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支部・諸会だより
贈、神楽坂キャンパスヘの坊っちゃんの塔の
寄付、歌助師匠の名調子による物理学校創成
期の維持同盟についての「青年よ理学をめざ
せ」の語り部をＣＤにアップ致しました。最後
に、「寄付は数字で表れる母校への貢献」です。

（2）講演会と音楽会　記念講堂14時15分～
 （司会）副支部長　半谷　精一郎
Ⅰ　講演会　
・ 演題“小説『坊っちゃん』誕生秘話”～『坊っちゃ
ん』のモデル論に一石を投ずる文学研究書～
・ 講師　文学研究者　勝山　一義様
・ 要旨 ご講演の資料として「小説『坊っちゃ

ん』の主人公“おれ”のモデルも物理学校出
身」。「著書3点の紹介」・「岩波全集からの
“漱石書簡”抜粋」・「角田高等学校80年史
の抜粋」・「図解宮城県角田の中学校と小説
『坊っちゃん』の重なり」。「平岡敏夫氏より
の勝山一義氏への書簡」を配布し、縷々説
明をされ、結論として、『坊っちゃん』のモ
デルは宮城県尋常中学校伊具郡立分校に勤
務した物理学校卒の数学教師関根萬司で、
そのことを漱石に紹介したのは東京帝大で
の教え子であった堀川三四郎であったと、
また、言い換えるならば「関根萬司と坊っ
ちゃん」は「花子とアン」のように写し鏡の
ようでありますとご解説頂きました。

Ⅱ　音楽会
・ クラシックギター演奏
・ 出演者　弓削ギター教室主宰　弓削　貴昭様
　記念講堂での演奏は、音響効果は期待できな
いが、名手弓削先生の奏でるギターからは虹の
ような五線譜から音符が淀みなく流れていっ
た。まず、イントロで、フラメンコ・ファルーカ、
スペインのクラシック系ピアノ曲アルベニス、

東京支部　秋季大会
報告会・講演会と音楽会・懇親会
主催者　支部長　植木　キク子（36理・物）
平成26年9月28日（日）　13時30分～
会場　東京理科大学神楽坂校舎1号館17階
　　　記念講堂・大会議室　参加者79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
 こうよう会東京都支部長　大橋　圭子
（1）報告　13時30分～
 （司会）副支部長　廣瀬　和昭
Ⅰ　挨拶 支部長　植木キク子
Ⅱ　報告事項
1．大学の現状報告
 東京理科大学理事長　中根　　滋
　大学の「未来への約束」（約5分間）のビデオ
上映、大学の抱える問題、特に少子化等に状
況に応じた経営、研究、教育の磐石な体制の
構築を進めているお話がありました。
2．理窓会及び第9回ＨＣＤの活動報告
 理窓会会長　石神　一郎
　本年3月に大学から付与されたＳＮＳは、現
在卒業生の4％の7千人が登録済です。このメ
ディアの持つ有意義性、可能性を認識して更
に充実・拡大をして行きたい。10月26日のＨ
ＣＤ、1月10日の茶話会の説明もありました。
3．維持会の報告 維持会会長　森野　義男
　現在募集中の維持会募金事業の維持拡充資
金から東日本大震災の被災学生への援助、葛
飾キャンパス1周年を記念してピアノ2台の寄
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　総会では、支部長挨拶、事業報告、会計報告・
監査に続き、塚本会長から大学の現状と展望、横
山理窓会副会長から理窓会の報告を受けました。
懇親会では、大学関係者や、こうよう会役員共々、
盛大に親交を深めました。 （文責　鈴木　啓泰）

