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一般社団法人富山県発明協会 総会を開催 

 

令和元年度一般社団法人富山県発明協会総会を令和元年６月１８日（火）富山県民会館７０１号室

において開催しました。 

平野会長の開会の挨拶に続き、ご来賓としてご出席

いただいた北日本新聞社河村取締役総務局長のご紹介の

後、議事に入りました。 

審議に先立ち、事務局より総会の成立の成否に 

ついて、会員数１０２名のところ、出席者と委任状の提

出者を含め９５名で定款第１６条の成立要件を満たして

いる旨を報告、議長については、定款第１５条により会

長が務めることを宣しました。 

平野会長が議長となり、議事録署名人として、廣澤勲

常任理事、林誠監事を指名し、議事に入りました。 

議事では、第１号議案「平成３０年度事業報告及び同収支決算報告」について事務局から説明後、

林監事より「適切であると認める」との会計監査報告があり、議長が出席者に問うたところ異議なく

承認されました。 

続いて、第２号議案「令和元年度事業計画及び同収支予算（案）」の審議に入り、事務局から説

明、今後とも発明奨励振興事業や知財総合支援窓口運営業務などの協会事業の実施や広報等に努め

ていく旨の説明の後、議長が出席者に問うたところ異議なく承認されました。 

次に、第３号議案「役員名簿（案）」の審議に入り、原案のとおり承認されました。 

 

＜会長挨拶要旨＞ 

お忙しい中ご出席いただきありがとうございます。平成３０年度は、発明考案の奨励、創意工夫の

高揚、及び青少年の創造性に関する事業、知的財産権制度の普及啓発に関する事業等を実施するとと

もに、知財総合支援窓口で相談業務を実施してきたところです。 

会員の皆様方の事業運営へのご協力により、滞りなく実施できたことにお礼申しあげます。今年度

も引続き工夫を凝らし、発明の奨励、青少年の創造性開発、知的財産権制度の普及啓発に努め、富山

県科学技術の振興の一助となるよう努めてまいる所存です。 

本日は、この後の総会議案の慎重審議をお願いしますとともに、今後の事業運営にご協力を賜るこ

とをお願いします。 

   

〇新たに役員に就任された方 

常任理事 橋爪 慎哉   （特許業務法人宮田特許事務所 代表弁理士 交代に伴う新任） 

理  事 北島 勲      （国立大学法人富山大学 理事・副学長 交代に伴う新任） 

 

総会終了後、県民会館８階宴会場において懇親会を開催しました。 

懇親会は、平野会長の挨拶の後、来賓を代表され、堀口正富山県商工労働部次長にご祝辞をいただ

き、続けて米田副会長に乾杯のご発声をいただき、開会しました。 

和やかな雰囲気の中で歓談を楽しみ、中締めとして、ご出席いただいた来賓各位の万歳を武内副会

長の発声で行いました。 
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その後、北村副会長の閉会の言葉で区切りとし、

和やかな中、懇談を終えました。 

 

＊ご出席をいただいたご来賓＊ 

堀口 正  富山県商工労働部次長 

河村 康孝 北日本新聞社取締役総務局長 

（総会からご出席） 

 

                 

 

 

一般社団法人富山県発明協会 理事会を開催 

 

