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PA kai welcomes you

　弁理士登録おめでとうございます。心からお祝い申し上げます
とともに、弁理士としての活躍を大いに期待しております。
　これからは、弁理士・特許事務所も競争の時代であり、弁理士
には、これまで以上の研鑚が求められます。
　まずは、日々の業務に全力を尽くしてください。
　同時に、弁理士の仲間を増やしていきましょう。自分の所属す
る事務所や会社だけでなく、横の繋がりを大切にして、自分の視
野を広げることが大切です。ＰＡ会は長い歴史を持つ会派です。
国内外の講師による研修を数多く行っており、また、同好会や旅
行会があります。ぜひ、積極的に参加してください。弁理士同士
が事務所や会社の枠を超えた交流をすることによって、実務につ
いての最新の情報を共有したり、意見を交換したりすることがで
きます。そして、たくさんの仲間を作っていきましょう。
　ＰＡ会は、皆さまの入会を、心より歓迎しております。一緒に、
力を合わせて道を切り開いていきましょう。

　弁理士登録おめでとうございます。試験と実務修習を経て得た
この弁理士という資格は、これから皆さんが、依頼者に信頼され
る代理人として活躍することで、磨き、育てていく資格です。大
切に、そして大きく育てて下さい。
　ＰＡ会は、弁理士業務に関する研修に力を入れていますが、趣
味やレジャーについても色々な企画を実施しています。その都度
ご案内していますので、気軽に参加できる催し物を通して知り合
いの輪を広げて下さい。もちろん、研修に参加して自己研鑽を積
むことも大いに歓迎します。ＰＡ会は多彩な研修メニューを用意
して皆さんの実力アップをサポートしています。
　ＰＡ会には多彩な仲間がおります。各分野におけるプロ中のプ
ロといえるメンバーも揃っています。皆さんがＰＡ会に入会して
活躍の場を広げ、弁理士という資格をより一層大きく育てられる
ことを期待しております。

    ＰＡ会常任幹事
渡 邉　敬 介

平成 28 年度ＰＡ会幹事長
堀 籠　佳 典
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ＰＡ会は研修がとても充実しています！

　ＰＡ会には、様々な楽しいイベントが沢山あります。例
えば、神宮球場での野球観戦ツアー、東京湾華火大会の鑑
賞会、大井競馬場でのホースレース観戦ツアー、クリスマ
スパーティー等々。工場見学＆バーベキューもありました。
そして、今年の年明けには餅つき大会も行われました。
　例えば、東京湾華火大会の鑑賞会では、東京湾に面した
レストランで夕食を食べながら間近で打ち上げられる花
火を優雅に満喫しました。また、クリスマスパーティーで

は、子供たちも一緒に、参加者みんなが腕を振るって、素
敵な料理を作ってアットホームなパーティーを楽しみま
した。
　これらのイベントには、会員だけでなく、そのご家族、
ご友人の方も多く参加しています。そのため、ＰＡ会での
イベントには多くの新しい出会いが待っています。親交の
和が広がることは間違いありません！ぜひ、ＰＡ会のイベ
ントに参加して一緒に楽しみましょう！！

　ＰＡ会では、国内外でご活躍中の著名な先生方を講師に
招き、年間１０回以上の研修を実施しています。研修内容
も新人向け、ベテラン向け、商標業務担当者向け、国際業
務担当者向けなど、多岐にわたっています。
　また、研修後には懇親会を開催しており、講師の著名な

先生方や他の受講生と親睦を深めることができます。
　ＰＡ会の研修は、登録から５年以内のＰＡ会員であれば
無料で受講することができます。
　ぜひＰＡ会に入会して充実した研修をご受講下さい！

研修部会のK.O. 先生から

ＰＡ会には楽しいイベントが沢山あります！
若手弁理士のH.H. 先生から



4

PA kai welcomes you

　私は企業では知財部ではなく，事業部門所属なので，社
外の方々と知財のフランクなお話ができる場はあまりあり
ませんでした。ところが PA 会登録後すぐにその状況は
一変しました。口述練習会の講師を拝命し，次年度より研
修グループで新人研修企画を担当させていただき，諸セミ
ナー・各種会合などへの参加の機会を得て懇親を深め，そ
こで得られた諸先輩や同期の方々の知見，それらを念頭に

