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ＮＰＯ法人発明商品化協会～Invention Merchandising Association(IMA) 

福岡発明研究会～Fukuoka Invention Society(FIS) 

 

平成２９（２０１７）年度定期総会 
 

日時:６月月例会＝ 平成２９（２０１７）年度６月１８日（日曜日） 

午後の部、１０:００より 

場所：福岡市民会館２階、練習室Ｂ室 

 

議題及び資料 

目次 

１．平成２８（２０１６）年度活動報告 

  (1) 各種会議 

  （２） 月例会(日曜発明学校) 

  （３） ＮＰＯ法人発明商品化協会活動報告 

 

２．平成２８(２０１６)年度役員改選 

  （１） ＮＰＯ法人発明商品化協会役員 

  （２） 福岡発明研究会運営委員 

 

３．平成２８（２０１６）年度活動及び事業計画案 

  （１） 福岡発明研究会 

  （２） ＮＰＯ法人発明商品化協会 

４． 懇親旅行  

 

５．平成２８（２０１６）年度 会計収支決算報告 

 

６．その他 

 （１）現在 会員数 

 

７．平成２８（２０１６）年度 各種表彰 

  （１） 最優秀賞 

  （２） 最優作品賞 

（３） 最多作品出品賞 

  （４） 新人賞       （５） 皆勤賞 
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総会資料 

【１】 平成２８（２０１６）年度活動報告 

１．各種会議 

（１）総会 

１）平成２８（２０１６）年定期総会 

   第５５０回月例会 ２０１７年  ６月 １８日（日）  

（２）理事会  

    個人個別にて通達 

      山縣氏、津田氏 山田氏、江頭氏 

 

２．月例会（日曜発明学校）         会場：福岡市民会館、福岡中央市民センター 

 

 

３．ＮＰＯ法人発明商品化協会活動報告 

回 数 開催日程 事 項 開催会場名 

第 536回 ２０１６年  ４月３日  （日） 理事会 

参加人数 １４名 

ＣＡＤセミナー 

練習室 Ｂ室 

第 537回 ２０１６年  ５月１５日  （日） アピールプレゼン 

参加人数 １３名 

ＣＡＤセミナー 

練習室 Ｂ室 

第 538回 ２０１６年  ６月１２日  （日） 総 会 

参加人数 １１名 

練習室 Ｂ室 

第 539回 ２０１６年  ７月１０日  （日）  参加人数 ８名 練習室 Ｂ室 

第 540回 ２０１６年  ８月 ７日  （日） 参加人数 １０名 練習室 Ｂ室 

第 541回 ２０１６年  ９月１１日  （日） 参加人数 １０名  練習室 Ｂ室 

第 542回 ２０１６年 １０月 ９日  （日） 参加人数 １０名 練習室 Ｂ室 

第 543回 ２０１６年 １１月２０日 （日） 参加人数  ７名 福岡中央センター 

 第 1会議室 

第 544回 ２０１６年 １２月  ４日 （日） 参加人数 １２名 練習室 Ａ室 

第 545回 ２０１７年  １月１５日  （日） 参加人数 ８名 練習室 Ｂ室 

第 546回 ２０１７年  ２月１９日 （日） 参加人数 １３名 

シリコンセミナー 

練習室 Ｂ室 

第 547回 ２０１７年  ３月１２日  （日） 参加人数  ９名 

シリコンセミナー 

練習室 Ｂ室 
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【２】 平成２９【２０１７】年度役員 

１． ＮＰＯ法人発明商品化協会役員 

役名 氏名 備考 

理事長 三吉 秀征 福岡発明研究会 代表 

監事 山縣 啓昭 福岡発明研究会 運営委員 

理事 山田 昌武 福岡発明研究会 運営委員 

理事 津田 悦夫 福岡発明研究会 運営委員 

理事 江頭 優貴 福岡発明研究会 運営委員 

 

２． 福岡発明研究会運営委員 

役名 氏名 備考 

創世者 森  敏昭  

 代表者 三吉 秀征 ＮＰＯ法人発明商品化協会 理事長 

 運営委員長 山田 昌武 ＮＰＯ法人発明商品化協会 理事 

 事務局長 三吉 由美子  

 運営委員 山縣 啓昭 ＮＰＯ法人発明商品化協会 監事 

運営委員 津田 悦夫 ＮＰＯ法人発明商品化協会 理事 

運営委員 江頭 優貴 ＮＰＯ法人発明商品化協会 理事 

運営委員 佐々木 浩 福岡発明研究会 運営委員  

運営委員 中嶋 秀子 福岡発明研究会 運営委員 リエゾック 

運営委員 飯干 佳代子 福岡発明研究会 運営委員 リエゾック 

 

【３】平成２９（２０１７）年度活動および事業計画案 

1. 「ＮＰＯ法人発明商品化協会」と「福岡発明研究会」について 

  （注） 以下、ＮＰＯ法人発明商品化協会を「協会」、福岡発明研究会「研究会」と略することもありま

す。 

『1』  組織の名称と表記 

  １）本組織全体は，旧「福岡発明研究会」が改変され、平成 17（2005）年 08月 08月、 

［ＮＰＯ法人］として発足したものであり、したがって、公式名称は「ＮＰＯ法人発明商品化協会」です。 

 ２）ただし、研究会の歴史は長く，体外的にその名称は親しまれており、又、本組織の活動内容との関連か

ら、その名称を保存し、通常は、本組織全体の名称として協会および研究会を併記することとしました。

その場合、協会名を上部または前部に記します。 
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 ３）この二つの名称の英語表記およびその略称は以下の通りです。  

