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《事業報告》
1． 任期満了に伴う役員（会長、副会長、監査委員、

代議員）の改選

（1） 役員候補者の推薦

　役員候補者推薦委員会委員15名の委嘱

　（平成25年10月15日付）

　会長・監査委員候補者推薦部会3回開催

　代議員候補者推薦部会3回開催

　平成25年12月10日開催の常務委員会で会長候補

者、監査委員候補者2名の推薦を決定、代議員208名

を決定

（2） 役員候補者の信任投票等の実施

　役員選挙管理委員会委員7名の委嘱

　（平成25年9月12日付）

　役員選挙管理委員会委員2名の追加委嘱

　（平成25年12月11日付）

　役員選挙管理委員会6回開催

　会長信任投票・監査委員選挙日程

　平成26年1月15日投票用紙発送

　平成26年1月29日投票締切

　平成26年1月30日開票

　平成26年1月30日開催の臨時常務委員会で会長信

任投票並びに監査委員選挙結果を承認

　副会長承認投票日程

　平成26年2月18日投票用紙発送

　平成26年3月 3 日投票締切

　平成26年3月 4 日開票

　平成26年3月11日開催の常務委員会で副会長承認

投票結果を承認

2．ホームカミングデーの開催

　第8回ホームカミングデー

　平成25年10月27日（日）葛飾キャンパスで開催

　総来場者数　10,000名／開催企画数　98／スタッ

フ数　298名／当日実行委員数　1,100余名／企画実

行部会　10回開催

3．坊っちゃん科学賞研究論文コンテストの実施

　第5回坊っちゃん科学賞研究論文コンテスト（高校

部門）を、東京理科大学と共催で研究論文を募集し、

発表会・表彰式を平成25年10月27日（日）葛飾キャ

ンパスで実施

　論文提出数　78点：最優秀賞1点、優秀賞4点、優

良入賞33点、入賞25点、佳作15点、特別賞（学校賞）

2点

4．第10回理窓会会長杯ゴルフコンペの開催

　平成25年11月2日（土）　参加者16名

5．第105回新年茶話会の開催

　平成26年1月11日（土）14：30～17：30　参加者

254名

6．理窓会入会式について

　第7回理窓会入会式を、平成26年3月19日（水）東京

理科大学学位記・修了証書授与式に引き続いて実施

記念講演講師：東京理科大学総合教育機構　理数教

育研究センター長　近代資料館長　秋山　仁　氏（44

理・応数卒業）

　学位記・修了証書授与式ならびに入会式に昭和28

年に卒業した同窓を招待（6名出席）

※大学で卒業10・20・30・40年を招待

7．会費納入会員の増強

　住所登録者数：106,685名（平成26年3月31日現在）

／会費納入会員数：23,495名（平成26年3月31日現在）

（参考）

　平成26年卒業・修了生数：5,700名

・ 学部卒業生：4,073名（理科大：3,717名、山口理科大：

110名、諏訪理科大：246名）

・ 専攻科修了生：17名（理科大：数学専攻17名）

・ 大学院修士課程修了生：1,570名（理科大：1,554名、

山口理科大：5名、諏訪理科大：11名）

・ 大学院博士課程修了生：40名（理科大：39名、山

口理科大：1名）

8．支部活動の活性化支援

（1） 支部総会への本部役員派遣

・ 開催支部一覧及び出席者数（別紙1参照）

（2） 支部活動補助金の支給（別紙2参照）

平成25年度理窓会会務報告
（平成25年4月1日～平成26年3月31日）



14・7　理窓

11

9．在校生・新卒業生に対する支援

・ 学位記ホルダーの補助