山梨支部　総会
主催者　支部長　奥村　一利（53工・建）
平成26年10月11日（土）　16時～
会場　ニュー芙蓉　参加者10名
本部参加者 東京理科大学理事　岡村　総一郎
 理窓会会長　石神　一郎
 東京理科大学維持会会長　森野　義男
来賓　　　諏訪東京理科大学経営情報学部
　　　　　　　　　　　　　　　広瀬　啓雄教授
 こうよう会山梨県支部長　　餌取　正人様
　本部派遣の先生方より、東京理科大学と理窓会
の現状と将来展望を聞き、大きく変化し発展を続
ける母校と同窓会の様子を頼もしく感じました。
来賓の餌取支部長よりこうよう会山梨県支部の活
動を聞きました。
　議題では、前年度の山梨県支部の活動報告が行
われ、こうよう会とのさらなる連携を進めて行く
ことと、多くの同窓生に支部活動を理解してもら
う広報活動の活性化が決議されました。
　本年度も支部総会前に記念講演会を開催しまし
た。講師には、広瀬啓雄先生をお迎えし、「知識社
会における人材育成支援システムについて」の講演
をいただきました。広瀬先生の研究内容の話でした
が、我々支部会員にとっても興味ある内容でした。
　総会後、先生方や来賓の方々を招いて懇親会を
行いましたが、いろいろな話に花が咲き、時間を
忘れる楽しい時間を過ごせました。

（文責　窪田　敏章）

コロンビア系の明るい曲、スペインのアルハン
ブラ宮殿の思い出、アンコールに応えて禁じら
れた遊びで締めくり、至福の時でした。

（3）記念写真撮影
（4）懇親会　大会議室16時30分～
 （司会）副支部長　島崎　益男
Ｉ　挨拶 支部長　植木キク子
Ⅱ　祝辞 東京理科大学理事長　中根　滋様
　　祝辞 東京理科大学学長　　藤嶋　昭様
　　祝辞 こうよう会東京都支部長　大橋圭子様
　　祝辞 近県支部代表千葉支部長　小倉正敬様
Ⅲ　乾杯 東京支部相談役　松原　秀成
Ⅳ　中締め 副支部長　島崎　益男
　ご来賓の中根理事長、藤嶋学長、森野維持会会
長、石神理窓会会長、小倉千葉支部長、長澤埼玉
支部長、武藤神奈川支部長、大橋こうよう会東京
都支部長そして、勝山先生及び令夫人、弓削先生
のご臨席を賜り、そしてお祝いのお言葉も頂戴
し、乾杯の発声を松原前支部長が行い、和気あい
あいの懇親会になりました。そして、島崎副支部
長による手拍子でお開きになりました。

（文責　島崎　益男）

石川支部　総会
主催者　支部長　柿本　自如（45理・応物）
平成26年8月23日（土）　15時30分～
会場　金沢21世紀美術館　参加者28名
本部参加者 東京理科大学会長　塚本　桓世
 理窓会副会長　横山　成紀
　塚本会長、横山副会長、また、中村こうよう会
石川支部長他　5名の方々をお迎えし、お茶会・
見学を金沢21世紀美術館の一角にある松涛庵で、
総会及び懇親会を同美術館のレストランで開催し
ました。
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本部参加者　東京理科大学常務理事　池北　雅彦
 理窓会副会長　渡邊　一郎
　大学から池北雅彦先生、理窓会からは渡邊一郎
先生がお見えになりました。また、こうよう会か
らは秋田支部長の小助川太郎様はじめ6名の方が
出席して下さいました。こうよう会支部とは絆を
更に深めていきたいと思っておりますので、よろ
しくお願い申し上げます。
　お蔭様で今回、念願の出席者30名を達成するこ
とが出来ました。これも三浦前支部長のご努力の
賜と改めて感謝申し上げます。
　さて、総会では予定した案件（会務報告・会計
収支決算）がすべて承認されました。
　総会終了後、池北先生と渡邊先生から大学と理
窓会の現状等、後輩の活躍を伺い、同窓生として
誇りに思いました。また、講演会では、講師の小
林悟氏（潟上市議会議員、昭和電気工業株式会社
社長、51理工・電）が郷土の先覚者石川理紀之助
翁の偉業を紹介し、“翁の時代から根付いている
「地域つくり」「人づくり」を「秋田の風」として全
国に発信したい”と熱く語られました。
　その後の懇親会では、和やかな雰囲気のもと楽
しいひと時を過ごすことが出来ました。
　初めての出席者が、一昨年5名、昨年2名、今年
は4名と順調に推移しています。出身学部も多岐
にわたり、また、若い方や女性も増加するなど、
出席者の層が厚くなり、会も盛り上がって嬉しい
限りです。
　来年の総会も今年同様、10月の第3土曜日
（10/17）に行うことに決めております。是非お知
り合いの方をお誘いの上、出席下さいますようお
願い申し上げ、総会の報告と致します。

