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Weekly Report 
「ロータリーライフを楽しもう」  

～ サービスを通して ～ 

本日の例会 第 4回クラブフォーラム 森 豊 幹事             次回例会 創立記念卓話  富田耕司会員 

  

《ゲスト卓話》 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「長崎県知財総合支援窓口の紹介」 

一般社団法人 長崎県発明協会  

窓口相談担当 水野 優 氏 

 

知的財産権（特許・商標・意匠など）に関わる疑問、

悩みなどに無料で相談できる窓口「長崎県知財総合支

援窓口」を佐世保北ロータリークラブの皆様方にぜひ

知って頂きたく、また特許など知的財産権の取得、活

用等の取り組みが企業様などにとっては収益アップ

に繋がることをご紹介したいと思います。 
専門家（弁理士、弁護士、デザイナー、デザインコン

サルタント、ブランド専門家、中小企業診断士、海外

知財法務専門家）なども無料で相談が可能であり、窓

口担当は相談頂いた企業様などへ専門家と同行して

訪問することも可能であること、及び支援機関と連携 
して事業化を支援することで、少しでもお役にたてる

ような支援窓口を目指していることなどをご説明い

たします。 

 

 

「会社のヒミツを守るには」  
   独立行政法人 工業所有権情報・研修館 

  知的財産戦略アドバイザー 小原 荘平 氏 

 

みなさんは、「営業秘密」という言葉を聞いたことが

あるでしょうか？ 聞いたことがない、あるいは聞い

たことはあるけど良く分からない、メーカーだから、

営業職ではないから、規模が小さい会社だから「自分

たちには関係ない」と思われている方もいらっしゃる

かも知れません。 
 たとえば多くの会社では、重要書類にマル秘のマー

クを付けることが行なわれています。これも営業秘密

管理の一つです。 
 重要な技術に関する企業秘密が海外のライバルメ

ーカーに流出する大きな事件や、電子データの形で保

存された顧客名簿が従業者によって盗まれ、短期間に

多くの名簿業者等に拡散してしまった事件、外部から

のサイバー攻撃による大量の情報流出などが起きて

います。 
 これらの状況のもと、不正競争防止法の大きな改正

が行われ、そのなかで営業秘密侵害に関する罰則の大

幅な強化がなされています。 
 営業秘密のない会社・組織はありません。もはや、

「知らない」「関心がない」では済まされません。 
 お招きいただいた卓話会では、できるだけ平易な言

葉で「営業秘密の基本事項」を中心に「あなたの会社

の重要な情報を守るために」実務において重要なポイ

ントをご説明いたします。 
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佐世保北ロータリークラブ 2016～2017 年度  ＲＩ長 / ジョン F.ジャーム   ガバナー/﨑永 剛 

【本  日】会員数 43 名 出席 25 名 欠      席  5 名 出席規定免除会員（13）出席 8 名  ビジター 1 名 出 席 率  86.84％

【前々回】会員数 43 名  出席  25 名 メークアップ 4 名   出席規定免除会員（13）出席 8 名        修正出席率  97.37％ 



《会長挨拶》          

 藤井良介 会長  

 
２週間振りの例会になりますが、先日の佐世保北・

東・中央の三クラブによる合同例会には多くの会員の

みなさまに出席して頂きありがとうございました。御

世話頂きましたＳＡＡ、親睦活動委員会の皆様大変お

疲れ様でした。また会場については村瀬会員に色々と

御配慮していただき感謝いたします。 
昨日は「会長エレクト・次期幹事研修セミナー」が

佐賀で開催され、峯会長エレクト、渡会次年度幹事が

出席され、いよいよ次年度が始まったという感じがし

ます。お二人のご活躍を期待します。 
本日は、長崎県発明協会の水野さまに「長崎県知財

総合支援窓口の紹介」、独立行政法人工業所有権情

報・研修館の小原様には「会社の秘密を守るには」～

営業秘密管理がたいせつです～というタイトルで卓

話をしていただきます。限られた時間ですが興味ある

お話が聞けるものとおもいます。遠来よりのご来訪を

歓迎すると同時に、謹んで拝聴したいと思います。卓

話どうかよろしくお願いいたします。 
 

 
《幹事報告》 

宮﨑有恒 幹事 

1. 例会変更 

 

・松浦 RC     

4 月 14 日（金）12：30→４月 15 日（土）12：00

長崎ブリックホール（地区大会のため） 

・佐世保 RC    

3 月 29 日（水）12：30～→18：30～ 

ホテルオークラ JR ﾊｳｽﾃﾝﾎﾞｽ（観桜会のため） 

 4 月 5 日（水）休会（定款第８条第 1節により） 

・佐世保南 RC   

4 月 7 日（金）→4月 8日（土）18：00～ 

JA させぼホール（観桜会のため） 

・佐世保西 RC   

4 月 4 日（火）12：30～→18：30～ 

ホテルローレライ（観桜会のため） 

 

・佐世保中央 RC  

3 月 30 日（木）休会（定款第８条第 1節により） 

   

