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14・1　理窓支部・諸会だより

「天使の歌声」と呼ばれる通りの澄み切った音で、
出席者一同深く感動した。なお、伴奏も佐々木氏
がシンセサイザーで作成されたとのことで、演奏
の素晴らしさに加え、音楽的な才能あふれる様子
をじっくりと拝聴することが出来た。
（4）記念写真撮影　15：40～
（5）懇親会　16：00～
　　①　挨拶　　　　　支部長　　植木キク子
　　②　祝辞　

・東京理科大学学長　　　　藤嶋　　昭
・こうよう会東京支部長　　尾島　正啓

　　　　・首都圏支部代表
埼玉支部長　　長澤　智則

　　③　乾杯　　　　　　相談役　　松原　秀成
　　④　中締め　　　　副支部長　　島崎　益男
　　来賓紹介　　　千葉支部理事　　大竹　好文
　　　　　　神奈川支部副支部長　　北原　弘文
　　　　　　　埼玉支部副支部長　　松井　辰男
　懇親会では藤嶋昭学長の挨拶を頂き、和気藹々
とした雰囲気の中、出席者一同楽しく語り合うこ
とが出来た。
　昨年から、秋季大会で音楽を取入れるように
なって、総会とは違った形で開催されるように
なったが、今後もこの形式で秋季大会を開催して
行きたいと思っている。
　出席された会員ならびに来賓の方々に心からお
礼を申し上げたい。　　　　（文責　植木キク子）

東京支部　秋季大会
主催者　支部長　植木　キク子（36理・物）
平成25年9月29日（日）　13時30分～
会場　神楽坂校舎1号館17階記念講堂　
参加者55名
（1）支部長挨拶、役員会報告　13：30～

支部長　植木キク子
（2）報告会　13：40～
　　①大学の現状　　　　常務理事　横倉　　隆
　　②理窓会の活動報告

理窓会会長　山田　義幸
　　③募金の説明　　　維持会会長　森野　義男
　　④ＨＣＤ予告　企画実行委員長　石神　一郎
　報告会では新支部長挨拶に続いて、横倉隆東京
理科大学常務理事より大学の現状報告があった。
山田義幸理窓会会長からは理窓会会員同士のソー
シャルネットワークに関して、もっと密に活用し
ていくことが提唱された。森野義男維持会会長は
理科大草創期の歴史に関して、非常に興味深く話
された。また、ホームカミングデーについて、石
神一郎企画実行部会長から、葛飾キャンパスで開
催されることなどについての報告があった。
（3）音楽と講話の会　14：40～
　　①講師紹介
　　②講師　佐々木　勝浩（46修物）
　　　　　　国立科学博物館名誉研究員

　演題「音楽とケプラーと
グラスハープと」
　グラスハープの歴史の
講演と、実際にグラスの縁
を指で擦って音を鳴らし
ての演奏があった。
　グラスハープの音色は、
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長より理窓会の現状と展望についてのお話をお聞
きしました。葛飾キャンパスができ大きく変化し、
発展を続ける母校の様子を頼もしく感じました。
また、須川先生より諏訪東京理科大学のお話も聞
くことができました。我々同窓生は、この支部総
会を期により一層結束を固め支部の発展はもとよ
り、伝統ある東京理科大学と常に進歩を続けてい
る諏訪東京理科大学の発展に、力を尽くすことが
できればと、意を新たにしました。
　本年度も支部総会前に、本支部会員（理学部物
理学科卒）の前衆議院議員坂口岳洋様による、国会
の裏話をお聞きし、楽しい一時を過ごしました。
　さらに、今年度もこうよう会山梨県支部より1
名の会員を招待しましたが、理窓会山梨県支部と
こうよう会の親交を深めるともに、この交流は今
後も続けていきたいと考えています。

（文責　窪田　敏章）

秋田支部　総会
主催者　支部長　奈良　伯夫（41理・応物）
平成25年10月19日（土）　15時～
会場　アキタパークホテル　参加者25名
本部参加者　　　東京理科大学理事　村田　雄司
　　　　　　　　　　　理窓会会長　山田　義幸
　来賓として、大学から村田先生、理窓会から山
田先生、こうよう会からは秋田支部長の和賀伸司
様はじめ3名の方をお迎えして、平成25年度の支
部総会を開催致しました。
　支部長挨拶のあと、予定した案件（会務報告・

石川支部　総会
主催者　支部長　柿本　自如（45理・応物）
平成25年8月24日（土）　16時～
会場　金沢21世紀美術館 フュージョン21
参加者25名
本部参加者　　　東京理科大学理事　村田　雄司

