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Congratulation on your registration as Patent Attorney !

知的財産の世界はボーダーレスです。国内出願は減少気味ですが、国際

出願は増加しています。グローバルな視点から仕事のできる patent attorney

を目指していきましょう。そこには、あなたを待っている世界がきっとある

と思います。

PA 会にはそのような国際的に知名な弁理士が大勢おり、海外関係の研修も

多く企画されています。あなたが、やりたい研修の企画を自ら行いませんか。

そして、一緒に研鑽しましょう。

PA 会での活動を通して、共に、仕事のことで悩み、相談しあい、また励ま

しあう、よい友に巡り会うことを祈っております。互いに切磋琢磨して、世

界で活躍する実力派の patent attorney になろうではありませんか。

We look forward to your joining PA Kai and 
do hope you have a prosperous future.

日本弁理士会元会長
谷　義 一

June 3, 2014



2 3

ＰＡ会では、企業弁理士の方も活躍されています！

「研修のＰＡ会」　どの会派よりも研修が盛んです！

　インハウス弁理士の場合、社内での活動が中心となり、
ここで構築される専門家としてのネットワークは、残念な
がらそれほど広がりがあるものではないと思います。
　小職の場合、ＰＡ会主催の研修会やイベント、アウトド
ア同好会などの活動を通じて多くの先生方と交流が生ま
れ、最近は（クライアントと代理人という関係ではありま
せんが）実際に仕事の場面でご一緒し、アドバイスをいた

だくことも増えてきました。このようなネットワークの構
築は、専門家として活動していくためにも大切なことだと
思います。
　また、ＰＡ会では多くのインハウス弁理士が活動してお
り、ときにはインハウス弁理士の内輪ネタで盛り上がった
りすることも魅力的なところではないかと思っています。

　弁理士試験合格！登録！　それはゴールであり、スター
トです。
　弁理士の仕事は多岐にわたり、活躍の場は日本国内にと
どまりません。必要な知識、学ぶべきことは際限なくあり
ます。高みを目指せば尚更です。
　ＰＡ会は年間十数回の研修を開催しており、その内容も
様々です。日々の仕事に直結「しない」研修も開催します。
枠を超えて、弁理士としての新たな可能性、新しい世界を

知ることもまた大切だからです。
　研修の後の懇親会では、講師の先生も一緒に、真面目な
話、たわいない話で盛り上がります。この一時も皆様の糧
となると思います。
　弁理士を目指された皆様は「学び」を楽しめる方々でしょ
う。ＰＡ会の研修と懇親会に参加してみてください！そし
て、新しい仲間として、ＰＡ会に新風を吹き込んでくださ
い！

企業弁理士のT.I. 先生から
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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！

　ＰＡ会に入会してから最も嬉しく思ったことの一つとし
て、ＰＡ会の旅行会（伊香保温泉）に参加したときのこと
を挙げたいと思います。
　私は、特許事務所に転職した頃、他の事務所の方々とは
関わりも少ないものと思っていました。そのようなときに
参加した旅行会では、他の事務所の方々や著名な先生方ま
で気さくに話して下さり、ＰＡ会という事務所の枠を超え

た弁理士の組織に自分が所属できたことの嬉しさがこみ上
げてきました。
　皆様は試験に見事合格され、期待と活力に満ちていらっ
しゃることと思います。ＰＡ会に参加して得られる知識や
人脈、モチベーションは、他では得難いものばかりです。
更にご自身の世界を拡げる一つの機会として、ＰＡ会への
ご参加をお待ちしております。

　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。私は昨年ＰＡ会に入会し、初めて
講師（面接官役）としてそのお手伝いをしました。
　そのとき印象的だったのは、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たことでした。（もちろん私
も真剣に取り組みましたが、楽しむ余裕はありませんでし
た。）

　聞けば、面接官役は人気があり、毎年十分な人数が揃う
とのこと。やはり最後の関門である口述試験にはそれぞれ
思い入れもあるのだと思います。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！私も今年は楽しんで講師を
したいと思います。

若手弁理士のH.K. 先生から

若手弁理士のY.I. 先生から
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　三年前の「富士山に登りたい」という会員のつぶやき
に端を発し、活動が「超」活発化しています。
　初心者の「脚」と「根性」が富士山仕様になるよう、
合計 10 回の「足慣し登山」を計画。第一回の高尾山で
は約 3㎞の行程がとても辛かったですが、第十回の頃に
は 10㎞でも大丈夫になりました。そして遂に 2012 年
7 月と 9 月、小学生を含む一行で、二回の富士山登頂を
果たしました。その後も年に３～４回のペースで、雲取
山、筑波山、奥多摩サイクリング等、気儘に遊んでいます。
　富士登山をご希望でしたら、再度「登りたい」とつぶ
やいて下さい。ダダダッと計画が立ち上がり、また実現
するでしょう。アウトドア同好会はそんな同好会です。

