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卓 話『 特 許 と 実 用 新 案 』
【 会長挨拶〜Ｂ・フランクリンについて〜 】

≪例会プログラム≫

森岡 弘通 会長

どこの国でも、どんな時代にも伝統主義的経済観、二重道徳、
無制限な営利追求はみられますが、１８世紀頃になりますと、
新しい経済倫理あるいは正当な営利追求に対する高い評価を
含んだ、いわゆる近代の資本主義の精神と呼ばれる、極めて
ユニークな生活態度が、アメリカを含めた西欧社会に広がり
ました。
この新しい精神を代表する人が有名なＢ・フランクリン(1706〜1790)であると、
マックス・ウェーバーは述べますが、ロータリアンの中には、フランクリンは
ロータリー主義の人だと考える方（米山梅吉さん）がおられます。
つまりフランクリン的な精神の土壌にロータリーは生まれ成長したと考えるの
です。私も同感です。

【司会】
山口 徹雄
会場設営委員
【開会点鐘】
森岡 弘通 会長
【国歌・ロータリーソング】
『君が代』
『奉仕の理想』
【ヴィジター・ゲスト紹介】
卓話講師
元特許庁 審判官
田中 穣治 様
【月例祝賀・ニコニコ報告】
和田 達也 親睦委員長

そこでまず、フランクリンをはじめとする近代的な資本主義を発展させた人々 【出席報告】
島倉 邦子 出席奨励委員
のユニークな職業観。生活態度を、フランクリンの自伝とその付録「富へ至る
道」を参考に述べてみます。
フランクリンによれば富へ至る道は明白で簡単です。第一に、時間を大切にす
ること。具体的には愚かにもつまらぬ営みや、役に立たぬ遊びに貴重な時間を
使わず、有益な仕事をやると覚悟を固めること。覚悟をもって勤勉に仕事に取
組めば、面倒は少なくなり、多くの成果をあげることが出来るということ。
つまり、怠惰な生活ときっぱりと縁を切り、自分の仕事や商売にたっぷりと

【社会奉仕委員会】
熊井 治孝 委員長
【前年度報告ほか】
野村 圭伊 パスト会長
【卓話】
元特許庁 審判官
田中 穣治 様

時間を使い、勤勉に働けば「万事は容易となり、願をかけるに及ばず」と、
なるということです。

【 幹事報告 】

疋田 久武 幹事

・3/16(火)は 10:00〜11:50 と 13:00〜15:30 高幡不動尊駐車場で献血例会を実施します。
・新選組まつり隊士コンテストが、今年は 4/29(木・祝日)の 14:30〜に変更され、
昨年と同じ高幡不動尊の五重塔の地下で実施されます。
・東京八王子南ＲＣ、東京八王子西ＲＣ、東京八王子北ＲＣより、例会変更が来ております。

【 社会奉仕委員会 】熊井 治孝 委員長

【 前年度報告ほか 】

・3/16(火)は献血例会です。
午前は 10:00〜11:50
午後は 13:00〜15:30

メールボックスに『地区年次報告書』

・4/18(日)は浅川クリーン作戦です。
9:25 に『ふれあい橋北』集合

ありますので、ご覧下さい。

が入っています。
当クラブの記事は１０７ページに

・4/29(木･祝日)は新選組まつり隊士コンテストです。
集合時間は後日連絡いたします。
※ 新選組、ヨサコイ共に、協賛金をお願いします。

【 月例祝賀 】
＜入会記念＞
熊井 治孝 君

野村 圭伊 パスト会長

ゴルフ会からです。
3/25 の月例コンペの参加者が少ないので、
是非もう一度、予定を見てご参加を検討下さい。

和田 達也 親睦委員長
１９年

＜誕生日＞
大谷 明久 君
７日
藤林 良昭 君 １３日
井村 廣巳 君 １７日
山村 侑偀 君 ３０日
＜ご夫人・ご夫君誕生日＞
後藤 一郎 君 令夫人
福井 長行 君 令夫人

【 卓話：特許と実用新案 】
＜元特許庁 審判官

田中 穣治 様 ＞

現在のような不況を打開するには、技術開発が必要不可欠です。
本日は、そのような発明に対するヒントを提供し、お役に立てればと思います。
今までは、一般には特許出願や実用新案に関する過去のデータは公開されて
いませんでしたが、最近データベース化され、自由に閲覧できるようになりました。
これは画期的なことで、自分が提出しようとする内容が、既に出願されているか？
事前に調べることが可能になります。
特許法は数百条もあり難解ですので、重要な条文を抜粋しレジュメにしました。
日本における特許の始まりは、ドイツの制度を輸入し高橋是清を長官としスタートしました。
ちなみに、アメリカの憲法に「発明者を保護して、経済発展に・・・」と書いてあります。
開拓時代のアメリカでも、発明を国の活力の基と考えていたのが良く解ります。
特許は、音楽の著作権と似ているようで違います。
個人の才能に基づき、世の中にただ１つの作品を生み出す。それを保護するのが著作権です。
しかし、発明というのは、他の人も同じ研究をしていたり、ある人が特許申請をした直後に、他の人も同じ発明を
するという事がよくあります。だから特許として先行者利益を保護する事により、次の発明の原資を蓄える事がで
きるのです。
特許の定義に『
「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの』とありますが、
自然法則ではないバーチャルな世界のプログラムも特許と認定されるよう、時代と共に対象が拡大しています。