 総会に先立つ、令和元年６月４日（火）富山県民会館７０

４号室において、理事会を開催、総会提出議案について審議

を行いました。 

平野会長の挨拶後、議事に先立ち、事務局より理事会の成

立の成否につき、理事総数 ２３名のうち出席者が

１３名で定款３０条の成立要件を満たしていることを報告

し、会長が議長を務める旨宣しました。 

会長が、議長席につき議事に入り、議事録署名人が定款の

定めで会長及び監事になっていることから、長田監事に議事

録署名人を依頼し、審議に入りました。 

議事では、議長が関連のある第１号議案「平成３０年度事業報告」及び第２号議案「平成３０年度

収支決算報告」について、一括して事務局に説明させ、その後の監査報告については、長田監事から

「適切であると認める」旨の会計監査報告があり、議長が出席者に諮ったところ異議なく承認されま

した。 

また、第３号議案「令和元年度事業計画(案)」及び第４号議案「令和元年度収支予算(案)」について

も、一括して事務局から説明の後、議長が出席者に諮ったところいずれの議案も異議なく承認されま

した。 

第５号議案「役員改選（案）」についての審議に入り、事務局から説明の後、議長が出席者に諮った

ところ案のとおり異議なく承認されました。 
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第５７回富山県発明とくふう展実行委員会を開催 

＊＊富山市民プラザ ２階アートギャラリーで開催＊＊ 
 

令和元年５月１４日（火）富山県民会館７０１号室にお

いて、当協会の最大の行事である第５７回富山県発明とく

ふう展、第２８回富山県未来の科学の夢絵画展の開催等に

ついてご審議いただく実行委員会を開催しました。       

会議には、県、各市、関係機関の実行委員の皆様にご出

席をいただき、今年度も引き続き、作品募集、作品展を開

催することを決定し、実行委員の役割分担を依頼しました。 

今年度も、富山市民プラザ２階アートギャラリーで開催

します。 

この発明とくふう展を通じ、子供たちの発明、創意工夫等に対する関心を高め、ものを創造するこ

とへの喜びを育む一助になればと考えております。 

 

第５７回富山県発明とくふう展 

第２８回富山県未来の科学の夢絵画展 開催概要 

 

・応募締切 （発明とくふう展）  

「一般 ･ 企業の部」  「児童 ・ 生徒の部」 とも 

          ９月２０日（金）まで（申込書、内容説明書提出） 

      （未来の科学の夢絵画展） 

       「児童（小学生のみ）」  ９月２０日（金）まで（作品提出） 

・作品搬入  日 時 ： １０月１８日（金）     １３：００～１６：００ 

       会 場 ： 富山市大手町６－１４   富山市民プラザ２階アートギャラリー 

・作品展示  日 時 ： １０月１９日（土）      ９：００～１６：３０ 

２０日（日）      ９：００～１６：３０ 

       会 場 ： 富山市大手町６－１４   富山市民プラザ２階アートギャラリー 

・表彰式   日 時 ： １１月２６日（火）     １５：００～１６：３０ 

       会 場 ： 富山市新総曲輪４－１８  富山県民会館 ３０４号室 

 

・会員の皆様の日頃の発明くふうや開発製品(作品)等の絶好のＰＲの機会かと思います。 

多くの出品をお待ちしております。 

・本展で優秀と認められた作品には、文部科学大臣賞、特許庁長官奨励賞、中部経済産業局長賞、

富山県知事賞等の数多くの賞が贈呈され、報道機関へも情報提供をいたします。 

・応募にあたっての詳細については、「第５７回富山県発明とくふう展募集要項」をご覧いただく

か、富山県発明協会へお問い合わせください。 
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第７７回全日本学生児童発明くふう展 

第４１回未来の科学の夢絵画展 受賞者 

昨年度開催しました「富山県発明とくふう展」及び「富山県未来の科学の夢絵画展」での優秀な作

品を全国の展覧会に推薦しました。 

その結果、「第７７回全日本学生児童発明くふう展」において、富山市立奥田小学校４年中条玲さん

と富山市立奥田小学校１年中条綾さんの共同作品（カーテンどこでもとめらレール＆バチッとタッセ

ル）が特別賞の科学技術館賞を受賞しました。 

また、「第４１回未来の科学の夢絵画展」において、高岡市立千鳥丘小学校５年廣地瑠偉さんの作品

（２１１８年の世界）と高岡市立博労小学校４年中野孔太さんの作品（Hospital Train（病院電車））

が優秀賞、高岡市立戸出西部小学校５年吉田姫都さんの作品（除雪虫）と入善町立上青小学校３年松

田アミさんの作品（いやな気もちをふきとばすうちわ）が奨励賞を受賞しました。 

 

