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２０２２年１０月２８日(金)第２５３１回(１０月第４例会) 
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本日のプログラム 
       司会 春日井ＲＣ 野間 峰彦君 

・点鐘     春日井ＲＣ  会長 加藤 宗生君 

・国歌     「君が代」 

・ROTARY SONG 「四つのテスト」 

・ビジター紹介 春日井ＲＣ会長エレクト 古屋 義夫君 

国際ロータリー第 2760 地区 ガバナー 篭橋 美久君 

国際ロータリー第 2760 地区 地区幹事 岩月 雅章君 

・歓迎挨拶   名古屋空港ＲＣ 会長 山内 佳紀君 

・食事・歓談  

・幹事報告   春日井ＲＣ  幹事 下田 育雄君 

        名古屋空港ＲＣ幹事 入谷 宏典君 

名古屋城北ＲＣ幹事 冨田 友照君 

・出席報告   春日井ＲＣ 下別府正樹君 

        名古屋空港ＲＣ 金井 和治君 

        名古屋城北ＲＣ 硎谷 将紀君 

・ニコボックス報告  

        春日井ＲＣ 下別府正樹君 

        名古屋空港ＲＣ 松井 ゆか君  

        名古屋城北ＲＣ 今田 正則君 

・卓話     篭橋 美久君 

・お礼の言葉  名古屋城北ＲＣ会長 長谷川幸正君 

・点鐘     春日井ＲＣ  会長 加藤 宗生君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       【洋食ランチ形式】 

    

前菜：甘海老と帆立貝のタルタル仕立て 
スープ：南瓜のポタージュスープ 
メイン：サーモンのポワレと海老の 

カダイフ巻きシュプレームソース 
牛サーロインステーキ 

シャリアピンソース 
パン 

デザート 
コーヒー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022-23  WEEKLY REPORT 

春日井ロータリークラブ 

「仲間を増やして奉仕をしよう」 
クラブテーマ 

会   長：加藤 宗生 

副 会 長：川瀬 治通 

副 会 長：芝田 貴之  

幹   事：下田 育雄 

会報委員長：速水 敬志 

事務局：春日井市鳥居松町 5-45 

T E L : 0568-81-8498 

F A X : 0568-82-0265 

 ksgi-rc@gaea.ocn.ne.jp 

ＨＰ  : https://www.kasugai-rc.org/ 

例会場：ホテルプラザ勝川 

 

 
 

国際ロータリー第 2760 地区 

2022－23 年度 ガバナー 
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生年月日   1946 年(昭和 21 年)11 月 5 日 

所属クラブ 名古屋中ロータリークラブ 

職業分類  情報通信機器の販売 

勤務先   東菱電子株式会社 

役職    代表取締役 

所在地   〒460-0017 

名古屋市中区松原 1-14-6 

例
会
予
冷 

11 月 4 日（金） 11 月 11 日（金） 11 月 18 日（金） 11 月 25 日（金） 

休会 第５回理事会 11：15～ 例会 12：30～ 休会（予定） 

 例会 12：30～ 卓話 アルティメット元日本代表 

   平井 絵理様 
 

 卓話 米山奨学生  劉 履壮様   

 



先週の記録 

 

幹事報告        幹事  下田 育雄君 

・本日 18時よりソレイユの奥の個室にて、指名委

員会を開催いたします。出席対象者の方はお忘れ

ないようにお願いいたします。 

・先日ご案内しました入会申し込みが出ておりま

す村瀬さんの後任の矢野様の入会に関しまして、

異議申立てがありませんので 11 月の入会スケジュ

ールで進めていきたいと考えております。 

・再度の案内となります。11月 12 日 13 日の地区

大会ですが、先日の理事会で再来年の主幹が当ク

ラブとなることが審議可決となりました。主管と

なるため、皆様の協力が必要となります。そうし

た事もあり、今年度の地区大会は全員登録とさせ

て頂いておりますのでご理解くださいますようお

願い申し上げます。また、地区大会の準備・運営

について理解を深めるためにも今年度の地区大会

にぜひ足をお運び頂きますようお願いいたしま

す。 

・次週予告です。 

 10 月 28 日はガバナー公式訪問になっておりま

す。出欠にご回答されていない方は事務局までご

連絡をお願いいたします。 

 11 月 4日は休会となっております。 

 11 月 11 日は例会に先立ちまして理事会が開催さ

れますので、理事役員の方はご出席をお願いいた

します。また、この日は米山奨学生の劉履壮君の

卓話となっております。 

 11 月 18 日は春日井市の文化スポーツ大使を務め

ていらっしゃる、アルティメット元日本代表の平

井絵理様となります。なお、アルティメットとは

100m×37m（フィールドの両端から 18m 以内はエン

ドゾーンと呼ばれる）のフィールド内を、7人ずつ

敵、味方に分かれて一枚のディスクをパスしなが

ら運び、エンドゾーンを目指す競技フライングデ

ィスクの団体競技。バスケットボールとアメリカ

ンフットボールを合わせた様な競技で、フライン

グディスク（いわゆるフリスビー）を用いる、だ

そうです。 

 また、11 月 25 日の例会ですが、セブロータリー

の式典に会長以下理事役員が参加されることもあ

り、急遽では有りますが休会とさせて頂く予定と

なっております。正式には 11月の理事会に諮り審

議の採決を行いたいと思います。例会開催日をお

間違えのない様にご注意下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席報告        委員長 下別府正樹君 

