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本日の行事予定 (2017 年 10 月 6 日) 

第 3123 回例会 

卓話担当：米山奨学委員長 幅辰雄君 

講  師：地区米山奨学委員会 

     副委員長 小栗正章君 

       （名古屋和合ＲＣ） 

   委員 梅谷朋志君（一宮ＲＣ） 

演  題：「ロータリー米山記念 

奨学事業について」 

 
先回の記録（例会） 

第 3122 回 ’17 年 9 月 29 日（金）晴れ 

卓話担当：杦田勝彦君 

講  師：服部国際特許事務所 

所長 服部雅紀氏 

演  題：「知的財産からみた 

津島の地域おこし」 

ロータリーソング 「津島ロータリークラブの歌」  
ソングリーダー  浅井彦治君 
会 員 総 数  67名    9月 1 日例会分訂正 
出席免除会員  22名     欠 席 会 員   10名 
本日出席会員  56名     MAKEUP 会 員    8名 
本日の出席率 83.58％    訂 正出席 率   100％ 
超 過 出 席 佐藤敬治君（地区審議会・指導者
育成セミナー）、幅辰雄君（地区内クラブ米山委
員長会議） 

 
会長挨拶 

佐藤敬治会長 

本日は、卓話の講師とし

て服部雅紀氏をお迎えし

ています。服部さんは元会

員であられました服部宗

夫さんのご子息です。宗夫

さんは、2007 年 6 月に退

会され、その年 11 月に亡

くなられたとお聞きして

おります。33 年間在籍され、例会には私のすぐ前

の席に着かれることが多く、いろいろなお話を承

ったことが昨日のことのように思い出されます。

その御子息を本日お迎えしての例会、ご縁を感じ

るものであります。 

 また、昨日のロータリーゴルフでは、優勝しま

した。よきパートナー（矢田さん・高木さん・小

林啓子さん）に恵まれ、特に小林啓子さんには同

成績ながら少し年上ということで優勝させていた

だきました。ありがとうございました。 

 今日は、来月の 14 日 65 周年の記念例会・祝賀

会の説明、お願いを寺島実行特別副委員長にして

いただきますので、会長挨拶はこれにて終わらせ

て頂きます。年初にお話しいたしましたように、

それぞれの皆さんが積極的な参加意識を持って、

記念例会・祝賀会を楽しんでいただきますようお

願いいたします。 

 
幹事報告 

猪飼充利幹事 

① 本日、創立 65 周年記念

例会・祝賀会の当日タイ

ムスケジュールを配布

しております。のちほど

実行特別委員会より全

体会議にて詳しく説明

させていただきます。 

② 「第 5回ワールドフード

＋ふれ愛フェスタ」の

￥2,000 チケットが届いております。当日参加

される方は事務局までお申し出ください。お一

人 1枚お渡し致します。 

③ 10/1㈰ 第 7期 2760地区ＲＬＩ会長エレクト研

修 PARTⅡが、名鉄グランドホテルにて 9:30～

17:15 に開催されます。伊藤哲朗会長エレクト

が出席されます。 

④ 10/3㈫、分区会長幹事会が 18:00～舞鶴館にて

開催されます。会長・幹事が出席します。 

⑤ 10/6㈮例会終了後、10月度理事会を開催します。

また、夕方 18:00～創立 65周年実行特別委員会

を名鉄グランドホテルにて開催します。 

⑥ 10月のロータリーレートは、＄1=￥112 です。 
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ニコボックス報告 第 3122回分 

加藤隆朗ニコボックス委員長 

服部雅紀君（名古屋和合ＲＣ) 

