
             

シニアのシニアによるシニアのためのセミナーです！ 
今回は、藤本昌平氏（藤本昌平国際特許事務所 弁理士）が、「知的財産業務の“ワクワク感”」と題してご講

演を頂きます。 
  

皆様のご参加をお待ちしています！ 
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山口県アクティブシニア協会西部部会（AYSA） 
連絡先 宮﨑 （０９０－４７１６－２８９３） 

                 AYSAとはAssociation of Yamaguchi Senior Activist の略です 
 
  

第 73 回 平成 28 年 7 月 28 日（木）午後 2：00～4：00 

      ⇒ 講演１時間、フリートーキング 1 時間 

         （参加は自由です。どなたでも歓迎いたします）  

場 所：宇部市民活動センター「青空」２階会議室 

演 題：「知的財産業務の”ワクワク感”」 

～身近にあるあっと驚く知的財産を発見しませんか！～ 

講 師：藤本 昌平 氏 （藤本昌平国際特許事務所 弁理士）  

 

※  講師の藤本さまは、これまで数多くの知財業務に携わってこられ、大変貴重な経験・財

産をお持ちです。この度は、藤本さまのご厚意により、AYSA会員の皆様に「知的財産

業務の”ワクワク感”」を味わって頂くということで企画させていただいております。 

 
今後の予定  
  
 第 74回 AYSA西部部会セミナー  

日時：平成 28年 8月 25日（木）午後 2：00～4：00 

場所：宇部市民活動センター「青空} 

      講師：村野 司朗 

      演題：（仮）「日本国憲法について」基礎から学ぶ 

～これからの改憲議論はどこに行くの？～ 
   

  

AYSA西部部会シニアセミナー 



   終了したセミナー(第21回～第72回) 
第21回  2008年 1月24日 「窯の火は燃ゆ」                            中野 博通  
第22回  2008年 3月27日  「フィリッピンにおける製造会社建設から撤退の事例」           波多野光久 
第23回  2008年 5月22日 「成年後見制とは －増大する需要と課題― 」              藤井 悌一 
第24回  2008年 7月17日 「メタマテリアルの可能性」                       真田 篤志 
第25回  2008年 9月25日  ｢常盤公園の活性化について｣                      能美 朗 
第26回  2008年11月27日 「宇部市環境保全センターごみ処理施設」                   中野 芳和  
第27回  2009年 1月22日 「STOP the 温暖化」                            北見 幹治 
第28回  2009年 3月26日 「新規事業に挑め」                              藤野 清 
第29回  2009年 5月28日 「最近のロボットあれこれ」                          野田隆太郎 
第30回  2009年 7月23日 「家庭における省エネ活動」                          高柳 幹雄 
第31回  2009年 9月24日 「ワンダフル・ライフ（生物進化の物語）」                     上条 博造 
第32回   2009年11月26日  「植物工場（野菜工場－最近の普及状況）」                   杉浦 久雄 
第33回  2010年１月28日 「私が関わった伝熱の研究」                           宮本 政英 
第34回  2010年3月25日 「国際交流活動 Friendship Force について」                       村野 司郎  

