支部・諸会だより
沖縄支部
主催者
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総会

支部長

仲里

恒雄（35 理・物）

高知支部

平成 27 年 11 月 28 日（土）18 時〜
会場

理窓

サザンプラザ海邦

参加者

主催者

16 名

支部長

総会
和田

雅史（56 理工・建築）

平成 27 年 11 月 14 日（土）18 時〜

東京理科大学常務理事池北雅彦先生、維持会森

会場

野義男会長、理窓会増渕忠行副会長、理窓会元監

高知サンライズホテル

参加者

16 名

査金子聰先生を来賓にお迎えして支部総会が開催

来賓の岡村常務理事より、理大卒業生の希望先

された。来賓 4 名の挨拶に引き続いて、平成 26 年

への就職率は実質№ 1である事や「進化する経営学

度活動報告、会計報告後、（1）支部活性化につい

部」
「山口東京理科大学の公立化」等々、興味深いお

て （2）ホームページの開設について （3）支部

話がありました。また福田副会長からは先日開催さ

総会開催日を協議題に進行した。総会開催日は 7

れたホームカミングデーにノーベル賞受賞の大村先

月、8 月の何れかで実施することに決定。

生に来て頂いた事、理窓会 126 年の歴史や目的・在

①増渕副会長

復帰前に来沖当時のお話。理科大

校生への支援など理窓会の現状報告を頂きました。

学出身の大村先生のノーベル賞受賞のお話、先生

総会は滞りなく終わり記念撮影後の懇親会も盛
会裏に行われました。

の人物像の紹介。結びの「理窓会の組織と役割」は、

今年度は、平成の卒業生が 3 名も出席してくれ、

支部総会の重要性を認識させるお話でした。
②池北雅彦先生

楽しく賑やかな会になりました。さらに多くの方の

理科大学を取り巻く環境につい

参加をお待ちしております。（文責

て。大村先生のノーベル賞受賞に関する本学との

和田

雅史）

つながり。本山和夫理事長就任並びに本山氏のプ

神奈川支部

ロフィル紹介。久喜キャンパスが平成 28 年 3 月で
終了し、神楽坂に移転する。学部卒業生の就職率

主催者

95％と就職率ランキングの紹介など。

平成 28 年 1 月 23 日（土）11 時〜

③森野会長

会場

理学の普及の志に燃えた理学士 21

支部長

新年賀詞交歓会
武藤

泰典（48 理・応物）

横浜ローズホテル

参加者

77 名

名の紹介と創業までの経緯。昼間は働き、夜間は

今回の新年賀詞交歓会は慶応大学名誉教授・日

週 2 回の講義を行い、学校の維持費を自らも納め

本スポーツ学会代表理事であられる池井優（いけ

たことなど。

いまさる）先生に「オリンピックと日本外交 -“3 つ

④金子聰先生

の東京オリンピック ” を中心に」のご講演をいた

沖縄支部との関わり、最近は準会

だきました。幻に終わった 1940 年、大成功だった

員として支部総会に参加。

1964 年、さらに 2020 年大会に向けた我々の知ら

懇親会は自己紹介後、来賓と会員の対話もあっ

ない興味深いお話でした。

て、和やかな雰囲気で進行した。また、こうよう
会会長と副会長の参加を賜り、こうよう会との絆

本山和夫理事長、藤嶋昭学長、森野義男維持会会

はより強化されてよかった。特に若手会員の三線

長、石神一郎理窓会会長、植木キク子東京支部長、

も披露され、懇親会を盛り上げた。最後は恒例の

長澤智則埼玉支部長、眞田孝則千葉支部長のほか

校歌斉唱で散会した。

神奈川にお住いの山本副学長もご参加いただき、こ

（文責

仲里

恒雄）
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うよう会からOB 含め 5 名参加いただき、総勢 77 名
の盛大な賀詞交歓会でした。神奈川6 地区のエリア
のつながり、またゴルフ、囲碁、奇術同好会の仲間
のつながり、その他 学部学科、仕事のつながりな
どの交流の場となりました。

