③２００３年度知的財産権制度説明会（初心者向け）開催実績
開 催 日 開催場所
参加者数
会
場
名
住
所
６月
6月23日 (月) 栃木 とちぎ健康の森
宇都宮市駒生町３３３７−１
75
6月25日 (水) 長野 メルパルクＮＡＧＡＮＯ
長野市鶴賀高畑７５２−８
125
83
6月26日 (木) 沖縄 沖縄県市町村職員共済組合自治会館 那覇市旭町１４
７月
7月1日 (火) 東京 メルパルクホール
東京都港区芝公園２−５−２０
1,220
7月2日 (水) 大阪 クレオ大阪中央
大阪市天王寺区上汐５−６−２５
721
7月3日 (木) 石川 石川県地場産業振興センター
金沢市鞍月２丁目‑２０
117
7月7日 (月) 福岡① 八重洲博多ビル
福岡市博多区博多駅東２−１８−３０
152
7月8日 (火) 香川 高松テルサ
高松市屋島西町2366‑1
101
7月10日 (木) 広島 広島商工会議所
広島市中区基町５−４４
146
7月11日 (金) 茨城 茨城県市町村会館
水戸市笠原町９７８−２６
127
7月14日 (月) 宮城 ホテル白萩
仙台市青葉区錦町２−２−１９
86
7月15日 (火) 愛知 名古屋商工会議所
名古屋市中区栄２−１０−１９
328
7月17日 (木) 滋賀 滋賀県工業技術総合センター
滋賀県栗東市上砥山２３２番地
75
7月18日 (金) 熊本 メルパルクＫＵＭＡＭＯＴＯ
熊本市水道町１５−１１
167
7月22日 (火) 北海道① 北海道経済センター
札幌市中央区北一条西２丁目
227
7月23日 (水) 徳島 徳島県立工業技術センター
徳島市雑賀町西開１１−２
106
7月24日 (木) 岡山 テクノサポート岡山
岡山市芳賀5301
126
7月29日 (火) 秋田 みずほ苑
秋田市山王４−２−１２
69
８月
42
8月7日 (木) 北海道② 函館商工会議所
函館市若松町１５−７−６１ 北洋ビル６
8月8日 (金) 神奈川① かながわ労働プラザ
横浜市中区寿町１−４
236
8月20日 (水) 青森 青森県観光物産館アスパム
青森市安方１−１−40
97
8月20日 (水) 長崎 ウェルシティ長崎
長崎市茂里町３番２０号
60
8月26日 (火) 奈良 奈良県中小企業会館
奈良市登大路町３８−１
157
8月28日 (木) 島根 テクノアークしまね
松江市北陵町１番地
34
8月29日 (金) 千葉 千葉県自治会館
千葉市中央区市場町１−３
150
９月
9月2日 (火) 京都 京都リサーチパーク
京都市下京区中堂寺南町１３４
172
9月2日 (火) 宮崎 ウェルシティ宮崎
宮崎市宮脇町３８番地の２
68
9月3日 (水) 新潟 新潟ベルナール
新潟市南笹口２−７−２０
101
9月5日 (金) 高知 ウェルサンピア高知
高知市高須１５５
88
9月9日 (火) 岩手 岩手県工業技術センター
盛岡市飯岡新田３地割３５−２
105
9月10日 (水) 岐阜 ぱるるプラザ岐阜
岐阜市橋本町1‑10‑11
145
9月12日 (金) 福岡② 北九州テクノセンター
北九州市戸畑区中原新町２−１
84
9月16日 (火) 神奈川② かながわ労働プラザ
横浜市中区寿町１−４
205
9月17日 (水) 福島 ビッグパレットふくしま
郡山市安積町日出山字北千保１９−８
66
9月19日 (金) 山梨 ベルクラシック甲府
甲府市丸の内１−１−１７
101
9月25日 (木) 富山 富山県民会館
富山市総曲輪４−１８
135
9月25日 (木) 鳥取 鳥取市厚生年金会館
鳥取市扇町１７６
55
9月30日 (火) 佐賀 はがくれ荘
佐賀市天神２丁目−１−３６
73
１０月
10月3日 (金) 埼玉 大宮ソニックシティ
さいたま市桜木町１−７−５
249
10月7日 (火) 山形 山形県産業創造支援センター
山形市松栄１−３−８
78
10月9日 (木) 福井 ウェルシティ福井
福井市手寄２−１−５
100
10月16日 (木) 愛媛 テクノプラザ愛媛
松山市久米窪田町３３７−１
79
79
10月22日 (水) 大分 (社)大分県労働福祉会館ソレイユ 大分市中央町４丁目２−５
１１月
11月5日 (水) 兵庫 兵庫県農業共済会館
神戸市下山手通４−１５−３
125
11月20日 (木) 鹿児島 かごしま県民交流センター
鹿児島市山下町１４−５０
150
11月21日 (金) 静岡 グランシップ
静岡市池田７９番地の４
220
11月26日 (水) 山口 地方職員共済組合湯田保養所
山口市湯田温泉３−１−１
103
11月27日 (木) 和歌山 ホテルグランヴィア和歌山
和歌山市友田町５丁目１８番地
101
１２月
12月2日 (火) 群馬 ウェルシティ前橋
前橋市古市町１−３５−１
101
12月4日 (木) 三重 プラザ洞津
三重県津市新町1‑6‑28
64
合 計
7,674

