支部・諸会だより
石川支部
主催者

支部長

総会
柿本

自如（45 理・応物）

平成 27 年 8 月 22 日（土）15 時〜
会場

ＫＫＲホテル金沢

参加者

38 名

略的な新学科、精力的な維持会活動等躍進を遂げ

本年は 3 月に北陸新幹線が開業したことを祝し

ている大学の現状を具体的な写真やデータを用い

て、初めに、数学者で、東京理科大学教育支援機

たわかりやすいお話があった。顧問の山田様から

構

仁先生に

は大学、学生・同窓生のための理窓会の理念とす

「水槽は湛え、泉は湧き出す」という内容で記念講

理数教育研究センター長の秋山

ばらしい活動や支援の現況およびこれから特に有

演をして頂きました。その後、塚本桓世会長、本

用となるグループウエアの仕組みと活用等の説明

山和夫理事、福田義克副会長、浅井学こうよう会

があった。そして、楽しく懇親会も始まり、全員の

石川支部長、中村こうよう会北陸地区副会長、理

自己紹介は和やかに進み、会員からは「母校のす

窓会富山支部、福井支部からの役員の方々をお迎

ごさに感動した、後輩や高校生にも自信を持って

えし、総会及び懇親会を開催しました。

薦めたい」こうよう会の吉田さん、三股さんから

総会では、支部長挨拶、事業報告、会計報告・

は「充実した大学や理窓会の様子もわかり、本当

監査、役員改選に続き、塚本会長、本山理事から

に良かった、安心した」等々、大変盛り上がった。

大学の現状と展望、福田理窓会副会長から理窓会

終わりに、三苫新副支部長から、これからも互い

の報告を受けました。

の連携・交流や絆を深め、活動しましょう。そし

懇親会では、講演者の秋山先生と由美かおるさ

て、来年は日田会場で再会することを誓って散会

んを交えて、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

した。

（文責

開

憲明）

啓泰）

東京支部
主催者

秋季大会

支部長

植木

キク子（36 理・物）

平成 27 年 9 月 27 日（日）13 時 30 分〜
会場

東京理科大学神楽坂キャンパス
森戸記念館第一フォーラム
（報告会･演奏会）
PORTA 神楽坂

理窓会倶楽部（懇親会）

参加者 71 名
（報告会）13 時 30 分〜 14 時 30 分
◇開会挨拶

大分支部
主催者

支部長

総会
開

植木キク子

（1）
「理窓会及び第 10 回 HCD の概要」
憲明（40 理・数）

平成 27 年 9 月 26 日（土）12 時〜
会場

東京支部長

大分オアシスタワーホテル

理窓会会長

石神

一郎

東京理科大学 常務理事

池北

雅彦

（2）
「大学の現状」
参加者 16 名

東京より東京理科大学理事横倉隆様、理窓会顧

（演奏会）14 時 35 分〜 15 時 50 分

問山田義幸様をお迎えして、松崎副支部長の司会

◇ラテンジャズとトークショー

で始まり、支部長の挨拶の中で、6 月での 27 年度

ラテンジャズシンガー

YOSHIRO 広石

の支部長会・代議員総会の報告と新役員に三苫氏、

佐藤

英樹（コンガ）・松永

岩切氏、末松氏を加えたい、とあり了承された。続

中上

香代子（ボード） ：Adati（機材）

いて、理事の横倉様から充実したキャンパスや戦

敦（ベース）・

要旨：オープニングは「ジェラシー」で始まり、ご自
24

16・1

広島支部

身のプロフィールをハサミながら懐かしいラテン

支部長

理窓

総会

ジャズを数曲演奏、
「コーヒールンバ」の原曲につい

主催者

場田

克己（41 理・応数）

ての悲愴の意味をレクチャー、またスタンデングオ

平成 27 年 9 月 27 日（日）14 時 15 分〜

べーションの中での演奏、カーテンコールを兼ねた

会場 ホテルセンチュリー 21 広島 参加者

35 名

エンディングで
「ダンス････」
でおおいに盛り上がっ

理窓会総会に先立ち、広島市立基町高校の板倉

たひと時でした。日頃、公私ともご多忙の中で、ホッ

校長（58 理・応数）から『先人の意志に学び、地域

としたひと時を過ごすことが出き、そのあとの懇親

の事業を活用してグローバルな視点を育成する』

会では、
「大変良かった」との感想が聞かれました。

と題して講演頂きました。背景には、今年は、原爆
投下 70 年の年であり、昨年は大規模土砂災害もあ

（記念写真）

り、提言①自然への敬意、平和への願い、提言②平

（懇親会）16 時 30 分〜 18 時 30 分
（1）挨拶

東京支部部長

（2）祝辞

東京理科大学理事長
長澤

和環境意識の高揚に関して創造表現コースの生徒

キク子
本山

中心に活動した内容が説明されました。総会では、

和夫様

昭様／埼玉支

横倉隆常務理事から、大学の現状についての報告

智則様／こうよう会 東京都支

があり、世界に冠たる大学に向けて、①女性の活

／東京理科大学学長
部長

植木
藤嶋

部長 須貝 太様
（3）乾杯

東京支部相談役

躍推進、②国際競争力の強化、③教員養成の高度
松原

秀成

化、④産学官連携の推進の 4 つ柱で進めていく旨

ご来賓の本山理事長、藤嶋学長、池北常務理