【第７７回全日本学生児童発明くふう展】 

  

科学技術館賞 

カーテンどこでもとめらレール＆バチッとタッセル 

 

富山市立奥田小学校４年 中条玲さん 
富山市立奥田小学校１年 中条綾さん 

 

【第４１回未来の科学の夢絵画展】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

優 

秀 

賞 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

「２１１８年の世界」 

高岡市立千鳥丘小学校５年 廣地瑠偉さん 

 

 

 

 

 

 

 

「Hospital Train（病院電車）」 

高岡市立博労小学校４年 中野孔太さん 

奨 

励 

賞 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

「除雪虫」 

高岡市立戸出西部小学校５年 吉田姫都さん 

 

「いやな気もちを 

ふきとばすうちわ」 

 

入善町立上青小学校 

３年 松田アミさん 
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少年少女発明クラブ懇談会及び 

 富山県少年少女発明クラブ審査会を開催 

「少年少女発明クラブ」は、子供たちの創造性の開発を育成することを目指して、学校、児童館、

公民館等で、先生や地域の技術者、そのＯＢの方などの指導員の指導のもと、学校教育では得られな

い工作、創作、実験等貴重な創造活動をおこなっているものです。 

 

平成３１年４月１８日（木）富山県民会館において少年少女

発明クラブ懇談会を開催しました。 

各クラブから課題や問題点が報告され、今後のクラブの効率

的な運営や活動の充実を図るための情報交換が行われました。 

 

 

また、令和元年６月２６日（水）には、富山県少年少女発明クラブ育成事業奨励金交付に係る審

査会を開催しました。 

富山県育成クラブは、公益社団法人発明協会育成クラブと

は別に、富山県独自に青少年の発明意欲と創意工夫の向上を

図ることを目的に支援を行っているものです。新設クラブに

は活動費として初年度１０万円、２年目７万円、３年目以降

７年目まで５万円の活動費が補助されます。富山県の助成に

より支援しているクラブの平成３０年度事業実績・決算及び

令和元年度事業計画・予算等について審議し、何れも承認されました。 

 令和元年度の県内における少年少女発明クラブは、公益社団法人発明協会育成クラブが 

５クラブ、富山県育成クラブが６クラブ、協会育成クラブが１２クラブの併せて２３クラブとなり

ます。 

令和元年度 少年少女発明クラブ一覧 

＜公益社団法人発明協会育成＞         ＜富山県育成＞ 

 

＜一般社団法人富山県発明協会育成＞  

  

クラブ名 活動場所 

高岡少年少女発明クラブ 高岡市二上まなび交流館 

黒部少年少女発明クラブ 黒部市吉田科学館 

小杉少年少女発明クラブ 射水市立小杉小学校 

砺波市少年少女発明クラブ 砺波市立図書館 

小矢部少年少女発明クラブ クロスランドおやべ 

クラブ名 活動場所 

十二町少年少女発明クラブ 氷見市十二町小学校 

ひみ百年塾少年少女発明クラブ 氷見市南大町公民館 

宮田らんだまん少年少女発明クラブ 氷見市宮田学童保育館 

となみがくえん少年少女発明クラブ 富山県立砺波学園 

速星小学校少年少女発明クラブ 富山市速星小学校 

ネッツトヨタ富山少年少女発明クラブ ネッツトヨタ富山高岡店 

クラブ名 活動場所 
中太閤山少年少女発明クラブ 射水市立中太閤山小学校 

窪みどり少年少女発明クラブ 氷見市立窪小学校 

星井町少年少女発明クラブ 富山市立東部児童館 

入善町少年少女発明クラブ 入善町立黒東小学校 

福岡町少年少女発明クラブ 高岡市立福岡小学校 

立山町少年少女発明クラブ 

立山町立立山北部小学校 
立山町立高野小学校 
立山町雄山中学校 

クラブ名 活動場所 
寺家小学校少年少女発明クラブ 滑川市立寺家小学校 

大谷少年少女発明クラブ 小矢部市立大谷小学校 

木津少年少女発明クラブ 高岡市立木津小学校 

利賀少年少女発明クラブ 南砺市立利賀小学校 

戸出東部少年少女発明クラブ 高岡市立戸出東部小学校 

氷見市児童館少年少女発明クラブ 氷見市児童館 
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表彰受賞者の紹介 

