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☆第３４回ワンパク発明教室の開催 

 ワンパク発明教室は、児童・生徒の創造性の育成と発明意欲の向上を目的に毎年とやま科学技術週間に 

開催していますが、今年度は、８月５日（火）北陸電力エネルギー館・ワンダーラボ（富山）、８月６日 

（水）高岡商工会議所４階 会議室（高岡）の２会場で、２日間にわたって、第３４回目のワンパク発明教 

室を開催しました。 

今回のテーマは、「親子でラジオ工作教室」で、

小学４年生から小学６年生までの親子が２会場

合わせて５８組１１７名が参加しました。募集・

準備や当日の行事の進行並びに当日の指導・アド

バイス等の担当や、ロボットデモンストレーショ

ンを、富山エフエム放送(株)と(株)村田製作所の両

社のご協力により進めました。 

 参加者は、親子で協力して、基盤にコンデンサ

ーを差し込み、導線でスイッチをつなぎ、ラジオ

を両会場とも全員完成させました。児童らは、ラジオから音が流れると歓声を上げ、完成品にカラーペン 

で絵を描くなど、理科の楽しさ、ものづくりの魅力に触れていました。 

 

☆平成２６年度中部地方発明表彰選考委員会 

 平成２６年度中部地方発明表彰選考委員会は８月２５日（月）に岐阜県岐阜市じゅうろくプラザで開催

されました。選考委員会では、（一社）岐阜県発明協会 小野木会長、中部経済産業局藤野特許室長の 

挨拶の後、小野木会長が委員長に選出され各賞の選考を行いました。 

 なお、文部科学大臣発明奨励賞、特許庁長官奨励賞、中小企業庁長官奨励賞は書類により事前に各省庁 

で選考されます。 

地方発明表彰は全国８ブロックに分け、各地域における発明の奨励・育成を図り、科学技術の向上と 

地域産業の振興に寄与することを目的に、大正１０年から行われている発明協会主要事業の一つで、 

発明考案の実施効果が著しい企業と永年支部役員として功績のあった功労者を表彰するものです。 

 本年度の中部ブロックの応募件数は合計６０件で、富山県は４件でした。 

 

☆平成２６年度中部地方発明表彰式 

 １１月２１日（金）に岐阜グランドホテルにおいて、平成２６年度中部地方発明表彰式が（一社）岐阜県

発明協会の担当で開催されました。  

当協会からは、平野会長、弓部事務局長が出席しました。 

本年度の当協会の受賞者は下記のとおりです。 

◎中小企業庁長官奨励賞 

 「倒れても水漏れしない切り花の鮮度保持段ボール」 

ジャパンパック株式会社代表取締役社長 長田 宏泰 

◎富山県知事賞 

 「ジーンズ用スライドファスナー用スライダー」 

ＹＫＫ株式会社 商品開発部要素技術開発室機能部品 

開発グループ 山岸 宏次 

                           ジャパンパック(株) 長田宏泰氏 受賞場面            
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◎富山県発明協会会長賞 

 「耐積雪量１５０ｃｍの積雪地域対応型カーポート」 

三協立山株式会社 技術開発統括部商品開発部商品開発四課 保坂 純平、岩崎 勝也 

技術開発統括部商品企画部デザイン課  太田 早紀  

◎発明奨励賞 

 「水力発電装置 パワーアルキメデス」 

株式会社北陸精機 代表取締役会長 谷口 貞夫、小水力発電事業部顧問 南 弘雄 

石川県立大学生物資源環境学部 教授 瀧本 裕士  

 

☆平成２６年度上期理事会の開催 

１０月１日（水）、富山商工会議所にて、平成２６年度上期理事会を開催しました。 

  <上期理事会 出席者> 

  【会   長】平野治親 

【副 会 長】米田祐康、武内繁和、北村彰浩 

  【常任理事】阿見秀一、堀祐一、木村準 

木田博久、笠井千秋、恒田勇 

        宮田信道 

  【理  事】長田宏泰、小林陽一 

  【監  事】嶋田庫三 

  【事務局長】弓部秀樹 

  理事会では、平野会長の挨拶の後、定款第２９条により会長が議長を務め、開会に先立ち事務局が理事

数の２２名中出席者１３名で、定款３０条の理事会の成立要件を満たしていることを報告し、議事署名人

として定款３１条により嶋田監事を選任し議事に入りました。 

  議事では、第１号議案「平成２６年度上期事業の中間報告について」、第２議案「平成２６年度下期事

業計画について」、第３議案「平成２６年度発明とくふう展の事業運営について」、第４議案その他とし

て、「平成２７年度中部地方発明表彰事業について」が審議され、いずれも原案の通り承認されました。 

 

