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《事業報告》
1．ホームカミングデーの開催

　第9回ホームカミングデー

　平成26年10月26日（日）葛飾キャンパスで開催

総来場者数　12,000名／開催企画数　121／ス

タッフ数　393名／当日実行委員数　1,200余名／

企画実行部会　10回開催

2．坊っちゃん科学賞研究論文コンテストの実施
　第6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26年10月26日（日）葛飾キャ

ンパスで実施

　論文提出数　110点：最優秀賞　1点、優秀賞　4点、

優良入賞　37点、入賞　36点、佳作　32点、特別賞（学

校賞　2点）

3．第11回理窓会会長杯ゴルフコンペの開催
　平成26年11月8日（土）　　参加者　24名

4．第106回新年茶話会の開催
　平成27年1月10日（土）14：30～17：30　参加者

270名

5．理窓会入会式について
　第8回理窓会入会式を、平成27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：独立行政法人　海洋研究開発機構

理事長　平　朝彦　様

　学位記・修了証書授与式ならびに入会式に昭和

29・30年に卒業した同窓を招待（21名出席）

※大学で卒業10・20・30・40年を招待（16名出席）

6．会費納入会員の増強

　住所登録者数：109,699名（平成27年3月31日現在）

　会費納入会員数：25,726名（平成27年3月31日現在）

（参考）

　平成27年卒業・修了生数：5,391名

・ 学部卒業生：3,936名（理科大：3,634名、山口理科大：

117名、諏訪理科大：185名）

・ 専攻科修了生：22名（理科大：数学専攻22名）

・ 大学院修士課程修了生：1,371名（理科大：1,347名、

山口理科大：9名、諏訪理科大：15名）

・ 大学院博士課程修了生：62名（理科大：58名、諏

訪理科大：4名）

7．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

（2） 支部活動補助金の支給

8．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

・ 教職希望者への支援

9．「理窓」及び「理科大today」の発行

　「理窓」：年4回（通巻482号～485号　毎号28,000部）

　「理科大today」（第17号121,500部、第18号120,000部）

10．平成26年版「理窓会のしおり」の作成（7,000部）
11．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

（本部ホームページリニューアル作業）
（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、登録者数11,633

名（平成27年3月31日現在）／3月末からの一

斉メール送信数、280通（平成27年3月31日現

在）／「グループウェアのチラシ」作成（3,500部）

12．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

　小野 雅敏 39理・応物（瑞宝中綬章）／塚本 桓世 40

理・応物（旭日中綬章）／中村 邦光 32理・物（瑞宝小
綬章）／井原　泰 32理・化（瑞宝小綬章）／秋山 邦彦 
39理・数（瑞宝小授章）／坂入 三男 40理・応化（瑞宝
小綬章）／小林 克茂 41理・数（瑞宝小綬章）／藤原 有
恒 42理・応数（瑞宝小綬章）／星野 佳正 50理・物（瑞
宝小綬章）／小泉 眞悦 25数（瑞宝双光章）／林　春

平成26年度理窓会会務報告
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紀 35理・物（瑞宝双光章）／中田 芳文 42理・数（瑞宝
双光章）／大里 恭司 36理・数（旭日小綬章）／星野　

修　東京理科大学名誉教授 元薬学部長（瑞宝小綬章）
（2） 理窓会参与記授与

　奥原　千里 31理・化（幹事、常任幹事、理窓編集委員長）

　益山　貞一郎 38理・化（幹事、代議員、熊本支部長）
　栗原　義昭39理・数（幹事、常任幹事、監査委員、神奈川支部長）
　菅原　俊一 39理・物（幹事、代議員）
　金子　聰 39理・数（幹事、常任幹事、監査委員）
　並木　榮一 39理・物（幹事、幹事長、常任幹事、代議員）
　石曽根　誠一 39理・化（幹事）