（文責　奈良　伯夫）

静岡県中部支部　総会
主催者　静岡県中部理窓会長　平松　洋（46理・応数）
平成26年10月18日（土）　17時～
会場　静岡第一ホテル　参加者24名
本部参加者　東京理科大学常務理事　吉本　成香
　　　　　　　　　　理窓会副会長　福田　義克

長野（信州）支部　総会
主催者　支部長　大池　義高（41理・数）
平成26年10月18日（土）　11時～
会場　ホテルモンターニュ松本　参加者22名
本部参加者 東京理科大学理事　岡村総一郎
 理窓会事務局長　山下　　正
　平成26年度理窓会信州支部定期総会は、小春
日和の爽やかな日に、大学から岡村理事また本部
からは山下事務局長をお迎えしてホテルモンター
ニュ松本で行われました。
　総会は物故者の黙とうから、式次第に沿って総
会が行われました。
　最初に、来賓紹介から大池支部長挨拶、25年度
事業報告並びに決算報告、監査報告の全てが承認
されました。
　続いて、岡村理事による東京理科大学の現況と
大学の変革について説明があり、山下事務局長か
らは理窓会の現状について説明がありました。
　そして、諏訪東京理科大学電子システム工学科
の渡邊康之准教授による「発電するビニールハウ
ス！太陽光を発電と農業に！」と題して太陽光エ
ネルギーとＬＥＤ利用の農産物生産の講演が行わ
れました。
　講演終了後は、1時間半程の懇親会で解散とな
りました。 （文責　谷　憲昭）

秋田支部　総会
主催者　支部長　奈良　伯夫（41理・応物）
平成26年10月18日（土）　15時～
会場　ホテルパールシティ秋田竿燈大通り　参加者30名
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宮崎支部　総会
主催者　支部長　大峯　凱夫（42理・応物）
平成26年10月19日（日）　11時40分～
会場　ひまわり荘　参加者13名
本部参加者 東京理科大学会長　塚本　桓世
 理窓会副会長　島崎　益男
　今回は、10月中旬の日曜開催であったが、多く
の会員から所用のため出席できないという連絡を
頂いた。
　最初に支部長より経過報告、会計報告を行い、
次に塚本会長より大学の現状について詳しい説明
がありました。また、島崎副会長からは、理窓会
の情報発信や主な行事、その他多くのことについ
て説明がありました。特にインターネットグルー
プウェアで理窓会を発展充実させていくことに全
力で取り組んでいくという説明がありました。本
日出席の支部会員では3人が登録済みでした。

山口支部　総会
主催者　支部長　福永　健一（47理・化）
平成26年11月1日（土）　12時～
会場　ＡＮＡクラウンプラザホテル宇部　

参加者12名
本部参加者 理窓会会長　石神　一郎
　石神理窓会会長、山口東京理科大学から白石教
授を来賓として迎え、2回目のこうよう会山口県
支部と融合した理窓会山口支部総会を開催した。
出席者は、会社・医療・行政・教育関係と多岐に

わたり、参加者同士の交流・情報交換
がなされ、親睦が深まった。
　講演会は、東京理科大学生物工学科　
三浦成敏教授に【生命を支える「タンパ
ク質の働き」】の演題で、構造の視点から
タンパク質の働きや仕組みを講義して

　今回初めて大学院の先生（東京理科大学大学院
国際火災科学研究科教授辻本誠氏）に来ていただ
き講演会を行った。大学との距離がより縮まった
と感じた。今までも理科大へ多くの学生が入学す
るよう努力しているところであるが、ＯＢ会の結
束が第一と考える。 （文責　海野　俊彦）

