支部・諸会だより
だこと」という演題でご講演をいただきました。
医学の道から日本初の女性宇宙飛行士に転身し

埼玉支部
主催者

支部長

総会

経験された貴重な体験談、宇宙開発における医学

長澤

智則（47 理・化）

の重要性、宇宙医学の今後の展望、さらには理科

平成 27 年 7 月 5 日（日）13 時 30 分〜

大副学長としての使命などについてお話をいた

会場

だきました。特に、有人宇宙探査を支える医学の

東京理科大学経営学部久喜キャンパス

参加者 116 名

重要性については新鮮な内容が多く含まれてお

埼玉支部総会は、東京理科大学経営学部久喜

り、会員の関心が高かったように感じました。向

キャンパスで開催され、全ての議案が承認されま

井先生には、理科大副学長として国際化と女性活

した。

躍推進をご担当されるとのことですが、ますます

報告会では、理窓会会長、理事長、学長、維持会

のご活躍をお祈りいたします。

長からお祝いの言葉とご挨拶をいただきました。ま

懇親会では「久喜ギター部」による演奏を鑑賞し

ず、石神一郎理窓会会長からは理窓会フェイスブッ

ました。また、昨年度から、理窓教育会埼玉支部総

クやインターネットグループウェアについての説

会を同一会場で実施し、多くの教員の参加を図る

明があり、同窓生のネットワークのさらなる強化を

ことができました。情報交換等が活発に行われ華

期待するというお話をいただきました。続いて、中

やかな懇親会となり、とても有意義な交流の場に

根滋理事長並びに藤嶋昭学長から、世界一を目指

なりました。今後の理科大と理窓会埼玉支部会員

す理科大の現状と発展している様子が力強く語ら

の一体感醸成の一助になったものと思います。

れました。最後に、森野義男維持会長から、維持会

なお、来年度の総会については、経営学部の移転

の活動状況についてのご報告をいただきました。

に伴い、新たに完成する富士見校舎で行う予定で

次に、向井千秋副学長から「宇宙飛行から学ん

静岡支部
主催者

支部長

東部理窓会
大川

あることが報告されました。

総会

清仁（48 理工・機工）

平成 27 年 7 月 18 日（土）16 時〜
会場

パステリア地中海

本部参加者

参加者 24 名

東京理科大学理事

村田

雄司

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

静岡県内 3 支部ある東部地区（富士川以東）では、
支部長、遠州理窓会会長、中部理窓会会長を招待
して県内最初の総会をこの時期に実施しています。
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（文責 松本 明）

15・10

理窓

会務・会計報告の後、本部参加者から大学・理
窓会・維持会報告をプロジェクター利用で伺い
ました。近年、藤嶋学長、中根理事長、新校舎、創
設者等の話題が豊富で楽しく拝聴しました。
懇親会では、招待者を含む全員の 3 分間スピー
チで近況報告の話題に盛り上りました。参加者の
H18 年卒から S25 年卒（東京物理学校卒）の幅広い
年齢層は今後の東部理窓会発展に期待できると
感じました。

