支部・諸会だより
北海道支部

総会

主催者 支部長 伊藤 四郎 （40 理・物）
平成 27 年 4 月 11 日（土）

17 時～

会場 KKR ホテル札幌 参加者 22 名
例年になく雪解けが早く、

春ももうすぐやってく

群馬理窓倶楽部

ると思われましたが気温の低い日が続き体調を崩

総会

主催者 副会長 平岡 眞智子 （51 薬・製薬）

して 3 名のキャンセルが出て 22 名の参加でした。

平成 27 年 4 月 25 日（土）

本部から常務理事吉本成香先生、理窓会副会長

17 時～

会場 前橋 はなの舞 参加者 5 名

福田義克先生、理窓ビジネス同友会宮川公治先

会長の深沢智明氏体調不良のため、副会長よ

生、こうよう会次期北海道支部長根布谷様の 4 名
のご来賓に出席いただき会を開きました。総会で

り、開会の挨拶、前年度活動報告、27 年度活動方

吉本常務理事より大学の入試、進路状況、将来に

針が決定されました。

ついて、「日本の理科大から世界の理科大」

を目指

し「魅力あるグローバルな頭脳循環拠点」

へ成長

今回は例年に比べて参加者が非常に少なく、次
回開催に向けて、 会員の高齢化対策、 現役世代の参
加しやすい環境づくりなど、

することだと語られた。福田副会長からは理窓会

検討がなされました。

少人数ではありましたが、同窓会の近況、教育

の現状、今後についてはソーシャルネットワーク

問題など話が盛り上がりました。

の活用、さらなる在校生への支援活動についての
説明があった。宮川会長からはビジネス同友会の

前年度の活動では、埼玉県神川町 （株） ヤマキと

活動についてお話があり、根布谷様からは父母会

世界遺産富岡製糸場と製糸遺産群の中の高山社跡

の状況などについてお話があった。

を見学しました。
（株） ヤマキでは、 醤油絞り、 豆腐の実演、 豆腐料

懇親会は和気あいあいの中で会員相互の親睦を
図り、出席者の近況報告などについて話し、もっ

理のランチなど、科学的見地からの興味と美味し

と若い人に参加してもらうよう努力が必要との話

い食材に、 参加者 5 名全員満足できた一日でした。
今年度の活動を活性化し、来年度の総会が盛会

になった。記念写真を撮り、その後の乾杯でお開

になるように確認して散会となりました。

きとなった。二次会は同ホテル内のレストランで

（文責 平岡 眞智子）

行われ、12 名の参加で大いに盛り上がり、来年の
再会と一人でも多く参加してくれることを期待し
て散会した。

岡山支部

（文責 伊藤 四郎）

総会

主催者 支部長 三浦 康男 （46 理工・数）
平成 27 年 5 月 9 日（土）

14 時～

会場 ピュアリティまきび 参加者 18 名
昨年から、支部総会という名称ではなく

「岡山

坊ちゃんの会」 の名称で開催しています。今年は
役員の改選があり、新支部長に三浦康男が選出さ
れました。毎年、会員によるミニ講演会をしてい
ましたが、今年は森野義男維持会会長に 「知って
安心、目の知識」 と題した講演をしていただきま
した。今回は、塚本桓世会長、増渕忠行理窓会副
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司会