のお話がありました。森野義男維持会会長からは、

事、小林部長、こうよう会須貝東京都支部長、梅

物理学校設立当初からのお話があり、興味深く聞

原副会長、石神理窓会会長、眞田千葉支部長、樽

きました。山口東京理科大学金田和博教授から、

谷神奈川役員、長澤埼玉支部長、松井副支部長、

公立化への説明がありました。また、こうよう会

YOSHIRO 広石様のご臨席を賜り、和気あいあい

広島支部長屋敷幹雄さんにも挨拶を頂きました。

の懇親会になりました。

2014 年度の会計報告を行い、全員一致で承認され、

懇親会において新理事長本山和夫様より、東京

一部支部幹事の変更も承認され、総会を無事終了

理科大学の理事長が中根滋様から本山和夫様へ

し、記念写真を撮って、懇親会へと移りました。昭

平成 27 年 9 月 16 日付けにて交代があった旨と理

和 32 年卒から平成 25 年卒までの幅広い年代の同

窓会東京支部への協力の要請があった。さらに藤

窓生で和やかな雰囲気の中で進行し、最後に校歌

嶋学長、眞田千葉支部長、こうよう会須貝東京都

を斉唱し、支部幹事の河野さんの挨拶で来年の再

支部長よりご祝辞を頂きました。

会を期してお開きとなりました。同じホテルの中

乾杯後に、理工学部の学生クラブ「機械工学研究

で二次会を開催しましたが、半数以上の 19 名が参

会」フォーミュラレイシングから4 名の学生による活

加し、再度盛り上がったことを追記しておきます。

動アピールがあり、参加者にカンパをお願いしたと

（文責

ころ、53,000円が集った。そして、宴酣のところで、
理窓教育会東京支部

富岡康夫支部長による手拍

子で中締めになりました。

（文責 島崎 益男）
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羽田

啓二）

信州支部
主催者

支部長

総会
大池

びました。これは 47 支部中 10 番目、関東地区を除
義高（41 理・数）

けば 5 番目の成績です（他支部はＨ 26 年の数字）
。

平成 27 年 10 月 17 日（土）10 時 30 分〜
会場

ホテルモンターニュ松本

さて、総会では予定した案件（会務報告・会計

参加者

27 名

収支決算・役員改選）がすべて承認されました。

小春日和の爽やかな秋の 17 日に、大学から吉

総会終了後、池北先生と福田先生から大学と理

本常務理事また本部からは山下事務局長、そして

窓会の現状についてのお話がありました。その中

諏訪東京理科大学から河村学長をお迎えしてホ

で、先日ノーベル生理学・医学賞を受賞した大村

テルモンターニュ松本で行われました。

智先生は、理科大の修士課程をＳ 38 年に修了、理

総会は物故者の黙とうから、式次第に沿って行

学博士もＳ 45 年に理科大で取得されたこと、ま

われました。最初に、来賓紹介から大池支部長挨

た、美術にも造詣が深く神楽坂キャンパスにある

拶、26 年度事業報告並びに決算報告、監査報告、

モニュメント「坊ちゃんの塔」の建設にも尽力さ

の全てが承認されました。続いて吉本常務理事に

れたことが紹介されました。

よる、東京理科大学の現況と大学の変革について

次いで講演。講師は曽我貢誠先生（元東京都中

説明があり、山下事務局長からは理窓会の現状に

学校教員、詩集「学校は飯を喰うところ」著者、日

ついて説明がありました。そして、河村学長からは

本ペンクラブ会員、Ｓ52 理二・物理）
。演題は「賢

諏訪東京理科大学の公立大学法人に向けた動きに

治と啄木の生と死から、現代の生き方を考える」
。

ついて説明と同窓会への協力依頼がありました。

豊富な資料を使って、二人の異才について語って

続いて、諏訪東京理科大学工学部コンピュータ

下さいました。その後の懇親会では、和やかな雰囲

メディア工学科の田邊准教授から「信州の長寿の

気のもと楽しいひと時を過ごすことが出来ました。

ヒミツを！信号処理で解析できるか？」という演

なお、来年の総会も今年同様 10 月の第 3 土曜日（10

題で講演をいただきました。講演終了後は、1 時

／ 15）に開催予定です。

（文責

奈良

伯夫）

間半程の懇親会で解散となりました。
（文責

谷

静岡県中部支部

憲昭）

主催者

秋田支部
主催者

支部長

総会
奈良

参加者

平松

洋（46 理・応数）

平成 27 年 10 月 17 日（土）17 時〜
伯夫（41 理・応物）

会場

平成 27 年 10 月 17 日（土）15 時〜
会場

会長

総会

静岡第一ホテル「渓邦」 参加者

38 名

今年度は会員の参加者が増え、さらに 20 代の

ホテルパールシティ秋田竿燈大通り

若い会員が 7 名参加してくださり、活気あふれる

32 名

会となりました。今後各方面で活躍している会員

来賓として、大学から池北雅彦先生、理窓会から

たちの交流の場となるよう尽力していきたいと

福田義克先生、こうよう会からは秋田支部長の北

考えています。

條保様はじめ 4 名の方をお迎えして、平
成 27 年度の支部総会を開催致しました。
昨年は初めて出席者が 30 名に達しまし
たが、今回は 32 名の出席で全国平均に並
26