　金元　哲夫 39理・化（幹事、副会長）

　田中　理房 40理・数（代議員、京都支部長）

（3） 坊っちゃん賞贈呈

　鈴木　弘昭 41理・化

（火災研究の発展と社会への還元、火災研究の国際

化への貢献、マスコミを通して防火知識の啓蒙）

　小野　具彦 42理・化

　（中学校理科教育、学校経営、教育行政への貢献）

　富田　英雄 56理工・機

（厚板精密板金を通して日本のものづくり技術の

継承と挑戦）

　真鍋　大度 平12理・数

　（科学技術を用いた芸術における国際的貢献）

（4） 三世代理窓会会員特別表彰盾贈呈

　猪股　清二（23数）／藤代　博記（57理工・物）／藤

代　利香（59理工・物）／藤代　萌（平25理・応化）

13．組織化推進

（1） 卒業年次幹事の推薦依頼

○平成20年卒業生から3大学各学科に卒業年次幹

事の選出を依頼

・ 第4回卒業年次幹事交流会を開催（平成26年9月

13日（土）卒業年次幹事9名出席）

・ 卒業年次幹事に平成27年入会式記念講演候補者

の選考を依頼

（2） 学生組織との関係強化

○ 第2回理大祭実行役員との交流会開催（平成26

年12月18日（木））

・ 4地区（神楽坂・葛飾・野田・久喜）理大祭役員

　15名参加

・ 卒業年次幹事への登録依頼

○ 第3回体育局・体育会役員との交流会開催（平成

27年3月11日（水））

・ 4地区（神楽坂・葛飾・野田・久喜）体育局・体

育会役員　16名参加

・ 卒業年次幹事への登録依頼

（3）関連団体との関係強化

○ 新規関連団体の届出

・ 五期の会（30理・化卒の同期会）平成27年2月

10日承認（平成27年3月31日現在　43団体）

○ 関連団体交流会開催（平成27年2月21日（土））

 参加団体28団体　65名出席

○ 海外支部設立のため準備委員会の立ち上げ

 インドネシア理窓会（平成27年5月31日設立）
 マレーシア理窓会（平成27年10月4日予定）
14．理窓会倶楽部の運営

（1） 運営委員会：11回開催

（2） 平成26年度倶楽部協力者：263名　団体1（こう

よう会）

（3） 理窓会倶楽部感謝祭開催：平成26年4月14日

（金）121名出席

（4） 落語会の開催：平成26年9月19日（金）50名出席

15．こうよう会との連携

（1） こうよう会本部主催行事への参加

・ こうよう会定期総会懇親会　平成26年5月17日（土）

理窓会参加者9名

・ 北海道・東北地区講演会　平成26年11月2日（日）

理窓会参加者7名

・ 九州・沖縄地区講演会　平成27年1月25日（日）　

理窓会参加者9名

（2） 首都圏地区支部合同「就職進学懇談会」への講師

推薦

 平成26年10月5日（日）、10月19日（日）、11月9

日（日）、11月15日（土）　 こうよう会参加者　計

1,758人　理窓会からの講師派遣　延18人
《理窓会運営と組織》
1．正副会長会：2回開催
2．理窓会常務委員会：11回開催
3．支部長会開催：43支部出席　［神楽坂キャンパス］
　平成26年6月22日（日）10：00～11：00
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4．理窓会代議員総会開催：162名出席（委任状提
出19名）　［神楽坂キャンパス］

　平成26年6月22日（日）13：00～15：00
5．同窓懇親会開催：133名参加［神楽坂キャンパス］
　平成26年6月22日（日）15：15～17：00
6．各委員会の活動

