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Serve To Change Lives  奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために

皆さん　こんにちは。本日のロータリーソングが「我ら
の生業」ということですので、今日は、私の生業である
弁理士について少しお話させていただきます。
私は、弁理士になって４０年ほどになります。
弁理士といっても皆様にはあまりなじみがないかもしれ

ません。
弁理士って日本では１２０年以上の歴史があるのに、
認知度が非常に低いというのが悩みです。私が２年前に
日本弁理士会の役員をしていた時、認知度を向上させる
ということで、大きな予算を付け、大手広告代理店を使っ
て広報活動をしましたが、認知度はそれほど上がりませ
んでした。
弁理士数は士業の中でも人数が少なく、現在11,000
人程度です。士業といえば、鶴見RCの会員さんの中にも
弁護士さん、公認会計士さん、税理士さんがおられます。
弁護士さんの人数は、42,000人、公認会計士さんは
32,000人、税理士さんは80,000人です。これらの士業

と比べてもずいぶんと少ない人数です。
弁理士は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権

などの知的財産権を取得したい方のために、代理して
特許庁への手続きを行うというのが主な仕事です。
また、自社製品を模倣されたときの対策、他社の権
利を侵害していないか等の相談、鑑定といった仕事も
あり、特許権、実用新案権、意匠権、商標権などの侵
害に関する訴訟に、補佐人として、又は弁護士さんと
共同で訴訟代理人として参加するという仕事もあります。
発明者の方から発明内容を聴き、それを文章と図面

を使って出願書類を作成するというのは、毎日が新鮮
であり、弁理士の仕事が大好きです。まだまだ現役で
頑張るつもりです。
これからの会長インフォメーションでは、機会を見て、
知的財産についても皆様にお話しさせていただければ
と思っておりますので、よろしくお願いいたします。

　

それでこそロータリー バラ色の人生

〈第1718回〉 2021年7月27日（火） 本年度第3回

担当： 広瀬会員担当：須田幹事

クラブフォーラム
社会奉仕部門

琵琶湖の葦で織り上げたサスティナブル素材
講師：高麻株式会社　社長　中村正博氏

8月3日（火）

奉仕しよう
みんなの人生を豊かにするために



稲 垣 会 員 明日から東京出張行ってきます。本来なら
オリンピック前で盛り上がってるはずです
が…

P.6 [RI会長メッセージ]
今年度RI会長はインド コルカタ・マハナガルRC
の会員のシェカール・メータ氏です。テーマは
「Serve to Change Lives：奉仕しよう みんなの
人生を豊かにするために」。

P.20～39 [ガバナーの横顔]
全国34地区の今年度の新しいガバナーが紹介
されています。2660地区の吉川ガバナーは33
ページです。

P.52～53 [RIの委員に応募しませんか]
RIの幾つかの委員会が2022年からの任期の
委員を公募しています。申し込み締め切りは
2021年8月15日です。

中 森 会 員 第1回、欠席のお詫び

西 野 会 員 鳥居丸の門出を祝して

大 草 会 員 鳥居会長、須田幹事1年間よろしくお願い
します。

山 崎 会 員 本日、早退させていただきます。クラブ
フォーラム、申し訳ありません。

津 野 会 員 新しい例会場、見晴らし良く、太閤園さんと
はまた違う良さがありますね。これから宜
しくお願いします！

西 野 会 員 本年度もよろしく

水 間 会 員 ワクチン2回目の方に。翌日は死ぬ程しん
どいでっせ！ご注意下さい。嘘です。本日ク
ラブフォーラム欠席です。発委員長、ごめ
んなさい。

￥26,000.-　　累計　￥51,000.-

￥5,000.-　　　　累計　￥7,000.-

先日の理事会にて８月２４日西野会員の「やまと」で
お食事会が開催される事が承認されました。
蔓延防止等重点措置を考慮し、元々は７月２７日に
開催予定でした夜例会を８月２４日に延期した形で
す。
今の段階では８月２４日を夜例会にするのか、昼例
会にするのかは未定です。
８月１７日ぐらいの段階での状況で判断いたします
がいずれにせよ、やまとさんで食事会を開催いたします
ので是非ともご参加ください。

先日の7月18日、第3回目の「さつまいもスクール」に
伴う除草作業を致しました！

先日の7月18日、第3回目の「さつまいもスクール」に
伴う除草作業を致しました！
前回は雨天延期から最終中止となり、今回が初めて

の除草となりました。

当日は前日に梅雨明けしたこともあり、天気が良く、陽
射しが夏を思わせる日となりました。
パークセンターのスタッフから脱水症の予防のため

「塩あめ」もいただきました。
今回の参加者は会員以外にも中村会員のご家族もお
越しいただき、滞りなく作業が完了しました。
中村会員のお孫さんにお願いした水やりはとても微
笑ましい景色でした。
お孫さんは昨年のさつまいも掘りが楽しかったらし