 ＮＰＯ法人発明商品化協会： Ｉｎｖｅｎｔｉｏｎ Ｍｅｒｃｈａｎｄｉｓｉｎｇ  

（ＩＭＡ）       Ａｓｓｏｃｉｓｔｉｏｎ    

  福岡発明研究会    ：  Ｆｕｋｕｏｋａ Ｉｎｖｅｎｔｉｏｎ Ｓｏｃｉｅｔｙ  

（ＦＩＳ） 

 

『2』  組織の活動・事業の区分・関係 

１）研究会と協会は目的、活動、事業について互いに補完し合う関係にあります。つまり、研究会は発明そ

のものの研究と振興に、協会は発明の商品化および事業会の実現に重点が置かれています。 

 ２）全体概念図 

組織全体と活動・事業 

区分 福岡発明研究会 （ＦＩＳ） 

レディス発明倶楽部  

ＮＰＯ法人発明商品化協会 （ＩＭＡ） 

段階項目 夢・創意 日曜発明学校 権利取得 商品化検討   実現・具現 

内容 発明 

アイデア 

工夫 

新案 

ｅｔｃ． 

発表 

試作品 

アドバイス 

評価・批評 

デザイン ｅｔ

ｃ． 

特許 

実用新案 

商標 

著作権 

ｅｔｃ． 

評価 

デザイン 

試作品 

改良 

ｅｔｃ． 

商品化 

事業化 

企業化 

販売手段 

ｅｔｃ． 

共同活動 

事業 

 

1） 月例会 （非会員体験参加）：発明作品発表、商品化紹介、講演会、 

勉強会、研究会、各種セミナー，各種相談ｅｔｃ． 

２）『例』 発明コンクール（一般、ジュニア、婦人、高校、学生など） 

３）各種公開講演会、討論会 

４）他の組織との交流『全国大会、地区大会など』 

５）その他 

「３」 研究会規約と協会定款の規定的整合性 

ＮＰＯ法人として認証された以上、当組織全体の基本的規定は協会の定款とならざるを得ません。した

がって、研究会の規約は破棄され、その位置づけは、協会定款第 10章、雑則第 56条（細則）に基づき

規定されることになります。 

 

２． 福岡発明研究会月例会（日曜発明学校）  

       毎月 1回、原則第 2日曜日、福岡市民会館練習室Ａ室又は、Ｂ室 

        （会場に都合で予約が取れない場合は、日程、開催場所の変更もあります。） 

 

３，＠モーニングセミナー 開催  

    ＊商標セミナー            担当講師 上野俊一 

    ＊商標申請の仕方 
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    ＊意匠の登録、やり方 

    ＊ＣＡＤ基礎講座  基礎編     担当講師 山田武昌 

    ＊シリコーン型制作講座 初級編   担当講師  三吉由美子 

 

【４】懇親旅行 

    浮羽、日田の旅  平成２６年５月２９日～３０日 １泊２日旅 

           参加者 １０名 

             山縣氏、上野氏、津田氏、中木戸氏、江頭氏 

日髙氏、中嶋氏、飯干氏、三吉(秀)氏、三吉（由）氏 

 

【５】平成２８（２０１６）年度 会計収支決算報告 

 

      平成２８（２０１６）年度各種表彰  

投票結果及びアイデア集計一覧は別紙参照（Ｂ） 

1，最優秀賞 ；  「取っ手ちゃん」        井上 真紀 

第 ５４５回 月例会（２０１７年  １月 １５日）発表  

 

２，最優作品賞 ； 「「ずれずに貼り合せできるテープ」       上野 俊一 

            第 ５４１回 月例会（２０１６年  ９月 １１日）発表   

            第 ５４２回 月例会（２０１６年 １０月  ９日）発表   

 

 

３，最多作品出品賞；  ８作品        ２年連続 

 

「ネジ式エレベーター」          水本 義雄 

第 ５３６回 月例会（２０１６年  ４月  ３日）発表 

「分割椅子用手作りソケット」      水本 義雄 

第 ５４１回 月例会（２０１６年  ９月 １１日）発表 

「分割椅子」   水本 義雄 

第 ５４２回 月例会（２０１６年 １０月  ９日）発表 

「ミニ燈明と回転燈籠」         水本 義雄 

第 ５４３回 月例会（２０１６年 １１月 ２０日）発表 

「輪ゴムの利用法」           水本 義雄 

第 ５４４回 月例会（２０１６年 １２月  ４日）発表 
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「創造香木」              水本 義雄 

第 ５４５回 月例会（２０１７年  １月  ５日）発表 

「コロコロマッサージ器具」       水本 義雄 

第 ５４６回 月例会（２０１７年  ２月 １９日）発表 

「キッチンタオル過回転ストッパー    水本 義雄 

第 ５４７回 月例会（２０１７年  ３月 １２日）発表 

 

４，新人賞  ；  「オーバル便座付き簡易トイレ袋」    赤星 淑子 

第 ５４７回 月例会（２０１７年  ３月 １２日）発表 

 

５，皆勤賞  ；  水本 義雄 (１１回)   ２年連続 

 

【６】  

平成年度２９年     現在（３月末日） 

平成年度２９年    会員数   ４０名   【内：女性 １０名】 

【７】収支報告（活動計算書） 

      別紙参照（Ａ） 

 

【８】  ＊既存会員の家族の方は無料といたします。 

１等親のみ（例：親、夫、妻、子供） 

      ＊年会費改正 

       平成２９年度の年会費より年間１０，０００円とし、年間費アップに伴い 

毎月の例会費は無料とする。(第５４４回例会での参加会員賛成のもと決定。 

         

 

メモ 