［常置委員会・事業推進委員会］
（1） 企画・総務委員会

（2） 情報・広報委員会　ソーシャルネットワーク小

委員会、「理窓」編集小委員会、「理科大today」
編集小委員会、Conscience寄稿小委員会、学報

寄稿小委員会、キャンパス広報小委員会

（3） ＨCＤ実行委員会　HCD企画実行部会

（4） 新年茶話会実行委員会

（5） 理窓会倶楽部運営委員会

（6） 坊っちゃん科学賞（高校部門）実行委員会

（7） 坊っちゃん賞選考委員会

（8） 在校生支援委員会　キャリア教育講師派遣部

会、企業研究セミナー支援部会、こうよう会対

応部会

（9） 関連団体委員会　国内関連団体対応部会、海外

関連団体対応部会

（10）組織拡充委員会　卒業年次幹事部会、入会式企

画実行部会、体育局・体育会支援部会、理大祭

支援部会

（11）会長杯ゴルフコンペ委員会

［時限事業推進委員会］
（1）インドネシア理窓会設立準備委員会

（2）マレーシア理窓会設立準備委員会

（3）2015ＨCＤ企画検討委員会
7．規程の改正

・ 理窓会会則の改正　（平成26年6月22日）

8．支部長の交代　（日付は常務委員会承認日）

・ 岐阜支部　　松田　正英　氏（61理工・工化）（26.5.13）

・ 神奈川支部　武藤　泰典　氏（48理・応物）（26.9.9）

・ 群馬支部　　猿谷　亮司　氏（51理・物）（26.12.9）

・ 福島支部　　押尾　茂　氏（55薬・製薬）（27.1.13）

9．代議員の交代　（日付は常務委員会承認日）

・ 野村　敏弘　氏（63理工・工化）（26.5.13）岐阜支部長推薦

以上

平成26年度　理窓会収支計算書
（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）
　会費 84,389,000
　　短期会費（年会費） 6,689,000
　　長期会費 77,700,000
　　　　　（15年会費） 6,960,000
　　　　　（前受15年会費） 70,740,000
　広告料 16,461,200
　ＨＣＤ補助金 15,000,000
　参加費 2,268,000
　寄付金 810,300
　利息収入 16,911
　雑収入 295,204
　長期別途積立金取崩し 0
　収入合計 119,240,615

支出の部 （単位　円）
1．会議費 4,042,013
　　代議員総会費 3,737,223
　　　役員会費 304,790
2．事業費 47,189,507
　（1） 「理窓」ほか発行費 22,128,421
　　　理　　　窓 22,128,421
　　　理科大today 0
　（2） 事業活動費 20,998,544
　　　派　遣　費 1,773,250
　　　補　助　費 4,530,800
　　　組　織　費 9,634,679
　　　坊っちゃん科学賞費 2,594,586
　　　特別事業費 1,743,007
　　　顕彰費 356,076
　　　各種委員会費 343,046
　　　会費割戻金 23,100
　（3） ソーシャルネットワーク費 4,062,542
3．選挙費 0
4．事務費 11,224,510
　　給与・手当 4,972,615
　　役員等交通費 1,692,590
　　事務通信費 1,241,329
　　事務印刷費 1,198,141
　　消 耗 品 費 442,295
　　光 熱 水 費 298,415
　　雑　　　費 40,773
　　　　振替手数料 1,338,352
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5．ホームカミングデー経費 46,089,054
6．新年茶話会費 3,050,366
7．負担金 1,640,366
8．租税公課 464,700
9．長期別途積立金 0
10．予備費支出 0
支出合計 113,700,516
当期収支差額 5,540,099
前期繰越収支差額 4,070,787
次期繰越収支差額 9,610,886

平成26年度　一般会計貸借対照表
（平成27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 9,610,886 
　貯蔵品1（ネクタイ・スカーフ） 1,369,980 
　貯蔵品2（理科大グッズ） 1,398,612 
　流動資産合計 12,379,478 
2．固定資産
　特定資産
　　長期別途積立金 62,000,000 
　固定資産合計 62,000,000 
資産合計 74,379,478 

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 74,379,478 
負債及び正味財産 74,379,478 

平成26年度　財産目録
（平成27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 190,484 
　　普通預金2　三菱東京UFJ 505,216 
　　普通預金3　三菱東京UFJ 305,771 
　　普通預金4　三菱東京UFJ 249,355 
　　普通預金5　三菱東京UFJ 2,051,556 
　　普通預金6　みずほ 396,351 
　　普通預金7　りそな 602,114 
　　普通預金8　三井住友 659,875 
（2） 郵便振替預金
　　郵貯振替貯金1 3,940,254 
　　郵貯振替貯金2 444,810 
　　郵貯振替貯金3 187,790 
（3） 手持ち現金 77,310 
（4） 貯蔵品
　　貯蔵品1（ネクタイ、スカーフ） 1,369,980 
　　貯蔵品2（理科大グッツ） 1,398,612 
　流動資産合計 12,379,478 
2．固定資産
　特定資産
　　長期別途積立金 62,000,000 
　固定資産合計 62,000,000 
資産合計 74,379,478 
正味財産 74,379,478 

