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先週先週先週先週の例会報告の例会報告の例会報告の例会報告    

本日は大阪アーバンロータリークラブの下出一

様をお迎えしております。下出様には北村会員の

代理として知財に関し卓話をしていただきます

が、お話を楽しみにしております。 

さて、春節を迎え、大阪の街は台湾や中国等の

中華圏からのお客様で賑わっています。円安もあ

って大量に家電やブランド品等を購入され、売上

に悩むデパートや家電量販店、小売店の救世主に

なっているようです。逆に、わが家では妻が故郷

にいる母親孝行のため帰省し、寂しい春節を迎え

ておりますが、父子家庭の父親としてここ数日間

は子育てに奮闘しております。 

先週金曜日、ジャスミンガーデンで歴代会長幹

事会が開催され犬伏会員を筆頭とする出席者の皆

さんから建設的かつ貴重なご意見を頂きました。

残りの会務運営に役立てさせていただきたいと存

じます。皆さん本当にありがとうございました。 

今晩6時45分より、旧桜宮公会堂において大手

前整肢学園ボランティアを励ます会が開催されま

す。我クラブの伝統的な社会奉仕事業です。出席

者の皆様宜しくお願い致します。 

 国内ビジター 0名   会 員 数  36名  

 外国ビジター 0名   出席規定適用免除   6名  

 国内ゲスト  0名   会 員 出 席  21名  

 外国ゲスト  1名    会 員 欠 席  9名 

<2 月 20 日の出席率 73.53％>  

Make up を含む 1/30 の出席率 96.55％ 

――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

1 本日例会後 3月度定例理事会開催です。 

2 来月 2週目 13日は 32周年記念例会です。夜例

会となりますのでお間違え無いようお願いしま

す。 
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2015 年 2 月 27 日 第 1532 回例会 
世界理解月間 

◎本日のプログラム◎本日のプログラム◎本日のプログラム◎本日のプログラム    ◎次週◎次週◎次週◎次週((((3333 月月月月 6666 日日日日))))のお知らせのお知らせのお知らせのお知らせ    

――――    会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶    ――――    

    LIGHTLIGHTLIGHTLIGHT    UPUPUPUP    ROTARYROTARYROTARYROTARY    

ロータリーに輝きをロータリーに輝きをロータリーに輝きをロータリーに輝きを    

2012012012014444－－－－2012012012015555 年度年度年度年度        

国際ロータリー会長国際ロータリー会長国際ロータリー会長国際ロータリー会長    ゲイリーＣゲイリーＣゲイリーＣゲイリーＣ....ＫＫＫＫ....ホァンホァンホァンホァン    

･ソング･ソング･ソング･ソング        ♪｢♪｢♪｢♪｢君が代君が代君が代君が代｣｣｣｣｢奉仕の理想｣｢奉仕の理想｣｢奉仕の理想｣｢奉仕の理想｣♪♪♪♪    

･お祝いと表彰･お祝いと表彰･お祝いと表彰･お祝いと表彰    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢堤真一主演映画『神様はバリにいる』堤真一主演映画『神様はバリにいる』堤真一主演映画『神様はバリにいる』堤真一主演映画『神様はバリにいる』    

原作執筆の舞台裏～著者が明かす～原作執筆の舞台裏～著者が明かす～原作執筆の舞台裏～著者が明かす～原作執筆の舞台裏～著者が明かす～｣｣｣｣    

作家・工学博士作家・工学博士作家・工学博士作家・工学博士    黒岩黒岩黒岩黒岩    将将将将氏氏氏氏        

    ((((小松小松小松小松    英宣英宣英宣英宣会員紹介会員紹介会員紹介会員紹介))))    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    ベームベームベームベーム「「「「芝生の上の踊り芝生の上の踊り芝生の上の踊り芝生の上の踊り」」」」    

