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会長時間
会長

賀谷 俊幸

皆さ んこんにちは！！
本日は藤井 一裕様、山 岡公司様、山下正司様、久保豊年様、山坂哲
郎様、松村公市 様 我が広 島陵北ロータリー クラブの例会に 出席い
た だき誠 にありがとうございまし た。ごゆ っくり楽しんでください。
ところでこの日曜日は久しぶ り３１年ぶりの１９センチの降雪でほんとに驚きました。と言っ ても私は海
外（バンコク）旅行中でして同居し ている娘たちからの写真入りメール で知りまし た。便利になりました
ね！今の生情報を リアルタイムで写真 付きで知ること が出来ました 。同行の 旅行者も便利の 良さ、情
報の速さに感嘆 いたし、それに またバンコックは夏で気温３３度の世界での半袖で過ごし、一方で日
本は冬の雪との違い に地球の大きさと多 様性を感じます 。
またバンコック訪問は１０数回にな ります が行くたびに大きくなって おり東南アジ アの中 心としての地
下鉄、高速道路などのインフラ機能が整備され より便利に発展 していました 。日 本の生きる道はこ こに
あると強く感じ る所です。どうぞ海外にも 目を向けて生の情 報を感じてほし いと思います 。
以上会長時間を 終わります。

今回の例会（１月２５日）

幹事報告 （山田和弘）
■お知らせ

３ＲＣ合同夜間例会
次回の例会（２月１日）

・ 今年度行っています広島北ＲＣとのメークアップにおける
交流ですが、子クラブの広島安佐RCとの行う事を先日の
理事会にて承認を致しました。明日の広島安佐RC例会に
て、調印式を行いますので、お知らせ致します。

・ 松田幸久 会員が１月３１日付けで退会をされますので、ご

会員卓話

報告致します。

今枝 仁 会員

・ 次週の例会は「広島北・広島安佐・広島陵北３RC合同夜

出席報告

来客者紹介

（例会運営委員会）

（親睦家族委員会）

1月18日(水)出席者
会員総数
52名
出席会員
38名
欠席会員
14名
ご来賓
0名
ご来客
6名
ゲスト
0名

1月18日(水)出席者
広島ＲＣ
1名
広島南ＲＣ
1名
広島北ＲＣ
3名
広島中央ＲＣ
1名

間例会」に変更をしておりますので、お間違えないようご注
意下さい。今年度は当クラブがホストとなります。
（於：リーガロイヤルホテル広島４階 １８：３０～）

【例会】 毎週水曜日(12:30～13:30) ／ リーガロイヤルホテル広島（広島市中区基町6-78） ／ 082-502-1121
【会長】賀谷 俊幸
【幹事】山田 和弘

【事務所】広島市中区基町6-78 リーガロイヤルホテル広島13F
【ホームページ】http://www.ryohoku-rc.jp/

【TEL】082-221-4894
【FAX】082-221-4870

2017年1月25日(水)発行 [page 2]

会

員

卓

話
中尾 文治

会員

１ 自己紹介
1977年５月９日広島市に生まれる。（現在３９歳）
家族は，妻，長女（２歳），長男（Ｏ歳）

２ 略歴
平成８年

広島学院高等学校 卒業

平成１２年 上智大学法学部法律学科 卒業
平成１７年 司法試験合格
平成１９年 弁護士登録（広島弁護士会）
（公財）ひろしま産業振興財団 平成２８年度特許等取得活用支援事業 知財専門家
（公財）やまぐち産業振興財団 平成２８年度特許等取得活用支援事業 知財専門家
広島修道大学法科大学院非常勤講師（知的財産法）（平成２７年，平成２８年）

３ 知的財産権について
（1）知的財産権の種類
特許権，実用新案権，意匠権，商標権，著作権のほか，営業秘密や形態模倣（不正競争防止法）等があ
る。
（2）知的財産権に関する紛争
ア 相談で最も多いのは，契約関係（機密保持契約，共同研究開発契約，製造委託契約，ライセンス契
約等）。
イ 裁判に関して，特許権，実用新案権，プログラム著作物の著作権に関する裁判は，東京地方裁判
所，大阪地方裁判所しか管轄がない。
その他の知的財産権（商標権等）の裁判は，東京，大阪以外の裁判所でもできるが，東京，大阪以
外の裁判所には知財専門部はないため，結局，東京地方裁判所，大阪地方裁判所に出訴されるこ
とが多い。
ウ 知的財産権紛争の事案（商標権のケース）
Ａは，包装容器の商標として「巨峰」の商標登録を得た。その後，Ａは，巨峰を梱包するため「巨峰」
と印字された包装容器を製造する業者Ｂを，商標権侵害で訴えた。どうなった？
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1.自己紹介
・坂町 人口13,000人 埋立地の完成により住人増加
吉田隆行町長7選25年目
・会社員歴28年で 同業で独立
2.不動産業