負債の部 （単位　円）
1．流動負債
負債合計 0 

平成26年度　特別会計（記念碑建立募金）
（平成27年3月31日現在）

（単位　円）
項　　目 金額 備　　考
収入の部 800 利息　800円

支出の部 3,000,000 坊ちゃんの塔建立に係わる資金協力3,000,000円

前期繰越
収支差額 6,787,382 

次期繰越
収支差額 3,788,182 三菱東京UFJ銀行神楽坂支店　普通預金
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平成27年度理窓会事業計画
（平成27年4月1日～平成28年3月31日）

1． SNS（ソーシャル・ネットワーキング・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／TUS 

Alumniグループウェアを活用した連絡網の充実

2． 会費納入会員の増強

・ 15年前受会費納入に対する父母の理解を得る工夫
・ 15年前受会費納入に対する積極的なPR
3． こうよう会との連携

・ こうよう会主催の就職進学懇談会への講演者推薦

・ こうよう会主催の行事への積極的参加

・ 理窓会の活動PR（在校生への支援活動）

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

・ 在校生への支援要請／理窓会への協力要請／イン

ドネシア理窓会、マレーシア理窓会設立総会への

支援／理窓会会議室の無料貸与

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教育会、理窓ビジネス

同友会、理窓技術士会、築理会が中心になり講師

を派遣／インターンシップ受け入れ企業の探索

・ 就職活動への支援

・ 理窓ビジネス同友会にて理科大が主催する企業

研究セミナーを支援／理窓会関連団体である築理

会にて工学部建築学科の学生に就活のアドバイス

・ 教職希望学生への支援

・ 大学の管轄下で、理窓会関連団体である理窓教育

会の元教員による教員採用試験講座の実施

・ 支部および理窓会関連団体による学生クラブ活動

等への支援

・ ホームカミングデー当日の学生クラブ活動への支援

7． 会誌「理窓」の発行及び大学情報誌の一部「TUS 

Alumni Today」への編集サポート

・ 「理窓」の発行方法及び「TUS Alumni today」編集

内容の検討

・ 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、諏訪理科大の学

園祭補助

・ 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．理科大卒業生に対する再就職での支援

・ 再就職支援委員会を立ち上げ、システムを構築

以上

平成27年度理窓会行事予定
（平成27年4月1日～平成28年3月31日）

1．理窓会倶楽部運営協力者感謝会

・ 平成27年4月13日（月）　理窓会倶楽部

2． キャリア教育での講師推薦

・ 理学部2部（神楽坂キャンパス）　5／25（月）、7

／6（月）、10／26（月）、12／7（月）

・ 経営学部（久喜キャンパス）　8／6（木）～9／13

（日）のインターンシップ受け入れ企業の探索

3．インドネシア理窓会設立総会

・平成27年5月31日（日）ジャカルタ

4．支部長会

・平成27年6月28日（日）　神楽坂キャンパス

5．理窓会代議員総会

・平成27年6月28日（日）　神楽坂キャンパス

6．同窓懇親会

・平成27年6月28日（日）　理窓会倶楽部

7．卒業年次幹事交流会

・平成27年9月12日（土）　第2会議室

8．理窓会倶楽部運営協力者懇親会

・ 平成27年9月11日（金）　理窓会倶楽部

9．マレーシア理窓会設立総会

・ 平成27年10月4日（日）　クアラルンプール
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10．こうよう会　就職進学懇談会への講師推薦

