年度の諮問事項は以下の通りです。

（１）	日本弁理士会（弁理士会）に対する弁理士法

改正についての要望のとりまとめ

（２）	日本弁理士クラブ（日弁）としての中長期ビ

ジョンの検討

（３）	弁理士会及び幹事会からの検討依頼事項への

対応

３．委員会開催状況

平成25年度
日本弁理士クラブ予算の紹介

日本弁理士クラブ副幹事長　倉 持　　　誠

平成25年度
日本弁理士クラブ

政策委員会中間報告

政策委員長　渡 邉 敬 介
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第１回委員会　　　２月27日（水）

第２回委員会　　　３月25日（月）

第３回委員会　　　４月16日（火）

第４回委員会　　　５月21日（火）

第５回委員会　　　６月10日（月）

第６回委員会　　　７月８日（月）

４．委員会活動状況

本年度の委員会立ち上げ前の１月21日に、次年度

会務検討委員会により、三派の幹事長及び政策担当

者への説明会が開催されました。説明内容は次年度

の主要な事業についてでしたが、同時に三派への検

討依頼事項が提示されました。これにつきましては、

日弁各派の政策担当者への直接の説明を次年度会務

検討委員会にお願いし、急きょ１月25日に設定した

会合で説明をして頂いた上で日弁各派に検討をお願

いし、日弁各派からの意見を報告書として１月30日

に提出しました。なお、１月25日の会合は、弁理士

連合クラブと共同で開催しました。

上記検討依頼に続いて、役員会から、知的財産研

究所の「今後の弁理士制度の在り方に関する調査研

究報告書」についての検討依頼が入りました。これ

についても日弁各派に検討をお願いし、各派からの

意見を報告書として２月５日に提出しました。

第１回委員会では、３月19日の日本弁理士会臨時

総会の第７号議案の議案資料である「弁理士法改正

の方向性についての確認」についての検討を行いま

した。これは役員会からの依頼を受けたもので、当

日、弁理士法改正担当の田村爾副会長（当時）にご

出席いただき、ご説明頂くと共に、質疑に対応して

頂きました。この委員会での議論を、各副委員長を

通じて各派に持ち帰って頂き、日弁各派でも検討し

て頂きました。検討結果は、提出された各派の意見

に幹事長と政策委員長の補足意見を添えた報告書と

して、３月18日に田村副会長（同前）へ提出しました。

第２回委員会では、競争力強化・国際標準化関連

部分についての「知的財産推進計画2013」に盛り込

むべき事項についての検討を行いました。これにつ

いては、討知的財産戦略本部の「知的財産による競

争力強化・国際標準化専門調査会」で検討されてお

【叙勲者のうち旭日章】（弁理士業務功労）

　　旭日双光章　　福田　賢三

　　旭日双光章　　杉本　ゆみ子

【叙勲者のうち瑞宝章】（通産行政事務功労）

　　瑞宝小綬章　　野村　泰久

　　　　　　　　　　（敬称略）

平成25年春の叙勲・褒章受章者

り、同調査会の杉村純子委員（当時）のサポートの

ためにこの検討課題を取り上げました。当日、同調

査会の杉村委員（同前）にご出席頂き、これまでの

同調査会での検討状況をご説明頂くと共に、共に議

論させていただきました。この検討についても、本

委員会での議論を、各副委員長を通じて各派に持ち

帰って頂き、日弁各派でも検討して頂きました。検

討結果は、４月10日に同調査会の杉村委員（同前）

へ提出しました。

第３回、第４回、第６回は、弁理士会の役員制度

についての検討を行いました。この検討課題は、日

弁としての中長期ビジョンの検討の一環として、幹

事長と相談の上設定したものです。これはまだ検討

継続中ですが、今年中に報告書をまとめる予定でお

ります。

第５回は、上記役員制度の検討を行う予定でいた

ところ、弁理士法改正についての緊急課題が飛び込

んできました。この緊急課題についての役員会によ

る三派への説明会が６月11日に開催されることに

なり、その前日が開催日であった第5回委員会では、

議題を変更して、翌日の説明会で議論されることが

予想される事項についての意見交換を行いました。

翌日の説明会では、本委員会での意見交換を参考に

して、意見を述べさせていただきました。

なお、本委員会は、現在毎月第２月曜日を定例日

として開催しておりますが、猛暑の続いた８月は休

会としました。
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平成25年度の旅行会は、６月15日（土）、16日（日）