・ 理大祭補助（神楽坂、野田、久喜、山口理科大、諏

訪理科大）

・ 新入生歓迎行事補助（神楽坂）

・ キャリア教育への支援

・ 就職活動への支援

10．「理窓」及び「理科大today」の発行

　「理窓」：年4回（通巻477号～480号　25,000部）

　「理科大today」（第15号120,000部、第16号118,500部）

11．平成26年版「理窓会のしおり」の作成

　［グループウェアの項目追加］（7,000部）

12．インターネットの活用

（1） 本部ホームページと支部ホームページの充実

（2） 本部フェイスブックの充実

（3） グループウェアのサービス開始

　平成26年2月末から登録開始、3月末から一斉メー

ル送信開始

13．理窓会における顕彰（新年茶話会において）

（1） 叙勲・褒章受章者に記念品贈呈

　安井　幸生 38理・化（瑞宝小綬章）／神倉　正 42

理・数（瑞宝小綬章）／内藤　昌孝 39理・数（瑞宝小

綬章）／山口　信郎 39理・数（瑞宝小綬章）／高橋　

喜和 39理・数（瑞宝双光章）／大峯　凱夫 42理・応物

（瑞宝双光章）／江波戸　三好 24理・数（瑞宝小綬章）
／林　直昭 平6理・化（黄綬褒章）／岡村弘之 元東京

理科大学 学長（瑞宝中綬章）

（2）理窓会参与記授与

　大江　修造 37理・応化（幹事、常任幹事）

　小池　茂年 39理・物（幹事、常任幹事）

（3）坊っちゃん賞贈呈　

　大柳　繁造 31理・物

　東田　幸樹 52理・応数

　木村　真三 平1山口短大材料

（4）三世代理窓会会員特別表彰盾贈呈

　門傳　誠吾（大14数）／小野﨑　悟（59薬・薬）／

小野﨑　晴佳（理・応化1年）

14．組織化推進

（1） 卒業年次幹事の推薦依頼

　3大学に平成20年卒業生から卒業年次幹事の選出

を各学科に依頼

　平成24年度から東京理科大学Ⅰ部体育局（本部・野

田支部・久喜支部）とⅡ部体育会に卒業年次幹事の選

出を依頼

　第3回卒業年次幹事交流会を開催（平成25年6月

15日（土）卒業年次幹事15名出席）

　卒業年次幹事に平成26年入会式記念講演候補者の

選考を依頼

（2） 関連団体との関係強化

○新規関連団体の届出

・ Ⅱ部体育会スキー部ＯＢ会トナカイ平成25年6月

・ 理窓サイエンスカフェ平成26年3月

 （平成26年3月31日現在　42団体）

○関連団体交流会開催（平成26年3月15日（土））

　参加団体24団体　45名出席

○関連団体旗の贈呈

　ホームカミングデーの同窓の出会いの広場で展示

　新年茶話会と関連団体交流会で出席団体に贈呈

15．理窓会倶楽部の運営

（1） 運営委員会：11回開催

（2） 平成25年度倶楽部協力者：269名、団体1（こう

よう会）

（3） 理窓会倶楽部懇親会開催：平成25年4月12日

（金）　111名出席

（4） 落語会の開催：平成25年9月20日（金）　38名

出席

16．こうよう会との連携

　こうよう会本部主催（理窓会共催）行事への参加

・ 北関東地区講演会　平成25年10月19日（土）　理

窓会参加者 6名

・ 中国・四国地区講演会　平成25年12月7日（土）　

理窓会参加者13名

17．葛飾キャンパス開設記念碑建立募金

　平成26年3月　葛飾キャンパス開設記念碑建立募

金報告書作成

　記念碑建立募金寄付者名簿を寄付者に送付

（個人寄付者301名　支部・関連団体・法人等16団体）
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《理窓会運営と組織》
1．正副会長会：3回開催（新旧正副会長会1回を含
む）