茨城支部　総会
主催者　支部長　大久保　清（30・理・化）
平成26年10月19日（日）　10時～
会場　久慈サンピア日立　参加者40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
　大学より村田理事、森野理事（維持会会長）、理
窓会本部より石神会長及びこうよう会茨城支部よ
り中島支部長のご出席をいただき、総勢40名の総
会となりました。総会におきましてはご来賓の先
生方より益々躍進中の東京理科大学の現状、理窓
会の状況を詳しくご紹介いただきました。
　総会に引き続き、今回は日立埠頭㈱の見学会を
行い、北関東の海の玄関口として物流を支える港
湾事業の現場をご視察いただきました。見学前に
は社長自ら港湾事業の展望や東日本大震災からの
復興についてご説明を頂き、とても有意義な見学
会になりました。その後、会場に戻り懇親会を開
催致しました。出席者各人のスピーチは大変盛り
上がり、名残惜しくもありましたが、来年の盛会
を誓って散会しました。 （文責　山極　時生）
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長崎支部　総会
主催者　支部長　井手　義道（38理・物）
平成26年11月16日（日）　11時～
会場　料亭　ひらきや　参加者12名
本部参加者 東京理科大学理事長　中根　　滋
 理窓会副会長　福田　義克
 東京理科大学維持会会長　森野　義男
　中根滋理事長より、大学の将来について「めざ
せ　エベレスト！」をもとに中長期的に見て、ま
ず6年先の2019年を見据えて経営する、日本の理
科大から世界の理科大を目指すとのお話しがあり
ました。森野義男維持会長より、東日本大震災時
の被災家庭の学生へ奨学金を差し上げたことに対
して保護者からお礼の言葉があったことなどを伺
いました。福田義克理窓会副会長より、「グループ
ウェア」についての説明がなされました。理窓会
の外国支部の創立紹介（上海・マレーシア）など
理窓会の現況についてのお話しも伺いました。
　支部の会計報告が承認されました。
　来年度の支部総会に若い会員が集まるような講
演会を企画されてはどうでしょう、と中根滋理事
長からご指導がありました。
　講演会のあと懇親会が行われて秋のひと時を有
意義に楽しみました。
講演会
演題　「農薬等との“おつきあい”について考える

－健康で長く生きるために－」
講演　長岡（浜野）恵 博士（薬学）
　　　長崎国際大学薬学部訪問研究員、
　　　元国立医薬品食品衛生研究所主任研究官

（文責　井手　義道）

いただいた。講演後は多くの質問に丁寧に分かり
やすく答えていただき大いに盛り上がった。
　なお、このプログラムは、こうよう会山口県支
部と合同で実施したものであり、今後、山口支部
とこうよう会山口県支部の連携を深める。

（文責　福永　健一）

島根支部　総会
主催者　支部長　福田　正（46理・数）
平成26年11月8日（土）17時～
会場　ホテル白鳥　参加者9名
本部参加者 東京理科大学常務理事　吉本　成香
 理窓会副会長　横山　成紀
　支部長挨拶のあと、吉本常務理事から大学の現
況を、横山副会長から理窓会の活動報告をしてい
ただきました。現役を退いた者も多く、詳しい説
明に皆感銘を受け、在学中に思いを馳せました。
　懇親の場では、恒例となった自己紹介（近況報
告）において、前述の大学・理窓会の説明を受け
て、在学中をはじめ現役時代の苦労話に花が咲き
ました。103歳になられた東京物理学校卒業の飯
塚先生のお話をお聞きするなど、世代を超えて交
流が深まりました。
　総会参加者も固定してきていますが、毎年新た
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　輝昭）
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香川支部　総会
主催者　支部長　三矢　昌洋（42工・電）
平成26年11月16日（日）　17時30分～
会場　喜世美山荘　花樹海　参加者22名
本部参加者 東京理科大学理事　村田　雄司
 理窓会副会長　坂本　　功
　本部より坂本功副会長、大学より村田雄司理事
をお迎えして総会を行い、香川支部会員22名と共
に懇親を深めました。
　また、基調講演として、香川大学工学部教授　
松島学様に「東北大震災の被害と建物の安全設計」
をお願いしました。 （文責　新名　孝司）

