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弁理士試験合格および登録おめでとうございます。
昨今の出願件数の減少および弁理士の数の増加の影響で弁理
士を取り巻く環境は大変厳しいものとなっています。このよう
な時にこそ研鑽を積み重ね、他の弁理士との差をつけることが
必要です。
その結果が一番困難と言われている試験（依頼者から信頼を
受け仕事を受ける）に見事合格することに繋がります。
グローバルな社会において、弁理士は国際的な感覚を身に付
けることが最も大切です。
ＰＡ会に入り、楽しみながら実力をつけましょう。仲間をも
つということは大変大きな財産を得たことになります。
ＰＡ会は皆様のご活躍を期待しています。

日本弁理士会元会長

浅村

皓

Congratulations!
We congratulate you on your registration as a patent attorney and warmly welcome you to
join PA Kai.
PA kai has lots of experts in international IP activities and are involved in various global
IP work. If you feel that you have some idea to work in such a global IP arena, we strongly
recommend you to join our PA Kai. You can expect good advice from many PA Kai
members and lots of encouragements from experienced patent attorneys. Also, please find
life-time good friends in PA Kai, like we have done.
You have done a great effort to pass the patent bar examination.
But, that would not be sufficient for you to do a better job in
your new career. You should keep studying new developments
in IP laws and practices and catch up with new developments of
technology to sense the future.
We look forward to your becoming really a world class IP expert
at least in some specific area of practice, such as Trademark law,
Design law, Copyright law, Patent law (in some specific field
of technology) in terms of prosecution matters or enforcement
matters and so on.
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日本弁理士会元会長

谷

義一

ＰＡ会は研修が充実しています。
研修部会の R.I. 先生から
ＰＡ会では、国内外でご活躍中の先生方を講師に招き、

研修の単位を取得することもできます。研修後には任意参

年間十数回の研修を実施しています。研修内容は新人向け、

加の懇親会を開催しており、他の参加者の色々な意見を聞

ベテラン向け、商標業務担当者向け、国際業務担当者向け

き、親睦を深めることもできます。ＰＡ会の研修に是非ご

など、多岐にわたります。ＰＡ会の研修は、様々な知識を

参加下さい！

得るだけでなく、弁理士登録を維持するために必要な継続

PA 会には楽しいイベントが沢山あります！
若手弁理士の Y.M. 先生から
昨年、私はビール工場見学＆ BBQ と、クリスマスパー

とは違った（!?）諸先生方の一面を見られ、打ち解けた雰

ティーに参加しました。

囲気の中とても楽しい時間を過ごすことが出来ました。

ビール工場ではものづくりの現場を見た後おいしいビー

他にもＰＡ会には、旅行会、野球観戦、ホースレース等、

ルを飲みながら、クリスマスパーティーでは皆で一緒に沢

様々なイベントがあります。

山のごちそうを手作りしながら、多くの先輩弁理士の方々

イベントへの参加を通じて、より話やすい、相談しやす

と交流することができました。

い関係を築くことができると思います。皆さんも是非イベ

これらのイベントはご家族も参加でき、普段のイメージ

ントに参加して、一緒に楽しみましょう！
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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！
企業弁理士の T.I. 先生から
企業内弁理士の場合、社内での活動が中心であり、構築

築していくことは、専門家として活動していくために大切

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

なことだと思います。知財協などで活動をする場合でもＰ

ど広がりがあるものではないと思います。また、研修も弁

Ａ会で構築したネットワークが活動の幅を広げてくれたり

理士会が主催するものだけで全ての興味・疑問が満たされ

もします。

るわけでもありません。ＰＡ会などの会派が主催する研修
会やイベント、同好会等の活動を通じてネットワークを構

若手弁理士の Y.I. 先生から
ＰＡ会では、毎年口述試験直前に受験生のために口述練

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

習会を開催しています。私も、一昨年は講師（面接官役）

しゃいます。ベテランの先生から新人の先生まで一丸と

として、また、昨年は運営側として携わらせて頂いていま

なって、「最後の関門である口述試験には絶対に合格して

す。

ほしい」という思いで練習会を行っています。

毎年印象的なのは、講師の先生方がとても真剣かつ楽し

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

そうに取り組んでいることです。○時までなら、と忙しい

した皆様、今年はぜひ、講師として参加してみて下さい！

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
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同好会の
ご紹介

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。
好会

アウトドア同

日頃、座って仕事することの多い私達。オフの時間は、
きれいな空気の中で、思いっきり身体を動かしたくなり
ませんか。その願い、アウトドア同好会で叶います！
アウトドア同好会では、気軽なハイキングや、ちょっ
と本格的なサイクリングや登山を、年に３〜４回のペー
スで楽しんでいます。昨年４月の奥多摩サイクリングで
は、上り坂をゼーゼー言いながら自転車をこぎ、９月に
は八ヶ岳の赤岳鉱泉に一泊して硫黄岳に登りました。硫
黄岳の頂上の景色のすばらしかったこと・・・！！そし
て１２月には、恒例の高尾山と温泉ふろっぴぃで翌年の

大自然を
満喫 !