福岡少年少女発明クラブに平成３１年度富山県部門功労表彰 

（科学文化部門・科学分野） 

少年少女発明クラブ懇談会に先立ち、富山県部門功労表

彰式が行われました。 

永年にわたり、「富山県発明とくふう展」に積極的に出品

され、優れた功績を収められているほか、クラブ活動を通し

て、児童の創造性の開発と創意工夫の育成に努められ、科学

の振興に寄与されてこられた「福岡少年少女発明クラブ」の

功績に対し、芝田富山県商工労働部長から表彰状の授与、知

事のお祝いの言葉が伝えられました。 

平野会長もお祝いの言葉を述べられ、一緒に記念撮影を行いました。 

 

中部経済産業局主催のセミナーを開催 

経済産業省中部経済産業局主催で「中小企業のための知的財産経営講座」が平成３０年１０月から

３１年１月にかけて以下のとおり計３回開催されました。 

 この知財経営講座は、少人数形式の講演及びワークショップによる講座となっており、講演及びワ

ークショップ通じて、参加者が自社の経営課題に対応した知的財産活動のあり方を認識することを狙

いとするもので、ワークショップでは自社の経営課題について参加者間での意見交換等も行われまし

た。 

 最終回である第３回目には参加企業の中から３社より自社の経営課題に対応した知的財産活動のあ

り方を具体的なプランとしてまとめたものを発表していただきました。 

◇中小企業のための知的財産経営講座 in 富山（全 3回） 

主 催 経済産業省中部経済産業局 

会 場 富山県中小企業研修センター ６０２研修室 

【第 1回】中小企業経営に活かす知的財産マネジメント 
        平成３０年１０月３０日（火） 

１４：００～１７：００ 
       講師／土生 哲也氏 （土生特許事務所 弁理士） 

参加者 １６名  
【第 2回】先進事例に学ぶ、中小企業による知財経営の実例 

       平成３０年１１月１９日（月） 
１４：００～１７：００ 

       講師／二瀬 克規氏 （株式会社悠心 代表取締役） 
           中西  誠氏 （株式会社トヨックス 代表取締役） 

参加者 １４名  
【第 3回】自社の経営課題に活かす知財マネジメントのあり方 

       平成３１年１月２２日（火）１４：００～１７：００ 
       講師／鮫島 正洋氏 （内田・鮫島法律事務所 弁護士・弁理士） 

講演／ニッチトップ企業になるための知財活用術 
 参加者 ２０名  
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「知財総合支援窓口」で相談に応じています 

「知財総合支援窓口」運営業務は、平成２８・２９年度に引続き平成３０年度からの２年間につい

ても、当協会が（独）工業所有権情報・研修館（ＩＮＰＩＴ）から請負っております。 

「知財総合支援窓口」では、窓口支援担当者が、中小企業や中堅企業等が抱える下記のような様々

な悩みや課題等の相談を受け、内容に応じて、知財専門家（弁理士、弁護士、中小企業診断士等）や

連携機関（富山県よろず支援拠点、富山県知的所有権センター等）と連携し、解決策等をアドバイス

しています。 

・知的財産に関する制度紹介 

・特許等取得に関する相談 

・特許料の減免制度 

・社内の知的財産管理体制の整備支援 

・知的財産を活用した事業化支援等 

専門家による相談も含め、無料で応じておりますのでお気軽にご相談ください。 

 ナビダイヤル ０５７０－０８２１００（高岡知財総合支援窓口につながります。） 

また、高岡知財総合支援窓口には、電子出願用共同利用端末を設置しており、操作方法の説明を受

けながら特許等の出願手続き等を行うこともできます。お気軽にご利用ください。 

 