置いて，社内で「知財を抜きにしない」新たな事業活動を
積極的に提案し，部門の垣根を越えて活動を開始し，継続
できる一連のサイクルを創り出すことなど。私の活動自体
は小さなものですが，皆様の意気込みがあれば，その大き
な『理想』を実現していくことも可能ではないでしょうか。
PA 会は知財専門技術のみならず，そのような動機を支え
てくれる場でもあろうと私は考えています。

　ＰＡ会では、毎年口述試験直前に受験生のために口述練
習会を開催しています。
　私は、今まで講師（面接官役）あるいは運営側として携
わらせて頂いています。
　毎年印象的なのは、講師の先生方がとても真剣かつ楽し
そうに取り組んでいることです。○時までなら、と忙しい
中スケジュールを調整して参加される先生や、予習をして

書き込みだらけになった問題文を持参される先生もいらっ
しゃいます。ベテランの先生から新人の先生まで一丸と
なって、「最後の関門である口述試験には絶対に合格して
ほしい」という思いで練習会を行っています。
　昨年は受験生として緊張した面持ちで口述練習会に
いらした皆様、今年はぜひ、講師として参加してみて
下さい！

PA 会には弁理士ライフを豊かにする
様々な交流があります！

企業弁理士のS.K 先生から

若手弁理士のY.I. 先生から
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ＰＡ会は同好会活動も盛んです！
気持ちの良い仲間たちが皆様を待っています。

　この３月には竹芝桟橋から高速ジェットで海を渡り、椿の花に埋
もれた伊豆大島へ。念願の三原山を制覇しました。山頂を、左手に
噴火口、右手に無人の砂漠を眺めながらゆっくりと一周し、足元か
ら立ち上る不気味な熱気にドキドキ。下山時には、植物皆無の地帯
から広葉樹の地帯まで、長い年月により形成された植生の変化を１
時間ほどで体感しました。仕事でコチコチになった脳が解きほぐさ

れるのを感じます。
　その後も、５月【都内サイクリング 
皇居⇒銀座⇒浅草】、７月【蝶ヶ岳一泊】、
１０月【秩父札所巡り】、１２月【高尾
山と日帰り温泉】と、アツイ計画が続
きます。
　参加しない人は、人生において損をし
ている…かもです。

　ＦＣレジルブルーは、2014 年４月に発足したフット
サル同好会で、今年２年目を迎えました。
　活動は、月に１度、平日の夜（通常、19 〜 21 時）に行っ
ています（千駄ヶ谷）。ほとんどのメンバーがフットサ
ル初心者か、昔フットサルを少しやっていた程度の経験
者ですから、基本的に激しいプレーをしていません。気
持ちよく、楽しく汗を流すことをモットーに活動してい
ます。
　初心者の方から女性の方まで、どなたでも参加して頂
けます。是非、私たちと一緒に日頃の運動不足を解消し、
フットサルをエンジョイしましょう。

ＰＡ会テニス同好会は、毎年、日本弁理士クラブテニ
ス大会（１チーム）と日本弁理士協同組合テニス大会（２
チーム）のダブルスの試合に参加しています。これだけ
では年２回参加メンバー１０人ほどが顔を合せて終わっ
てしまいますので、今年は二カ月に１度程度の懇親会を
予定しています。懇親会は種々なＰＡ会テニス愛好者が
集まってテニスを楽しく語り、皆が参加可能なコートの
情報等を交換することができると期待してます。写真は
最近の日本弁理士クラブテニス大会の集合写真です。

ア ウトドア同好会

FC レジルブルー（フットサル同好会） テ ニス同好会

目指せ !!
エースストライカー！

ナイス

レシーブ !

大自然を満喫 !