本日は卓話をさせていただき

ます。 

佐藤敬治会長、伊藤哲朗副会

長、猪飼充利幹事 ①本日の

卓話講師に名古屋和合ＲＣ服

部雅紀君をお迎えして。②杦

田勝彦君、本日の卓話よろし

くお願いします。 

杦田勝彦君 本日の卓話を担当させていただきます。 

浅井賢次君 講師の服部さんのお父さんには大変

お世話になりました。思い出一杯です。 

三谷栄一君 同級生の服部君に久しぶりにお会い

しました。 

鈴木吉男君 ①9月 30日、10月 1日は尾張津島秋

まつりです。天気もよさそうです。開扉祭、藤ま

つり、天王祭と 1 年を通して 1 日半雨に降られた

だけです。津島ＲＣのＳ会長の雨男とはだいぶ違

うと思います。②日頃の行いの違いと思います。 

佐藤敬治君 昨日のロータリーゴルフ優勝しまし

た。良きパートナーに恵まれ(矢田さん、高木さん、

小林啓子さん)ありがとうございました。小林啓子

さんと同じ成績でしたが、少しの年の差でいただ

きました……。 

住田正幸君、幅辰雄君、猪飼充利君、余郷利彦君、

堀田力男君、後藤務君、寺田晏章君 篠田先生の

エージシュートをお祝いして。素晴らしい高価な

カップを頂戴して。 

佐藤敬治君、伊藤哲朗君、猪飼充利君、浅井彦治

君、伊藤幸蔵君、宇佐美三郎君、加藤則之君、坂

井裕君、滝川林一君、寺田晏章君、野々山勝也君、

水野憲雄君、三谷栄一君、矢田潔君、山本達彦君、

吉田康裕君 篠田先生より、ロータリーゴルフ、

エージシュートの内祝いをいただきました。 

加藤則之君、住田正幸君、中村陽介君 卓話講師

に服部宗夫さんのご子息服部雅紀さんをお迎えして。 

佐藤敬治君、伊藤哲朗君、猪飼充利君、浅井彦治

君、生田達一君、伊藤祥文君、加藤則之君、柴田

伸彦君、鶴見治貞君、寺田晏章君、山田公男君、

余郷利彦君、吉田康裕君 明日、明後日は尾張津

島秋まつりです。お天気も良く盛大に行われます

ように。 

余郷達也君 明日、明後日、秋まつり頑張ってく

ださい。 

宇佐美三郎君 横浜にて（ＭアンドＡ）で、新し

い仲間が増えました。 

伊藤哲朗君 加藤則之さんにお世話になりました。 

相羽あつ子君 中野義光さんにお世話になりまし

た。花を添えていただき、ありがとうございました。 

後藤亨君、小林啓子君、寺島淳一君 ウィークリ

ーに写真が載りました。 

稲垣宏高君 その他。 

 

卓 話 

卓話担当：杦田勝彦君 

講  師：服部国際特許事務所 

所長 服部雅紀氏 

演  題：「知的財産からみた 

津島の地域おこし」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

知的財産には、技術や発明を扱う特許、物の形

態に係る考案を扱う実用新案、物品の美的外観に

関するデザインを扱う意匠、商品やサービスを他

人のものから識別するための商標などがあります。

これらの特許、商標などは特許庁の登録を経て独

占的に使用できる権利になります。また、文学、

学術、美術、音楽などの分野の作品、さらにキャ

ラクタ、コンピュータプログラムなどの著作物な

どがあります。著作物はその作品が完成した時点

から著作権が発生します。 

 このような知的財産に関する権利を様々な事業

で多様な形で活用することで、地域を活性化し、

事業を成長発展できるという、お話を本日はさせ

ていただきます。 

 商品やサービスを取り扱う業者様におきまして

は、商品・サービスのブランドの確立、模倣防止、

販売促進、広域展開などで成長発展する可能性が

あります。研究開発型の業者様におきましては、

発明等の知的財産を発掘して速やかに権利化し、

さらにその権利を利用して次の研究開発原資を得

られるビジネスモデルの構築が可能となるでしょ

う。 

尾張地域にある津島は、愛知県の中西部に位置

し、人口：63,400人（2017年 9月 1日現在）、面

積：25.09 km²、隣接する自治体：愛西市、あま市、

海部郡蟹江町がある街です。 

津島の歴史としましては、明治以前は海部地方

（愛知県中西部）の物資集散地並びに津島神社の

門前町として、江戸時代には佐屋街道の宿場町と

して栄え、明治以降は紡績業の町として繁栄しま

した。戦後は、染色、毛織りなどの繊維産業が 1970

年代頃までは栄えましたが、その後は繊維産業の

衰退傾向が続きました。現在、繊維産業を除き、

他地域に比べ、既存および新規の産業の成長発展

にブレーキがかかっている点は否めない事実であ

ります。 

一方、尾張津島には、長い歴史の中でこの尾張

地域に息長く生産されている特産品として、毛織
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物、あかだ・くつわ、重箱うどん、立田の蓮根、

もろこ寿司、田植え餅、小麦餅などがあります。

このような特産品について商品固有の名称を他人

に模倣されないよう商標登録することは、事業や

商品ブランドを毀損しないためにも大切な施策で

すので、是非、活用されるとよいでしょう。 

登録された商標はいわば国のお墨付きを得るこ

とになりますので、登録証によって当地域と当地

域の住民に対する宣伝効果にもなります。登録さ

れた商標は、原則として、商標権者が許諾した者

は使用することができますが、他人が承諾を得る

ことなく使用することはできません。さらに近年

では、近隣国による模倣被害が増加傾向にありま

すから、商標登録することは他人による模倣防止

の点からも効果的であります。 

 