2．理窓会常務委員会：11回開催
　　臨時常務委員会：1回開催

3．支部長会開催：43支部出席　［葛飾キャンパス］
　平成25年6月23日（日）10：00～11：00

4．理窓会代議員総会開催：146名出席（委任状提
出19名）　［葛飾キャンパス］

　平成25年6月23日（日）13：00～15：30

5．同窓懇親会開催：135名参加［葛飾キャンパス］
　平成25年6月23日（日）15：35～17：00

6．各委員会の活動

　常置委員会・事業推進委員会

（1） 総務委員会　「名簿小委員会」「情報公開審査小

委員会」

（2） 刊行委員会　「理窓」編集小委員会、「理科大

today」編集小委員会

（3） 広報委員会　「ＨＰ・ＦＢ小委員会」

（4） 理窓会倶楽部運営委員会

（5） 坊っちゃん賞選考委員会

（6） 新年茶話会実行委員会

（7） ＨＣＤ実行委員会　「ＨＣＤ企画実行部会」

（8） 会長杯ゴルフコンペ委員会

（9） 坊っちゃん科学賞（高校部門）実行委員会

（10） 入会式実行委員会

（11） 卒業年次幹事委員会

（12） キャリア教育支援委員会

（13） 理窓会関連団体委員会

　時限委員会

（1） 葛飾キャンパス開設記念碑建立募金委員会

（2） 2014ＨＣＤ企画検討委員会

7．規程の改正

・ 「役員候補者推薦委員会規程」の改正　（平成25年

9月10日）

・ 「代議員候補者推薦実施要領」の改正　（平成25年

9月10日））

・ 「会長信任投票・副会長承認投票・監査委員選挙実

施要領」の改正　（平成25年9月10日）

8．支部長の交代（日付は常務委員会承認日）

・東京支部　植木　キク子（36理・物）　（25.6.11）

・埼玉支部　長澤　智則（47理2・化）　（25.7.9）

・京都支部　原田　克己（50理工・物）　（25.7.9）

・山梨支部　奥村　一利（53工・建）　（25.11.12）

・熊本支部　吉村　圭四郎（48工・経）　（25.12.10）

・和歌山支部谷井　一好（59理工・土）　（25.12.10）

・岩手支部　千葉　仁（53理2・数）　（26.3.11）

・大分支部　開　憲明（40理・数）　（26.3.11）

9．代議員の交代（日付は常務委員会承認日）

　小川　裕幸（48工・電）　（25.5.14）　宮崎支部長推薦

以上

平成25年度　理窓会収支決算書
（自平成25年4月1日～至平成26年3月31日）

収入の部 （単位　円）
　会費 79,995,000
　　短期会費（年会費） 7,215,000
　　長期会費 72,780,000
　　　　　（15年会費） 8,160,000
　　　　　（前受15年会費） 64,620,000
　広告料 16,052,200
　ＨＣＤ補助金 15,000,000
　参加費 2,294,000
　寄付金 1,128,390
　利息収入 17,543
　雑収入 218,939
　長期別途積立金取崩し 5,000,000
　収入合計 119,706,072

支出の部 　
1．会議費 3,755,753
　　代議員総会費 3,597,065
　　　役員会費 158,688
2．事業費 66,759,867
　（1） 「理窓」ほか発行費 45,552,206
　　　理　　　窓 20,667,187
　　　理科大today 24,885,019
　（2） 事業活動費 18,818,731
　　　派　遣　費 1,456,140
　　　補　助　費 4,547,995
　　　組　織　費 8,239,645
　　　坊っちゃん科学賞費 3,599,767
　　　特別事業費 347,980
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　　　顕彰費 259,350
　　　各種委員会費 345,054
　　　会費割戻金 22,800
　（3） 名簿管理費 2,388,930
3．選挙費 346,712
4．事務費 10,888,468
　　給与・手当 4,937,841
　　役員等交通費 1,663,210
　　事務通信費 1,268,396
　　事務印刷費 1,085,245
　　消 耗 品 費 440,579
　　光 熱 水 費 237,627
　　雑　　　費 5,628
　　　　振替手数料 1,249,942
5．ホームカミングデー経費 44,213,064
6．新年茶話会費 2,597,180
7．負担金 1,781,756
8．租税公課 484,200
9．長期別途積立金 0
10．予備費支出 0
支出合計 130,827,000
当期収支差額 △ 11,120,928
前期繰越収支差額 15,191,715
次期繰越収支差額 4,070,787