 

令和元年度窓口支援担当者及び配置専門家の紹介 
 

・富山知財総合支援窓口 

窓口支援担当者  荒木 信成（あらき のぶしげ） 

富山市高田５２７ 情報ビル２F 

ＴＥＬ・ＦＡＸ ０７６－４３２－１１１９    

・高岡知財総合支援窓口 

窓口支援担当者  林原 幹雄（はやしはら みきお） 

高岡市二上町１５０ 富山県産業技術研究開発センター技術開発館１階 

一般社団法人 富山県発明協会内 

ＴＥＬ・ＦＡＸ ０７６６－２５－７２５９ 

・令和元年度知財総合支援窓口配置専門家 

分 野 氏  名 事 務 所 等 

弁 理 士 恒田 勇 恒田国際特許事務所 

〃 廣澤 勲 広沢国際特許事務所 

〃 藤井 俊一 藤井特許商標事務所 

〃 橋爪 慎哉 特許業務法人宮田特許事務所 

弁 護 士 山本 毅 山本毅法律事務所 

〃  橋爪 健一郎  橋爪健一郎法律事務所 
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令和元年度無料知財相談会の日程 

○知財専門家相談会 

知的財産についての悩みを少しでも軽くするために、知財総合支援窓口では、定期

的に知財専門家(弁理士、弁護士)を窓口に配置して相談会を開催し、相談内容に相

応しい知財専門家が相談に応じております。 

★弁護士相談日 

年  月 高岡会場（富山県発明協会内） 富山会場（富山県総合情報センター） 

２０１９年７月 9（火）17（水）24（水）31（水） 11（木）18（木）25（木） 

     ８月  7（水）21（水）28（水）  1（木） 8（木）22（木）29（木） 

     ９月  4（水）11（水）19（木）25（水）  5（木）12（木）19（木）26（木） 

    １０月  9（水）16（水）23（水）30（水）  3（木）10（木）24（木）31（木） 

    １１月  6（水）13（水）20（水）27（水）  7（木） 14（木）21（木）28（木） 

    １２月  4（水）11（水）18（水）  5（木）12（木）19（木） 

２０２０年１月 15（木）23（木）29（水） 16（木）23（木）30（木） 

     ２月  5（水）12（水）19（水）26（水）  6（木）13（木）20（木）27（木） 

     ３月  4（水）11（水）  5（木）12（木） 

※都合により日時等を変更する場合があります。 

※上記以外の日程のご希望の場合はお問合せ下さい。 

 

○出張窓口相談会 

 富山、高岡の支援窓口から離れた市町へ窓口支援担当者が出張し、相談を受け付けます。知的財産

に関するどんなことでもお気軽にご相談ください。 

県西部 県東部 

 氷見市 （氷見商工会議所） 7月 25日（木）  入善町 （入善町商工会） 7月 23日（火） 

 小矢部市 （小矢部市商工会） 8月 8日（木）  黒部市 （黒部商工会議所） 7月 30日（火） 

 砺波市 （砺波商工会議所） 8月 29日（木）  魚津市 （魚津商工会議所） 8月 21日（水） 

 
氷見市 （氷見商工会議所） 

2020年 
1月 30日（木） 

 滑川市 （滑川商工会議所） 8月 28日（水） 

     
 小矢部市

 

（小矢部

市商工

会） 

（小矢部市商工会） 2月 13日（木）    

 砺波市 （砺波商工会議所） 2月 27日（木）    

※上記以外の開催も検討中です。 

★相談費用は無料です。 

★原則として、予約制としておりますので、事前に下記の窓口までご連絡をお願いします。 

★相談は希望日前日までに電話でお申込み下さい。 

★当日のキャンセルはご遠慮下さい。 

 