☆第５２回富山県発明とくふう展並びに第２３回富山県未来の科学の夢絵画展 

 ＊＊『富山市民プラザ』で展示会を開催＊＊ 

   ○会期  １０月１８日（土）、１９日（日） 

        ９：００～１６：３０     

○会場   富山市民プラザ ギャラリー 

   ○発明とくふう展  

     出品数  一般の部      ７点 

          企業の部      １０点 

            学生児童の部  １７６点 

       

   ○未来の科学の夢絵画展  

     出品数          １２８点 

  

○入場者          約７００名 
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 第５２回富山県発明とくふう展並びに第２３回富山県未来の科学の夢絵画展を１０月１８日（土）、１９日

（日）に富山市民プラザで開催しました。 

初日の県内２紙の朝刊に開催案内と入賞者の氏名等が掲載されたこと、ライトレールなどの交通の利便性

が更に良くなり、市民プラザでの多数の催事が重なったこともあり、両日とも一般並びに親子づれの見学者

で大変な賑わいでした。 

当展示会は日常生活から産業技術にいたる様々な分野において、独創性、便利性に富む優れた発明・考案・

意匠の作品を展示して広く県民に紹介し、また本県産業発展に貢献するために、発明協会が県、県教育委員

会、各市、新世紀産業機構、北日本新聞社と共催で毎年開催しているもので、今年度も５月１３日（火）に

実行委員会を開催し、広く募集を行ってきました。 

 今回も会員の皆様のご理解とご協力のお陰で多数の作品を出展頂き、盛況理に開催することが出来ました。 

 審査会は１０月１７日（金）に平野審査長はじめ、中部経済産業局 藤野特許室長並びに公益社団法人 

発明協会 芹澤青少年創造性グループ主管など２０名の審査委員により審査が行われ、下記の方々が受賞 

することに決定しました。        

 

☆第５２回富山県発明とくふう展並びに第２３回富山県未来の科学の夢絵画展 
表彰式を富山商工会議所にて挙行 

 

表彰式は１１月１９日（水）午後３時から富山商工

会議所１０階大ホールで行われました。 

当日は、受賞者を始め、富山県知事代理の磯部賢 

県商工労働部次長や中部経済産業局地域経済部特許室

長 藤野尚久氏など来賓、関係者等約１２０名の出席

で盛大に挙行されました。 

式では、平野実行委員長による主催者挨拶、来賓よ

り磯部賢知事代理の挨拶で始まり、文部科学大臣奨励

賞を始めとする各賞が受賞者に授与されました。 

その後、中部経済産業局長（代理 藤野尚久特許室長）、県教育長（代理 伍嶋二美男次長）、富山市長 

（代理 浦野弘司商工労働部課長）からの祝辞を頂きました。  

 

平野実行委員長挨拶 要旨 

本日ここに、第５２回富山県発明とくふう展、並びに第２３回富山県未来の科学の夢絵画展の表彰式を挙

行するにあたりまして、ご挨拶を申し上げます。 

この度は、受賞されます皆さんには、日頃の努力が実りまして入賞の栄を得られたことを先ず以って心か

らお祝い申し上げます。本賞の運営にあたりまして、富山県を始め、多くの方々のご協力を頂き、盛大に開

催することができまして、誠に有難うございました。     

 

◎第５２回富山県発明とくふう展 受賞者と出品作品 

○一般・企業の部（１７点） 

一般・企業の部 

文部科学大臣奨励賞 （株）トヨックス 水野 文明 「耐圧ホース及びその製造方法」 

特許庁長官奨励賞     ＹＫＫ（株） 小島 昌芳 ほか２名        「スライドファスナーの操作補助パーツ」 

中部経済産業局長賞 （株）リッチェル 丸谷 明子 ほか１名      「乳幼児用飲料容器」 

発明協会会長奨励賞 ジャパンパック（株） 長田 宏泰 ほか１名   「水漏れしない断熱保冷容器」 

日本弁理士会会長奨励賞   （株）二ッポンジーン 牧 文典 ほか３名    「採毛デバイス」 

日本弁理士会会長奨励賞 菊井 靖                   「傘骨補強具」 
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富山県知事賞 飛弾 勝 「パーク・ゴルフの耳付きホール・カップ蓋」 