理窓会副会長　横山　成紀
　村田理事、横山副会長並びに平野こうよう会石
川支部長他2名の方々をお迎えし、見学・講演会
を鈴木大拙館で、総会及び懇親会を金沢21世紀美
術館のレストランで 開催しました。
　総会では、支部長挨拶、事業報告、会計報告・監
査に続き、村田理事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して頂ました。
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　八巻　勇三（36理・数）
平成25年10月5日（土）　16時～
会場　ニュー芙蓉　参加者11名
本部参加者　　　東京理科大学理事　岡村総一郎

　　　　　　　理窓会会長　山田　義幸
　　　　東京理科大学維持会会長　森野　義男

諏訪東京理科大学システム工学部長　須川　修身
　　こうよう会山梨支部長　植野　　功

　東京理科大学理事岡村総一郎先生、東京理科大
学理事・維持会会長森野義男先生、理窓会会長山
田義幸様のご臨席と、来賓として諏訪東京理科大
学システム工学部長須川修身先生、こうよう会山
梨県支部長植野功様をお招きし、支部総会が行わ
れました。
　総会の折、岡村先生より東京理科大学の現状
を、森野先生より大学発足当時のお話を、山田会
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長野（信州）支部　総会
主催者　支部長　大池　義高（41理・数）
平成25年10月26日（土）　11時～
会場　ホテルモンターニュ松本　参加者21名
本部参加者　東京理科大学維持会会長　森野　義男
　平成25年度理窓会信州支部定期総会は、台風
27、28号の影響で小雨の残る26日に、本部から
森野氏とサプライズゲストの同窓歌手の祥子さん
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、24年度
事業報告並びに決算報告、監査報告、支部役員改
選と、理窓会代議員改選案と全て承認されました。
　続いて森野氏による、東京理科大学の現況と大
学の変革について説明がありました。
　そして、諏訪東京理科大学機械システム工学科
の雷忠教授による「太陽エネルギーを利用した無
人航空機の研究開発～日本初のソーラープレーン
に向けて～」の講演が行われました。
　講演終了後の懇親会では、祥子さんの歌もあり
例年とは違った総会となりました。
　森野氏と祥子さんは台風の影響を心配されて、
前日から松本に入られて総会出席に備えて頂き感
謝を申し上げます。　　　　　（文責　谷　憲昭）

会計・役員改選）がすべて承認されました。また案
件とは別に、来年は会場を替えて「ホテルパールシ
ティ秋田竿燈大通り」で行うことを確認しました。
　総会終了後、村田理事はキャンパス（神楽坂・
野田・葛飾・久喜・長万部）の体制（8学部・33学科）
や今年の志願状況等について、また、山田会長は
大学と理窓会と卒業生をつなぐＷｅｂネットワー
クの過去と現在の比較や将来の姿等について、そ
れぞれお話し下さいました。
　続いて写真撮影。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。ご出席の皆様には、会の進行にご協力頂
き感謝しております。
　今回初めての出席は、昨年に続いて二人目の薬
学部出身者と今春卒業したばかりのフレッシュマ
ン（イノベーション研究科）の2名です。このよう
に、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、徐々ではありますが出席者の
層が厚くなり会も盛り上がって嬉しい限りです。
この明るい兆しが今後のさらなる出席者増に繋が
るよう、期待しつつ支部総会の報告と致します。