（文責

樽谷

んのミニコンサート、和気あいあいとしたご歓談、

隆）

支部の集まりに初めて参加した会員の紹介等があ

千葉支部
主催者

支部長

新春懇親会
眞田

り、校歌を全員で斉唱して会は終了しました。

孝則（50 理・化）

（文責

佐賀支部

平成 28 年 1 月 31 日（日）10 時〜
会場

ホテルポートプラザちば

参加者

主催者

49 名

長澤

智則）

総会

支部長

森永

和雄（44 理・化）

平成 28 年 2 月 14 日（日）

本山和夫理事長、藤嶋昭学長、石神一郎理窓会

会場

会長からご来賓のご挨拶を頂き、記念講演では千

県庁レストラン志乃

参加者

17 名

葉支部副部会長坂本先生から「私の第二の人生に

平成 27 年度の理窓会佐賀支部総会を数年ぶり

ついて」、また森野義男維持会会長の「創立者先生

に開催した。大学からの吉本成香常務理事、理窓

方の足跡」から、理科大に今も息づく「実力主義」

会から島崎益男副会長を迎え、「日本の理科大か

の伝統の根源を知りました。

ら世界の理科大へ」躍進する理科大の現況と変革
と理窓会活動の現況について講話をいただいた。

懇親会では、森野維持会会長、近県支部・こうよ
う会代表者のご挨拶を頂き、また昨年瑞宝小授章を

特に、会員からはグループウェアへの参加ついて

受けられた鯉淵武敏氏のご挨拶、会員の山崎忠義氏

高い関心が示された。また、
「こうよう会」からは

のハーモニカ演奏などの披露などもあり、和やかな

次期会長で理窓会の会員でもある隈本泰之様から

中にも大いに盛り上がりました。（文責 在塚 均）

本県の現役生について報告を受けた。
その後、本県の活動や役員承認、規約に関する協
議の後、会員の情報交換に移った。今年度は異業種
交流をテーマに 5 名の会員が医薬業界、幼児教育、
有田焼創業 400 年に係る窯業界、電力業界について
今日的課題を含めてスピーチを行って交流を深め
た。懇親会は
予定時間を大
幅にオーバー
して盛会裡に

埼玉支部
主催者

支部長

新年会報告
長澤

終了した。

智則（47 理・化）

（文責

平成 28 年 1 月 31 日（日）17 時〜
会場

パレスホテル大宮

参加者

森永

和雄）
50 名

島根支部

当支部としては、大学や理窓会本部、こうよう

総会

会に声かけして行う新年会は初めての試みでし

主催者

支部長

た。大学からは本山和夫理事長、藤嶋昭学長、理

平成 28 年 2 月 14 日（日）11 時〜

窓会からは福田義克副会長、こうよう会からは園

会場

ホテル白鳥

福田

正（46 理工・数）

参加者

12 名

原支部長他 2 名の方のご出席をいただき、参加者

支部長挨拶のあと、池北雅彦常務理事から大学

50 名で盛大に開催することができました。祥子さ

の現況を、坂本功副会長から理窓会の活動報告
34
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を、森野義男維持会会長に東京物理学校の生い立