同好会の
ご紹介
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　皆さんは「囲碁同好会」と聞いてどんなイメージを浮
かべますか？真剣勝負をしている囲碁好きの集まりとい
うイメージではないでしょうか？
　しかし、PA 会囲碁同好会の例会では、囲碁の好きな
人たちが真剣勝負をしているだけではなく、ルールを覚
えたばかりの初心者が経験者に教えてもらったり、さら
には囲碁に興味はあるけどルールを知らないという人に
経験者がルールから教えています。
　基本的には、毎月最終水曜日 18 〜 21 時に日本棋院
有楽町囲碁センターで例会を行っています。例会後には
毎回懇親会を開いています。弁理士試験も終わったこと
だし何か新しいことを始めてみようかと考えている皆さ
ん、是非囲碁を覚えましょう。懇切丁寧に教えますよ！

スキー同好会（スノーボード歓迎！）では、わが国のス
キー・スノボ人口の減少を憂慮し ( 笑 )、毎年２回、１〜２
泊のスキーツアーを開催しています。スキーは初めてという
方、大歓迎です。道具がなくても大丈夫。雪上の歩き方から
丁寧に教えます。ベテランスキーヤーの参加ももちろん歓
迎。ビデオ撮影会をしますので、自分の滑りをチェックして
みましょう。滑ったあとは温泉に入り、降り積もる雪を眺め
ながら食事する優雅なひとときが待っています。ときには仕
事を忘れて、銀世界で楽しみましょう！

写真は 2016 年のアルツ磐梯（福島）と田沢湖（秋田）です。
ご家族連れの方も多く、おかげさまで盛会となりました。

ゴルフは、老若男女の区別なく、また技術レベルの違
う人同士でも、一緒に楽しむことができるスポーツです。
本同好会ではプライベートではなかなか行くことができ
ないような名門コースにて年４回の定例コンペを開催し
ております。コンペにはベテランの先生から若手の先生
に至るまで、またシングルプレーヤーから初心者に至る
まで、幅広いご参加をいただいており、毎回、和気あい
あいとラウンドを楽しんでいます。

ゴルフにご興味をお持ちの方、本同好会でご一緒にゴ
ルフを楽しみませんか。初心者も大歓迎です。ラウンド
経験の少ない方を対象に、ゴルフバーやショートコース
でのゴルフ体験会も開催していますので、まずは体験会
からご参加いただくことも可能です。皆様のご連絡をお
待ちしております。

囲 碁同好会

ス キー同好会

ゴ ルフ同好会

囲碁好き集まれ！

白銀の世界で

リフレッシュ !

同好会の
ご紹介

初心者も大歓迎！

小金井カントリー倶楽部にて
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　野球同好会は、2012 年に発足した、ＰＡ会で
最も新しい同好会の一つです。毎年７月終わり〜 9
月にかけて開催される、特許庁主催の野球大会「パ
テント杯」に向け、オン・シーズンには月１〜２回
程度の活動（練習会）を行っています。メンバーは
大半が 20 代後半から 40 代半ば、とにかく野球好
き（その後のビールはもっと好き）なメンツがいつ
も賑やかに活動しています。
　野球好き or お酒好きであれば、経験は全く問い
ません。現状であれば、即戦力としてすぐに試合出
場も可能です。皆さんの参加を心よりお待ちしてい
ます！

　ランニングが好きな者が集まって、ランニング同好会
は発足しました。発足して 2 年目を迎えます。月に１回
のランニング会を中心に活動しています。メインのラン
ニングコースは皇居です。皇居ランでは、１周から２周
程度を、各自のペース、体調、スタイルで走っています。
走る目的は参加者それぞれですが、共通しているのは、
心地よさを求めているところではないでしょうか。
　ランニングって、始めるのに腰が重くなりますよね。
でもやってみれば気持ちいいんです。少しでも走ってみ
たいと感じられた方、当同好会はいつでも皆様の参加を
お待ちしております。

　ボウリングは、最も気軽に楽しめるスポーツの一つです。
そのためか、毎年多数の方々に参加頂いており、初心者・
ベテラン問わず、ボウリングを楽しんで頂いています。
　１２月に開催される「日弁ボウリング大会」を「本番」
としており、そこでは会派対抗の団体戦で大いに盛り上
がります。その他にも、ハンディ付きの個人戦や、事務
所員の方々も参加する男女ミックスダブルス大会など、
年数回の大会を運営しています。いずれの大会も終始和
気藹々とした雰囲気で、気軽な交流の場となっています。
　ボウリングが大好きな方も、「ボウリング、最近やっ
てないなあ」という方も、大歓迎です。皆様のご参加を
心よりお待ちしています。