一般社団法人富山県発明協会 

【高岡知財総合支援窓口】  

〒933-0981 高岡市二上町 150 富山県産業技術研究開発センター内１F  （TEL／FAX）0766－25－7259 

【富山知財総合支援窓口】  

〒930-0866 富山市高田 527 情報ビル 2F        （TEL／FAX）076－432－1119  

お問合せ・申込先 
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各分野の専門家が、訪問や窓口で無料アドバイス 
 

会社の課題発見から専門性を必要とする相談内容まで、専門家が窓口支援担当者と協働して、無料

でアドバイスします。下記の様々な分野の専門家が、訪問や窓口でサポートします。 

専 門 家 サ ポ ー ト 内 容 

弁理士 
出願手続や拒絶理由通知への対応の支援 

オープンクローズ戦略についてアドバイス 

弁護士 
警告を受けた場合の支援や契約案件での法的なアドバイス 

自社商標の侵害に対する対応策をアドバイス 

中小企業診断士 販路開拓や資金調達、事業展開についてアドバイス 

デザイナー 
商品デザイン開発について、市場・ユーザー・生産・コスト等の視点から多

面的アドバイス 

ブランド専門家 
商品やサービスの開発について、ブランド育成や販売戦略をコンセプト作

りから支援 

海外知財専門家 
海外企業との契約や海外展開に関する問題点についての解決策をアドバイ

ス 

法改正専門家 

（職務発明対応） 

職務発明規程に関する説明や法改正の内容等の説明を行い、規程の 

整備・運用を支援 

 

知財に関するセミナーの開催予定 
 

富山県内において、令和元年度に知財に関するセミナーが下記の予定で開催されます。  

◇初心者向け知的財産権制度説明会 

日 時 令和元年９月３日（火） １３：３０～１６：３０ 

会 場 富山県民会館３０４号室 富山市新総曲輪４‐１８  

講 師 特許庁産業財産権専門官 

なお、詳細は、（一社）発明推進協会のホームページでご確認下さい 

 http://www.jiii.or.jp/2019_shoshinsha/ 

 

令和 2 年度全国発明表彰の発明等を募集中 !!  
 

令和元年８月３０日（金）締切 

全国発明表彰は、公益社団法人発明協会(総裁 常陸宮殿下)が、皇室より御下賜金を拝受し、我が

国における発明、考案又は意匠（以下「発明等」という。）の完成者並びに発明の実施及び奨励に関

し、功績のあった方々を顕彰することにより、科学技術の向上及び産業の発展に寄与することを目的

として行っているものです。 

第１表彰区分： 科学技術的に秀でた進歩性を有し、かつ、顕著な実施効果を上げている発明等が対象 

第２表彰区分： 科学技術に秀でた進歩性を有し、かつ、中小・ベンチャー企業、大学及び公設試験研究機関等

の研究機関に係る発明等が対象 

詳細については、発明協会 HP (http://koueki.jiii.or.jp/)をご覧いただくか、富山県発明協会 

へお問い合わせください。  
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知財総合支援窓口よりお知らせ 

◇「平成３０年度特許出願技術動向調査等報告書」が届きました 

特許庁では、市場創出に関する技術分野、国の政策として推進すべき技術分野を中心に、今後進

展が予想される技術テーマを選定し、特許出願技術動向調査を実施しています。平成３０年度は将

来の市場創出・拡大が見込める最先端分野である「がん免疫療法」、「次世代建築技術」、「パワーア

シストスーツ」及び「仮想通貨・電子マネーによる決済システム」などの 12 の技術テーマについ

て、特許・論文情報を調査・分析した報告書を取りまとめました。 

報告書は高岡知財総合支援窓口に取り揃えていますので、閲覧等ご希望の方はご利用ください。 

平成３０年度実施技術テーマ 

三次元計測 樹脂素材と異種素材との接合技術 

電子ゲーム ハイバリアフィルム 

次世代建築技術 がん免疫療法 

人工関節 電池の充放電技術 

ドローン ストレージクラスメモリ 

パワーアシストスーツ 仮想通貨・電子マネーによる決済システム 

過去に実施した技術テーマは下記 URL を参照ください。 

https://www.jpo.go.jp/resources/report/gidou-houkoku/tokkyo/index.html 

 