計画を練りました。
ＰＡ会会員が事務所にいれば参加資格あり。ＰＡ会会
員の家族も参加資格ありです。

ルー
ＦＣレジルブ
同好会）
（フットサル
ＦＣレジルブルーは、2014 年４月に発足したフット

テニス同好会

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

テニスコートの上に立てば、コートの大きさが同じよ

ル初心者か、昔フットサルを少しやっていた程度の経験

うに、世界中何処でも誰とでも楽しめるのがテニスとい

者ですから、基本的に激しいプレーをしていません。気

うスポーツだと思います。テニス同好会に入会すれば、

持ちよく、楽しく汗を流すことをモットーに活動してい

日本弁理士クラブと日本弁理士協同組合主催の年２回の

ます。

テニス大会に参加することで、ＰＡ会だけではなく他の

初心者の方から女性の方まで、どなたでも参加して頂

会派の多くの先生たちと、テニス仲間として年齢や経験

けます。是非、私たちと一緒に日頃の運動不足を解消し、

に関わりなく広く楽しい交流が得られるでしょう。写真

フットサルをエンジョイしましょう。

は今年の４月 11 日の日本弁理士協同組合主催のテニス
大会の参加者集合写真です。

ナイス
レシーブ !

目指せ
エース
ストライカー！
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同好会の
ご紹介
囲碁同好会
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

囲碁好き
集まれ

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。行き先は尾
瀬岩鞍、猪苗代、志賀、栂池、軽井沢、安比、北海道な
ど多岐にわたります。スキーは初めてという方、大歓迎

ゴルフ同好会

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。

ゴルフは、老若男女の区別なく、また技術レベルの違

ビデオ撮影会をしますので、自分の滑りをチェックして

う人同士でも、一緒に楽しむことができるスポーツです。

みましょう。

本ゴルフ同好会の年４回の定例コンペでも、ベテランの

滑ったあとは温泉に入り、降り積もる雪を眺めながら

先生から若手の先生に至るまで、またシングルプレー

食事する優雅なひとときが待っています。ときには仕事

ヤーから初心者に至るまで、幅広いご参加をいただいて、

を忘れて、銀世界で楽しみましょう！

毎回、和気あいあいとラウンドを楽しんでいます。また、
女性の参加者も増えて来ています。
ゴルフにご興味をお持ちの方、本同好会でご一緒にゴ

白銀の世界
で
リフレッシュ!

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予定です）
。皆様のご参加をお
待ちしております。

初心者も
大歓迎！

6

同好会の
ご紹介
野球同好会
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。

しまって
行こう！

皆さんの参加を心よりお待ちしています！

好会

ボウリング同

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

取るぞ！
ストライク！

心よりお待ちしています。

音楽同好会
2015 年１月に発足したばかりの音楽同好会の決まり
はただひとつ、みんなで楽器演奏を楽しむことです。
今年は発足一年目ということで、メンバー同士の懇親
を中心としつつ、少しずつ同好会内のバンド数が増える
よう活動していきます。主に３ヶ月に１回のペースで開
催される合同練習会でいろんな方とセッションしてみま
しょう。きっと一緒にやりたいと思えるメンバーに出会
うことでしょう。話の合うメンバーを見つけたら練習後
にビール片手にさらに仲良くなってください！

そして

バンドを組みましょう。
バンドを組んだら年に１回開催予定の貸し切りライブ
で披露しましょう。どんな演奏レベルでも、どんなジャ
ンルでも、どんな編成ででも構いません。大事なのは楽

みんなで
盛り上がろう
♪

しむことです！
大人になってから感じる楽器を演奏するよろこびは、
若い時のそれとはまた違って素敵なものですよ。ぜひ音
楽同好会に参加してみてください。
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弁理士登録を心より祝福いたします。
新たな一歩を踏み出される皆さまに、門出の言葉を申し上げます。
ぜひ、これからの時代を担う人材として、グローバルに活躍する弁理士を目指しましょ
う。グローバルにビジネスを展開するお客様のため、国際的な
視点で物事を考え判断できるようになることが、益々求められ
てきています。
また、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。
その点、ＰＡ会は、国内外の講師による研修を数多く行い、
同好会や旅行会があります。ぜひ、積極的に参加して、国際的
な考え方を学び、沢山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、
平成 27 年度ＰＡ会幹事長

力を合わせて道を切り開いていきましょう。

杉村

憲司

弁理士登録された皆様、おめでとうございます。これから弁理士として大いに活躍し
てやろうと、意欲を燃やしていることと思います。
依頼人から信頼される弁理士となって活躍するためには、日頃の自己研鑽が欠かせま
せん。ＰＡ会には、目標となる多くの良き先輩がおり、互いに
高め合うことができる多くの良き仲間がおります。自己の知識
を深め、互いに切磋琢磨することができる仲間作りのために、
ＰＡ会を活用して下さい。
そのためには、ＰＡ会の研修や行事に参加して下さい。新た
な知識や情報が得られるだけでなく、多彩なメンバーとの親交
を図ることができます。そして、
ＰＡ会の運営に参加して下さい。
弁理士及び弁理士会を考える良い機会が得られると共に、会合
の後の懇親会では「銀座」の見聞を広げることができるかもし
れません。
皆様のＰＡ会への積極的な参加をお待ちしております。

ＰＡ会常任幹事

渡邉

敬介

Information

@

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

8

