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支部・諸会だより

同一会場で実施し、多くの教員の参加が図れまし
た。情報等の交換が活発に行われ、いつも以上に
華やかな懇親会になり、とても有意義な交流の場
となりました。今後の理科大と理窓会埼玉支部会
員の一体感醸成の一助になったものと思います。

（文責　鯨井　智巳）

千葉支部　総会
主催者　支部長　小倉　正敬（44理・物）
平成26年8月24日（日）　13時～
会場　ポートプラザちば　参加者70名
本部参加者　　東京理科大学理事長　中根　　滋

東京理科大学学長　藤嶋　　昭
理窓会会長　石神　一郎

東京理科大学維持会会長　森野　義男
　本部より中根理事長、藤嶋学長、森野維持会会
長、石神理窓会会長をお迎えして、平成26年度千
葉支部総会を開催いたしました。
「めざせ　エベレスト！」

“山は登ろうと思わないと登れない”
　中根理事長が今後の少子高齢化の時代に向け
て、理科大の目指すべきビジョン－未来への約束
について、熱く語られました。「世界が一目置く
大学」を目標に進化し続ける理科大、我々同窓会
員は、相当の本気度を感じるとともに、我々もパ
ワーを得る機会となりました。
　また、多くの大学が参加の希望をしていた独立
行政法人科学技術振興機構「グローバルサイエン
スキャンパス」委託事業を、理科大が10月から行
うことになりました。そのプランについても大変
興味ある内容となっており、高校1、2年生を対
象に9月から募集を行うとのことでした。我々も
さっそく興味ある生徒を発掘して、チャレンジさ
せていきたいと感じたところです。

　記念講演会では、東京理科大学薬学
部教授の牧野公子先生に、「薬の効き方、
効かせ方」という演題でご講演いただき
ました。先生には薬学部の学部長とい
う大変お忙しい中、千葉支部総会に参
加いただきました。特に、癌に関する薬

埼玉支部　総会
主催者　支部長　長澤　智則（47理・化）
平成26年7月6日（日）　13時～
会場　東京理科大学経営学部久喜キャンパス
参加者94名
本部参加者　　東京理科大学理事長　中根　　滋
　　　　　　　　東京理科大学学長　藤嶋　　昭
　　　　　　　　　　　理窓会会長　石神　一郎
　　　　　東京理科大学維持会会長　森野　義男
　埼玉支部総会が行われ、全ての議案が承認され
ました。
　最初に、石神一郎理窓会会長からお祝いの言葉
とご挨拶をいただきました。理窓会フェイスブッ
ク、卒業生へのインターネットグループウェアに
ついての説明があり、積極的な活用の依頼があり
ました。
　森野義男維持会長からは、維持会についてのお
話をうかがいました。
　中根滋理事長からは、理科大は日本一ではなく
世界一を目指すとの力強いお言葉をいただきまし
た。また、久喜キャンパスの移転の経緯と今後の
動向について、説明をいただきました。
　藤嶋昭学長からは「教養と教育が大切」という
演題で講演を行っていただきました。光触媒との
出会いから、その効果、応用例、今後の課題（繊維
への応用）について説明していただきました。ま
た、今後は太陽光の保存について研究を進めると
のお話をいただき、会員はその内容に驚き、多く
の質疑応答が行われました。
　懇親会では、「久喜空手部」、「久喜少林寺拳法
部」による迫力ある演武を鑑賞しました。また、
今年度からは理窓教育会総会を同日の午前中に
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て承認されました。
　総会終了後、『「ものづくりは
ことづくり」・技術者の志』と題
して、山口東京理科大学教授　
貴島孝雄様から講演をしていた
だきました。自動車開発という
“ものづくり”に夢やストーリー

性を持ったコンセプトを与える“ことづくり”が、
延いては“人づくり”にもつながるという思いを
感じました。開発チームで“人馬一体”というコン
セプトによる感性の共有が壮大なロマンを形にす
る原動力になった、というお話に胸を打たれまし
た。また、大学で学生達に「学生フォーミュラ大
会」に挑戦させることで、実践を通して優秀な技
術者を育てたいという貴島教授の気概を感じた次
第です。
　講演後、懇親会に移り、乾杯の発声のあと、塚
本会長及び福田理窓会副会長から理科大の近況、
理窓会・維持会の活動の状況についてご報告を頂
きました。また、関西理窓会連合会岡本副会長及
びこうよう会釆野支部長からご挨拶をいただきま
した。
　その後、懇談に移り、和やかな雰囲気のもと楽し
いひと時を過ごすことができました。最後に校歌
を大合唱したのち写真撮影をしてお開きとなりま
した。ご出席の皆様には、会の進行にご協力をい
ただき感謝しております。　（文責　原田　克己）