部長酒井の挨拶の後、大学の現状、理窓会の活動

ちを話していただきました。現役を退いた者も多

報告、維持会報告と続き、大学の活躍は東京のみな

く、詳しい説明に皆感銘を受け、在学中に思いを

らず山口・諏訪にもおよび、特に山口の公立化に

馳せました。

は驚くばかりでした。理窓会のグループウェア、維

懇親の場では、恒例となった自己紹介（近況報告）

持会会長の母校への熱いメッセージもいただきま

において、前述の大学・理窓会の説明を受けて、在

した。東京を遠く離れた北陸の地にあっても、我々

学中をはじめ現役時代の苦労話に花が咲きました。

卒業生が良き母校を持ったことを誇りに思えるひ

また、105 歳になられた東京物理学校卒業の飯

と時でした。その後写真撮影の後、懇親会へと続き

塚先生のお話をお聞きするなど、世代を超えて交

ました。乾杯の音頭は岡田氏で日も暮れライトアッ

流が深まりました。

プされた庭や洋館を眺めながらの会は和やかに進

近年は土曜日の夕刻に開催していましたが、新

み、恒例の個人スピーチ後、山下氏の閉会の辞で散

たな参加者を求めて日曜日の日中に開催したとこ

会になりました。

（文責

荒井

広臣）

ろ、久しぶりに参加された方、初めて参加された

理数研

方など、少し参加者が増え、喜んでおります。
今年度は、本部から3 名の派遣をいただいたうえ、
初めてこうよう会鳥取県島根県支部の泉支部長に

主催者

参加していただき、交流を深めることができました。

平成 28 年 3 月 6 日（日）〜 3 月 11 日（金）
参加者

引き続き、新たな参加者を迎えることができる
よう取り組んでまいります。
（文責

田中

会長

有志によるマレーシアと
シンガポールの旅 6 日間
池田文男（48 理・数）

13 名

東京理科大学数学教育研究会（略称、理数研）は、

輝昭）

独自に海外の教育視察を行っています。今回はマ

福井支部
主催者

支部長

総会
酒井

レーシアとシンガポールの旅をしましたのでその報
康行（39 理・化）

告をします。参加者は理数研前会長の澤田利夫先

平成 28 年 3 月 5 日（土）16 時〜
会場

開花亭 SOU-an

参加者

生、現会長の池田文男先生、理数研会員、理窓教育
21 名

会員、数学教育の関係者およびその家族 13 名です。

本部より、岡村聡一郎常務理事、渡辺一郎理窓

3 月 7 日にクアラルンプールの国立中高学校

会副会長、森野義男維持会会長をお迎えして行わ

（Sekolah Menengah Kebangsaan ZON R1）を訪

れた。会場の SOU-an は国指定有形文化財開花亭の

問しました。中学 1 年から 3 年と高校 1 年・2 年合

新館として隈研吾設計の全面ガラス張りのモダン

わせて 991 名の生徒の内マレー系 66％、中国系

な建物である。参加者は会員 14 名の他にこうよう

20％、インド系 12％です。生徒の大歓迎を受けた

会福井県支部から 4 名の参加をいただきました。支

後、教員との懇談会、高校 2 年生（5 年生）の数学
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在校生の支援
平成 28 年度の在校生支援 意見交換会

の授業参観・交流後、訪問団からのお土産（日本

日時

平成 28 年 3 月 24 日（木）18 時〜

会場

PORTA 神楽坂

◇意見交換会

の数学教科書・折り紙等）贈呈、そして昼食は給

PORTA 神楽坂第三会議室

まず、石神一郎会長、藤嶋昭学長の挨拶があり、

食を先生方と一緒にいただきました。

在校生支援委員会の

また、マレーシア理窓会幹事の佐々木良裕さん

福田義克委員長の主

（59 理工・機）と 7 日の夕食時に懇談ができました。

旨説明そして議事進

またヘルミ（helmy sakir）さんも 6 日夜ホテルに訪

行で議事に入った。ま

ねてきてくださいました。 （文責

ず、平成 27 年度の在

早坂

知秀）

校生支援について各団体から報告があり、次に平成

41S

同期会

28 年度の在校生支援計画について熱心に討議した。

平成 27 年 11 月 17 日（火）
会場

理窓会倶楽部

参加者

理窓会関連団体では、理窓ビジネス同友会、築
18 名

理会、理窓技術士会、理窓教育会などが具体的な

昭和 41 年数学科卒業の同期会は、ほぼ毎年行っ

支援を行っている。

ています。この会を「皆良い会」と言います。37
年入学 41 年卒業です。
「坊っちゃんの塔」の下に集合し、近代科学資料
館で「アインシュタイン展」を見学したのち、「数
学体験館」へ。秋山仁先生の講義を拝聴し、50 年
前の学生に戻った感じでした。理窓会倶楽部で懇
談し、近況報告に花が咲きました。次に大学で会
うのは、卒業 50 周年懇親会にしようと約束し散会
しました。

（文責

坂本

◇懇親会

功）

理窓会倶楽部

議事終了後、会場を理窓会倶楽部に移し懇親会
を開催した。学生支援機構長の平川保博副学長の
開会挨拶に続いて、こうよう会の矢島尊会長、さ
らに池北雅彦常務理事の挨拶があった。日頃様々
な形で在校生の支援に関わっている各団体の代
表者が在校生支援の工夫などを活発に語り合い
実り多い会となった。
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関連団体の会
第 4 回 理窓会関連団体交流会

◇記念撮影

日時

平成 28 年 3 月 12 日（土）14 時 30 分〜

◇懇親会

会場

PORTA 神楽坂 6 階

理窓会倶楽部

記念撮影の後、会場を理窓会倶楽部に移し懇親
会を開催した。

◇交流会

PORTA 神楽坂第 1 会議室

日頃様々な形で多様な活動を自由闊達に行って

現在理窓会に登

いる関連団体の交流会らしく、各団体の代表者が

録された関連団体

活動の成果や工夫などを活発に語り合い実り多い

は 49 団体、今回は

会となった。

23 団 体 55 名 が 出
席した。
まず、関連団体対応部会の福田義克部会長の開
会挨拶で始まった。岡村総一郎常務理事、石神一
郎理窓会会長の挨拶があり、続いて、山田義幸理
窓会顧問から、理窓会 HP について詳しい紹介が
あった。理窓会 HP の中に諸会の投稿欄があるの
で、会の紹介、行事の連絡に活用してほしいと各
団体に呼びかけられた。その後、各団体の代表か
ら熱心な近況報告があった。

37