第35回   2010年5月27日   「日本語のローマ字表記」                                    江本 明夫 

第3６回   2010年7月22日   「私の経験から IPO（株式公開）を成功させる起業家のパターン」        宮崎 修五 
第37回   2010年9月30日   「留学生交流サイト”taigongwang.net”について」               林 修 
第38回  2010年11月25日 「常盤湖から考える宇部」                          上田 純二 
第39回  2011年1月27日  「セラミック積層基板」                           荒木 順 
第40回  2011年3月24日  「この美しい水の惑星地球の未来は？」                    鈴木 太郎 
第41回  2011年5月26日 「宇部市の農業と農商工連携の可能性について」               高村 彰 
第42回  2011年7月28日 「福岡県での中小企業支援状況について」                  大段 恭二  
第43回  2011年9月22日 「リチウムイオン二次電池と最新分析技術」                 木村 隆幸 
第44回  2011年11月24日 「マッチングバンクの現状と今後の取り組み」                松原 邦夫 
第45回   2012年1月26日 「国内クレジット制度の紹介とカーボンオフセット」             篠原 哲郎  
第46回   2012年3月22日 「これまでの反省会と今後の方針」                     全会員 
第47回   2012年5月24日 「筑後地方の売れる商品の開発」                      大段 恭二 
第48回  2012年7月26日 「セメントプラント輸出ものがたり」                    立野 宏樹 
第49回   2012年9月27日 「マイクロファイナンスはソーシアルビジネス活性化の切り札となるか」 宮崎 修五 
第50回   2012年11月22日 「地域活性化の主役は中小企業、行政と大学を上手く使おう」        平井 信義 
               「中小企業アドバイザーから見た経営の実態」               平原 克己 
第51回   2013年1月24日 「マツ枯れとその対策」                         長井 宏文  
第52回  2013年3月28日 「宇部市の彫刻について」                         山本 容資 
第53回  2013年5月23日 「地域特性を活かした商品開発 大川市地域を例にして」          大段 恭二 
第54回  2013年7月25日 「戦後60年の食文化と生活習慣病の関わり」                後藤 日出夫  
第55回   2013年９月26日 「アベノミクス」出動から6ヶ月、今日までの高評価の裏に潜む        宮崎 修五 
                                  「アベノミクス」とは 
第56回  2013年11月28日 AYSA合同部会（見学会）日鉄住金エレクトロデバイス㈱（美祢市） 
                           ㈱ジオパワーシステム（美祢市） 
第57回  2014年 1月23日 「熱帯雨林ボルネオ島で木を植える」                    長井 宏文 
第58回  2014年3月27日 「欧州連合（ＥＵ）とは何か」～ヨーロッパの３大要素～            鈴木 太郎  
第59回   2014年4月24日 「商品販売拡大における国の補助事業の利用」                大段 恭二 
第60回  2014年5月22日 「Ｆ中学の日本語教室」                          江本 明夫 
第61回  2014年7月24日 「留学生を取り巻く課題と taigongwabg.net」                林  修 
第62回  2014年9月25日 「ＥＰＡマイレージによる血管病撲滅を目指して研究開発を続けてきた20年の取組」         

（秋の特別セミナー）              小林 誠 山口大学院医学系研究科教授（医学博士） 
第63回 2014年11月27日 「私の企業経験とコーディネーター経験」                 下村 文博 
第64回 2015年1月22日 「コンピュータはどのように動くのか」                  野田隆太郎 
第65回 2015年3月18日 「野菜の魅力再発見」～野菜のチカラを活かす食と健康への取組」  パネルトーク 

       （春の特別セミナー）       コーディネーター 西村啓一 国際特許事務所 弁理士 
                     パネリスト（4名）岸村康代 栄養管理士シニア野菜ソムリエ 

                               小林 誠 山口大学院医学系教授（医学博士） 
                               松村正勝 （有）グリーンハウス 代表取締役社長 
                               梶山ゆかり ふれあいディサービス 樹（みき） 
                                     生活相談員、居宅介護支援事業所 管理者 
第66回 2015年5月28日  「錬金術の発展から原子力を考える」                 浅田 宏之 
第67回 2015年7月23日  「熱と温度について」                        宮本 政英 
第68回 2015年9月22日  （秋の特別イベント）「有限会社グリーンハウス視察」       AYSA会員他13名参加 
第69回 2015年11月26日  「山口県の産業革命遺産について」                  北見 幹治 
第70回 2016年1月28日  「山口県の日本酒造りの特徴と日本酒のきき酒方法について」 有富 和生 

                              （山口産業技術センター企業支援部技術相談室長） 
第71回 2016年3月24日  「マイコンボードArduinoの学習とクローラ（ブルトーザ―）の試作研究」 村野 司郎 
第72回 2016年5月26日  「サラリーマン奮闘記」                        立野 宏樹 