（文責　奈良　伯夫）

静岡県中部理窓会　総会
主催者　中部理窓会会長　藤原有恒（42理・応数）
平成25年10月19日（土）　17時30分～
会場　静岡第一ホテル内レストラン渓邦
参加者38名
本部参加者　　　　　理窓会副会長　石神　一郎
　中部地区（静岡県）理窓会員の総会参加は約30
人を維持している（来賓が7～8名程）。最近は少
しではあるが若手が増えてきている。
　理窓会もフェイスブックやツイッターで情報発
信をし始めているので中部理窓会も取り入れてい
きたい。　　　　　　　　　（文責　海野　俊彦）
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茨城支部　総会
主催者　支部長　大久保　清（30理・化）
平成25年10月27日（日）　11時～
会場　葛飾キャンパス講義棟6階604教室
参加者38名
本部参加者　　　　　理窓会会長　　山田　義幸
　　　　　　　　　　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
　　東京理科大学こうよう会副会長　三浦　　東
　理窓会茨城支部定期総会は、本年4月に開設し
た東京理科大学葛飾キャンパスで行いました。本
会が大学の施設を利用して実施するのは、支部と
して初めての試みでした。会場は講義棟6階604
教室で、視聴覚機器類が整備されて音響も素晴ら
しいものでした。今回は理窓教育会茨城支部総会
も同時に行いました。当日は快晴で、ＨＣＤ開催
日とあってキャンパス内は沢山の入場者で賑わっ
ていました。
　最初に、森野義男理事・維持会会長からお祝い
の言葉と理科大の歴史についてのお話があり、次
に山田義幸理窓会会長からお祝いの言葉と挨拶を
頂きました。世界の理科大を目指すことを強調さ
れました。その後議事となり、平成24年度収支決
算報告、平成25年支部役員選出等の各議案に対
して、全て原案通り可決されました。議事終了後、
参加者全員でキャンパス正門で記念写真撮影を
し、その後は、参加者には新キャンパスの施設の
充実と環境の素晴らしさ、そしてＨＣＤの雰囲気
を存分に堪能してもらうために、個人でキャンパ
ス見学をして頂きました。
　参加者数は、遠路の会場にも拘わらず大学本部
派遣役員、こうよう会本部派遣役員を加えて総勢
38名でありました。
　更に懇親会では、会場を学食ニラックスが立食
パーティー用に設営してくれて、教室内がすばら
しいパーティー会場となりました。そして飲み放
題です。
　来賓として、三浦東こうよう会副会長の挨拶が
あり、理窓会との連携の強化を話されました。平

田増三支部顧問の乾杯で会食・懇談が始まりまし
た。会食が開始されて暫くしてから大久保清支部
長の挨拶があり、茨城支部の活性化に向けての取
り組みについて話がありました。そして参加者の
自己紹介と近況報告が行われました。途中、予定
になかったことですが、藤嶋昭学長が顔を出しく
れて挨拶とお祝いの言葉を心良く引き受けてくれ
ました。学長からもグローバル化に向かって世界
の理科大を目指すことが強調されました。その後、
学長を囲んで名刺交換や写真撮影する教員が多数
あり、情報交換や広報活動も十分できたようでし
た。それから後に福田義克理窓会副会長が見えら
れて挨拶を頂きました。世界の理科大を目指すこ
とが強調されました。場内では、あちこちで人の
輪ができ話が弾みお互い情報交換等が充分行わ
れ、会は盛大となり、懇親と絆を深めることがで
きたようでした。そして全員で大学校歌を高らか
に歌い、大久保支部長の音頭で万歳三唱をして閉
会しました。
　ＨＣＤのため、来賓の方々は時間に追われていま
した。そのため式次第等では若干の変更がその場
で余儀なくされましたが、混乱することもなく滞り
なく進行することができました。改めて、大学、理
窓会、こうよう会そして支部会とが連携を強めて
一体となり絆を深めていることを強く感じました。
　最後に、今回の開催に際し、管財課職員と学食
ニラックスの皆様の心温まるご尽力とご協力に大
変感謝申し上げたいと思います。

（文責　小関　日出男）

山形支部　総会
主催者　支部長　布川　元（51理工・機）
平成25年11月16日（土）　16時30分～
会場　米沢市白布温泉　東屋　参加者12名
本部参加者　　　　　理窓会副会長　増渕　忠行
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を得て、交流を深めることができました。
　支部長挨拶のあと、吉本常務理事から大学の現
況を、石神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。
　参加人数はなかなか増えませんが、今年度も新
たな参加者が2名ありました。小さな支部で、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おります。

（文責　田中　輝昭）

高知支部　総会
主催者　支部長　和田　雅史（56理工・建）
平成25年11月16日（土）　17時～
会場　高知パシフィックホテル　参加者12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
　来賓の村田理事より、神楽坂・野田・葛飾・長
万部・久喜キャンパスの航空写真を見せて頂きな
がら大学の現状の説明があり、会員一同、敷地の
広大さに驚くと共に各キャンパスの特色に改めて
感心しました。
　また、山下事務局長からはＳＮＳの利用状況が
他大学と比較するとまだまだ活用できていないと
の事で今後の利用者数拡大のお願いがありました。
　総会は、滞りなく終わり記念撮影後の懇親会も
盛会裏に行なわれました。
　最後にお願いです。高知支部の皆様、写真のご
とく参加人数が少なくなっています。
　次回の総会への積極的な参加を切望します。