・佐世保東南 RC  

3 月 29 日（水）12：30～→18：00～  

焼肉 相川（観桜会例会のため）

4月 12 日（水）12：30～→9：00～ 

遠藤周作文化館～温浴博物館等（職場訪問例会） 

                     

2. 来信  

 

・国際ロータリー 

 2016～2017 年度 会長賞についてのご案内 

 

・国際ロータリー日本事務局    

①佐世保工業高等専門学校インターアクト認定の

お知らせ 

②アトランタ国際大会と信任状 

 

・ロータリーの友事務所 

2017～2018 年度 雑誌委員長への『友』誌送付に

ついて 

   

・公財）ロータリー米山記念絵奨学会 

 ハイライトよねやま 204 号 

 

・ガバナー事務所 

①2018～2019 年度国際青少年交換学生（派遣）の

募集について 

②「第 18 回ロータリー国際囲碁大会」のご案内 

集合：6月 3日（土）15：00  

台湾 桃園市内のホテル住都大飯店ロビー 

会場：台湾・桃園市大渓区 参加料：15,000 円 

③事務所休業のお知らせ 4月 6日（木）午後～ 

（地区大会リハーサルのため） 

④次年度クラブ会長へのお願い 

（次々年度地区主催開催日程のお知らせ） 

 

・地区大会事務局 

地区大会 ご登壇について 

「インターアクト加盟認定式」のご案内 

日時：4月 15 日（土）15 時 05 分ごろ   

会場：長崎ブリックホール 大ホール 

集合時間：14 時 30 分  

集合場所： 1F 表彰者受付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



・佐世保ＲＣ 渡会祐二 次年度幹事    

2017～2018 年度第 1回市内 8RC 会長幹事会 3 月 26 日に峯次年度会長と会長エレクト研修会 

議事次第・会長・幹事一覧表 (PETS）に参加して参りましたのでご報告差し上げ 

   ます。 

・ﾊｳｽﾃﾝﾎﾞｽ佐世保 RC  

 ①2016～2017 年度第 8回佐世保市内 

 8RC 会長・幹事会のご案内（会長・幹事・事務局） 

  日時：5月 16 日（火）18：30～   

場所：ホテルヨーロッパレンブラントホール  

  

3.伝達事項   

 4/3（月）次回例会は第 4回クラブフォーラム  

 森 豊 前幹事です。 

《ニコニコボックス 》  

《来訪ロータリアン》                         八木順平 親睦活動委員 

  

北松浦ＲＣ 山口 俊一君 藤井良介会長、永田武義副会長、宮﨑有恒幹事 

 本日の卓話をしていただく水野様、小原様のご来訪を

歓迎し、普段なかなか聞けないお話を楽しみにしてお

ります。どうかよろしくお願い致します。 

《委員会報告》 

 

松田信哉 職業奉仕委員長 先日の合同例会に出席の会員のみなさま、ありがとう

ございました。盛会にて終ることができ、お世話のＳ

ＡＡ・親睦活動委員会そして会場準備の村瀬会員おつ

かれさまでした。 

5月8日（月）に毎年恒例の映画例会を開催致します。

映画はディズニーの「美女と野獣」を鑑賞する予定で

す。今週中に皆様に案内状を出す予定ですので、出欠

の連絡をお願いします。多くの従業員方の参加をお待

ちしております。 

 

宮原明夫君 

 先日の父の葬儀には、たくさんの会員の皆様にお参り

いただきありがとうございました。まだ、2週間しか

たっておらず実感がわきませんが、これから淋しくな

るのだろうと思います。皆様のご厚情に深く感謝しま

してニコニコします。 

 

 

 

 

  

 小西宗十君 

 水野優様、小原荘平様、よくいらっしゃいました。 

 卓話楽しみに拝聴いたします。結婚記念日の花束あり

がとうございました。きれいな豪華なお花でした。  

  

 豊島揆一君   平石晃一君   二ノ宮 健君 

 湯口純二君   近藤竜一君   中野雄一郎君 

 峯 徳秀君   森 豊 君   小川一貴君 

 蒲池芳明君   村瀬高広君   小川 寛君   

 松尾重巳君   渡会祐二君   田島 慎君 

渡会祐二 親睦活動委員長 八木順平君 

4 月 2 日の観桜会にご出席いただける皆様には、ご参

加ありがとうございます。バスの乗車時間については 

本日は、水野優様から「長崎県知財総合支援窓口の紹

介」と、小原荘平様より「会社の秘密を守るには」と

いう内容で卓話をいただきます。皆楽しみにしてます

のでよろしくお願いします。 

改めてＦＡＸにてご連絡差し上げますので、よろしく

お願い致します。 

                      
本日の合計 39,000 円     累計 1,215,500 円 本日の合計 76,000 円     累計 1,326,500 円 

                      

クラブ会報委員会 委員長 /二ノ宮 健     委員 / 小西宗十 中山 誠 鳥越敏博 蒲池芳明      （記事担当 中山 誠） 