・ 平成27年10月の土・日4回、葛飾キャンパス

11．第10回ホームカミングデー

・ 平成27年10月25日（日）　葛飾キャンパス

12．第7回坊っちゃん科学賞研究論文コンテスト

（高校部門）第10回ホームカミングデー当日発表

13．第4回理科大体育局・体育会役員交流会

・ 平成27年10月30日（金）　理窓会倶楽部

14．第12回理窓会会長杯ゴルフコンペ

・ 平成27年11月7日（土）　アスレティック倶楽部

15．第10回ホームカミングデー反省会

・ 平成27年11月24日（火）　第2会議室

16．第3回理大祭役員交流会

・ 平成27年12月4日（金）　理窓会倶楽部

17．第107回新年茶話会

・ 平成28年1月9日（土）　メトロポリタンエドモント

18．学内合同企業説明会への支援

・ 平成28年2月の2日間　諏訪東京理科大学

19．同窓関係企業交流会

・ 平成28年2月19日（金）　理窓会倶楽部

20．第4回関連団体交流会

・ 平成28年2月27日（土）　第 2会議室

21．企業研究セミナーへの支援

・ 平成28年3月の1か月間　葛飾・神楽坂・野田各

キャンパスにて順に開催

22．卒業式での理窓会会長挨拶

・ 平成28年3月18日（金）　東京理科大学学位記・修

了証書授与式

・ 平成28年3月23日（水）　諏訪東京理科大学学位

記・修了証書授与式

23．平成28年度在校生支援意見交換会

・ 平成28年3月24日（木）　第 2会議室

 以上

平成27年度　理窓会予算書
（自平成27年4月1日～至平成28年3月31日）

収入の部 （単位　円）
1．会費 85,000,000 
　　短期会費  （年会費） 7,000,000 
　　長期会費 78,000,000 
　　　　　（15年会費） 7,000,000 
　　　　　（前受15年会費） 71,000,000 
2．広告料 13,000,000 
3．ＨＣＤ協賛金 15,000,000 
4．参加費 2,300,000 
5．寄付金 1,000,000 
6．利息収入 20,000 
7．雑収入 300,000 
8．特別会計受入 3,788,182 
9．長期別途積立金取崩し 0 
当期収入合計 120,408,182 

支出の部 （単位　円）
1．会議費 4,800,000 
　　　代議員総会費 3,800,000 
　　　役員会費 1,000,000 
2．事業費 53,530,000 
　（1） 「理窓」発行費 23,500,000 
　（2） 事業活動費 24,530,000 
　　　派　遣　費 1,800,000 
　　　補　助　費 4,580,000 
　　　組　織　費 10,370,000 

　　　坊っちゃん科学賞費 2,600,000 
　　　特別事業費 500,000 
　　　顕　彰　費 400,000 
　　　各種行事費 3,100,000 
　　　各種委員会費 1,150,000 
　　　会費割戻金 30,000 
　（3） ソーシャル･ネットワーク 5,500,000 
3．選挙費 100,000 
4．事務費 10,650,000 
　　　給与・手当 5,000,000 
　　　交　通　費 50,000 
　　　事務通信費 1,300,000 
　　　事務印刷費 2,000,000 
　　　消 耗 品 費 500,000 
　　　光 熱 水 費 300,000 
　　　雑　　　費 100,000 
　　　振替手数料 1,400,000 
5．ホームカミングデー経費 46,800,000 
6．新年茶話会費 3,100,000 
7．負担金 1,700,000 
8．租税公課 800,000 
9．積立金 0 
10．予備費 2,000,000 
当期支出合計 123,480,000 
当期収支差額 -3,071,818 
前期繰越収支差額 9,610,886 
次期繰越収支差額 6,539,068 

── ●── ●── ●── ●── ●── ●── ●── ●──
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理窓会会則　新旧対照表
学部入学時に卒業後の15年間会費を前納とす るための改正

改正後 改正前

平成26年6月22日　改正
平成27年6月28日　改正

第2章　会　　　員
（会員資格）
第5条　本会の会員は、次のとおりとする。
（1）正会員
（ア） 東京理科大学、山口東京理科大学、諏訪東京
理科大学、東京物理学校、東京理科大学山口短期
大学、または東京理科大学諏訪短期大学を卒業、
あるいは修了した者

