支部・諸会だより
沖縄支部
主催者

支部長

総会
仲里

恒雄（35 理・物）
題Ⅰ「人間生活で発生する振動の現状とその応用」

平成 26 年 11 月 22 日（土）
会場

サザンプラザ海邦

本部参加者

講師ビジネス同友会阿部隆之先生、演題Ⅱ「人間

参加者 15 名

東京理科大学理事
理窓会顧問

岡村総一朗

生活を支援するロボット技術」講師工学部機械工

山田

学科教授小林宏先生の講演は大変好評でした。

義幸

仲里支部長より、開会の挨拶および 25 年度活

懇親会では、森野維持会会長、近県支部代表者

動報告、26 年度の活動方針の発表があり、支部活

のご挨拶、こうよう会様からのスピーチをいただ

性化策について提案があった。グループウエア活

き、大学・支部・こうよう会との親交が深まりま

用の勉強会を開きたい、本部からの支援を要望す

した。最後に円陣を組みながら校歌を歌い散会と

る。教育会の拡大策、こうよう会との連携など。

なりました。

（文責

阿部

隆之）

岡村総一朗理事から、
「大学を取り巻く環境」に

三重支部

ついて大学の進歩発展の現状・課題を貴重な映像

主催者

を通してのご講話をいただいた。

支部長

よう会沖縄支部山城邦夫会長のご参加を賜りまし

会場

た。

本部参加者

仲里

立松

忠博（46 理・応数）

平成 27 年 2 月 22 日（日）

また、山口東京理科大学永田寅臣教授と、こう
（文責

総会

恒雄）

ホテルグリーンパーク津

参加者 30 名

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

吉本常務理事から大学の報告、石神理窓会会長
から理窓会とHCD の活動報告、森野維持会会長か
ら維持会の活動報告をいただき理解を深めること
ができた。続いて武村政春准教授より「巨大ウイル
スと生命〜細胞進化の謎に迫る〜」をテーマとし
た貴重な講演を行っていただき大変勉強になった。
総会の開催は 3 年ごとで、過去 3 年間の各種報