新潟支部　総会
主催者　支部長　坂上　　隆（51理工・数）
平成26年8月17日（日）　13時～
会場　アトリウム長岡（長岡市）　参加者27名
本部参加者　東京理科大学常務理事　吉本　成香

理窓会会長　石神　一郎
東京理科大学維持会会長　森野　義男
　平成26年度理窓会新潟支部総会を
「米百俵の精神」が息づく長岡市で開催
し、25年度事業報告・決算報告、26年
度事業計画・予算並びに役員改選など

の開発などを中心に先生の体験談、専門的な内容
なども交えながら話されました。薬を開発する立
場とお医者さんとの関係など我々が知らないとこ
ろで苦労していることがあるのだと感じました。
　その後、懇親会を行いました。懇親会では会員
相互の親睦を深める場として、楽しいひと時を過
ごしました。葛田氏が今年もお赤飯と梅干を作っ
てお土産としてご持参くださいました。また、退
職後にはじめたという、山崎顧問によるハーモニ
カ演奏がありました。アンコールでは、美空ひば
りの曲を演奏し、小倉支部長が歌うという一幕が
あり、大変印象的な懇親会となりました。

（文責　川邉　浩一）

京都支部　総会
主催者　支部長　原田　克己（50理工・物）
平成26年7月13日（日）　11時30分～
会場　ホテルセントノーム京都　参加者21名
本部参加者　　　東京理科大学会長　塚本　桓世

理窓会副会長　福田　義克
　大学から塚本会長、理窓会から福田副会長、関
西連合会から岡本公爾副会長、他関西地区各支部
長、こうよう会からは京都府支部長の采野正明様
をお招きして、平成26年度の京都支部「文月の集
い」を開催しました。
　支部長挨拶のあと、予定した案件（事業・会計
報告、監査報告、事業計画・会計予算案）がすべ
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野幸人氏・中部理窓会長平松洋氏・遠州理窓会長
大澄弘道氏からご挨拶を頂き、その後、参加者全
員の自己紹介（5分）があった。

（文責　大川　清仁）

遠州（静岡県西部）理窓会　総会
主催者　遠州理窓会会長　小池　豊（53理・物）
平成26年8月30日（土）　17時～
会場　グランドホテル浜松　参加者40名
本部参加者　東京理科大学常務理事　吉本　成香

理窓会会長　石神　一郎
東京理科大学維持会会長　森野　義男

　総会に先立ち、大学の教育・研究成果の情報発
信及び地域貢献の一つとして、東京理科大学・遠
州理窓会共催の公開講座『がん医療　最前線』を
東京理科大学生命医科学研究所所長 安部　良教授
にご講演頂きました。当講座には、熱心な地域住
民の方々はじめ同窓生、そして静岡新聞社等の報
道関係者など多くの受講者があり、大好評を博し
ました。
　総会では、前年度活動内容並びに会計・監査報
告、役員改選が全会一致で承認されました。その
後、懇親会に移り、吉本常務理事はじめ大学役員
並びに招待者の方々から祝辞を含め、大学を取り
巻く教育・研究・運営・支援活動等についてお話
を頂き、大学の現況について改めて認識できまし
た。また、今回の懇親会の余興として、同窓生2名

について承認された。その後、吉本常務理事によ
る大学の現況、石神理窓会会長によるグループ
ウェアを活用した理科大ネットワークの拡大、森
野維持会会長による理科大黎明期の話があり、続
いて新潟大学名誉教授の堀米恒好先生（45理・化）
から「細胞核内構造の研究とホスプロテオーム解
析法の開発」と題する講演があった。最先端科学
の研究で大変興味深い内容であり、参加者の中の
理科教員（元教員）は多いに刺激を受け満足して
いた。
　参加者一同による記念撮影後、本部役員、こう
よう会の石坂均新潟支部長とともに懇親会を行っ
た。恒例となった参加者全員の近況報告などを語
り、和やかに杯を酌み交わし、来年度は上越市で
再会することを確認し散会となった。