（イ） 東京理科大学、山口東京理科大学、諏訪東京
理科大学、東京物理学校、東京理科大学山口短期
大学、または東京理科大学諏訪短期大学に在学し
た者で､ 会員3名以上の推薦があり、常務委員会
で承認を得て、別途細則に定める会費を納めた者

（2）準会員
（ア） 東京理科大学、山口東京理科大学または諏訪
東京理科大学の学部学科に在学する者

（イ） 本条第1号の正会員でなく、東京理科大学、
山口東京理科大学または諏訪東京理科大学の大学
院あるいは専攻科に在学する者

（選任）
第10条　役員は、正会員で別途細則に定める会費を
納めた者の中から、次の方法により選任または選
出する。

　　　　　＜同右＞

　　　　＜以下省略＞

附則
 　この会則は、平成26年6月23日から施行し、平
成26年4月1日から適用する。
附則
 　この会則は、平成27年6月29日から施行する。

平成26年6月22日　改正

第2章　会　　　員
（会員資格）
第5条　本会の会員は、次のとおりとする。
（1） 正会員
ア 東京理科大学、山口東京理科大学、東京理科大
学山口短期大学、諏訪東京理科大学、東京理科大
学諏訪短期大学、または東京物理学校を卒業、あ
るいは修了した者
イ 東京理科大学、山口東京理科大学、東京理科大
学山口短期大学、諏訪東京理科大学、東京理科大
学諏訪短期大学、または東京物理学校に在学した
者で､ 会員3名以上の推薦があり、常務委員会で
承認を得て、所定の会費を納入した者

（2） 準会員
  東京理科大学、山口東京理科大学または諏訪東
京理科大学に在学する者

（選任）
第10条　役員は、正会員の中から、次の方法により
選任または選出する。

（1） 会長は、役員候補者推薦委員会が候補者を推薦
し、代議員が投票により信任する

（2） 副会長は、会長が指名し、代議員が投票により承
認する

（3） 常務委員は、正副会長会が選任する
（4） 代議員は、別途細則の定めにしたがって選出する
（5） 監査委員は、代議員が投票により選出する
  役員候補者推薦委員会は、監査委員候補者を推
薦できる
2　役員候補者推薦委員会および前項1号の信任投票
については、別途細則で定める。

　　　　＜以下省略＞

附則
　この会則は、平成26年6月23日から施行し、平成
26年4月1日から適用する。
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理窓会細則新旧対照表
学部入学時に卒業後の15年間会費を前納とするための改正

改正後 改正前

平成25年6月23日　改正
平成27年6月28日　改正

　この細則は、理窓会会則第58条の規定に基づき定
める。

第1章　会　　　員
第1条　理窓会会則（以下「会則」という。）第5条規
定の会員は、その氏名、住所および職業等を速やか
に本会に届け出ることとする。
 　届出内容に変更が生じたときは、速やかに、所定
の用紙でその内容を届け出るものとする。
第2条　会則第5条第1号規定の正会員および会則
第5条第4号規定の名誉会員は、退会できない。
2　会則第5条3号規定の特別会員または会則第5条
第5号規定の賛助会員の退会は、理由を付した退会
届を会長に提出し、常務委員会の承認を受けて行
う。
第3条　会員は、理窓会細則（以下「細則」という。）
第5条規定の会費を納入している期間について、次
の各号の特典を受けることができる。

（1） 会誌「理窓」の配布を受けること
（2） 本会の行う事業に優先的に参加できること

第2章　会　　　費
第5条　会則第6条に規定する会費については、次の
とおりとする。

（1） 正会員は、次のうちどちらかを選択して、会費を
納入するものとする
 ①年会費3,000円
 ②15年間の会費として30,000円の前納
（2） 準会員（ア）は、学部学科卒業後の15年間の会費
として30,000円を前納するものとする