千葉支部
主催者

支部長

新春懇談会
小倉

告があった。懇親会は、平成 23 年卒の中村リコー

正敏（44 理・物）

ダー奏者のミニコンサートがあり、大変和やかな

平成 27 年 1 月 25 日（日）
会場

ポートプラザちば

雰囲気で予定時間をオーバーして散会した。
参加者 46 名

（文責

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

東京理科大学維持会会長

森野

義男

最初に大学の DVD を映写した後、吉
本常務理事から大学の取り組みについ
て説明があった。続いて福田副会長か
らご挨拶をいただいた。講演会では、演
34

久保

清）

15・4

福井支部
主催者

支部長

総会

理数研

酒井

康行（39 理・化）

主催者

平成 27 年 3 月 7 日（土）
会場

開花亭 SOUAN

本部参加者

理窓

熊本の夕べ

会長

池田

文男（48 理・数）

平成 26 年 11 月 8 日（土）〜 9 日（日）
参加者 24 名

参加者

50 名

東京理科大学理事

村田

雄司

平成 26 年 11 月 8 日、9 日に熊本大学で第 47 回

理窓会副会長

島崎

益男

日本数学教育学会秋期研究大会が開催されまし

東京理科大学維持会会長

森野

義男

た。この大会では、164 件の研究発表があり、そ

酒井支部長より、開会の挨拶および 26 年度の活

のうち東京理科大学数学教育研究会（略

理数研）

動報告と 27 年度の活動方針の説明があった。続い

会員の発表は 17 件になりました。1 つの研究団体

て村田理事から大学の取り組みが紹介され、島崎

としては 最大の発表数であるといえます。

副会長から理窓会の活動報告、森野維持会会長か

開会行事では、今年大学院科学教育研究科を卒

ら維持会の活動報告をいただいた。記念撮影の後、

業しました中陦友里さんが、学会賞「大学院生研

懇親会へと移り、近況報告を各自順番に行った。

究奨励部門」の表彰を受けました。

酒井支部長から「昔と違って、今は様々な分野で

8 日の夜には、恒例である理数研の懇親会「熊本

活躍する人が増えてきた。理窓会も変わらなくて

の夕べ」を、熊本市の中心街にある「地下厨房

はいけない」とのご意見もいただき、校歌を斉唱

ざくら」で開催しました。澤田利夫名誉会長をは

して散会した。

じめとして、中陦友里さんを含めて 50 名を超える

（文責

和田

慎一）

山

参加者があり、数学教育に関する活発な議論を通

みなよい会（41S 同期会）

して懇親を深めました。

（文責

池田

文男）

平成 26 年 9 月 30 日
会場

石和温泉ホテルやまなみ

参加者

北斗の会

19 名

主催者

昭和 41 年数学科卒業の同期会はほぼ毎年行っ

会長

総会・新年会
奥原千里（31 理・化）

ています。37 年入学、41 年卒業で「みなよい会」

平成 27 年 1 月 25 日（日）12 時〜

と名付けています。

会場

理窓会倶楽部

参加者

32 名

「北斗の会」とは理窓教育会東京支部の会員で退

ホームカミングデー当日に大学の教室で行っ

職した人たちの有志でつくる団体です。

たり、地方の人が幹事となり、観光を兼ねて行っ
たりしています。今年は甲府を観光した後、石和

昨年は予定した新年会が大雪のため急遽中止に

温泉に集い、思い出話や近況報告に、話の花が咲

なり、大変残念な思いをしました。今年は久しぶ

きました。

りの新年会として、日曜日の昼に開催しましたと
ころ、皆様に大勢参加していただきました。

来年は「数学体験館」を見学し、理窓会倶楽部
で集うことにしました。

（文責

坂本

さて、今回は、会員の中から、小泉真悦先生、林

功）
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春紀先生、星野佳正先生が叙勲を受章され、小野

平成 27 年度の在校生支援について

具彦先生が坊っちゃん賞を、そして奥原千里会長

意見交換会

が理窓会参与記を受賞しました。これらの先生方
からゆっくりとお話をお聞きすることができまし

日時

平成 27 年 3 月 26 日（木）18 時から

た。また、一人一人の中身の濃い近況報告などで

会場

第 2 会議室、理窓会倶楽部

大いに盛り上がるうちに時間となり、次回の再会

◇意見交換会

を約束して散会となりました。
（文責

PORTA 神楽坂第 2 会議室

在校生支援委員会と組織拡充委員会の合同委員
小久保

正己）

会を開催し、関係者 32 名が出席した。
まず、石神一郎会長の挨拶、在校生支援委員会

理数研
主催者

会長

有志によるインドネシア
ジャワ島の旅 9 日間

の小向得優委員長から主旨説明があり、続いて福
田義克在校生支援部会長が議長となり議事に入っ

池田文男（48 理・数）

た。まず、26 年度の在校生支援について各団体か

平成 26 年 12 月 24 日（水）〜 27 年 1 月 1 日（木）

ら報告があり、次に 27 年度の在校生支援計画につ

参加者

いて討議した。

18 名

東京理科大学数学教育研究会（略称、理数研）は、

◇懇親会

理窓会倶楽部

独自に海外の教育視察を行っています。今回はイ

議事終了後、会場を 6 階の理窓会倶楽部に移し

ンドネシアジャワ島の旅の報告をします。参加者は

て、懇親会を開催した。学生支援機構担当の平川

前会長の澤田利夫先生、現会長の池田文男先生、理

保博副学長の開会挨拶に続いて、藤嶋昭学長の挨

数研会員、理窓教育会員およびその家族 18 名です。

拶、矢島尊こうよう会会長の挨拶があり、池北雅

今回はクリスマス休暇で現地の学校訪問ができ

彦常務理事の乾杯で懇談に移った。日頃様々な形

なかったので、ソロのホテルで、数学教育関係者

で在校生の支援に関わっている団体等の代表者

との懇談会を開催しました。カトリック系の公立

が、意見交換会に続いて、在校生支援の工夫など

高校の女性数学教師 2 名と、イスラム系の私立中

を活発に語り合い実り多い会となった。

学校女性教師 1 名、公立中学校の女性教師（副校
長）2 名の計 5 名の方と休憩を挟んで約 3 時間懇談
をしました。
インドネシアは発展著しく、多くの同窓が企業
活動をしており、インドネシア理窓会の立ち上げ
も予定されています。理工学部の新井健教授の紹
介で、当地で企業コンサルタントをしている佐々
木幸嗣さん（H21 理工・経卒、前列右から 2 人目）
がジャカルタのホテルを訪ねてくださいました。
短時間ではありましたが、インドネシアでの仕事
の様子などを直接お聞きすることができ、可能性
いっぱいのこの国の将来と、若い同窓の活き活き
とした姿に感動しました。（文責

小久保

正己）
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