富山県発明協会会長賞 ウラヤマ考業 浦山 龍也 「暗闇、片手で着脱できるやわらかいタグ付結束バンド」 

富山県発明協会会長賞 藤崎 祐一 「豪雨時の水田貯水装置」 

富山市長賞 山林 りつ子 「洗濯ネット（洗濯時袋の中の品が片寄ったりしない為の商品）」 

高岡市長賞 三協立山（株） 殿山 美里 ほか１名  「デザインポーチライト」 

富山県新世紀産業機構理事長賞 （株）橋本テクニカル工業 橋本 直幸 「スーパークリーナー」 

北日本新聞社長賞       たけしま食品 竹島 茂 「バイオマス燃料装置及びその燃焼装置による温風発生装置」 

北日本新聞社長賞 松井 准郎 「傷防止と巻き戻し防止のラップ箱」 

（優秀賞）      

佐伯 啓造 「河川・湖沼・海水蒸留水生成装置」  

（奨励賞） 

（株）木香美・服部 牧野 識雄 「Nａｍｉ（波）」／牛島 美穂 「不殺生くん１号・２号」 

  

○学生・児童の部（５６点） 

発明協会会長奨励賞 森岡 恭加 黒部市立三日市小学校６年 「自動傘付き物干し台」 

富山県知事賞 杉森 光 射水市立中太閤山小学校５年 「ひもカッタースタンド」 

日本弁理士会会長奨励賞  近藤 晶英 射水市立作道小学校４年    「カッパたたみ機」 

富山県教育委員会教育長賞  内呂 幸慈 黒部市立三日市小学校１年 「きょうりゅうバスター」 

富山県発明協会会長賞 斉藤 利叶子 富山市立桜谷小学校２年 「ねっちゅうしょうよぼうおしらせロボット２号」 

富山市長賞 白川 佑真 他４名 富山県立富山工業高等学校２年「微調整テープカッター」 

高岡市長賞 森本 悠叶 高岡市立野村小学校４年 「ブランコカー」 

射水市長賞 松木 優太  射水市立中太閤山小学校６年 「ラクラク収穫ばさみ」 

魚津市長賞 山﨑 裕斗 魚津市立住吉小学校４年 「けしかすスイーパー」 

氷見市長賞 東海 昌幸 氷見市立窪小学校５年 「コロコロうらない」 

滑川市長賞 大坪 隼也 滑川市立寺家小学校２年 「海のゆうえんち」 

黒部市長賞 和田 仁心 黒部市立村椿小学校２年 「お母さんらくらくおせんたく」 

砺波市長賞 室宮 史寛 砺波市立出町小学校５年 「ラクチンコロコロ」 

小矢部市長賞 永山 哲平 小矢部市立大谷小学校４年 「おせわはおまかせうえきくん」 

南砺市長賞 山﨑 充眞 南砺市立井口小学校４年 「なかよく分けっこ小型円筒分水」 

北日本新聞社長賞 斉藤 悠起 富山大学人間発達科学部附属小学校６年 「新聞お知らせポスト君」 

（優秀賞）   

米田 優羽愛 高岡市立下関小学校３年「森のメリーゴーランド」／藤田 駿 黒部市立荻生小学校３年「花火用バケツ」／ 

中谷 誠司郎 高岡市立平米小学校６年「自動シャボン玉製造機」／山野 志有翔 高岡市立千鳥丘小学校６年「色と光のファ