（3） 準会員（イ）は、大学院あるいは専攻科修了後の15
年間の会費として30,000円を前納するものとする

（4） 特別会員および名誉会員については、会費の納
入を免除する

（5） 賛助会費は、年額10,000円を1口とし、1口以上
とする

（6）
　　　　　＜同右＞

（7） 準会員が会費納入後退学・除籍等で学籍を失っ
た場合で、本人が希望する場合には全額返却する
ものとする
2　会費の納入方法は、以下のとおりとする。

平成25年6月23日　改正

　この細則は、理窓会会則第58条の規定に基づき定
める。

第1章　会　　　員
第1条　会員は、その氏名、住所および職業等を速や
かに本会に届け出ることとする。届出内容に変更
が生じたときは、速やかに、所定の用紙でその内容
を届け出るものとする。

第2条　正会員および名誉会員は、退会できない。

2 　会則第8条3号による特別会員または賛助会員の
退会は、理由を付した退会届を会長に提出し、常務
委員会の承認を受けて行う。

第3条　会員は、会費を納入している期間について、
次の各号の特典を受けることができる。

（1） 会誌「理窓」の配布を受けること
（2） 本会の行う事業に優先的に参加できること

第2章　会　　　費
第5条　理窓会会則（以下「会則」という。）第6条に
規定する会費については、次のとおりとし、会費の
額は、以下のとおりとする。

（1） 正会員は、次のうちどちらかを選択して、会費を
納入するものとする
 ①年会費3,000円
 ②15年間の会費として30,000円の前納
（2） 準会員、特別会員および名誉会員については、会
費の納入を免除する

（3） 会則第5条5号の賛助会費は、年額10,000円を1
口とし、1口以上とする

（4） 旧会則による終身会員および平成11年度以前に
資格を得た終身維持会員については、会費の納入
を免除する

2　会費の納入方法は、以下のとおりとする。
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改正後 改正前

（1） 年会費3,000円の納入を選択した正会員は、毎年
3月末日までに、次年度の会費を納入する

（2） 15年間の会費として30,000の前納を選択した正
会員は、15年の期間終了年度の3月末までに、本
条第1項第1号に規定する会費を選択して、納入す
る

（3） 準会員（ア）は、大学入学時に、学部学科卒業後
の15年間の会費として30,000円を前納する

（4） 準会員（イ）は、大学院あるいは専攻科の修了年
度に、修了後の15年間の会費として30,000円を前
納する

（5） 
　　　　　＜同右＞

　　　＜以下省略＞

附則
 この細則は、平成25年6月23日から施行する。
附則
 この細則は、平成27年6月29日から施行する。

（1） 正会員は、毎年3月末日までに、次年度の会費を
納入する

（2） 賛助会員は、理窓会（以下「本会」という。）所定
の様式による入会届を会長に提出し、常務委員会
の承認を受けた後、会費を納入する

　　　＜以下省略＞

附則
　この細則は、平成25年6月23日から施行する。

理窓会役員名簿理窓会役員名簿
◇会長
　石神　一郎 45工・建

◇副会長
　坂本　　功 41理・数 　栗原　良平 41理・化 　渡邊　一郎 41工・電
　横山　成紀 42理・応物 　増渕　忠行 43理・物 　福田　義克 43工・建
　島崎　益男 45工・機 　池北　雅彦 50薬・薬 　森野　義男 53理・化
　小林　秀至 54理工・電

◇常務委員
　幡野　　純 40理・応物 　澤　　芳昭 41理・物 　鈴木　宏司 41理・物
　松野　　直 41理・物 　松井　辰男 41理・化 　大岩　昭之 43工・建
　小久保正己 44理・数 　林　　孝夫 44工・建 　松原　秀成 45理・物
　山本　　孝 46理・応数 　本山　和夫 47理工・経 　富岡　康夫 48理・化
　眞田　孝則 50理・化 　小向得　優 53理・応物 　小泉　隆志 57工・電
　田所　　誠 62理・化 　郡司　天博 62理工・工化 　樽谷　　隆 平1理・化

◇監査委員
　長峰　博明 42理・応数 　藤井　　浩 44工・機