 

◇新たな中小企業の特許料等の料金軽減制度がはじまりました 

  中小企業の皆さんが特許庁に納付いただく「出願審査請求料」、「特許料（第１年分から第１

０年分）」、「国際出願に係る手数料」が平成３１年４月から軽減されました。 

 （中小企業の特許料金が１/２に、小規模企業・中小ベンチャー企業の特許料金が１/３に） 

証明書類の提出も必要なく、簡単な手続で申請できます。 

 ※詳細については、特許庁ホームページでご確認下さい。 
 

◇特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）が機能改善されました 

  工業所有権情報・研修館（INPIT）では、平成２７年３月より、新たな産業財産権情報提供サ

ービスである「特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）」を開始しました。平成３０年３月か

らは、特許・実用新案のデータベースが大幅に充実され、さらに本年５月には、経過情報更新

の迅速化や対象範囲の拡充といったデータベースの拡充及び機能改善が行われました。 

 ※詳細については、工業所有権情報・研修館（INPIT）のホームページでご確認下さい。 
 

◇特許庁の審査官と面接できます 

特許庁では、審査の質を高めるとともに、強く・広く・役に立つ特許権を設定するために、 

 面接を実施しています。また、地域のユーザーの権利化を支援する出張面接・テレビ面接を推 

 進しています。特許審査の過程において、出願人や代理人等が直接審査官に技術の内容を伝え、 

 効率的・効果的に審査を進めることができる制度です。 

※詳細については、特許庁ホームページでご確認下さい。 
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新入会員の紹介 

 この度下記の方が新しく一般社団法人富山県発明協会に入会されましたのでご紹介します。 

【法人会員】株式会社北陸テクノソリューションズ   富山市 

       

当協会では、活動にご賛同、ご協力いただける会員の方を募っております。 

会員の皆様方より、協会のご紹介をいただきますようお願いします。 

また、「協会だより」に対するご意見、ご要望がありましたら、事務局までお寄せ下さい。 

 

 これからの行事予定  

 
開催日 行      事 場   所 

8月 1日（木） ワンパク発明教室（富山会場） 北陸電力ワンダーラボ 

8月 2日（金） ワンパク発明教室（高岡会場） 富山県産業技術研究開発センター 

8月23日（金） 
令和元年度中部地方発明表彰選考委員会、       

中部ブロック会議 

じゅうろくプラザ 

（岐阜県岐阜市） 

9月 3日（火） 初心者向け知的財産権制度説明会 富山県民会館３０４号室 

10月 2日（水) 令和元年度上期理事会・正副会長会議 富山県民会館７０４号室 

10月 4日（金） 第 28回富山県未来の科学の夢絵画展審査会 富山県産業技術研究開発センター 

10月 9日（水） 第 32回大谷科学賞選考委員会 富山県民会館７０５号室 

10月18日（金） 第 57回富山県発明とくふう展審査会 富山市民プラザ 

10月19日（土） 

20日（日） 

第 57回富山県発明とくふう展 

第 28回富山県未来の科学の夢絵画展 

富山市民プラザ 

２階アートギャラリー 

11月 8日（金） 第 32回大谷科学賞表彰式 富山県庁特別室 

11月22日（金） 2019年度中部地方発明表彰式、受賞懇親会 岐阜グランドホテル 

11月26日（火） 
第 57回富山県発明とくふう展 

第 28回富山県未来の科学の夢絵画展表彰式 
富山県民会館３０４号室 

12月17日（火） 
第 57回富山県発明とくふう展 

第 28回富山県未来の科学の夢絵画展報告会 
富山県民会館７０１号室 

令和2年 

3月10日（火） 
令和元年度下期理事会 富山県民会館７０４号室 

 


