名作「燃えよドラゴン」でブルー
ス・リー師父は、名言「 Don't thin
（考えるな。感じろ！）」
k. Feel.
を残しています。この名言が意味す
るところは、皆様がご経験・お感じ
の通り言わずもがなです。しかし、
こと新規事業については逆です。即

引き続き、午後六時より、総勢
九十五名の参加を得て、会員の交流
会が盛大に開催されました。

ち、「 Don't feel. Think.
」です。
幸運の女神や、 Feel
は、考えて考え
て考え抜いた者のみが辿りつける境
地なのでございます。
利害によって変わるこ

管鮑の交わり（かんぽうのまじわり）
意味
とのない交際

六甲知的財産事務所
弁理士 宮崎 悟

火災・自動車・
事故費用共済の取扱開始
当組合では、中小企業のた
めの共済事業を営む兵庫県火
災共済事業協同組合・兵庫県共済事
業協同組合と代理店契約を結びまし
た。
両組合は、民間会社と違って、営利
を目的としない共済組合ですので、
火災・自動車とも割安
でご利用できます。
今ご加入の保険証書
のコピーをご提示頂ければ、いつで
も見積もりを致しますので、事務局
までご連絡下さい。

東方
見聞録
社会福祉法人陽気会
松端 信茂
33
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施設長

10

知的財産権は新規事業を考える者
の最強の武器です。ただし、イビツ
な（安直な）計画はイビツな知的財
産権しか生み出せず、このイビツな
知的財産権は計画を修正してもイビ
ツなままで後戻りができません。つ
まり、ある程度ちゃんとした計画を
立てないと、知的財産権を取得する
意味が全くないのです。

業共済（経営者退職金制度）・倒産
防止共済（セーフティネット）の取
り扱い、さらに兵庫県火災共済協同
組合、兵庫県共済協同組合との代理
店契約により中小企業者のための火
災と自動車共済の取り扱いを開始、
いつでも、現在契約されている火災・
自動車保険に対する見積もりを提出
できる体制を整えてきました。

社会福祉法人陽気会は、昭和 年
月 日 精神薄弱児施設おかば学
園設立、昭和 年 月 日社会福祉
法人おかば学園に組織変更、昭和
年 月 日に現在の社会福祉法人陽
気会に改称し、現在に至っておりま
す。
社会福祉法人陽気会は「愛・誠・
奉仕」の つの精神を柱に、広く地
域福祉に対する皆様の理解を求め、
12

心にも環境にも囲いをつくらないユー
トピアづくりを目指し、シンボルマー
クはこの陽気会の目指すユートピア
のイメージを具現化し、そのシンボ
ルカラー（レッド・グリーン・オレ
ンジ）を伴って「天・
地・人」を意味して
います。
また、その形はいっ
さいの束縛をしないバリアフリーの
オープンな環境を表し、利用者の意
思を尊重し、全てを容認するという

34

知的財産コラム
て、ネットで売るんじゃ！」とのこ
「じゃあ、どうしたらええねん！？」
とです。さらに当方は次のようにお
と言われます。当方は血眼を見開き、
尋ねします。「その殺虫剤を、誰を
こう熱弁します。「考えて考えて考
～管鮑の交わり ～
ターゲットにどのように流通させて、 え抜いて下さいよ。考えることは食
どれぐらいの値段で売りますか？そ
事中でも、布団の中でも、仕事中以
第四話「
」
の殺虫剤と市販の殺虫剤とを差別化
外でも、畳一畳あればできるじゃな
Don't
feel.
Think.
できるポイントは何ですか？既存の
いですか！しかもタダですよ？え、
近畿弁理士会の無料相談を当番し
造園業との相乗効果（シナジーと言
コンサル？コンサルは、自分の計画
ています。無料で門戸も広く、数多
います）はありますか？そもそも貴
についての客観的なアドバイスを受
くの方に気軽に来訪頂いていますが、 方様の事業上の強みは何
けるものに過ぎず、コンサ
近頃では、新規事業を考える個人や
ですか？」大抵の場合、
ルが計画を考えるものでは
中小企業の経営者が特に多いように
相談者の方は口ごもるか
ないし、コンサルに考えて
思えます。「新しい事業を考えたか
逆切れするかのいずれか
貰った計画なんて貴方の計
ら、知的財産権で保護したいんだけ
です。ここに、新規事業
画じゃないし、そもそも貴
ど～？」という具合です。当方、先
を考える者が陥りやすい
方が起死回生の思いで考え
ずこのようにお尋ね致します。「貴
罠がございます。「初めに知的財産
ている新規事業じゃないですか？自
方様の事業計画の青写真をザックリ
権ありき」ではなく「初めに計画あ
分で考えなければ意味ナッシング！
話してくれませんか？」
りき」なのです。
もっとウンウンと頷けるような計画
を作ってまた教えて下さいよ。話は
それからですよ！」
具体例を挙げます。個人で造園業
を営んでいる方が、ある家庭用調味
料を複数ミックスしたものを用いて、
マツクイムシのみを限定的に退治で
きる殺虫剤を見出しました。この殺
虫剤について特許権で保護し、あわ
よくばひと儲けしたいというご相談
でした。上記の青写真についてお尋
ねしますと、「調味料をミックスし