会員 51 名 出席 32 名 出席率 62.7% 

先々週の修正出席 出席 52 名 出席率 100.0% 

 

ニコボックス報告    委員長 下別府正樹君 
○本日の卓話よろしくお願いしま

す。 

早瀬 久雄君 

○早瀬さんの卓話たのしみです。 加藤 宗生君 

○祝福を受けるよろこびで 下田 育雄君 

○月 1 回の出勤です 加藤久仁明君 

○夫人誕生の御祝を頂き有難う御

座います 

清水  勲君 

○弊社にも新たなスタッフを迎え

さらに仕事が楽になりました。 

古屋 義夫君 

○名古屋城北 RC 早瀬君ようこ

そ！！本日は卓話よろしくお願い

します。 

大原 泰昭君 

○祝福の皆さん、お目出とう！！ 近藤 太門君 

○27 日の地区委員長会議でバタバ

タです。 

青山 博徳君 

○あちこちの幼稚園保育園の運動

会が終りホッと一息。加えて 10 月

祝福の皆様おめでとう。 

小川  長君 

○名古屋城北 RC 早瀬さんの卓話が

聞ける喜びで！！ 

速水 敬志君 

○明日と明後日 春日井市都市緑化

植物園にて、第 69 回春日井市秋季

バラ展を開催します。 

北  健司君 

○秋も深まり、今年もあと 2 ヶ月、

そろそろ 1 年のまとめに入りまし

ょう 

松尾 隆徳君 

○入会 1 年が経ちました。皆様とも

に健康でありますように 

廣田  誠君 

○早瀬さんの卓話楽しみにしてお

ります。 

中澤  一君 

○早瀬様 本日の卓話楽しみにして

います！ 

鈴木 克幸君 

○早瀬様の卓話楽しみにしていま

す。 

大西 信之君 

○卓話を楽しみにしています。 川瀬 治通君 
○卓話楽しみです。 風岡 明憲君 
○早瀬さん、卓話楽しみにしていま

す。 

藤川 誠二君 

○本日の早瀬様の卓話を楽しみにしております。 

加藤  茂君 成瀬 浩康君 和田 了司君 

野浪 正毅君 加藤 昭博君 野間 峰彦君 

長谷川久幸君 菱川 一馬君 三上  努君 

宅間 秀順君 社本 太郎君 小川 茂徳君 

○ご協力ありがとうございます。 

出席・ニコボックス委員会 

 



卓話       名古屋城北 RC 早瀬 久雄君 

 名古屋城北ロータリークラブ所属の弁護士、早瀬
久雄と申します。本日はこのような機会をいただき
ありがとうございました。いつも、私が所属する名
古屋城北ロータリークラブは、テーブルがこの３分
の２くらいの少なさで、本日はたくさんの方がいら
っしゃって少し緊張していますが、どうぞよろしく
お願いいたします。 
 私は、弁護士業務として、特に分野を限定してい
るわけではありません。ただ、他の弁護士の先生と
比べると、知的財産に関する業務を多くやっている
と思っています。そこで、本日は、「知的財産権 よ
もやま話」というテーマでお話させていただきます。 
 まずは自己紹介を簡単にさせていただいた後、知
的財産権の概要、その後、知的財産権の中の一つで
ある著作権についてお話させていただきます。法律
の話となると、カタく、また難しい話になってしま
いがちですが、できるだけわかりやすくお話しでき
ればと思っております。 
 最初に、自己紹介ですが、私は、名古屋市中川区
の生まれです。父は家具・什器製造の会社を経営し、
自身も職人でした。出身高校は愛知県立明和高校、
その後、岐阜大学工学部の化学科を卒業しました。
在学中、１年間休学して、「海星」という名前の帆船
に乗って太平洋を横断という経験をしました。卒業
後は、岐阜にある特許事務所に４年ほど勤め、弁護
士になろうと一念発起して事務所を辞め、２年ほど
専業の受験生をしていました。なかなか受からない
ので、現在も一緒に活動している「あいぎ特許事務
所」に入り、仕事をしながら勉強を続けました。そ
れでもなかなか受からないので、名城大学ロースク
ールに入学し、卒業してようやく司法試験に合格す
ることができました。名城大学ロースクールは、先
ほどご紹介をいただいた藤川さんも卒業されてい
て、藤川さんは私の先輩にあたります。弁護士登録
後、１年間、法律事務所に勤務し、独立しました。
名古屋城北ロータリークラブには、昨年の５月に入
会したばかりです。 
 家族構成は、大阪出身の妻と、４歳になる男の子
ひとりです。最近、すい臓に腫瘍ができて２カ月間
の入院生活を強いられました。切除し、おかげさま
で元気になりました。入院が続いたことで 10 キロ