細分化されています

・優良収益物件のみ価格上昇中 しかしバブルでは無い
原因は低金利と相続対策 人口減少中の為長所に欠ける物件は、停滞
中。
・人口減少 全国総戸数6,063万戸の13.5％にあたる820万戸が空き家
これから三軒に一軒は空き家になると言われています
「空き家等対策の推進に関する特別措置法」が27年5月全面施行
典型的な空き家 ご子息が他府県在住でもう帰って来られない。
地方自治体で空き家対策協議会 運営中 物件は自治体のHPで検索可能
3.趣味
ゴルフについて ・大きな欠点は 面白すぎる事
バイクについて ・ツーリング派 目的はライディング 温泉 食事
読書 について ・主にノンフィクション
・渡部昇一 「物を考える人」 読みやすく平易な一冊
・幸田露伴 最初の文化勲章受章者 「努力論」惜福 分福 植福 「二宮尊徳翁」…二宮金次郎銅像
・薪を背負って歩きながら本を読む二宮金次郎。かつて全国の小学校の校庭に設置されていたこの金次郎
像の少年時代のエピソードから農村の再興、諸藩の財政改革など、イメージは、小説家・幸田露伴が書
いた『二宮尊徳翁』(明治24年)から始まったといわれる。
惜福 （せきふく）＝ 自分に廻ってきた福を大切にする。
幸福に遇う人を見ると、多くは惜福の工夫の有る人であって、しからざる否運の人を観ると、十の八九まで
は、少しも惜福の工夫の無い人である。 福を惜しむ人が必ずしも福に遇うとは限るまいが、どうも惜福の
工夫と福の間には関係の除き去るべからざるものが有るに相違ない。 惜福とはどういうものかというと、福
を使いつくし取りつくしてしまわぬをいうのである。
訳 ＝ 幸運に巡り合った時それをつかい尽くさず、どこか目に見えない処を巡っている運に、一部は返
すような気持で幸運に向かう心掛けのことを言う。
分福 （ぶんぷく）＝ 廻ってきた福を分けること。
訳 ＝ 自分の福を自らが全て使うのではなく、その幾らかを他人に分ける心がけの事。富を目の前にす
ると忘れてしまいがちだ。 人の上に建つ人物には、必ず分福の心得がある。 分福の心がけは、指導者と
なったものが決して忘れてはならない重要な教訓だ。
植福 （しょくふく） ＝ 福をつくる 最も重要な事。
人生の慶福を増進長育するところの行為を植福というのである。 植福の一つの行為は、おのずから二重
の意義を有し、二重の結果を生ずる。 自己の福を植うる事であると同時に、社会の福を植うる事に当たる
からこれを二重の意義を有するといい、他日自己をしてその福を収穫せしむると同時に、社会をして同じ
くこれを収穫せしむる事になるから、二重の結果を生ずるというのである。
訳 ＝ 惜福と分福は福の処分にかかわる心がけである。
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広島安佐ＲＣ メークアップ協定
１月１９日の広島安佐ＲＣ例会に於いて、広島安佐RCと広島陵北RCのメークアップに関す
る調印式を行いました。これを機に、親子間の親睦を更に深めていきたいと思います。

※別紙 『メークアップに関する同意書』

：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：SMILE BOX
広島北ＲＣ 久保豊年 様

龍山永明 会員

来週、周南での３ロータリー合同ゴルフお世話になります。

新年おめでとうございます。年末からの行事、葬儀で年賀状を
読めず不義理無礼をしております。本年も宜しくお願い申し上
げます。

賀谷俊幸 会員
昨日、娘婿が法律事務所を上八丁堀に開設致しました。今後
よろしくお願いします。

鈴木大次郎 会員
約６０年ぶりの大雪で小学校の時に、広島の本通りアーケード
が雪で潰れた時の事を思い出しました。３箇所の雪かきで少し
腰が痛くなりました。

当日計

17,000円

累計

597,000円