にかけて、仙台「ホテルニュー水戸屋」にて開催さ

れました。

本年度の旅行会は、東北地方との希望であり、当初、

青森、十和田が候補に挙げられました。しかし、双

方とも交通の便等を考慮すると多少の無理があった

ので、二次案として出された仙台に落ち着きました。

仙台のホテルニュー水戸屋は、美しい自然が溢れ

る日本庭園を望みながら、温泉の旅を堪能頂ける日

本旅館でした。自慢の趣のある三つの薬師の湯は四

季を通じて自然の息吹に溢れ懐石料理が自慢の落ち

着いた宿で、展望露天風呂、新感覚スパもある高級

旅館であり、満足するものであったと思います。

今年は、日本弁理士会正副会長、西日本弁理士ク

ラブ、弁理士連合クラブ、及び日弁会員をあわせて

75名（日弁49名、西日本７名、連合19名）の盛大な

旅行会となりました。

なお、本年度は、研修会は開催せず、三派協議を

行いました。

【三派協議】

三派協議には、古谷史旺日本弁理士会会長、小島

高城郎同副会長、石川憲同副会長にご出席頂き、西

日本弁理士クラブ、弁理士連合クラブ、及び日弁の

幹事長、副幹事長が集まりました。

主な内容は、弁理士法改正に関するものであり、

古谷史旺会長に続く小島高城郎副会長による説明が

行われ、引き続いて議論が行われました。

時間的には無理なセッティングをしてしまい、宴

会前に風呂にも入れない人がおられた模様でした。

【宴会】

例年通り、午後５時50分に宴会場に集合して記念

写真を撮影した後、宴会の始まりです。

伊丹日弁幹事長の挨拶で始まり、ご来賓の古谷史

旺日本弁理士会会長、永田元昭西日本弁理士クラブ

副幹事長（稗苗秀三西日本弁理士クラブ幹事長の代

理）、丸山英一弁理士連合クラブ幹事長からご挨拶

をいただきました。その後、筒井大和日弁常任相談

役の音頭により乾杯となりました。

乾杯が終わってほどなく、「雀踊り」が舞台で披露

されました。「雀踊り」は、青葉城築城からの伝統あ

る踊りであり、皆さん珍しそうに見ておられ、楽し

まれました。踊りの最後には、自由参加形式で多く

の人が舞台に上がり、踊り手の真似をしながら即行

の雀踊りを楽しんでいました。

その後しばらくは、自分の席に座って料理を楽し

みながら歓談し、かわいいコンパニオン相手にお酒

も大いにすすみました。お酒がすすむにつれ、いつ

も通り他の席へ移動する人が増え、次第にあちこち

で大賑わいの盛り上がりが有りました。

宴会の締めは渡邉敬介日弁政策委員長が行い、お

開きとなりました。

【二次会】

二次会は、例年通りの？カラオケ大会でした。２

階から１階のカラオケルームに場所を移しました。担

当の幹事に誘導をお願いし、ほんの僅かに遅れて行っ

たところ、既に大いに盛り上がりを見せていました。

カラオケルームは、大小の続き部屋であり、いず

れの部屋でも、しばらくは、時間のたつのも忘れ、

日ごろの…も忘れ、楽しんでおられました。

皆さんが芸達者であり、盛り上げるのがうまく、

盛り上がりは最後まで続きました。

【三次会】　

三次会は、４階の宿泊部屋の並びにとりました。

普段は宿泊部屋として利用される部屋ですからそれ

ほど広くはありません。部屋をほぼ埋め尽くすよう

に30名？ほどが座り、用意したワイン、その他を開

け、12時のお開きまで再度盛り上がりを見せました。

【その他】

何人かは、三次会部屋とは別にコンパニオンを連

れ、館内の店にラーメンを食べに行ったようです。

12時過ぎには、部屋に戻って飲み直す人、部屋に

戻ってそのまま寝込む人、部屋で再度話し込む人、

風呂に入りに行く人と、それぞれさまざまでしたが、

最後まで楽しくすごされたものと思います。

次の日は、ゴルフ組、観光組、直帰組ともエント

ランス前から用意されたバスに乗り、それぞれ、ゴ

ルフ、観光、直帰、と無事に事が済んだようです。

旅行会報告

旅行会担当副幹事長　須 藤 雄 一
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＜順位＞ ＜氏名＞ ＜グロス＞ ＜ネット＞

優勝 木戸	良彦（春秋） 89 69.8

準優勝 香坂　薫（無名） 92 72.8

３位 木下	實三（弁ク） 88 74.8

ＢＢ 伊丹　勝（南甲） 131 91.0

ベスグロ 小池	寛治（PA） 88 76.0

木下	實三（弁ク） 88 74.8

賞品は、地元の特産品ということで、牛タン、笹

かまぼこなどをご用意致しました。前日遅くまで楽

しまれたにも関わらず優勝した木戸先生も、牛タン

には非常に喜んで頂けたようでした。私もおいしく

頂きました（幹事なのにすいません）。参加賞として

ご用意したお菓子が、ホテルのお土産と同じになっ

てしまいましたが、自宅用と事務所用のお土産がで

きてよかった、といったお声を掛けて頂きました。

霧雨の中でのプレーになりましたが、参加メン

バーに恵まれ、今年の日弁ゴルフ大会も無事に終え

ることができました。関係者の皆様にはこの場を借

りて厚く御礼申し上げます。ありがとうございまし

た。

今年の日弁ゴルフ大会は、例年通り日弁旅行会の

２日目（６月16日）に開催されました。ゴルフ場は、

「太白カントリークラブ」。太白カントリークラブは、

宿泊先の仙台秋保温泉「ホテルニュー水戸屋」さん

からバスで５分の場所です。ゴルフ場が宿泊先から

非常に近いこともあり、前日遅くまで楽しまれた先

生方にも朝はゆっくりして頂けたかと思います。当

日は、予定通り29名の先生方にご参加頂きました。

天気予報は曇り／晴れでしたが、朝から霧雨が

降っており、ゴルフ場に到着しても止む気配がな

く、記念撮影後、霧雨の中でのスタートとなりまし

た。太白カントリークラブは、丘陵コースで、自然

のアンジュレーションが生かされており、ブライン

ドホールあり、左右ＯＢホールあり、谷越えホール

ありのコースでした。６月という時期もあり、ラフ

の芝が元気で、また、霧雨ということもあり、ラフ

に入れて苦労された先生方も多かったのではないで

しょうか。

さて、成績ですが、主な受賞者は次の通りです（敬

称は省略させて頂きます）。

平成25年度
日弁ゴルフ大会　報告

ゴルフ大会担当幹事　香 坂　　　薫

賞品贈呈の様子　左：日弁幹事長　伊丹先生、右：優勝された
木戸先生

集合写真