3333 月月月月 6666 日の例会場日の例会場日の例会場日の例会場    

帝国ホテル大阪帝国ホテル大阪帝国ホテル大阪帝国ホテル大阪 4444 階｢牡丹の間｣階｢牡丹の間｣階｢牡丹の間｣階｢牡丹の間｣    

――――    幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    ――――    

･ソング･ソング･ソング･ソング        ♪｢♪｢♪｢♪｢花は花は花は花は咲く咲く咲く咲く｣｣｣｣♪♪♪♪    

････卓話卓話卓話卓話    

｢｢｢｢アルトの世界アルトの世界アルトの世界アルトの世界｣｣｣｣    

関西女子短期大学教授関西女子短期大学教授関西女子短期大学教授関西女子短期大学教授    渡邊渡邊渡邊渡邊    由美子氏由美子氏由美子氏由美子氏    

((((小林小林小林小林    アツ子アツ子アツ子アツ子会員会員会員会員紹介紹介紹介紹介))))    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    リチャードリチャードリチャードリチャード「「「「小鳥の夕べの歌小鳥の夕べの歌小鳥の夕べの歌小鳥の夕べの歌」」」」    

2222 月月月月 22227777 日のメニュー日のメニュー日のメニュー日のメニュー    

カブのスープカブのスープカブのスープカブのスープ    

蟹のクリーム煮入り蟹のクリーム煮入り蟹のクリーム煮入り蟹のクリーム煮入り    舌平目のパン粉焼き舌平目のパン粉焼き舌平目のパン粉焼き舌平目のパン粉焼き    

サラダサラダサラダサラダ    

ほろ苦いほろ苦いほろ苦いほろ苦いクラシックショコラクラシックショコラクラシックショコラクラシックショコラ    

バニラアイスを添えてバニラアイスを添えてバニラアイスを添えてバニラアイスを添えて    

コーヒーコーヒーコーヒーコーヒー    



長谷・・・朝から携帯をなくしてタクシーに乗っ

たとき落したようで、やっと見つかり

ました。大切なものでうれしかったで

す。ありがとうございました。北村さ

ん、卓話楽しみです。 

この度はお招きいただ

き、ありがとうございま

す。 

 まず自己紹介からさせ

ていただきます。私は

1970 年に大阪で生まれ

ました。技術系コンサル

ティング会社にて大手家

｢｢｢｢知財活用雑誌を発行して知財活用雑誌を発行して知財活用雑誌を発行して知財活用雑誌を発行して｣｣｣｣    

株式会社サピエンティスト株式会社サピエンティスト株式会社サピエンティスト株式会社サピエンティスト    

代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役    下出下出下出下出    一一一一氏氏氏氏    

((((北村北村北村北村    光司会員紹介光司会員紹介光司会員紹介光司会員紹介))))    