減量でき、これを維持するために日々運動に取り組
んでいます。少し変わったところですと、予備自衛
官になっています。階級もあり、１等陸尉です。ゴ
ルフがうまくなりたいけどなかなかうまくなりま
せん。 
 さて、本題です。知的財産権には、特許権、商標
権といった産業財産権、著作権、育成者権、商品表
示・商品形態といったものがあります。特許や商標
などの産業財産権は、特許庁に出願して審査を経て
初めて権利となります。著作権は、出願しなくても、
例えば、紙に絵を描けば、描いた時点で権利が発生
します。もう少し広い意味での知的財産には、営業
秘密といったものもあります。 
 最近の知的財産の話題として、特許であれば、日
本製鉄がトヨタ自動車を鋼板の特許侵害で訴えた
ニュースがあります。商標であれば、石川県が「ル
ビーロマン」の商標登録を韓国の特許庁に出願した
というニュースがあります。これに関連し、種苗法
における育成者権の問題として、シャインマスカッ
トの苗木が中国や韓国に流出したというものがあ
ります。従前、苗木を自家増殖したり海外へ持ち出
したりすることの制限がなかったため、苗木が海外
に流出して日本が損失を被っているという現状が
あります。現在は法改正され、自家増殖や海外への
持ち出しに制限がかかるようになりました。著作権
に関し、鬼滅の刃を描いたケースを無許可で販売し
た自営業者が書類送検されたニュース、営業秘密で
は、かっぱ寿司の社長がはま寿司の秘密情報を不正
に持ち出して逮捕されたというニュースがありま
した。このように、知的財産は、日常の生活や企業
活動において実は身近なものです。 
 一つ、商標の話をします。アントニオ猪木さんが
つい最近亡くなりましたが、その有名な掛け声に
「１・２・３・ダァーッ」というものがあります。
これは、酒類や飲料といった分類で、アントニオ猪
木さんが代表をされている会社の名義で商標登録
されています。さて、この「１・２・３・ダァーッ」
という言葉を発したら、商標権侵害になるのでしょ
うか？ 
 答えは、言葉を発しただけでは商標権侵害になり
ません。商標権というのは、商品やサービスと結び
ついて登録されるので、お酒や飲み物に「１・２・



３・ダァーッ」という名前を付けて販売すれば商標
権侵害になりますが、単に、場を盛り上げるために
「１・２・３・ダァーッ」という言葉を発しただけ
では商標権侵害になりません。 
 次に、知的財産について、その対象は無体物とい
うお話をします。所有権の対象は有体物です。著作
権を例にしますと、私が紙に「へのへのもへじ」と
顔を書き、その絵に私の著作権が発生したとします。
この場合、絵が描かれた紙には２つの権利が併存し
ています。一つは紙という有体物の側面で所有権、
もう一つ、紙に書かれた絵という無体物の側面で著
作権です。絵を描いた私が紙を 10 万円で売れば、
その紙という有体物の所有権は買主に移転します。
でも、絵という無体物の側面は買主に移転せず、絵
を描いた私が持ち続けます。紙を買った持ち主であ
ろうと、絵を私に無断でコピーしたら、それは著作
権侵害になるということです。 
 続いて、著作権の話を少しします。著作権という
と、そういう権利があるように思われますが、実は、
著作権というのは、複製権、上演権・演奏権といっ
た様々権利を総称です。複製に関しては、私的使用
での複製であれば著作権者の承諾はいりません。私
的使用とは、個人的な使用や家族内での使用をいい
ます。では、本１冊を購入し、業務上利用するため
に一部分をコピーして社内で共有することは問題
ないのでしょうか？ 
 細かい話をすれば、それは複製権侵害になります。
実際のところ、そのようなコピーがされていると外
部から把握することは困難なので、問題が表面化す
ることとはほとんどなく、多くはスルーされるのが
実情です。でも、鉄道会社が社内で新聞記事を無断
で共有していたとして、新聞社に対して賠償が命じ
られたニュースが最近ありました。このような例も
ありますのでご注意ください。 
 最後に、応用美術の著作物性についてお話します。
実用性のある量産品について、デザイン性を有する
場合にそれを著作権で保護できるかという問題で
す。裁判例は著作権をなかなか認めないのが実情で
すが、認められた例もあり、学者も含めていろいろ
議論されているところです。 
 知的財産はいろいろな形で保護されます。すべて
がすべて保護ざれるわけでもなく、制度には限界も

当然にあります。デザインなど他社にまねされたら
困る商品やサービスを提供する場合は、事前に弁理
士や弁護士にご相談ください。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

点鐘 加藤 宗生君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 委員会報告 

出席・ニコボックス委員会 廣田 誠君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員会報告 

青少年奉仕委員会 森部 清孝君 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員会報告 

親睦活動委員会 三上 努君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

祝福 会員誕生日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

祝福 結婚記念日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

祝福 アテンダンス表彰 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

卓話 名古屋城北 RC 早瀬 久雄君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹事報告 下田 育雄君 

 