ンタジー」／霜野 明日音 黒部市立若栗小学校６年「長さが測れるテープカッター」／板倉 慎 黒部市立高志野中学校１年

「ガウス加速器連射型」／駒田 咲 黒部市立宇奈月小学校１年「光るティッシュカバー」／佐々木 里桜 黒部市立宇奈月小

学校２年「コロコロなべーしき」／竹中 土峰 高岡市立南条小学校３年「マグネットアート」／村田 理緒 入善町立飯野小

学校４年 「おもちゃリサイクルプラネタリウム」／萩原 悠南 入善町立飯野小学校５年「太陽風鈴」／古市 祥汰 富山市

立大広田小学校５年「ミラクルかさしぼりケース」／今井 柊日 高岡市立平米小学校５年「数字のボタンで曲が聞ける楽器」 

（奨励賞）  

山田 悠貴 高岡市立野村小学校1年「パックンワニさん」／澤田 毬里 高岡市立牧野小学校1年「わたしだけのガチャガチ

ャ」／秋元 友菜 高岡市立伏木小学校２年「なつやすみランド」／徳道 翼 黒部市立宇奈月小学校２年「竹琴」／高辻 芽

吹 高岡市立木津小学校３年「虫とんとんずもう」／廣明 晴斗 富山市立新庄小学校４年「うちゅうたんけん～いろいろなわ

く星を見に行こう～」／上坂 風羽 高岡市立下関小学校４年「打ち上げ花火貯金箱」／吉田 美子 高岡市立南条小学校５年

「かさガッパ」／堀川 侑愛 黒部市立村椿小学校５年「長ぐつ乾かし機」／牧野 泰祐 黒部市立三日市小学校５年「塩を使

った電極雨センサー」／松田 穂乃佳 黒部市立桜井中学校１年「シワ取れるハンガー」／ 荒田 純奈 入善町立黒東小学校

３年「どこでもクルクルかざみどり」／橋本 祐樹 入善町立黒東小学校３年「イライラ棒」／島田 幸征 高岡市立能町小学

校３年「回転ずしマシーン」／川上 陽菜乃 富山市立新庄小学校４年「ネジまきと電池で動くアザラシロボ」／折田 茉侑 高

岡市立能町小学校５年「学校を１００倍すてきにする方法」／廣澤 愛 黒部市立中央小学校５年「らくらくエプロン」／伊藤 

大翔 高岡市立川原小学校６年「光って香る風鈴」／森山さくら 黒部市立村椿小学校６年「名水発電カー」／中野 友貴 高

岡市立牧野小学校３年「いっしょに遊ぼう！！ワインのコルクで作ったフルーツしょうぎ」／橋本 世莉羽 高岡市立福岡小学
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校３年「かかやけプラネタリウム」／鍵田 晋平 入善町立飯野小学校４年「おてがる換気扇ランドセルバージョン」／内呂 優

揮 黒部市立三日市小学校４年「まどそうじき「みが君」」／李 佳融 射水市立中太閤山小学校５年「手動ジュース冷やし機」

大西 赳斗 小矢部市立大谷小学校５年「自動キリ吹き」／野崎 颯太 高岡市立定塚小学校６年「からくりの忍者と弁慶」 

高瀬 竜之介 黒部市立鷹施中学校１年「連続輪ゴム取り」 

 