・・・・親睦活動親睦活動親睦活動親睦活動委員会委員会委員会委員会    

委員長委員長委員長委員長    松浦松浦松浦松浦    貞男貞男貞男貞男    

～32周年記念例会にご家族と共に～ 

3月 13日の例会は 32周年記念例会として、姉

妹クラブ及び留学生と共に開催されます。次週改

めて案内状をお届けします。先ずは皆さんの手帳

にご家族と共に『出席』のマークをつけておいて

下さい。 

・国際奉仕・国際奉仕・国際奉仕・国際奉仕委員会委員会委員会委員会    

委員長委員長委員長委員長    三木三木三木三木    元昭元昭元昭元昭    

パイリン RC の来阪メンバーがわかりました。

会長 ANDREW 夫妻、国際奉仕委員長 WILSON

夫妻、大手前担当委員長 ALBERT夫妻、P.P.M.E

夫妻、会長 ELECT 淑子さん、P.P.AARON 氏、

直前会長 TOTO氏、RAYさん、TRACYさんとお

母様及び ZITAさんの 15名です。 

3月 12日正午に関空に到着します。その夜は、

フライングトマトで 18：00 時より歓迎会をしま

す。後日参加を募りますので大勢で歓迎会を盛り

上げてください。 

翌日は帝国発 9：00のバスで三田の尼崎学園に

て ICS事業をします。学園の運動場で使用の移動

可能遊戯器具の贈呈式をします。その後バスで丹

波篠山に行き昼食と鳳鳴酒造ほろ酔い城下町にて

酒蔵見学と試飲をします。楽しいツアーを計画し

ていますので都合がつく限り参加ください。帝国

ホテルには 15：30 には帰着の予定です。17：30

より記念例会の登録が開始します。 

 パイリンロータリアンは翌日 12：00 帝国発の

バスで高野山(世界文化遺産)を観光し南紀白浜シ

ーモアホテルにて宿泊、翌日は 12：00 発で白浜

観光します。関空到着後、CI173便 19:45と JL815

便 18:50 でそれぞれ帰国されます。たぶん関空に

は 17 時ごろには到着の予定でしょう。このバス

ツアー・白浜宿泊に参加されたい方は三木まで連

絡ください、ツアー会社に取次し費用をお教えし

ます。関空にて、見送られる方のために後日関空

到着の時間を確かめお知らせします。 

皆様のご協力よろしくお願いします。 

電メーカの知財部門および特許事務所のサポート

業務を経験の後、ビデオゲーム開発会社にて知財

部門の立ち上げに携わりました。2010年にこれま

での経験を活かし、経営支援事業、知財教育事業、

コンテンツ事業の 3つを柱とした株式会社サピエ

ンティストを設立し独立、現在に至ります。現在

では一般社団法人知財活用戦略研究所の理事・事

務局長、甲南大学理工学部非常勤講師(知的財産

法)等を兼務しています。また、学業としても知的

財産を学びました。大阪工業大学大学院知的財産

研究科を修了(学位名：知的財産修士(専門職))して

います。 

 さて、ここで問題提起です。私どもは中小企業

が知財をもっと活用することでこの国は元気にな

るのではないかと考えました。 

 ご存知のように我が国の大半の会社が中小企業

金髙・・・本日のボランティアを励ます会よろし

くお願いします。 

鹿野・・・会長ごくろう様です。 

小林・・・先日一ヶ年皆出席のお祝いいただきあり

がとうございます。 

松田・・・3週欠席のおわび。 

西尾・・・明日京都 4 レース新馬ニシオボヌール

出走します。来週欠席のおわび。 

岡本・・・春節祭でにぎわっておりますね。 

大本・・・会長幹事会御出席の皆様ありがとうござ

いました。下出様、卓話よろしくお願い

します。本日、理事会とボランティアを

励ます会です。 

竹森・・・本日、ボランティアを励ます会宜しくお

願いします。 

 

 

 

 

 

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥22229999,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥1,1,1,1,523523523523,000 ,000 ,000 ,000 ----＞＞＞＞    

――――    ニコニコ箱報告ニコニコ箱報告ニコニコ箱報告ニコニコ箱報告    ――――    

――――    委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告    ――――    

――――    先週の卓話先週の卓話先週の卓話先週の卓話    ――――    



知財初心者にもわかりやすい表現にこだわっ

ています。また、アイデアマップを用いるこ

とで、より視覚的に理解しやすい工夫もして

います。 

(4) 情報量を少なくする工夫もしています。季刊

とし、1冊当り表紙含み 12ページとあえて読

みやすいボリュームとしました。 

(5) 電子書籍ではなく旧来の紙雑誌を中心としま

した(電子版も用意はしています)。これは物理

的に存在することで、中小企業経営者に常に

意識を向けてもらうための仕掛けです。 

(6) 有料にすることで、中小企業経営者に積極性

を求めています。情報は無料ではないという

ことです。ただし安価とし、購読者に負担の

少ない価格設定としました。 

(7) ｢ビタミン IP」というタイトルには、知財(IP)