（文責　坂上　　隆）

静岡県東部理窓会　総会
主催者　静岡県東部理窓会会長
　　　　大川　清仁（48理工・機）
平成26年7月19日（土）　16時～
会場　パステリア地中海　参加者24名
本部参加者　　　東京理科大学理事　村田　雄司

理窓会会長　石神　一郎
東京理科大学維持会会長　森野　義男

　石神一郎様に理窓会活動について報告して頂い
た。村田雄司様に大学の現況について報告して頂
いた。（中根滋理事長のビデオ
は印象深い。）森野義男様の理科
大誕生の21名の先生のお話は
参加者から寄付の話題で盛り上
がった。
　懇親会では、静岡県支部長大
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和やかな雰囲気の中で進行し、最後に校歌を斉唱
し、中根理事長の音頭で万歳三唱して来年の再会
を期してお開きとなりました。同じホテルの中で
二次会を開催しましたが、半数以上の17名が参加
し、再度盛り上がったことを追記しておきます。

（文責　羽田　啓二）

兵庫支部　総会
主催者　支部長　宮宅　勇二（51理工・建）
平成26年9月7日（日）　11時30分～
会場　兵庫県民会館　参加者25名
本部参加者　　　東京理科大学会長　塚本　桓世

東京理科大学理事　本山　和夫
理窓会副会長　福田　義克

　塚本会長、福田理窓会副会長、本山理事のご参
加をいただいたのをはじめ、近畿各府県より横山
理窓会副会長、支部長、代議員の方々にもおいでい
ただき、和やかな雰囲気の中で懇親会を進めるこ
とができました。最初に事業報告・会計報告があり、
次に支部長再選議事があり、私（宮宅）が支部長を
続行することになりました。その後、元高校教師で
姫路木鶏クラブ世話人代表で全国世話人会代表も
兼務しておられる三木英一先生に「心豊かな生き
方を求めて－先哲の知恵に学ぶ人間学－」という
題名で講演を賜り、全員熱心に耳を傾けました。そ
の後、歓談して大いに親交を深め、最後は校歌斉
唱でしめくくりました。　 （文責　宮宅　勇二）

によるギターとバイオリンの懐かし
いフォークソングミニライブが行わ
れたり、平成卒の同窓生9名を含め、
活気ある和やかな会で大いに盛り上
がりました。　　　（文責　小池　豊）

広島支部　総会
主催者　支部長　場田　克己（41理・応数）
平成26年9月7日（日）　14時45分～
会場　ホテルセンチュリー21広島　
参加者25名
本部参加者　　東京理科大学理事長　中根　　滋

理窓会副会長　渡邊　一郎
東京理科大学維持会会長　森野　義男

来賓　　山口東京理科大学　金田　和博　准教授
　　　こうよう会広島支部　屋敷　幹雄　支部長
　理窓会総会に先立ち、株式会社日本製鋼所の田
中副社長（49工・工化）から『日本製鋼所と広島の
縁』と題して講演頂きました。創業は107年前室
蘭で、あまり知られていませんが、原子力圧力容
器や火砲を製作していること、創業者及び2代目
の会長は広島出身と広島に縁がある会社であるこ
とが説明されました。
　総会では、中根理事長から、子供の人口が減少
していく中で、大学が目指す『日本の理科大から
世界の理科大へ』の方向において、世界を相手に、
価値観の違う中で通用する人材を育成しなければ
ならない等、今後の施策についての説明がありま
した。渡邊理窓会副会長から、ソーシャルネット
ワークを活用した同窓生のネットーワークを広げ
ていく旨のお話があり、FaceBookを活用し、情
報を発信していくので、メールアドレス取得促進
のお願いがありました。森野維持会会長から、物
理学校設立当初のお話しがあり、興味深く聞きま
した。また、屋敷こうよう会広島支部長
にも挨拶を頂きました。2013年度の会
計報告を行い、全員一致で承認され、総
会を終了し、記念写真を撮って、懇親
会へと移りました。昭和41年卒から平
成20年卒までの幅広い年代の同窓生で
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ヒツジ草の咲いている時間帯でとてもよかったで
す。翌日は早起きして、健脚組は至仏山に登って
鳩待峠を目指し、一方散策組は、尾瀬ケ原を散策
してから鳩待峠で合流しました。
　天候が心配されましたが、二日間とも雨に降ら
れず、全員が予定のコースを踏破し、素晴らしい
自然を満喫することができました。