　ＦＣレジルブルーは、2013 年 11 月に発足したばか
りの生まれたてのフットサル同好会です。でも、生まれ
て間もないということは、可能性がいっぱいあるという
こと！
　練習は、月に１度、平日の夜（通常、１９～２１時）。
現在の参加メンバーは、２０代後半～４０代で、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。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。もれなく練習後のビールもついてき
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 enjoy しましょう！

アウトドア同好会

ＦＣレジルブルー

（フットサル同好
会）

　P A 会囲碁同好会は、2012 年 4 月から活動を再開
して 2 年になります。数ある PA 会の同好会の中で最も
成長している同好会の一つです。
　当同好会の最大の特徴は初心者大歓迎です。囲碁に興
味はあるけどルールを知らないという方にはルールから
教えています。事実、過去ルールから教えた方が 6 名い
ますが、皆ルールを 30 分で覚えて対局を楽しんでいま
した。
　弁理士試験も終わったことだし何か始めたいという
方、是非囲碁を始めましょう！毎月最終水曜日に日本棋
院有楽町囲碁センターで対局を楽しんでいます。皆さん
の参加を心からお待ちしています。

囲碁同好会

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。同好会のご紹介

大自然を
満喫 !

参りま
した！

ナイス !
シュート !
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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！

　スキー同好会（スノーボード歓迎！）では毎年１～２
回、１～２泊のスキーツアーを開催しています。行き先
は尾瀬岩鞍、志賀、栂池、軽井沢、安比、北海道など多
岐にわたります。
　参加者の技量も初心者から上級者まで様々で、初めて・
ブランクありならば現地のスキースクールで基礎から滑
り方を教わるもよし、ビデオ撮影会で撮影してもらった
自分の滑り（滅多に見られません）を夜の宴会で酒の肴
にするもよし、スキーに疲れたら温泉に入ってのんびり
するもよし、思い思いのスキーを楽しんでいます。
　ときには日々の仕事を忘れて、白銀の世界で我々と一
緒にリフレッシュしましょう！

　ゴルフは、性別を問わず、また幅広い年齢の方が一緒
にプレイできる社交的なスポーツです。弁理士の業界で
もいろいろなコンペが企画され、社交の場として利用さ
れています。
　ゴルフ同好会では、社交と練習を兼ねて年４回（春２
回、秋２回）の会派内のコンペを楽しんでいます。写真は、
2014 年第 1 回の参加者の集合写真です。
　ゴルフを始めたばかりの方も歓迎します。ゴルフに興
味をお持ちの方、ＰＡ会に入会し、ゴルフ同好会で一緒
に楽しみながら、腕を磨き、交際の幅を広げてみません
か。

野球同好会

スキー同好会

ゴルフ同好会

同好会のご紹介

しまって
行こう！

初心者も
大歓迎！

白銀の世界
で

リフレッシュ!
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　日本弁理士クラブ主催のテニス大会（１月下旬開催）
と日本弁理士協同組合主催のテニス大会（５月半ば開催）
に参加しています。団体戦でテニスを楽しんだあと、他
会派の皆さんとともに懇親会で盛り上がります！日頃の
運動不足の解消に役立ちますし、また、ＰＡ会の偉い先
生方と話をしたり、他会派の先生方と仲良くなれたりす
る、良い機会です！
　皆さん、爽やかにテニスをし、ビールを美味しくいた
だきましょう！皆さんの参加を心よりお待ちしていま
す。

　当会の活動は、毎年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、会派対抗の『団体戦』が
あります。その日の成績で上位６人の合計が会派の得点
となりますから参加者が多い程有利です。
　年１回は、事務所の所員の方も参加する男女ミックス
ダブルス大会を行い、その他に開催する会ではハンディ
戦で個人戦を行います。
　いずれの会も和気藹々とした雰囲気で諸先輩の先生方
や若手の先生方と交流できますので気軽にご参加下さ
い。

テニス同好会

ボウリング同好会

同好会のご紹介

ナイス
レシーブ!

取るぞ！
ストライク！
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