◎第２２回富山県未来の科学の夢絵画展 受賞者と出品作品（４２点） 

富山県知事賞 役川 聡菜 富山市立五福小学校５年 「だれもが行きたくなる無重力老人ホーム」 

富山県教育委員会教育長賞 池田 直弥 氷見市立朝日丘小学校６年 「頭の中投影機」 

富山県発明協会会長賞 野崎 大翔 高岡市立定塚小学校２年 「おしらせみ」 

富山県発明協会会長賞 東海 立  氷見市立窪小学校６年 「健康エコエネルギーパーク【富山】」 

富山新聞社長賞  藤田 魁琉 富山市立五福小学校３年 「西暦２１１４年宇宙までのびる木」 

富山新聞社長賞 金田 泰征 高岡市立伏木小学校５年 「かみなり吸収タンク」 

（金賞）  

池田 彩 氷見市立朝日丘小学校１年「液体発信機」／鶴田 七星 富山市立新庄小学校２年「たのしいせん水かんバス」 

佐藤 日菜子 小矢部市立石動小学校３年「いろんな家事ロボット」／橘 蓮慈 高岡市立下関小学校４年「宇宙へ行ける新高

岡駅」／杉本 樹 射水市立小杉小学校５年「自動料理マシーン」／籠浦 功城 高岡市立平米小学校６年「ストームリバー」 

（銀賞）  

大角 彩純 入善町立入善小学校１年「にじのくに」／山本 絢大 高岡市立千鳥丘小学校１年「ざっ草だましいマシン」／室

崎 壱行 高岡市立平米小学校２年「ボクとハムスターの宇宙旅行」／市山 翔琉 高岡市立戸出西部小学校２年「魚があつま

るおおきなくじらのいえ」／成瀬 陽奈 上市町立陽南小学校３年「海の中の世界」／中島 遼己 高岡市立下関小学校３年「地

球温暖化を防ぐ傘」／田中 悠基 氷見市立窪小学校４年「巨大化したこん虫といろんなことをする未来」／沖田 結月 砺波

市立出町小学校４年「幸服デザインマシーン」／藤田 香琳 富山市立五福小学校５年「昔のものを使って」／山田 朋子 高

岡市立西条小学校５年「ゴミのない海」／石黒 詩歩 射水市立小杉小学校６年「防災グリーンシャボン玉」／扇澤 麻由 高

岡市立博労小学校６年「ドリームストロー」 

（銅賞）   

伏間 真希子 射水市立大島小学校１年「食べ物がでてくる木」／堀田 倫世 上市町立陽南小学校１年「みらいのプール」／ 

嶋 隆之介 高岡市立二塚小学校１年「おてんきかえぼっくす」／幡谷 梓 砺波市立砺波東部小学校２年「どこでも行けるい

す」／斉藤 利叶子 富山市立桜谷小学校２年「ダイオウイカスーパーなだレスキュー」／石田 洸 上市町立陽南小学校２年

「ありさんと仲良し」／白井 歩奈  小矢部市立石動小学校３年「うちゅうまで行けるのりものたち」／林 里花 砺波市立

砺波東部小学校３年「りくにある家」／川渕 峻太朗 射水市立中太閤山小学校３年「空飛ぶ車に乗って未来の空を飛ぶぞ」／

阿部 真理愛 高岡市立下関小学校４年「ぶりやほたるいかが空中に・未来の街」／北村 昌輝 高岡市立南条小学校４年「CO2

をさくげんする家」／鎌谷 大樹 高岡市立千鳥丘小学校４年「みつばちロボットちくちくさん」／鶴居 成美 南砺市立福野

小学校５年「おはなしキャッチボール」／麻生 翔太郎 高岡市立博労小学校５年「夢の宇宙旅行」／辻本 和望 高岡市立能

町小学校５年「Leaf トンネルで葉上コンサートへご招待」／斉藤 悠起 富山大学人間発達科学部附属小学校６年「ハイパータ

コレスキュー」／内澤 歩夢 南砺市立井口小学校６年「絶対に脱線しないトロッコ電車」／佐山 喬一 高岡市立西条小学校

６年「新品種のスイカ大人気！！」 

 

展覧会初日の１０月１８日北日本新聞に
発明とくふう展受賞者名が、１０月１９日
の北日本新聞朝刊には展覧会紹介記事、 
富山新聞朝刊には未来の科学の夢絵画展の
紹介記事と入賞者名が掲載されました。 
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☆第５２回富山県発明とくふう展並びに第２３回富山県未来の科学の夢絵画展 