（文責　榎本　成己）

理数研　第18回数学教育シンポジウム
主催者　会長　池田　文男（48理・数）
平成26年8月20日（水）～22日（金）
会場　富士箱根ランド　スコーレプラザホテル
参加者13名
　東京理科大学数学教育研究会（理数研）は、毎年
夏に日数教全国大会に参加するとともに、会員の
力量アップを目指して、数学教育シンポジウムを
開催しています。今年度は研究主題を「『科学的精
神』を育成するための数学的活動の研究」として、
参加者全員がそれぞれの立場で、研究や実践をし
てきたことを発表し合いました。
　研究発表は全部で14種類あり、1日目の午後、
2日目の午前、3日目の午前と3回に分けて研究発
表と協議を行いました。2日目の午後はエクスカー
ションで、伊豆丹那の酪農王国「オラッチェ」に行
きました。今回のシンポジウムでは、数学教育に
おけるさまざまな分野での新しい視点や改善すべ

卒業58周年の31Ｂ　同期会
平成26年5月31日（土）
会場：理窓会倶楽部　　参加者17名
　この同期会は昭和31年に理学部物理学科を卒
業した生徒のクラス会で、全員81歳（半壽）以上
に成りました。
　昨年から今年にかけて残念な事ながら4名の方
が永眠されました。友人の冥福を祈る献杯からク
ラス会が始まり、いつの間にか和やかな懐かしい
友との会話で弾みました。今年、遠いところから
見えた方は岡山と青森からでした。
　皆に話をして頂きましたが健康に関する話が矢
張り多くなりました。
　来年は6月6日（土）に同期会を行う予定です。
　これからも、幹事が元気でいる限り同期会を続
けてまいります。　　　　　（文責　羽賀　正治）

北斗の会　有志による「尾瀬ハイキング」
主催者　会長　奥原千里（31理・化）
平成26年8月28日（木）～8月29日（金）
会場　尾瀬　参加者16名
　「北斗の会」とは理窓教育会東京支部の会員で
退職した人たちの有志でつくる団体です。毎年、
二回の会合をもつほかに、現役時代に出来なかっ
た教育視察旅行などにも取り組んでいます。
　今回は、尾瀬を散策しようと呼びかけたとこ
ろ、大人数での山歩きとなりました。行きは関越
交通の直通バスを利用して尾瀬戸倉まで行き、そ
こでマイクロバスに乗り換えて鳩待峠に着いて、
記念写真を撮ってから、山の鼻までゆっくり散策
しました。宿舎の「至仏山荘」に荷物を置いてすぐ
に、尾瀬ケ原の散策に出かけましたが、ちょうど
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き課題について、研究主題にせまる充実した討議
がなされました。また、参加者相互の親睦を深め
ることができ、成果を得ることができました。

（文責　小林　　博）

理数研　米子のゆうべ
主催者　会長　池田　文男（48理・数）
平成26年7月31日（木）～8月2日（土）　
会場　鳥取県米子市　参加者50名
　日本数学教育学会（日数教）主催全国算数数学
教育研究大会が鳥取県米子市にて行われ、全国か
ら集まった数学科教員の中にも理窓会員の先生方
が多くいらっしやいました。そこで今年もこの機
会に東京理科大学数学教育研究会（理数研）会員
の皆様と親睦を深めるための会「米子のゆうべ」を
7月31日夕刻に開催いたしました。各地でご活躍
されている理数研会員・理窓会会員の先生方にも
ご出席いただき約50名の盛大な会となりました。
　地元の旬な料理、境港直送の魚料理をはじめ大
山（だいせん）鶏などに舌鼓をうちながらこれか
らの数学教育のあり方など多くの議論を深めると
共に、日数教百周年記念・理科大大会に向けて決
意を新たにし、散会しました。

（文責　半田　　真）