（文責

植田

克彦）

16・1

理窓

た。今回も 10 月中旬の日曜日開催で案内しました

茨城支部
主催者

総会

支部長

ところ、15 名の会員が一堂に会しての総会・懇

大久保

清（30 理・化）

親会となりました。今回は支部会員 2 名の初参加

平成 27 年 10 月 18 日（日）11 時〜

に加え、新理事長の本山和夫氏と副会長の増渕忠

会場

行氏が宮崎の会に初登場ということもあり、歓迎

三の丸ホテル

参加者

38 名

当日は晴天に恵まれ、来賓の方々を含め 38 名

ムードで大変盛り上がりました。

で盛大に執り行うことができました。岡村常務理

ところで、総会は最初に支部長より経過報告、

事からの大村先生のノーベル賞のお話、祥子さん

会計報告を行い、次に本山理事長より大学の志願

（H2 理数）のミニライブなどで大いに盛り上がり

状況や産学官連携等の現状について詳しい説明

楽しいひと時を過ごすことができました。今後も

がありました。また、増渕副会長からは、理窓会

同窓の絆を深めて理窓会の発展に貢献できる支

の情報発信の在り方やホームカミングデー等の

部総会になるよう心掛けてゆきます。

行事について説明がありました。また、支部会員

【総会内容】
①支部長挨拶

から「TUS Alumni Today 002」に大変魅力を感
大久保支部長から挨拶と茨城支

じたとの発表がありました。

部の活性化につて
②ご来賓挨拶

懇親会では、初参加の会員がキーボードを持参

岡村常務理事から大学の状況

して、数曲を全員で歌うなど、本当に楽しい充実

石神会長から理窓会とＨＣＤの活動について

した宮崎支部総会になりました。

森野維持会長から物理学校創設当時の歴史に

（文責

大峯

凱夫）

ついて
③議事

山口支部

平成 26 年度会計報告及び監査報告／平

成 27 年度代議員総会報告／平成 27 年度支部役

主催者

員について／次年度開催地区代表挨拶 県南 菊地

平成 27 年 10 月 31 日（土）11 時〜

副支部長

会場

（記念撮影）

福永

総会
健一（47 理・化）

ホテルサンルート徳山

参加者

14 名

福田義克 理窓会副会長をはじめ、吉本成香常

【懇親会】

務理事、森田廣山口東京理科大学学長を来賓とし

こうよう会茨城県支部 木村副支部長ご挨拶

てお迎えし、こうよう会山口県支部と融合して理

乾杯

窓会山口支部総会を開催した。

最年長者

祥子氏

平田様

ミニライブ

出席者は、産業・技術関係、医療関係、山口県

参加者全員による近況報告

関係、教育関係と多岐にわたっており、各参加者

（文責

佐藤

孝二）

同士の交流・情報交換がなされ、親睦が深まった。
講演は、宇部興産株式会社研究開発本部

宮崎支部
主催者

総会

支部長

大峯

凱夫（42 理・応物）

平成 27 年 10 月 18 日（日）11 時 40 分〜
会場

ひまわり荘

河野

孝史工学博士により、会社概要、研究開発体制、こ

参加者

15 名

支部長就任以来、9 回目の支部総会となりまし
27

関西合同交流会

れまでの実績、企業で活躍する人材等について講
義していただいた。講演後は多くの質問に丁寧に分

主催者

かりやすく答えていただき大いに盛り上がった。