報告会の開催 
１２月１１日（木）、富山商工会議所において第５２回富山県発明とくふう展実行委員会を開催しました。 

会議には、県、各市担当者や実行委員関係者など１７名の出席をいただきました。 

＜出席者＞   

【実行委員長】会長 平野治親 

【実行委員】副会長 米田祐康、副会長 武内繁和、富山県工業技術センター企画管理部長 杉森博、 

富山大学名誉教授 吉川和男、北日本新聞社事業局長 㔟藤和弘、富山市工業政策課長 浦野弘司、 

富山県教育会事務局長 恒田勉、富山県総合教育センター所長 大場範明、常任理事 廣澤勲 

代理出席者 ※（ ）内は代理出席者 

富山県商工労働部参事・商工企画課長 夏野光弘 

（髙山枝里子）、富山県教育委員会教育参事県立学校課長  

坪池 宏(穴田直人)、高岡産業振興部次長 楠達男（長井

剛志）、氷見市商工・定住・都市のデザイン課長 森越 

隆宏（山下弥奈江）、黒部市商工観光課長 柳原和彦 

(森田雄大)、（公財）富山県新世紀産業機構産学官連携

推進センター部長 藤城敏史（角崎雅博）、常任理事 佐々

裕成(稲田秀人)、 

第１報告事項「第５２回富山県発明とくふう展及び 

第２３回富山県未来の科学の夢絵画展事業報告」 

第２報告事項「第５２回富山県発明とくふう展及び 

第２３回富山県未来の科学の夢絵画展決算報告」 

第３報告事項 その他 

が審議され、いずれも承認されました。 

 
☆第２７回大谷科学賞表彰式 
１１月１３日（木）に富山県庁特別室において、第２７回大谷科学賞表彰式が行われました。式典では、

平野会長の挨拶の後、賞の贈呈に移り、先の選考委員会で選考された下記９校の校長に賞状と副賞（科学機

器の目録）が授与されました。その後来賓の富山県知事代理 村田芳朗富山県商工労働部長から祝辞を頂き、

受賞校を代表して、富山第一高等学校 本吉達也校長より謝辞が述べられました。大谷製鉄株式会社代表取

締役社長 大谷壽一氏から頂いた祝電を披露後、関係者全員で記念撮影を行いました。 

 大谷科学賞は、県内の小・中・高校生の創造性の啓発助長に寄与するために、科学・創意工夫の育成に顕

著な成果を挙げた優良校を表彰するものです。 

<出席者>（ ）内は代理出席者 

一般社団法人富山県発明協会会長 平野治親、富山県商工

労働部長 村田芳朗、県教育委員会教育次長 山﨑弘一、

県商工労働部参事・商工企画課長 夏野光弘、同主事  

高山枝里子、教育委員会教育参事県立学校課長 坪池宏 

同指導主事 穴田直人、県工業技術センター企画管理部長 

杉森博、県総合教育センター所長 大場範明、県理科教育

振興会副会長 牧野弥一、一般社団法人富山県発明協会副

会長 米田祐康 
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富山第一高等学校長 本吉達也、 富山県立滑川高等学校長 開宣之 

南砺市立平中学校長 野見嘉浩 

黒部市立宇奈月小学校長 笠田和彦、射水市立大門小学校長 野上克裕、 

富山市立四方小学校長 高島詩香、氷見市立湖南小学校長 松下稔、 

南砺市立福光中部小学校長 田中一昭、 小矢部市立津沢小学校長 山下真紀子 

代理出席：県知事 石井隆一（村田芳朗）、県教育委員会教育長 寺井幹男（山﨑弘一） 

       県商工労働部長 村田芳朗（夏野光弘） 

◎受賞校（９校）  

高等学校 富山第一高等学校、富山県立滑川高等学校 

中学校  南砺市立平中学校 

小学校  黒部市立宇奈月小学校、射水市立大門小学校、富山市立四方小学校 

氷見市立湖南小学校、南砺市立福光中部小学校 小矢部市立津沢小学校 

 

☆平成２７年１・２・３月無料発明相談会の案内 

 下記のいずれの日も午後１時から４時まで産業財産権に関する全分野について相談に応じます。 

 なお、原則として予約制としております。２日前迄に事務局において電話等で時間の設定をいたします 

のでご連絡下さい。（窓口登録弁理士、弁護士等の知的財産の専門家による無料発明相談会です。） 

 相 談 日 と 場 所 

 開催日 高岡会場 富山会場 

  一般社団法人富山県発明協会１Ｆ事務所内 富山県総合情報センター 

平成２７年 

１月 

７日（水）、１４日（水） 

２１日（水）、２８日（水） 

８日（木）、２２日（木） 

  

２月 

４日（水）、１０日（火） 

１８日（水）、２５日（水） 

１２日（木）、２６日（木） 

  

３月 

４日（水）、１１日（水） 

１８日（水） 

１２日（木）、１９日（木） 

※この他にも、その都度、必要に応じて知的財産の専門家を会員企業に無料で派遣します。 

 

☆平成２７年１・２月出張窓口無料発明相談会の案内 

 下記のいずれの日も午前１０時から午後４時まで産業財産権に関する全分野について相談に応じます。 

 なお、原則として予約制としております。前日迄に事務局において電話等で時間の設定をいたします 

のでご連絡下さい。 

開催日 行   事 開催場所 担当支援員 

１月２７日（火） 黒部出張窓口相談会 黒部商工会議所 牧野支援員 

１月２９日（木） 射水出張窓口相談会 射水商工会議所 林原支援員 

１月２９日（木） 入善出張窓口相談会 入善まちなか交流施設 

うるおい館 

牧野支援員 

２月 ６日（金） 魚津出張窓口相談会 魚津商工会議所 牧野支援員 
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☆平成２７年度行事予定（平成２７年４月から） 