は企業にとっての栄養素(ビタミン)であると

いう想いを込めています。普段は気にしてい

なくても、無くなったとき(欠乏したとき)にそ

のありがたさに気がつく点も知財はビタミン

に似ているように思いました。 

 結果、購読者のみなさんからは｢わかりやすい。

知財の見方が変わった｣｢内容に対して安価すぎ

る｣という声をたくさんいただいています。これは

一定の評価をいただいているものと嬉しく思いま

す。ただし、時折｢内容が難しい｣という声をお寄

せいただくのも事実です。真摯に受け止めさらな

る改善を試みていきたいと思っています。 

 また、取材先企業様からは｢自社の振り返りにな

った｣｢自社の宣伝媒体(パンフレット代わり)に使

えるので数百部単位で購入したい｣という声をい

ただくこともありました。取材先企業様において

も一定の評価をいただいているものと自負してい

ます。 

 今後の展望としては、雑誌という枠を超え講演

会やシンポジウムを開催し、知財に関する理解を

深める場を提供していきたいと思っています。ま

た、そのためにもより多くの方に読んでいただき

たいと思っています。 

 正直、事業として大きな利益を得ている訳では

ありません。このような趣旨をご理解いただき、

ぜひご購読をしていただき、また取材先の紹介の

ご協力を賜われれば幸甚です。この活動が日本を

元気する一助となるよう、今後も邁進していく所

存です。 

本日は貴重なお時間をいただき、ありがとうご

ざいました。 

です。2014年中小企業白書によりますと、大企業

は全体のわずか 0.3%にすぎません。しかし、特許

庁の資料によれば特許出願の88%が大企業による

ものです。もちろん特許出願=知財活動ではあり

ませんが、多くの中小企業が知財を活用していな

いことは数字でも明らかと言えるでしょう。知財

は経営上、非常に有効なツールであるにも関わら

ずなのです。 

 では中小企業の知財活動が活発でない原因は何

でしょうか。いくつか考えられますが、私どもは

中小企業経営者の意識不足がキーワードではない

かと考えました。特に中小企業経営者が知財の勘

所を理解していないことに注目しました。 

 確かに｢知財｣という言葉自体は新聞紙上でも毎

日のように登場し、多くの中小企業経営者は気に

は留めているでしょうが、そもそもそれがどうい

うもので、経営上どのように役立つのか、また役

立てたらいいのかわからない方が大半でしょう。 

 従来からも知財を知るための情報源として、専

門家によるホームページ、セミナーや書籍が多く

存在しました。しかし、多くの情報源は専門用語

が多く一般には理解が困難なものです。また、情

報量が多いことにも気がつきました。時間のない

中小企業経営者はそのボリュームだけで敬遠して

しまいます。 

 そこで、私どもは、そうした従来の問題点を克

服した新しいツールを開発することを考えまし

た。その答えのひとつが知財活用雑誌です。 

 知財活用季刊誌「VitaminIP」 

 http://www.vitaminip.jp 

 

 

 

 この雑誌の特徴は以下のとおりです。 

(1) 中小企業経営者が人ごとではなく我がことの

ように感じていただけるよう、すでに知財活

用をしている中小企業または団体トップへの

インタビュー記事をメインに据えています。 

(2) ｢知財の力｣シリーズと称した読み物を掲載し

ています。これは従来の｢特許｣｢実用新案｣｢意

匠｣｢商標｣といった法律面からの切り口では

なく、｢ブランド｣｢デザイン｣｢ライセンス」と

いった、よりビジネス視点での切り口で識者

に執筆をお願いしています。 

(3) 専門用語をなるべく使わないように心がけて

います。識者の先生の原稿においても、失礼

ながら遠慮なく修正を入れさせていただき、

 