（文責

大川

清仁）

愛媛支部
主催者

神奈川支部
主催者

支部長

総会
武藤

横浜ローズホテル

井出睦俊（44 理・物）

平成 27 年 8 月 9 日（日）11 時 30 分〜

泰典（48 理・応物）

会場

平成 27 年 7 月 25 日（土）11 時〜
会場

支部長

総会

にぎたつ会館

参加者 12 名

総会にあたり、同窓会誌「理窓 2015 7」をもとに

参加者 86 名

支部長会・代議員会の報告を行った。

中根滋理事長、藤嶋昭学長、森野義男維持会会

総会では、平成 26 年度支部事業報告、決算報告

長、理窓会増渕忠行副会長など来賓を含めて 86 名

が行われ承認された。また、会を利用して、大学

の参加で盛大に総会、特別講演会、懇親会が行わ

から提供を受けているグループウェアを紹介し、

れました。

本部や会員との交流を深めるメールアドレスの

平成 26 年度の支部、地区会の報告が行われ、27

登録とその利用やフェイスブックの活用を勧め

年度の予算について審議され全会一致で承認さ

た。また、来年度の支部総会を 8 月 7 日（日）に決

れました。ここ数年、横浜地区を中心に支部以外

定した。

でも活発な活動をしておりそれらの一部も参会

その後、理窓会の現状について島崎益男副会長

者に紹介できたことは今後活動を続けていく上

より、大学の現状について吉本成香常務理事より

で必要な事であると考えます。

お話を伺った。

特別講演は秋山仁先生で「想定外に対応する能

総会後に行われた懇親会では、こうよう会愛媛

力の育成」についてお話いただいた。さらに懇親

支部から藤田芳治支部長、城島たつみ副支部長が

会の席では由美かおるさんも秋山仁先生ととも

参加された。昨年、台風の襲来で総会を中止した

にアコーディオンを披露していただき盛り上げ

関係か参加者が少なかったが、三十数年ぶりに参

ていただきました。

加された方、今年度初参加の仲間も加えた中で、

（文責

樽谷

隆）

19

自己紹介を行うなど、お互いの親睦を深めた。来
年度は、さらに多くの方々に参加していただける
ことを願って散会となった。
（文責

宮城支部
主催者

支部長

井出

睦俊）

総会
加賀谷秀樹（48 理工・物）

席者一同みな感銘を受けました。そして最後に森

平成 27 年 8 月 29 日（土）16 時〜

野会長からさらりと維持会への寄付の話が出さ

会場

れ、黎明期の方々の行為を受け継ぎ、大学をよく

仙台ガーデンパレス

参加者 31 名

今年の夏は宮城もたいへん暑い夏でした。その

するためには経済的支援もという気！？にさせ

夏の最後を飾って我が支部の最大イベント、支部

られました。

総会・交流会を 31 名の参加を得て開催しました。

支部総会では、H26 決算報告及び H27 活動計画

新しい参加者は 5 名でした。

案が承認されました。

来賓として、池北雅彦氏（常務理事）、石神一郎

総会後は交流会（懇親会）で、オープニングは祥

氏（理窓会会長）、森野義男氏（維持会会長）、千葉

子さんのライブショーです。地元の「青葉城恋歌」

正宏氏（こうよう会副会長）、岩渕正弘氏（同宮城

をはじめ 5 曲を熱唱していただき、好評のあまり

県支部長）、そして歌手の祥子さん（数学科ＯＧ）

アンコール曲まで歌っていただきました。引き続

の 6 名をお迎えしました。

き今年の新しい参加者から近況報告をいただき、

はじめに支部長挨拶の後、池北常務理事から

盛況裡に支部総会・交流会を閉じることができ

「東京理科大学の現状」について「めざせエベレ

ました。

スト！」として世界の理科大を目指していること

今後も新しい参加者が増えるような『（総会の

など、続いて石神会長から「理窓会の現状」につ

イメージを覆す）堅苦しくなく、様々な分野の

いて、ＨＰのリニューアル、理窓会情報誌、ＨＣ

方々との交流を図る』を主旨とした会を目指して

Ｄ、新入生の理窓会前受入会などの紹介がありま

いきたいと思っております。

した。そして今年度の目玉として「東京理科大学

（文責

加賀谷

秀樹）

物語」について、森野維持会長に講話いただきま

千葉支部

した。創設時のメンバーは東京大学仏語物理学科

支部長

総会

で学び、広く理学の普及のために自分たちでお金

主催者

を出し合い、東京物理学講習所を作ったこと、講

平成 27 年 8 月 23 日（日）13 時〜

小倉

正敬（44 理・物）

習所の運営では安い授業料にするため、教師は無

会場

ホテルポートプラザ

参加者 60 名

本部より中根滋理事長、石神一郎理窓会会長、

給、実験器具を借りるなどし、運営費が不足した
場合には教員が出し合うなど、理学の普及にかけ

森野義男維持会会長をお迎えして、平成 27 年度

る思いは我々には想像もつかないことでした。出

千葉支部総会を開催いたしました。
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15・10

「めざせ

エベレスト！」

理窓

山は登ろうと思わ

ないと登れない この目標に向けて、理事長から
の熱いメッセージを聞くことができました。授業
力や就職力は非常に高いのですが、グローバル化
という観点は、弱いということでした。また、大
学の世界ランキングでは、400 番台であること、