理窓

副支部長

廣瀬

和昭

東京理科大学 理事長

中根

滋

石神

一郎

副支部長

廣瀬

和昭

向井

千秋先生

1）
「大学の現状」
2）
「理窓会の活動報告」
理窓会 会長
（講演会）15 時 00 分〜 16 時 15 分
会長の他、理窓ビジネス同友会の宮川公治会長に

司会及び講師紹介

もご臨席をいただきました。こうよう会岡山県支

講師：東京理科大学副学長

部長も来賓として招き、こうよう会との交流も深

演題：「宇宙飛行から学んだこと」

めました。

要旨：「何故宇宙飛行士になったのですか？」と

（文責

三浦

康男）

多くの方から質問を頂きます。6 歳の頃は、宇宙
に行くことは全く実現出来るとは思ってもいませ

東京支部
主催者

総会

支部長

植木

んし、むしろ、身内が病気を患い、病気を治した
キク子（36 理・物）

いと思い医者の道を選びました。心臓外科医にな

平成 27 年 5 月 24 日（日）13 時 30 分〜

り、救急救命医として病院に泊り込む生活が続い

会場

ていた 1983 年に新聞の「日本人宇宙飛行士募集」

東京理科大学 2 号館 211 階段教室

参加者

132 名

の小さな記事が目に飛び込んできて、宇宙から地

招待者：

球を見ることが出来るなら、視野が広がり、新し

・東京理科大学理事長

中根

滋

い考え方もつかめると思い、迷わず応募をし、2

・東京理科大学学長

藤嶋

昭

年後に選出になりました。

・理窓会会長

石神

一郎

「夢に向ってもう一歩」と、
「教育が夢を叶えてく

・理窓会千葉支部長

小倉

正敬

れる」が、“ 医者になる ” そして “ 宇宙飛行士になる ”