平成25年度　一般会計貸借対照表
（平成26年3月31日現在）

資産の部 （単位　円）
1．流動資産 　
　現金および預金 4,070,787 
　長期別途積立金 62,000,000 
　貯蔵品1（ネクタイ・スカーフ） 1,740,147 
　貯蔵品2（理科大グッズ） 1,366,825 
　流動資産合計 69,177,759 
2．固定資産 　
　固定資産合計 0 
資産合計 69,177,759 
負債の部 （単位　円）
1．流動負債 　
負債合計 0 
正味財産の部 （単位　円）
正味財産合計 69,177,759 
負債及び正味財産 69,177,759 

平成25年度　財産目録
（平成26年3月31日現在）

資産の部 （単位　円）
1．流動資産 　
（1） 銀行預金 　
　　普通預金1　三菱東京UFJ 1,037,368 
　　普通預金2　三菱東京UFJ 1,421,583 
　　普通預金3　三菱東京UFJ 119,386 
　　普通預金4　三菱東京UFJ 6,208 
　　普通預金5　三菱東京UFJ 268,246 
　　普通預金6　みずほ 115,790 
　　普通預金7　りそな 136,144 
　　普通預金8　三井住友 66,411 
　　定期預金　三菱東京UFJ 62,000,000 
（2） 郵便振替預金 　
　　郵貯振替貯金1 781,640 
　　郵貯振替貯金2 9,480 
　　郵貯振替貯金3 38,390 
（3） 手持ち現金 70,141 
（4） 貯蔵品 　
　　貯蔵品1（ネクタイ、スカーフ） 1,740,147 
　　貯蔵品2（理科大グッツ） 1,366,825 
　流動資産合計 69,177,759 
2．固定資産 　
　固定資産合計 0 
資産合計 69,177,759 
正味財産 69,177,759 

負債の部 （単位　円）
1．流動負債 　
負債合計 0 

平成24・25年度　特別会計（記念碑建立募金）
（平成26年3月31日現在）

項　　目 金額 備　　考

収入の部 12,390,592 寄附金 12,389,230円利息等 1,362円

支出の部 5,603,210 記念碑陶板作成費4,357,500円

次期繰越
収支差額 6,787,382 三菱東京UFJ銀行神楽坂支店　普通預金
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平成26年度理窓会事業計画
（平成26年4月1日～平成27年3月31日）