新潟支部

それでも私学の中では上位に位置しているとの
ことですが、今後に向けてドクターの人数を増や

主催者

す必要性を強調していました。

平成 27 年 8 月 23 日（日）13 時〜
会場

記念講演は、香川学園メロス言語学院の学院長

支部長

総会
坂上

隆（51 理工・数）

高陽荘（上越市） 参加者 32 名

付事務局長、香川武先生をお迎えして、
「日本の私

平成 27 年度新潟支部総会を 8 月 23 日（日）に「高

費留学生受入の現状と取組」という演題でご講演

田開府四百年」
「北陸新幹線開通」で盛り上がる上

いただきました。丁度理事長の話と関連している

越市で開催し、26 年度事業報告・決算報告、27

部分があり、大変興味深い講演でした。日本は少

年度事業計画・予算並びに役員改選などについ

子高齢化で、今後留学生の存在はどんどん増して

て承認された。その後、坂本功理窓会副会長によ

きます。中国・韓国・台湾、そしてベトナム・ネパー

るグループウェアを活用した理科大ネットワー

ル・スリランカからの留学生も増えており、実際

クの拡大、本山和夫理科大理事による大学の現況

の数値を聞いて、留学生の実態に驚かされました。

の話があり、引き続きアサヒ飲料株式会社前社長

講演会では、中国から留学してきて現在、慶應

である本山理事から「アサヒグループ HD の取り

大学に在籍している学生の話もありました。留学

組み〜企業価値向上のための具体的な展開〜」と

生から見た日本人は、
「言いたいことを言わない。

題する講演があった。激戦が続く清涼飲料業界で

オブラートに包んでしまう。」と感じているよう

業界 3 位のシェアに押し上げた社長の苦労や戦略

で、会員のみなさんも頷いておりました。また、

など大変興味深い内容であり、社長の素晴らしい

日本の高校生との交流の機会を設けており、その

経営手腕の一端を垣間見ることができ大いに刺

様子も紹介していただきました。日本の学生の中

激を受けた。

には、「留学生が来てくれるなら、留学しなくて

参加者一同による記念撮影後、本部役員、こう

もいい」といった、内向的な感想があり、驚いた

よう会の今井昭彦新潟支部長とともに懇親会を

ところです。留学生は、とにかく日本の学生とは

行った。今回初参加や久しぶりの参加会員の近況

比べものにならないくらい勉強しているという

などを聞き、和やかに杯を酌み交わし、来年度は

ことで、日本の若者の奮起が必要となる時代に突

新潟市で再会することを確認し散会となった。
（文責

入したのではないでしょうか。

上杉

肇）

最後になりますが、懇親会では今年も会員の葛

静岡支部

田氏から、参加者全員にお赤飯と梅干が配られま

小池

総会

した。毎年いただく心のこもったお赤飯と梅干、

主催者

ここに小倉支部長の人情を重んずるお人柄が表

平成 27 年 9 月 5 日（土）15 時 50 分〜

れているのだと思います。小倉支部長、3 年間お

会場

疲れ様でした。そして、総会にて、眞田支部長へ

参加者 30 名

豊（53 理・物）

グランドホテル浜松スズキゲストハウス

総会に先立ち、大学からの情報発信及び地域貢

とバトンが引き継がれました。今後とも千葉支部

献の一つとして講演会を開催しました。

をよろしくお願いいたします。
（文責

支部長

遠州理窓会

川邉

今年度は、東京理科大学理事・前アサヒ飲料株

浩一）
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理数研

式会社代表取締役社長である本山和夫様に、
「ア

主催

サヒグループの経営戦略」と題して、ご講演を頂

さっぽろの夕べ

東京理科大学数学教育研究会会長
池田

きました。同窓生、一般聴講者だけでなく、読売新

文男（48 理・数）

平成 27 年 8 月 6 日（木）

聞社など数社の取材を含め、大好評を博しました。

会場

総会では、前年度の活動内容並びに会計監査報

札幌「キリンビール園本館」 参加者 50 名

告、会則の一部改訂などが全会一致で承認されま

全国算数・数学教育研究 ( 札幌 ) 大会に合わせ

した。その後、大学の現状について本山和夫理事

て、理数研・さっぽろの夕べが「キリンビール園

から、同窓会の現状について増渕忠行副会長から

本館」で行われ，50 名の同窓会員および理大科学

熱のこもった内容の報告がありました。

教育研究科の院生が参加しました。平成 30 年の
理科大大会に向けて決意を新たにしました。

懇親会では、県中部及び東部理窓会会長のご挨

（文責

拶ののち、出席された皆様から近況報告や自己紹

半田

真）

介を行っていただき、更なる親交を深めました。

理数研

また、閉会にあたり、全員で東京理科大学校歌を

主催

合唱するなど、活気ある和やかな会になりまし
た。

（文責

小池

数学教育シンポジウム

東京理科大学数学教育研究会会長
池田

豊）

文男（48 理・数）

平成 27 年 8 月 17 日（月）〜 8 月 18 日（火）
会場

昭和 31 年卒 理学部物理学科 同期会

伊豆の国市 おおとり荘

参加者 20 名

今回のシンポジウムでは、数学教育におけるさ

今年は 6 月 5 日 1 時から同期会を神楽坂ポルタ 6

まざまな分野での新しい視点や改善すべき課題

階第 2 会議室で行いました。年を取るに従って足

について、研究主題にせまる充実した討議がなさ

の不自由な方が増えてきますね。幸いにして今年

れました。合わせて、参加者相互の親睦を深める

はお亡くなりに成った方は一人も無く 18 名の乾

ことができ、成果を得ることができました。

杯の声で会を始めることが出来ました。全員が 81

（文責

歳（半壽）以上と成ります。理学部物理科を卒業し
て 59 年に成ります。それぞれ皆様の現況報告を聞
かせて頂きました。楽しい時間は忽ち過ぎ三三七
拍子で賑やかに閉会と成りました。来年は 6 月 3
日に同期会を行いたいと思っております。再会を
楽しみにしております。

（文責

羽賀

正治）
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小林

博）