・理窓会神奈川支部長

武藤

泰典

から学んだキーワードです。今後は宇宙での科学

・理窓会埼玉支部副支部長

松井

辰男

技術の進歩により、地球の引力の常識は宇宙では

・こうよう会東京都支部部長

大橋

圭子

特殊なものである等々を認識して、人類が宇宙の

（総会）13 時 30 分〜 13 時 50 分
司会
1）挨拶

事務局

今村

一員としてその役割を教育により適正に関与する
彰啓（55 工 ･ 工化）

支部長

ことで夢を叶える事が大切ですとお話頂きました。

植木キク子

宇宙飛行のテーマは、興味のあるお話で、参加

2）議事

者は聞き入っており、あっという間の時間の経過

支部長植木キク子が議長となり、議事進行をした。

で講演会は終了しました。

（審議事項） ①平成 26 度活動報告②平成 26 年度

（記念写真）近代科学資料館前にて撮影。

収支決算報告③監査報告④平成 27

（懇親会）16 時 30 分〜 18 時 30 分

年度活動計画⑤平成 27 年度予算案

司会

副支部長

（報告会）14 時 00 分〜 14 時 50 分

1）挨拶

支部長

（以下、理窓教育会東京支部との共催）

2）祝辞

東京理科大学 理事長
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島崎

益男

植木キク子
中根

滋

東京理科大学 学長

藤嶋

昭

学と場内の散策をして、八景亭で懇親会を行い、大

東京理科大学 副学長

向井

千秋

いに盛り上がった。美しい初夏の庭を眺めて熱く

支部長

小倉

正敬

語り合い、校歌を斉唱し「上方締め」で散会した。

こうよう会東京都支部長

大橋

圭子

相談役

松原

秀成

千葉支部
3）乾杯

（文責

青森支部

ご来賓の中根理事長、藤嶋学長、向井副学長、

主催者

森野維持会会長、石神理窓会会長、小倉千葉支部

支部長

中村

直樹）

総会
阿保

民博（48 理工・物）

長、武藤神奈川副支部長、松井埼玉副支部長のご

平成 27 年 6 月 13 日（土） 16 時〜

臨席を賜り、そしてお祝いのお言葉も頂戴し、和

会場 弘前市 ホテルニューキャッスル

気あいあいの懇親会になりました。中根理事長か

参加者 12 名

らの本日のご講演での重力の話題からニュート

阿保支部長の開催挨拶の後、吉本成香常務理事

ン生誕 350 年に因んだ引力のお話があり、さらに

から大学の入試・就職状況等の現況報告、福田義

藤嶋学長よりは見事なトークリレーでニュートン

克理窓会副会長から理窓会活動報告、森野義男維

の発見した虹の光のスペクタクルのお話がありま

持会会長から維持会報告をいただいた。続いて、

した。次に向井副学長より、中根理事長、藤嶋学

平成 26 年度の活動報告・会計報告があり、毎年

長の生き生きした、明るい、自由な雰囲気、真面

青森市で行っている「おもしろサイエンス」につ

目な気質に魅力を感じておりますとお話されまし

いて今年度の実施計画の報告があった。記念撮影

た。次に、松原相談役より乾杯をして、ご歓談に

の後、懇親会へと移り、思い出話や近況報告で懇

なり講演会でのお話等で盛り上がりました。そし

親を深めた。大変和やかな雰囲気の中、次年度八

て、宴酣のところで、理窓教育会東京支部

戸市 での再会を約束し散会した。

富岡

（文責

康夫支部長による手拍子で中締めになりました。
（文責

滋賀支部
主催者

支部長

島崎

村本

卓）

益男）

総会
横山

成紀（42 理・応物）

平成 27 年 6 月 7 日（日） 10 時 20 分〜
会場 彦根城博物館講堂〜八景亭 参加者 32 名
彦根城旧表御殿の彦根城博物館で総会を開催。
横山支部長の年間活動報告のあと、中根滋理事長
の「大学の現在と近未来〜世界の理科大」のお話に
大きく感銘した。渡邊一郎副会長の理窓会活動報
告、塚本桓世会長の山口の近況報告などで、様々

栃木支部

にお励ましをいただいた。こうよう会竹上純子副

支部長

総会

会長の挨拶、青木靖夫彦根東高校長の彦根藩の文

主催者

金子

康法（45 工・経工）

武両道の伝統「赤鬼魂」の話のあと、博物館等の見

平成 27 年 6 月 21 日（日） 11 時〜
会場 宇都宮市 ホテルニューイタヤ
参加者 22 名
村田雄司理事・石神一郎理窓会会長・
森野義男維持会会長のご臨席に加え、こ
うよう会栃木支部長の豊田様、同窓歌手
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理窓

数学の側面として、数学が歴史とともに発展し
ていく過程で、数学者の社会の中でのかかわりに
ついて触れられ、次に、
「数学と論理学，集合論」
を中心にお話をしていただきました。
研究大会では、（1）第 7 回《数学・授業の達人》
大賞最優秀賞「黄金比とデザイン」金森千春 （2）
「数学普通教育の水準向上を目的とする数学的能
の祥子さんのご参席も得て盛大に開催することが

力に関する基礎研究

できました。心より感謝申し上げます。

学的能力の判別と分類−」田村篤史 （3）
「高等学

村田理事・石神会長・森野会長より大学の現況、

−才能者を中心とした数

校数学のカリキュラムの現状と課題から提言へ

ならびに、理窓会と維持会の活動状況について詳

−都数研教育課程特別委員会での活動−」荻野大

しく拝聴することが出来ました。

吾らによる発表が行われました。

懇親会では、祥子さんの美声による持ち歌披露

平成 30 年には、日本数学教育学会が主催する第

に加え、木村支部会員による手作りの能面披露も

100 回全国算数・数学教育研究（東京）大会が、東

あり、ご来賓と会員一同が一体となって大いに、交

京理科大学で開催される予定です。大会の開催に

歓を深めることができました。

向けて、池田文男会長より、企画や運営、研究発

（文責

中田

賢一）

表、活動資金のための募金の協力などを、理数研
を中心に推進していくことが示されました。合わ

理数研
主催者

総会・研究大会

会長

池田

せて、理数研で多くの研究発表をするためにも、

文男（48 理・数）

研究活動をより一層充実させ、活発にしていくこ

平成 27 年 4 月 19 日（日） 10 時〜
参加者

とを確認しました。

120 名

第 1 部は第 57 回総会、第 2 部は記念講演、第 3 部
は記念研究大会です。
総会では、26 年度事業報告と 27 年度事業計画
が審議され、滞りなく承認されました。
記念講演では、
「数学の諸側面−体験を通じて」
という演題で、東京理科大学理学部数学科教授の
宮島静雄先生に講演をしていただきました。
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（文責

小林

博）