第二回定時総会並びに

次年度事業計画は、こうした新事
業の運営強化を基本方針に推進して
行くということで、すべての議案の
承認を得て終了しました。

当日は、兵庫県、尼崎市、尼崎商
工会議所、尼崎商店連盟、尼崎地域
産業活性化機構の多くの方々も参加
頂き、回を重ねるごとに、若い経営
者の参加も増え、活発な名刺交換が
行われました。
さらに堀岡重信氏（株式会社堀岡
商店）のあざやかな手品が披露され、
会を盛り上げて頂きました。
最後に、参加者全員にあたる抽選
会を行い盛会裡に終えました。

3

会員交流会を開催
協同組合阪神商工共済会

当会定時総会が、六月八日、商工
会議所に於いて開催されました。
旧阪神商工共済会の運転資金を役
員・組合員の方々のご支援を得て、
二年にかけ、最終出資金合計４，５
８９万円で昨年十二月に登記。旧共
済会からの資金移管業務をすべて完
了したことを報告。
事業では、共済会の基盤強化と会
員サービスの拡大を目指し、新たに
給与計算事務の代行事業を開始し、
現在四社と契約。また、中小企業経
営基盤機構の認可を得て、小規模企
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さらに、新たな事業の取り組みと
して、 月には農水省認可の 次産
業化法に基づく事業計画の認定を受
け 協(同組合阪神商工共済会会員の
㈱ジェイク・サポート サプライと
の共同事業 、) 月より神戸市中央
卸売東部市場にてパンの製造販売、
野菜のパウダー加工等の事業を予定
しており、現在はその事業の準備に

せん。なお、相続人中に相続放棄を
行った者がいる場合には、残った相
続人全員で申し立てることになりま
す。
「限定承認」の申述を行う前に、
相続人の誰かが、被相続人の財産を
取得したり処分したりしてしまった
ような場合には、その者については
相続を承認したものとみなされてし
まい、「相続放棄」や「限定承認」
をすることは認められず、この場合
には、相続人全員で申立てなければ
ならないという「限定承認」の性質
上、他の相続人も「限定承認」を申
し立てることはできなくなってしま
う可能性がある点に注意が必要です。

取り掛かっております。
大田鉄工所を設立、創業以来、お客
様からの信用と信頼を築くことが出
来るように努めてこられました。
昭和 年には、業務拡張に伴い潮
江に工場を移転、昭和 年には、順
調な社業の発展に伴い、現在の社名
に組織変更され、平成 年隣接地を
取得、平成 年には、社員間のコミュ
社会福祉法人陽気会は、これから
ニケ―シヨンや技能のレベルアップ
も利用者が個人の尊厳を保持しつつ、 を図れ、社員
心身ともに健やかに育成され、又は
が快適な作
その有する能力に応じ、自立した生
業環境のも
活を地域社会において営むことがで
とで働ける
きるように支援していきます。
職場や福利
厚生設備を
神戸市北区有野中野２丁目
重視した、
電話 ０７８ ９-８１ ７-２７１
新社屋を完
成されました。
創業５０周年
さらに近年、目まぐるしい技術の
大昭工業株式会社
代表取締役
大田 真也
進展・複雑化している状況のなかで、
企業が存続し続けなければならない、
そのためには社会の発展以上のスピー
ドで進化し続けなければ生き残って
いけないとの信念から、３次元複雑
形状・超高硬度・高精度な特殊素材
大昭工業株式会社は、昭和 年に、 製品に対応するため、新型旋盤加工
東難波町に於いて、金属加工を営む
機（ 台）、多彩な加工を 台で出

48

56

20
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&
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の