青少年奉仕委員長青少年奉仕委員長青少年奉仕委員長青少年奉仕委員長    竹森竹森竹森竹森    敏麿敏麿敏麿敏麿    

日時：2015年 2月 20日(金)18：45〜20：45 

場所：旧桜宮公会堂 

事業内容：｢ボランティアを励ます会｣ 

参加者：大手前整肢学園／ボランティア 28名 

職員 6名・ロータリアン 9名 合計 43名 

当日は、寒さも少し和らぎ国の重要文化財を利

用したレストラン｢旧桜宮公会堂｣にて事業を行い

ました。 

金髙会長から整肢学園さんとの歴史をお話し頂

き、来賓代表挨拶として学園側の波多野事務部長

に、ご自身が体験されたある少年との話を頂戴し、

そして佐々木会員より乾杯の挨拶を頂きました。 

学生達は、とても緊張していましたが食事が始

まり出すと、少しずつリラックスして、就職の事

や学校での話しをたくさん聞かせてくれました。 

自己紹介もスムーズに進み、テーブルディスカ

ッションの時間になりました。今回のテーマは、

長谷副幹事に相談して、テレビで見た、チョット

した優しさとアイデアで小学生に、喜んで貰う事

をテーマにムービーをわざわざご用意頂いて、そ

れを参考に行いました。 

7つのテーブルに分かれて居たので、10分のデ

ィスカッションの後、各テーブル 3分の発表を行

いました。 

皆さんが現場で体験している事を経験のある方

からまだ 1年しか携わっていない方まで、たくさ

んの意見を聞く事が出来ました。少しでも患者さ

んが喜んで貰える事を日々の忙しさを離れた時間

――――    ボランティアを励ます会ボランティアを励ます会ボランティアを励ます会ボランティアを励ます会報告報告報告報告    ――――    

地区青少年交換副委員長地区青少年交換副委員長地区青少年交換副委員長地区青少年交換副委員長    辻村辻村辻村辻村    和弘和弘和弘和弘    

2月 22日(日)、ローテックス主催日本文化体験

に参加して来ました。 

参加者は来日学生 10 名、ローテックス 9 名、

派遣候補生 2 名、イーダ、竹森次年度委員、私の

24名で梅田駅に集合し、京都へ行って来ました。 

西陣織会館で、機織り機を使用して西陣織の体

験をしました。初めて見る機織り機を使い自分の

作品が出来上がり、来日生は大変喜んでいました。 

昼食後、移動中に偶然神社で蹴鞠をやっていま

した。神社の方から由来など説明をして頂きサプ

ライズですが良い体験が出来ました。 

錦市場をグループに分かれて見学しましたが、

あまり興味は無さそうで途中で食べた、イチゴ大

福とメロンパンアイスクリーム（竹森委員の奢り）

に大喜びでした。 

今年の来日学生は皆仲が良く、ローテックスの

参加も多いので委員としては大変楽をさせてもら

っていますが、移動距離の長さに腰が痛くなりま

した(笑) 

――――    地区青少年交換委員会報告地区青少年交換委員会報告地区青少年交換委員会報告地区青少年交換委員会報告    ――――    

・・・・3333 月月月月 12121212 日日日日((((木木木木))))        11118888：：：：00000000～～～～    MUMUMUMU 事業事業事業事業    

台北百齢 RCウェルカムパーティー 

   (帝国ホテル｢フライングトマトカフェ｣) 

・・・・3333 月月月月 13131313 日日日日((((金金金金))))        9999：：：：00000000～～～～15151515：：：：20202020        MUMUMUMU 事業事業事業事業    

ICS事業 

   (尼崎学園)    

・・・・3333 月月月月 13131313 日日日日((((金金金金))))        夜例会夜例会夜例会夜例会    

創立 32周年記念例会 

   (帝国ホテル｢八重の間｣) 

・・・・3333 月月月月 20202020 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

4月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

・・・・4444 月月月月 17171717 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

5月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

で、話し合えた事は、とても勉強になり見つめ直

すきっかけになったと思います。 

最後に岡本副会長からご挨拶を頂きました。集

合写真を撮り終わり会は無事に終了致しました。

学生や職員の方々は、建物やシャンデリアなどた

くさん写真を撮っていました。 

喜んで頂けてよかったと思います。ご参加頂き

ました会員の皆様、ご協力頂きました皆様、誠に

ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

――――    直近の行事予定直近の行事予定直近の行事予定直近の行事予定    ――――    