（文責　和田　雅史）

　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。
　今年は置賜地区が当番となり、米沢市から車で
30分のところにある秘湯、白布温泉の旅館『東屋』
を会場に開催された。平成24年度の事業報告、決
算報告、25年度の予算案や役員改選案について協
議した他、県支部のホームページ作成や、次年度総
会における講演者などについて検討が行われた。
　引き続き懇親会が行われ、地元でもなかなか手
に入らない銘酒『十四代』で乾杯した後、会員の近
況報告や大学時代の思い出話で盛り上がった。
　来年度は今年と同時期に、山形市の『国際ホテ
ル』において、こうよう会との共催で講演会を実
施し、その後、総会を行う予定である。

（文責　大沼　敏美）

島根支部　総会
主催者　支部長　福田　正（46理工・数）
平成25年11月16日（土）　17時～
会場　ホテル白鳥　参加者11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　石神　一郎
　平成25年度は昨年に引き続き秋の開催といた
しました。参加者は少ないですが、新たな参加者
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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25年11月17日（日）
会場　喜代美山荘　花樹海　参加者21名
本部参加者　　　東京理科大学理事　村田　雄司
　　　　　　　　　　理窓会副会長　渡邊　一郎
　三矢理窓会香川支部長の挨拶のあと、理科大よ
り村田雄司様、理窓会本郡から渡邊一郎様を迎え
理科大並びに理窓会の現状等を報告頂きました。
　また、活動報告、会計報告の後、基調講演とし
て香川県立ミュージアム専門学芸員の御厨義道氏
から「高松松平家のあゆみ」をご講演頂きました。
県都高松の江戸時代の歩みの時代を追っての解説
は県民でありながら目からうろこが落ちるようで
ありました。
　懇親会では総勢24名で活発な懇親が図られ、最
年長の松村氏からは恒例となっておりますハーモ
ニカ演奏で賑わいを作っていただき、最後に高濱
氏による締めの挨拶で終了しました。

（文責　新名　孝司）

群馬支部　総会
主催者　支部長　深澤　知明（49理・応物）
（支部長代行　猿谷　亮司（51理・物））
平成25年11月23日（土）　16時～
会場　アニバーサリーコート　ラシーネ　
参加者25名
本部参加者　　　東京理科大学理事　岡村総一郎

長崎支部　総会
主催者　支部長　井手　義道（38理・物）
平成25年11月17日（日）　11時～
会場　ホテルオークラＪＲハウステンボス
参加者14名
本部参加者　　　東京理科大学理事　岡村総一郎

理窓会副会長　栗原　良平
東京理科大学維持会会長　森野　義男

　長崎支部長・井手義道より支部の現状説明と若
い会員の支部総会への参加の方法等報告。
　理事・岡村総一郎氏より理科大の現状（入学者
の数の説明・就職先は関東地方が多い・世界の理
科大へ）の報告。森野義男氏より東京物理学校が
誕生する時代の日本の状況。物理学校草創期の説
明など創立時の先生の努力されたことの紹介。栗
原良平氏より理窓会の現状報告。講演を東京理科
大学名誉教授・金子聰氏から　演題「葛飾キャン
パスの現状と海外旅行」。さらに金子先生のご専
門の「シリコン単結晶・直径20ｃｍ」の実物も見
せていただき大好評でした。
　石矢六男氏より長崎支部の会計報告等があり、
理窓会からの補助金が会の運営に大変役立ってい
るとのことの報告がなされた。播磨力様・渡辺信
一様お二人の米寿のお祝いの報告。
　懇親会では会場のホテル12階の「飛行機雲」から
晩秋のハウステンボスの素晴らしい紅葉を眺めな
がら出席者の近況報告をいただきお互いの健康な
どについても話し合いました。

（文責　井手　義道）
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14・1　理窓

常務理事より大学の現状について詳しい説明があ
りました。葛飾キャンパス、教師希望者増、海外
の理窓会等大変興味深い話を聞くことができまし
た。また、栗原理窓会副会長からは、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。
　支部総会において、次回からの懇親会では80歳
以上の皆さんは招待という形にすることにしまし
た（運営可能な限り）。　　　（文責　大峯　凱夫）

理窓会関西合同交流会
主催者　関西理窓会連合会・会長　柴田　眞一（35理・化）
平成25年11月17日（日）　11時～
会場　ホテルセントノーム京都　参加者76名
本部参加者　　　東京理科大学会長　塚本　桓世

東京理科大学常務理事　池北　雅彦
理窓会会長　山田　義幸

東京理科大学学生支援部長　小林　秀至
　2年毎に関西2府4県の支部が合同開催する「第
18回理窓会関西合同交流会」を開催しました。今
回より従来名称である「合同総会」を「合同交流会」
とし、懇親・交流にウエイトをおいた内容にしま
した。ご来賓として、こうよう会・各支部からも
多数のご出席をいただき、学校・理窓会・こうよ
う会の三者が一堂に会し交流の輪を広げました。
　関西合同の集いでは、塚本会長より発展する理
科大の様子を、山田会長からはソーシャルネット