開催日時 行   事 開催場所 

４月１７日（金） 少年少女発明クラブ懇談会（１０：００～１２：００） 富山県民会館 

４月１７日（金） 正副会長会議（１２：００～１３：３０） 富山県民会館 

４月１７日（金） 第１５回とやま発明賞表彰式（１３：３０～１４：１０） 富山県民会館 

５月１３日（水） 富山県発明とくふう展実行委員会（１３：３０～１４：３０） 富山県民会館 

５月２２日（金） 理事会（１５：００～１６：００） 富山県民会館 

６月１２日（金） 通常総会（１６：００～１７：００） 富山県民会館 

懇親会（１７：００～１８：３０） 富山県民会館 

６月１９日（金） 富山県少年少女発明クラブ審査会（１４：３０～１５：２０） 富山県民会館 

８月 ４日（火） ワンパク発明教室（富山会場）（１３：３０～１６：００） 北陸電力ワンダーラボ 

８月 ５日（水） ワンパク発明教室（高岡会場）（１３：３０～１６：００） 高岡商工会議所 

８月２５日（火） 平成２７年度中部地方発明表彰選考委員会 

（１２：３０～１５：３０） 

富山県民会館 

１０月 １日（木） 

 

上期理事会（１３：４５～１５：００） 富山県民会館 

正副会長会議（１５：００～１６：００） 富山県民会館 

１０月 ７日（水） 第２４回富山県未来の科学の夢絵画展審査会 

（１３：３０～１７：００） 

富山県工業技術 

センター 

１０月 ９日（金） 第２８回大谷科学賞選考委員会（１５：３０～１６：００） 富山県民会館 

１０月１５日（木） 第５３回富山県発明とくふう展 一般・企業の部搬入 

（１３：００～１６：３０） 

富山市民プラザ 

１０月１６日（金） 第５３回富山県発明とくふう展審査会 

（１２：００～１６：００） 

富山市民プラザ 

１０月１７日（土） 

 ～ １８日（日） 

第５３回富山県発明とくふう展並びに 

第２４回富山県未来の科学の夢絵画展 

（９：００～１６：３０） 

富山市民プラザ 

１０月１９日（月） 同上 搬出（９：００～１２：００） 富山市民プラザ 

１１月１３日（金） 第２８回大谷科学賞表彰式（１３：３０～１４：１０） 富山県庁特別室 

１１月１８日（水） 

 

平成２７年度中部地方発明表彰式・受賞懇親会 

（１２：３０～１６：４５） 

ANAクラウンプラザ 

ホテル富山 

１１月２５日（水） 

 

第５３回富山県発明とくふう展並びに 

第２４回富山県未来の科学の夢絵画展表彰式 

（１５：００～１６：３０） 

富山県民会館 

１２月１６日（水） 

 

第５３回富山県発明とくふう展並びに 

第２４回富山県未来の科学の夢絵画展報告会 

（１３：３０～１４：３０） 

富山県民会館 

平成２８年     

３月１１日（金） 

 

下期理事会（１０：００～１１：００） 富山県民会館 

第１６回とやま発明賞選考委員会（１１：００～１２：００） 富山県民会館 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宮田特許事務所 

弁理士 宮田 信道 
     弁理士 山川 正男 
     弁理士 倉谷 達則 
     弁理士 筧田 博章 

〒939-8205富山市新根塚町 2-8-2 

TEL 076-423-5433 
FAX 076-423-5434 

 

恒田国際特許事務所 

弁理士 恒田 勇 

〒930-0007富山市宝町 1-3-17 

     サンコーポ３ 階（富山駅前） 

TEL 076-433-0473 
FAX 076-433-1225 

 

 

開口国際特許事務所富山支所 

弁理士 開口 宗昭 

〒939-1355砺波市杉木 1-89 

パールシティビル２ 階 

TEL 0763-33-7760 
FAX 0763-33-7765 

 

 

広沢国際特許事務所 

弁理士 廣澤 勲 

〒930-0008富山市神通本町 1-3-16 

エスポワール神通２ 階 

TEL 076-433-7200 
FAX 076-433-7204 

 

富山県内特許事務所の弁理士が、会員皆様の特許等の出願・審判・

訴訟などのお力になります。お気軽にご相談下さい。 

大谷特許事務所 

弁理士 大谷 嘉一 

〒933-0023高岡市末広町 14-45 

 

TEL 0766-29-0860 
FAX 0766-29-0861 

 

 

小林特許事務所 

弁理士 小林 陽一 

〒933-0021高岡市下関 1番 16号 

ぶどうやビル 2階 

（読売会館向かいの「葡萄屋書店」の 2階） 

TEL  0766-21-2665 

FAX   0766-21-2668 

 