来る新型複合機を導入、豊富なライ
ンナップです。
また、『不良品を出さないこと』
を目標に、品質の向上を図りながら
環境負荷を増やさないよう積極的に
取り組みを行い、ⅠＳＯ９００１・
ⅠＳＯ１４００１の認証を取得。
大田 真也社長は「お陰様で、当
社は、今年で創業 周年を迎えるこ
とになりました。これはお客様の要
望に応えようと一生懸命に働いてく
れた従業員あってこそと感謝してい
ます。これを機に、先代からの技術・
金属加工への誇りを継承しつつ、信
用と信頼をモットーに、変化させる
べきは積極的に変化させ、ものづく
り尼崎とともに、社会性ある企業の
一員として成長続けて参りたい」と
熱く語られていたのが印象的でした。
取材を終えて、大昭工業株式会社
の社員一人一人がチームの一員とし
て自分の役割や責任感を認識し、社
会に貢献しようとの意識の高さに頭
のさがる思いでした。
今後、益々の発展を期待します。
尼崎市潮江５丁目９番 号
電話 ０６ ６-４２６ ９-４００
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1

ダイエットをすること
は つの効果が期待できます。
１、 美しくなる
ボディメイク、痩身効果です。
また若く見られたりします。
お洒落な洋服が着れるようになっ
たとか、素敵な出会いができた
とか、若い女性が一番に挙げら
れる効果です。
２、 健康になる
「最近、血糖値が高めになった」

ダイエットの効果

3

とか、「血圧が高いと言われた」
とか、「ＬＤＬコレステロール
の数値が低い」など、特に中年
以降の男性が口にしています。
これらは全て生活習慣病に結び
つきます。このまま放っておく
と脳梗塞や心筋梗塞、糖尿病の
合併症である腎不全へとつながっ
ていきます。死の四重奏ってご
存知ですか？内臓脂肪型肥満、
高血糖、脂質異常、高血圧のこ
とを言います。誰でも死ぬまで

元気でいたいですね。昔は風邪
は万病の元と言っていましたが、
今は肥満が万病の元と言われて
います。
３、 長生きする
これは最近発表された研究で、
米国ウィスコンシン大学で２０
年間アカゲザルを２種類のグルー
プに分け、一方は普通にえさを
与えもう一方は３割減らしたえ
さを与え続けました。そうする
とカロリー制限されたサルは普
通のえさを与えられたサルと比
べて毛のつやも肌のツヤも良く
若々しく長生きであった。長寿
遺伝子はたんぱく質にくるまれ
普段眠っているらしいのですが、
カロリー制限すると生命の危機
を感じ種を保存するために免疫
機能を高めるように働くようで
す。確かに百歳を超える人で肥
満の人を見たことがないですね。
肥満予防ダイエット神戸アカデミー

肥満予防健康管理士
岸 正幸
神戸市東灘区御影３丁目２ - 電話 ０７８‐８４３‐２２１０

2
3

19

一貫した姿勢を表現しました。
そして昨年、利用者である知的障
害者の方々に就労の機会を提供する
ことを目的の一環として、サニーサ
イド事業を立ち上げ、就労継続支援
型 型の指定認可を受けました。
サニーサイド事業は大きく分けて
軽作業、畑作業、バイオディーゼル
作業、野菜業務、紙すき作業に分か
れ、日々、各利用者が作業に取り組
んでおります。

相続においては、相続
人が被相続人の借金など
の負債を全て承継するの
が原則ですが、この「限
定承認」という手続きは、
相続人が「相続財産を限
度として負債の責任を負
う」という相続の方法です。
従って「限定承認」は、例え
ば、相続財産の全容が不明確
（現金・不動産などの積極財
産と借金などの消極財産のい
ずれがどの程度多いか判らな
い）であるため、相続すべき
か放棄すべきかを判断しかねるよう
な場合に有効な相続方法であると言
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A

われています。
「限定承認」は、相続放棄の場合と
Ｌ＆Ｐ司法書士法人
大阪事務所大阪市北区梅田
同じように、家庭裁判所に対して
- 電話
「限定承認をする」旨を申述する方
神戸事務所 神戸市中央区明石町
法によって行うこととなっており、
電話
この申術は「自己のために相続の開
始があったことを知った時から３ヶ
URL
http://www.lp-s.jp/
月以内」にしなければならないと定
められています。
但し、「限定承認」は相続放棄と
は異なり、相続人が数人あるときは、
全員が共同して行わなければなりま

11
8

0
6

B

6

④ 限定承認
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