理窓会副会長　　増渕　忠行
　今年度の総会では、深澤支部長が病気療養中で
あるため事務局より経過説明を行い、支部長代行
として、群馬県立沼田高等学校の猿谷亮司副校長
を選出した。猿谷支部長代行の挨拶のあと、東京
理科大学理事岡村総一郎様より大学の運営や教育
の現状、特に、新設された葛飾キャンパスの様子
についての報告を伺った。また、東京理科大学理
窓会副会長増渕忠行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についての報
告を頂いた。続いて会計報告と平成25年度役員の
確認を行い、最後に、教育会群馬支部の新支部長
として、群馬県立桐生高等学校の中澤治校長を選
出し、ご挨拶をいただいた。
　総会終了後の懇親会は、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
支部から西田支部長をはじめ、副支部長、会計の
三名の参加を頂き、和やかな会となった。懇親会
後半では出席者一人ひとりから近況報告を頂き、
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）

宮崎支部　総会
主催者　支部長　大峯　凱夫（42理・応物）
平成25年11月24日（日）　11時40分～
会場　ひまわり荘　参加者17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　栗原　良平
　支部長就任以来、7年目の支部総会で、今回は、
11月下旬の日曜日開催
でしたが、昨年よりも
2人多い参加でした。
　最初に宮崎支部長
より経過報告、会計
報告を行い、次に吉本
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理数研　宇都宮の夕べ
主催者　会長　池田　文男（48理・数）
平成25年11月9日（土）～10日（日）
参加者70名
　2013年度日本数学教育学会第46回秋季研究大
会は、宇都宮大学において、「数学教育における
理論と実践の往還を促す様々なアプローチ」を研
究主題として11月9日・10日に開催されました。
東京理科大学関係者の参加は、理数研の会員や科
学教育研究科の院生等が約70名参加しました。
また、理科大関係者の研究発表数は、論文発表が
3件、口頭発表17件、ポスター発表7件となり、こ
れらの発表を通して、理科大学の数学教育に関す
る活発な活動を示すことができました。
　理数研「宇都宮の夕べ」は、理数研会員の研究
発表の成功を祝い（祈り）、また会員の懇親を図る
ために、大会初日に雅秀殿宇都宮本店で50名の会
員が参加して盛大に開催されました。池田文男先
生、澤田利夫先生、眞田克典先生、清水克彦先生、
伊藤稔先生をはじめ、科学教育研究科の院生も多
数参加し、今後の理科大の数学教育研究に対する
方針などの話合いが行われるととともに、会員相
互の親交を深めることができました。
　なお、この席上において、大学院生の中陦友里
さんの論文が日本数学教育学会学会賞（大学院生
研究奨励部門）に内定したことが報告されました。

（文責　薄井　裕樹）

ワーク時代におけるコミュ
ニティの拡大、大学・理窓
会の魅力ある発信力の強化
など、必要性と有効性のお
話をいただきました。また池北先生からは、「ＴＵ
Ｓフォーラム関西」のご案内、「鳥人間コンテスト」
への期待など、これからの交流の機会についてお
話しがありました。
　イベントでは、桂歌助師匠と祥子さんのコラボ
ライブが催され、歌と落語で楽しいひと時を過ご
し、大いに盛り上がりました。
　懇親会では、初めて出席された方の紹介をはじ
め、先輩後輩ともども和気あいあいの中、交流し
ました。一同、校歌を斉唱し2年後に兵庫での再
会を楽しみに、盛会のうちにお開きとしました。
なお、関西理窓会連合会Facebookでは、本会は
じめ各種イベントについて、都度アップしており
ます。どうぞご覧ください。　（文責　横山　成紀）

41S　同期会
平成25年10月27日（日）
会場　葛飾キャンパス講義棟5階教室
参加者23名
　昭和41年数学科卒業の同期会はほぼ毎年行
なっています。ホームカミングデー当日に学食の
業者のケータリングをお願いし大学の教室で行
なったり、地方の人が幹事となり、観光を兼ねて
行なったりしています。今年は新しい葛飾キャン
パスを見ようとホームカミングデーに集まりまし
た。思い出話と近況報告に花が咲き、この会を「37
－41会」（皆良い会）と名付けました。37年入学
41年卒業です。
　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　功）
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