１，町興し  

 国から登録証が発行され、地域または全国

に宣伝広告でき、「尾張津島」の知名度を向

上し、市民の誇りとなる。 

２，健全な商取引 

尾張津島を中心とした地域における天王祭

関連の商取引(ビジネス）を健全に進められる。 

３，経済の発展 

当地域の企業や個人事業の成長を、市民が

誇りをもって、支援する機会となる。 

４，安心な暮らし 

当地域の経済発展を通じて、市民が豊かに

安心して暮らせる街造りに貢献する。 

 

津島の地域おこしは、まず、尾張津島のブラン

ド価値を高めることから始めると良いと思います。 

例えば、歴史ある尾張の「津島神社」を中心と

した周辺の街並みを保存・改善し、訪問したくな

るような魅力ある街造り(街おこし活動）をし、地

域外からの来訪客、訪日客の取り込み、観光名所

として訪問客に楽しんでいただき、名産品や特産

品を知ってもらったりして、津島のプレゼンスを

高めるのがよいでしょう。さらに事業所拠点を津

島に置きながら、「地の利」を活かした広域への

展開をする事業所が多く誕生すれば、津島の地域

おこしにもつながるでしょう。 

津島地域を成長発展させるという観点から、尾

張津島天王祭の商標登録から始めることを是非お

奨めします。400年続く歴史ある祭りとしての「尾

張津島天王祭」は 2016 年 12 月にはユネスコ無形

文化遺産にも登録されました。この表示を付した

日本酒、和菓子などがあります(津島市ホームペー

ジ参照)。このような表示が当事者とは関係のない

第三者が自由に使えるとなると、不当使用となり、

津島のブランド価値が毀損されたりするリスクが

生じ、毀損された信用を取り戻すには莫大な時間

とコストがかかるというわけです。他方、尾張津

島天王祭や特産品について固有の名称あるいは新

規の名称については、来訪客を惹きつける魅力あ

るネーミングを積極的に活用し、地域おこしの起

爆剤にされることをお奨めいたします。 

私は、生まれ育った津

島およびその周辺地域

において、郷土への貢献

という観点からこの地

域にお役に立てられる

ことを切に願っている

次第です。ご清聴ありが

とうございました。 

 
その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊藤哲朗副会長 

指揮に合わせて…♪ 

加藤則之 

会場副委員長 

久しぶりのソングリーダ

ー浅井彦治君 

鈴木吉男親睦

活動委員 

篠田廣君 

寺島淳一 65周年 

実行特別副委員長 

伊藤誠国際

奉仕委員長 

 エージシュ

ート内祝い

です 

 10月 14日に

バスで台北

滬尾ＲＣの

皆さんをお

迎えに行き

ます 

 65 周年記念

例会について 
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次回例会 

■第 3124回例会変更 

≪津島ＲＣ創立 65周年記念例会・祝賀会≫ 

と き：10月 14日（土）17：30 

受 付：17：00～ 

 ところ：名鉄グランドホテル 11階「柏の間」 

 

お知らせ 

■第 5回ﾜｰﾙﾄﾞﾌｰﾄﾞ＋ふれ愛ﾌｪｽﾀ (WFF) 

 と き：10月 14(土)、15日(日) 

 ところ：名古屋栄・久屋大通公園 

 

■休会 10月 20日(金) 定款 7-1 

 

■次々回例会 10月 27日(金) 

卓話担当：伊藤幸蔵君 

演  題：「やさしい日本語」 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

My Favorite（仮名） 

7 月にカナディアンロッキーの山中にあります

トレッカー憧れのアシニボインロッジと、世界遺

産のレイクルイズ湖へ行ってきました。成田から

少し前に冬季オリンピックが開催されたカルガリ

ーへ。 

2 日程トレッキングをして、そこから行かれた

方も多いと思いますバンフの町へ移動。バンフの

郊外からヘリで標高 2300ｍに建つアシニボイン

ロッジへ。目の前に 3618ｍのカナダのマッターホ

ルンと言われているアシニボイン。ロッジの前に

は多くの氷河湖があり、山好きにはたまらないエ

リアです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そこからロッジを中心に毎日あちこちの展望台

や湖めぐり、そして高山植物のお花畑と 4 日間ト

レッキング三昧をして、バンフ経由で帰って来ま

した。 

あまりハードな旅行ではないので、皆様も是非

お出掛けください。ベストシーズンは 7 月頃と紅

葉の 10月～11月頃がお勧めです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10月 13日(金) 

ウィークリーの隅に貴方の好み、お気

に入りを寄稿ください。空きスペース

に投稿コーナーを新設しました。ただ

し、会報の空きがあるときに掲載する

ため不定期ですので、よろしくお願い

します。今回は広報委員の滝川 

が投稿します。 
 