1． SNS（ソーシャルネットワークサービスの活用）

・ e-Mail、Facebook、Homepage、YouTube、

Twitterの連携/・平成26年2月末日から登録を開

始した大学提供グループウェアへの登録促進/・

グループウェアを活用した連絡網の充実

2．会費納入増強

・ 前受15年会費納入に対する父母の理解を得る工夫

・ 15年会費納入に対する積極的なPR

3．こうよう会との連携

・ こうよう会主催の行事への積極的参加

・ 理窓会の活動PR

4．支部活動の活性化支援・

・ 支部総会への本部役員派遣

・ 支部への活動補助金支給

5．理窓会関連団体への支援及び交流会の実施

・ 理窓会会議室の無料貸与

・ 交流会を通じて理窓会への協力要請

6．在学生に対する支援

・ キャリア教育支援／・理窓会関連団体である理窓

ビジネス同友会及び理窓教育会が中心になり講師

を派遣／・就職活動への支援／・理窓ビジネス同

友会にて理科大主催の業界研究セミナーを支援

7． 会誌「理窓」及び情報誌「理科大today」の発行

・ 「理窓」及び「理科大today」の発行方法の検討

・  SNSを活用した配信の検討

8．理窓会組織拡充

・ 卒業年次幹事との交流会開催／・卒業生への学位

記ホルダーの補助／・体育局、体育会との交流会

開催／・学友会、友理会、学生会との交流会開催／・

神楽坂、野田、久喜、山口理科大、諏訪理科大の理

大祭補助、新入生歓迎行事補助

9． 理窓会倶楽部の運営　・理窓会会員相互のコ

ミュニケーションの場の提供

10．理窓会ロゴマークの検討及び使用

以上

平成26年度理窓会行事予定
（平成26年4月1日～平成27年3月31日）

1．理窓会倶楽部運営協力者感謝会

・ 平成26年4月14日（月）　理窓会倶楽部

2．支部長会

・ 平成26年6月22日（日）　神楽坂キャンパス

3．理窓会代議員総会

・ 平成26年6月22日（日）　神楽坂キャンパス

4．同窓懇親会

・ 平成26年6月22日（日）　理窓会倶楽部

5．卒業年次幹事交流会

・ 平成26年9月13日（土）　第2会議室

6．理窓会倶楽部運営協力者懇親会の開催

・ 平成26年9月19日（金）　理窓会倶楽部

7．第9回ホームカミングデー

・ 平成26年10月26日（日）　葛飾キャンパス

8． 第6回坊っちゃん科学賞研究論文コンテスト

（高校部門）

・ 平成26年10月26日（日）　葛飾キャンパスにて開

催の第9回ホームカミングデーにて実施

9．第11回理窓会会長杯ゴルフコンペ

・ 平成26年11月8日（土）　アスレチックゴルフ倶楽部

10．第9回ホームカミングデー反省会

・ 平成26年11月25日（火）　第2会議室

11．第106回新年茶話会

・ 平成27年1月10日（土）　ホテルメトロポリタンエ

ドモント

・ 顕彰（叙勲・褒章・坊っちゃん賞・三世代理窓会員・

顧問・参与等）

12．第3回関連団体交流会

・ 平成27年3月7日（土）　第2会議室

13．第8回入会式

・ 平成27年3月19日（木）　日本武道館にて東京理科

大学学位記・修了証書授与式に引き続き実施

・ 理窓会会長挨拶／記念講演

14．第3回体育局・体育会交流会

・ 平成27年3月

以上
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平成26年度　理窓会予算書
（自平成26年4月1日～至平成27年3月31日）

収入の部 （単位　円）
1．会費 90,000,000 
　　短期会費  （年会費） 9,000,000 
　　長期会費 81,000,000 
　　　　　（15年会費） 9,000,000 
　　　　　（前受15年会費） 72,000,000 
2．広告料 13,000,000 
3．ＨＣＤ協賛金 15,000,000 
4．参加費 2,500,000 
5．寄付金 1,200,000 
6．利息収入 50,000 
7．雑収入 200,000 
8．積立金取崩し 0 
当期収入合計 121,950,000 

支出の部 （単位　円）
1．会議費 4,000,000 
　　　代議員総会費 3,600,000 
　　　役員会費 400,000 
2．事業費 51,040,000 
　（1） 「理窓」ほか発行費 22,000,000 
　　　　理　　　窓 22,000,000 
　　　　理科大today 0 
　（2） 事業活動費 21,540,000 
　　　　派　遣　費 1,500,000 
　　　　補　助　費 4,920,000 
　　　　組　織　費 10,470,000 
　　　　坊っちゃん科学賞費 2,000,000 
　　　　特別事業費 1,900,000 
　　　　顕　彰　費 300,000 
　　　　各種委員会費 400,000 
　　　　会費割戻金 50,000 
　（3） ソーシャル･ネットワーク 7,500,000 
3．選挙費 0 
4．事務費 11,200,000 
　　　給与・手当 5,000,000 
　　　役員等交通費 1,800,000 
　　　事務通信費 1,100,000 
　　　事務印刷費 1,000,000 
　　　消 耗 品 費 500,000 
　　　光 熱 水 費 250,000 
　　　雑　　   費 150,000 
　　　振替手数料 1,400,000 

5．ホームカミングデー経費 45,000,000 
6．新年茶話会費 2,800,000 
7．負担金 1,800,000 
8．租税公課 800,000 
9．積立金 5,000,000 
10．予備費 2,000,000 
当期支出合計 123,640,000 
当期収支差額 -1,690,000 
前期繰越収支差額 4,070,787 
次期繰越収支差額 2,380,787 