【 ニコニコ報告 】 和田 達也 親睦委員長
本日のニコニコ： 55,000 円／累計 739,735 円
ビジターフィー：
田中穣治 様
森岡弘通 君
疋田久武 君

.

福井長行

君

小島 馨
川俣 貞
熊井治孝
成田恭隆
仲谷政毅
藤林良昭

君
君
君
君
君
君

0 円／累計 14,000 円

(卓話講師) 不慣れで申し訳ありません。ニコニコさせていただきます。
地区大会も無事終了し、本格的な春の季節を迎えることができたので。
田中穣治様、ようこそいらっしゃいました。奥様には大変お世話になっております。
卓話を楽しみにしております。
疋田幹事さんより譲って頂戴した食事券で２月末日に京王プラザ１５階で頂いて来ました。
美味しかったです、まずはお礼まで！！
田中様、今日の卓話楽しみにしております。奥様にいつもお世話になり有難うございます。
久しぶりでの出席です。
３月の例会案内の文章、いかがでしたか。
仕事の為、相対いたします。申し訳ありません。
先日は妻の誕生日プレゼントを有難うございました。お漬物、美味しかったです。
先日、NASA ジョンソン宇宙センターの見学と宇宙飛行士の山崎道子さんの激励パーティに
参加しました。宇宙センターのコンピュータテクノロジーの凄さにビックリしました。
祝、宮里藍 連勝。今週末の沖縄での大会も楽しみです。
友愛の広場が無事に終わったら風邪を引きました。皆さんにうつさないよう気を付けます。
田中穣治さんようこそ！ 卓話を楽しみにしています。
(事務局) 今日は主人が卓話をさせていただきます。不慣れなものですから、
ご容赦の程、よろしくお願い申し上げます。

山口徹雄 君
山下雅弘 君
和田達也 君
田中くに子君

【 出席報告 】島倉 邦子 出席奨励委員
＜事前のメーキャップ＞
井村廣巳 君（次年度理事会）
岩田孝支 君（日野受付）
後藤一郎 君（クラブ協議会）
松田忠泰 君（飛火野ＲＣ）

出席総数
会員総数
(出席免除数) (免除者出席数)

＜先週のメーキャップ＞
藤林良昭 君（ＳＡＡ・親睦合同炉辺）
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＜先々週のメーキャップ＞
大谷明久 君（理事会）

【 今後の予定 】
■3 月 10 日■

『職業奉仕について』

地区職業奉仕部門委員長

■3 月 16 日■

『献血例会』

高幡不動尊駐車場にて

■3 月 24 日■

『裁判員制度の分析と評価』

日野ＲＣ会員

■3 月 31 日■

『合同花見例会』

高幡不動尊 例会場にて（18:00〜）

≪例会変更のお知らせ≫

秋山 庸一 様
松浦 信平 君

≪ローターアクトクラブ例会予定・活動予定≫

・八王子 RC

3/11 3/13 へ振替

・八王子西 RC

3/26 観桜例会（4/2）に振替

・八王子東 RC

3/16 合同例会(八王子北) 3/30 特別休会

・八王子北 RC

3/15 3/16 の合同例会(八王子東)に振替

3/25 夜間例会へ振替

例会場：日野ＲＣ事務局 ／
・3/13(土)
・3/27(土)

時間：19:00〜20:30

第 918 回例会
第 919 回例会

※ ローターアクトの例会はメーキャップになります！

東京日野ロータリークラブ会報
事務局：〒191‑0042 東京都日野市程久保 3‑37‑3
℡：042‑594‑3711 fax：042‑593‑0510
例 会：毎週水曜日（12:30 より） 例会場：高幡不動尊客殿
ＵＲＬ：http://www.hino‑rotary.org
ブログ：http://blogs.yahoo.co.jp/hino̲rotary2009

会
長：森岡 弘通
幹
事：疋田 久武
会報委員長：後藤 一郎
会 報 委 員：川俣貞・左門左兵衛・阪口茂
山下雅弘・仲谷政毅

お問い合せ：info@hino‑rotary.org