　皆さん♪どんな音楽が好きですか？音楽同好会の決ま
りはただひとつ！ジャンルを問わず仲良く音楽を楽しむ
ことです。会員が気軽にバンドやグループを組んで、和
気あいあいに練習して上手になったらライブや発表会で
披露。会員の音楽を通じた交流会や飲み会も企画してい
きます。スタジオに入って思いっきり音を出してみま
せんか？爽やかな気分になってストレスも吹っ飛びます
よ。
　音楽同好会では PA 会の登録祝賀会や忘年会でも演奏
を披露して盛り上げます。また、年に 1 回は音楽同好会
単独開催のライブを都内ライブハウスで開催します。是
非参加して一緒に音楽どんちゃんセレモニーを楽しみま
しょう♪

野 球同好会

ラ ンニング同好会

音 楽同好会

ボ ウリング同好会

みんなで

盛り上がろう♪

取るぞ！
ストライク！

しまって行こう！

同好会の
ご紹介
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PA kai welcomes you

　弁理士登録された皆さま、おめでとうございます。
　皆さまのこれからのご活躍をお祈り申し上げます。
　弁理士は「知的財産に関する専門家」（弁理士法１条）として知的財産に関する
さまざまな知見を求められています。PA会には、各分野に精通された先輩方が沢
山おりますので、PA会員が企画する研修を通じて、同好会を通じて、その他の楽
しい企画を通じて、これら諸先輩方・同年代の方々と親しく楽しく自己研鑽を図る
ことができます。
　年齢・経験にかかわらず親しく集い、ひとりではできないことを実行できる可能
性を秘めている PA会へのご入会を心よりお待ちしております！

　弁理士登録された皆様、おめでとうございます。心よりお祝い申し上げます。弁理
士試験に合格し、登録を果たした時の喜びは、私も未だに忘れられません。
　とはいえ、弁理士登録はとても大きな一歩ではありますが、あくまではじめの一歩
に過ぎません。理想の弁理士になるためには、常に自己研鑽を積み、知識と知恵を蓄
えていくことが必要です。そんなとき、進むべき道を示してくれる思慮深い師匠のよ
うな存在や、頼れる先輩、あるいは共に助け合い、時には競い合う仲間が身近にいた
ら良いと思いませんか？
　ＰＡ会は皆様に有益な出会いの場を提供します。弁理士会をはじめ様々な組織の役員
も務められたような大御所の先生方、日本各地を駆け回っている働き盛り、語学に堪能
な国際派、企業内で活躍しているインハウス弁理士、知財訴訟を専門として扱っている
弁護士、最近独立開業した若手、登録から数年でとにかく頑張っている人たち等、ＰＡ
会には大勢の魅力的な会員がいます。
　ＰＡ会の研修やイベントに参加することで、さまざまな弁理士に出会い、きっと
何かが得られるはずです。ぜひ積極的にご参加下さい。そして共に切磋琢磨して参
りましょう！

　弁理士登録された皆様、本当におめでとうございます。
　ＰＡ会は、発足以来 94年という歴史と伝統に支えられ、会員数は約1000名となり、
会派としては最大級の規模を誇っています。
　ＰＡ会員の中には、特許、意匠、商標、外国等の各分野で活躍する弁理士がたく
さん所属しております。ＰＡ会が企画する研修、同好会、クリスマスパーティ等の
親睦の場を通じて仲間を作り、その仲間とともに、より専門性を高めた弁理士にな
りませんか。
　また、ＰＡ会では、長年に亘り日本弁理士会の役員・委員を多数輩出し、日本弁
理士会の会務に対して多くの貢献をしております。皆様も弁理士会の会務でご活躍
いただき、弁理士会の活動を通じて会派を超えた弁理士の仲間を増やして頂ければ
と思います。
　弁理士ライフを一緒に楽しみましょう。皆様のご入会をお待ちしております。

ＰＡ会への入会のお申し込みは、下記 URL の PA 会ホームページから行うことができます。
皆様のご入会を心よりお待ち申し上げます。

URL：http://www.pa-kai.net
連絡先：shomu@pa-kai.net

@

      ＰＡ会常任幹事
本 多　敬 子

      ＰＡ会常任幹事
渡 邉　伸 一

平成２８年度ＰＡ会幹事長代行
坂 本　智 弘