福岡支部　総会
主催者　支部長　長　信成（48理工・物）
平成24年9月9日（日）　13時～
会場　ホテル福岡ガーデンパレス　参加者24名
本部参加者 東京理科大学理事長　中根　　滋
 理窓会会長　石神　一郎
 東京理科大学維持会会長　森野　義男
　総会は、中根理事長、石神理窓会会長並びに森
野維持会会長ご臨席のもと行われました。また、
こうよう会から清水副会長、長岡福岡支部長、徳
永福岡支部幹事並びに山崎佐賀支部長が参加され
ました。
　まず第1部として、中根理事長より東京理科大
学の現状報告があり、その後、石神理窓会会長の
あいさつ、森野維持会会長から維持会活動につい
てのご報告がありました。

　その後第2部として支部総会を開催し、長
支部長あいさつ、長岡こうよう会福岡支部長
の挨拶の後、会計報告及び質疑応答を経て支
部総会も無事に終了しました。
　第3部として、今年は理窓会福岡支部長よ
り大学時代の思い出と数学者岡潔についての

話があり、その後懇親会に移りました。懇親会で
は最長老の16年理化卒業の辻幹男先輩をはじめ、
平成21年理工・物卒業の多良君まで世代を超え
た話に盛り上がりました。
　今年度は、3連休のためか、参加者が少なく次
年度の総会日の日程について検討し、より多くの
会員の参加を目指したいと考えています。

（文責　長　信成）

群馬支部　総会
主催者　支部長代行　猿谷　亮司（51理・物）
平成26年11月22日（土）　15時～
会場　アニバーサリーコート　ラシーネ　参加者22名
本部参加者 東京理科大学理事　村田　雄司
 理窓会事務局長　山下　　正
　今年度の総会は、深澤支部長が病気療養中であ
るため猿谷支部長代行の主催で開催された。猿谷
支部長代行の挨拶のあと、東京理科大学理事村田
雄司様より大学の運営や教育の現状についての説
明、特に、新しい葛飾キャンパスの様子について
の報告を伺った。また、理窓会事務局長山下正様
より理窓会の現状や活動報告、更にこれからの理
窓会の在り方やホームカミングデーについての報
告を頂いた。平成25年度の会計報告に続いて、平
成26年度役員選出を行い、事務局より新支部長と
して現支部長代行の猿谷亮司氏を推薦し了承され
た。総会に続いて講演会を行った。講師には群馬
県文化財保護審査会専門委員の村田敬一先生をお
迎えし、「世界遺産『富岡製糸場と絹産業遺産群』」
を演題とする素晴らしい講演を頂き、貴重な研修
をすることができた。
　懇親会は、教育関係の現職・ＯＢの方々や民間
企業の方々、更に、こうよう会群馬支部から真下
支部長と後藤副支部長に参加して頂き、和やかな



26

山形支部　総会
主催者　支部長　布川　元（51理工・機）
平成26年11月23日（日）　9時30分～
会場　山形国際ホテル　参加者45名
本部参加者 東京理科大学学長　藤嶋　　昭
 東京理科大学常務理事　吉本　成香
 理窓会副会長　増渕　忠行
　山形支部は、県内を村山、置賜、庄内、最北の4
地区にわけ、総会は村山→置賜→村山→庄内→村
山→最北→村山というように、村山地区は2年に
一度、他の地区は6年に一度当番となるよう輪番
制で開催している。
　今年は村山地区が当番となり、山形国際ホテル
にて平成25年度の事業報告、決算報告、26年度
の予算案や役員改選案について協議し、平成27年
度より、支部長は玉橋博幸氏（52理・化）へ交代
すること、来年度の総会は今年と同時期に庄内地
区で開催することなどが決定した。
　その後、こうよう会との共催で、藤嶋学長によ
る講演会（演題『教育も研究も楽しく、活発に―光
触媒研究を例にして』）が開催され、充実した総会
となった。
　また、前日夜には学長を囲んで懇親会も行われ、
地元でもなかなか手に入らない大吟醸『十四代』
や、幻の焼酎『百年の孤独』を飲みながら、会員の
近況報告や大学時代の思い出話で盛り上がった。 