く、今回も楽しみにしていただいているようです。
写真には私（水口）と発会員の奥様が写っていません
が、奥様は毎回皆勤です。
暑い中いつもありがとうございます。
また、今回参加していただきました皆様、本当にあり
がとうございました。

来月8月は除草作業がございません。
次回の開催日は令和3年9月26日（日曜日）10:30か

らの予定になります。

美味しいさつまい
もをいただくため、
ぜひ皆様もご参加
お待ちしています。
何卒よろしくお願
いします。

『ロータリーの友』2021年7月号　ご紹介

【7月号　横組記事より】

委員　水口　敦司社会奉仕委員会報告

委員長　山崎　修一広報・IT・会報・雑誌委員会報告

幹事報告 幹事：須田 幸史朗



担当：山崎会員

P4～8 [コロナ後の日本はどうあるべきか]
昨年11月6日に開催された2540地区（秋田
県）地区大会での元国連事務次長の明石康氏
による記念講演の要旨です。日本人は内にこも
りがちだ。もっと外に出かけ、海外の人々と忌
憚のない対話をし、一緒に仕事をすることが自
然な感じで出来るようになるべきだなどのご指
摘があります。

クラブフォーラム
クラブ奉仕部門

太閤園にての前年度最終例会に於いて撮影しました
記念写真が出来上がっております。
料金プランの関係上、多めに写真が出来上がってい

ますので、撮影当日にお申し込みされなかった会員も
入手可能です。
２枚（屋内と屋外の２パターン）で1,000円と非常に

お得なお値段になっておりますので、この機会に是非
お求めください！
早い者順とさせて頂きますので、万が一売り切れの

際にはご容赦ください。

【7月号　縦組記事より】

担当：発 委員長

前年度幹事　吉羽より 発　剛士

卓 話

【現状と課題など】
女性会員の増強に力を入れたいと思います。
ＪＣなどの他団体からのパイプを作れるようにして

はどうか？と模索しています。
また、ロータリーの活動をもう少し掘り下げて魅力的

【現状と課題など】
女性会員の増強に力を入れたいと思います。
ＪＣなどの他団体からのパイプを作れるようにして

はどうか？と模索しています。
また、ロータリーの活動をもう少し掘り下げて魅力的
なものにしていく必要があると思います。

7月13日【1717回】
会員数　 　 　 　 2 8 名
（内出席規定免除 11名）
出席会員   15名中  12名
（内オンライン参加   0名）
出席免除会員  11名中  5名
（内オンライン参加  0名）
休止会員　　　   2名 
出 席 率 17/20  85.00%

ビジター　　　　 0名

ゲスト　　　　　 0名

出席総数　　　　 17名

前々回  6/29  Ｍ/Ｕ 2名

修正出席率 24/31 82.14%

源会員

【現状と課題など】
現在、取引先の大阪支店長クラス2名の方にお声か
けしましたが、社長が他のロータリークラブに入ってい
たりで、なかなか難しい状況ではあります。今後も良さ
そうな方への勧誘の声かけをして参ります。
入会の勧誘にあたり、入会案内の書面等があると助
かります。

【現状と課題など】
現状まだ特定の方にお声かけはしていません。
今後楽しんでもらえそうな方を想像しながらお声か
けしていきたいと思う。
例えば会社で代表者に入会いただくにしても、ご本
人以外の役員さん等々の代理出席でもOKですよという
話ができればお誘いしやすいが如何か。
また台湾や香港出身の方で日本永住を選択された
方が周りにおられるが比較的裕福な方が多くお声かけ
しようと考えている。

稲垣会員

【現状】
今、お声がけしている方は1名になります。
私と同世代の男性です。入会に対して前向きです。
まずは入会に向けて一度食事の場を作りたいと考え
ています。

【課題】
また、ツールとして案内リーフレットや鶴見RCのウェ
ブサイトはございますが、コロナ禍ということもあり対面
での補足案内も難しいことから入会案内の情報を強化
しても良いかもしれません。

【目標】
年度内2～3名を目指します。
津野会員と合わせて5名！！！

中森会員

津野会員

【現状と課題など】
現在1名の方にお声掛けしています。
その方は同友会に所属中で、現在執行部にいますの

でいますぐ来られることはございません。
まずは例会に誘うなど小まめに連絡を取ります。
また、今月中に2人程目星をつけたいと思います。

水口会員