（文責　大沼　敏美）

大分支部　総会
主催者　支部長　開　憲明（40理・数）
平成26年9月27日（土）　12時～
会場　ホテル望海　参加者16名
　松崎副支部長の司会で始まり、開新支部長の挨
拶の中で、①6月22日東京での26年度理窓会の支

会となった。懇親会後半では出席者一人ひとりか
ら近況報告を伺い、大学在学中の思い出や卒業後
の経歴、趣味や健康、企業での取り組みや教育現
場の状況など豊富な話題で、時の経つのを忘れて
大いに盛り上がった。最後に、参加者の益々のご
活躍とご健勝を祈念するとともに、群馬支部の更
なる発展を誓い合い、次年度での再会を確認し散
会となった。 （文責　富田　忍）

鹿児島支部　総会
主催者　支部長　切手　純孝（49理工・工化）
平成26年11月22日（土）　18時～
会場　鹿児島東急イン　参加者14名
本部参加者 東京理科大学常務理事　池北　雅彦
 理窓会副会長　渡邊　一郎
　東京理科大学常務理事の池北雅彦先生から大学
の現状と葛飾区の新しいキャンパスについてのお
話をいただき、引き続き理窓会副会長の渡邊一郎
先生から理窓会の現状等について写真やグラフを
活用してより具体的なお話を頂戴いたしました。
　その後、総会に移り、平成25年度の支部の事業
報告並びに会計報告が行なわれたました。懇親会
では、出席者一人一人の近況報告や大学在学中の
思い出など話に花が咲き、和やかな楽しい会とな
りました。 （文責　切手　純孝）
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15・1　理窓

部長会・代議員総会の報告、②役員改正として、
顧問に森前支部長と竹内氏を、新しく阿部氏、三
苫氏、長野氏、末延氏と女性代表として堀之内さ
んを新役員に加わってもらって、大分支部活動の
強化を期待する。加えて、こうよう会との連携を
深めるために、仲摩支部長と三股さんにも参加し
ていただいたとの話があり、懇親会が始まり、全
員の自己紹介も和やかで楽しく、絆も深まった総
会となりました。
　終わりに、本部との連携や会員相互の交流のた
め、大分支部理窓会の「ホームページ」の活用、役
員相互の連絡のため携帯番号を共有すること等を
確認し、次回は本部を招いて再会出来ることを期
待して散会した。 （文責　開　　憲明）

岩手支部　総会
主催者　支部長　千葉　仁（54理・数）
平成26年11月8日（土）　10時30分～
会場　ホテルエース盛岡　参加者19名
本部参加者 東京理科大学会長　塚本　桓世
 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
　大学から塚本会長、理窓会から渡邊副会長、維
持会から森野会長をお迎えし、平成26年度理窓会
岩手支部総会を開催しました。

　初めに情報交換会として、県立宮古高等学校の
佐藤尚校長先生から「豊かな情操と『生きる力』を
育むために」というテーマで講演いただきました。
内容は前任の県立軽米高等学校に於ける地域連携
活動と情操教育の実践報告で、音楽を通じた地域
の人々との交流紹介が印象的でした。
　続いて元北里大学教授の野村先生から3月に上
梓された「北里柴三郎と後藤新平　世界的細菌学
者と近代行政の先覚者との絆」のご紹介がありま
した。教 をとられた大学に関連する二偉人の意
外な繋がりについてお話しいただきました。
　支部総会では、平成25年度会計報告と平成26
年度からの新役員が承認されました。
　本部からは現在の大学、理窓会及び維持会の活
動状況についてご紹介いただきました。情報発信
及びコミュニティ拡大の手段として、ソーシャル
ネットワーク活用についてのお願いがありました。
　総会終了後、記念撮影を行い、席を変えて懇親
会を開催しました。塚本会長が秋の叙勲で旭日中
綬章を受章されてから初めての支部総会という喜
ばしいニュースで会が始まりました。新しく参加
された方の自己紹介や各会員の近況報告を交え、
終始和やかな雰囲気の懇親会となりました。

（文責　阿部　隆行）

鈴木正次特許事務所
所　長　弁 理 士　涌　井　謙　一
副所長　弁 理 士　山　本　典　弘

弁 理 士　鈴　木　一　永
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