平成 27 年 11 月 8 日（日） 11 時 30 分〜

支部長

宮宅

勇二（51 理工・建）

会場 兵庫県民会館パルテホール 参加者

その後、こうよう会と合同で茶話会をもち、情

73 名

前日から雲行きがあやしく、当日は残念ながら

報交換等を行った。
さらに、理窓会活動報告、理窓会山口支部会計

雨模様になりました。11 月 8 日に、第 19 回目の東

報告等を行い、今後の理窓会山口支部の活動につ

京理科大学理窓会関西合同交流会が、兵庫県民会

いての意見交換を行った。

館パルテホールで 73 名の参加をもって、滞りな
く行われました。

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もあり、今後、理窓会山

最初に、私（宮宅勇二）が開会の挨拶をさせて

口支部とこうよう会山口県支部の連携を深める。

いただきました。続いて来賓の理窓会の石神一郎

（文責

福永

会長、東京理科大学理事長に新任された本山和夫

健一）

氏にご挨拶をいただきました。

長崎支部
主催者

支部長

総会
井手

その後、講演にうつりました。講演者は、昭和
義道（38 理・物）

45 年理学部応用化学科卒の作家の塩野米松先生

平成 27 年 11 月 7 日（土）13 時〜
会場

ホテルリソル佐世保

参加者

でした。題名は「日本人の仕事」です。先生は聞き
15 名

取りの名人と言われ、作品として「木の心、木の

藤嶋昭学長による科学教育講演会を開催しま

いのち」
「木の教え」
「にっぽんの漁師」等 100 冊を

した。支部総会前の 11 時 10 分から「身のまわり

越え、芥川賞候補に 4 度も名前の上がった方です。

の自然現象に感動しつつ、科学を楽しく勉強し

秋田県角館町生まれで、失われてゆく伝統文化・

よう」という講演をしていただき、小学生・中学

技術の記録に精力的に取り組んでおられます。

生・高校生・市民の計 100 名が参加し大好評でし

講演の中では、日本人の仕事や伝統の技はそれ

た。講演会後の支部総会に藤嶋学長にも出席い

を受け継ぐ際に、身体（からだ）に染み込んだも

ただきました。支部総会では、平川保博副学長よ

のを、見よう見まねで盗み取るようにして自分の

り、ノーベル賞受賞の大村智博士の紹介など今の

身体の中に溶け込ますようにして、代々技術や伝

大学の現況などをスライドで説明していただき

統を受け継いできたのだが、現代は自分の身体の

ました。増渕忠行副会長より理窓会の本部活動・

中ではなく、身体の外のパソコン等機械の中に記

ホームカミングデーなどの紹介・理窓会海外支部

録して受け継いでいこうとする傾向があるので

の紹介（インドネシアなど）や、グループウエア

はないか、その事に危機を感じる・・・と言って

（生涯）メールの紹介もしていただきました。支部

おられたことが印象に残りました。

の会計報告も行い了承されました。支部総会後に

この後、懇親会にうつり、最年長の田中昭太郎氏

は懇親会を開催し、会員同士の自己紹介で学生時

の音頭で歓談が始まりました。すぐに大学から池北

代の話題・現況報告などで親睦を深めました。

雅彦常務理事が、理窓会から石神一郎会長が、維持

（文責

井手

義道）

会からは森野義男会長が、また滋賀の横山成紀支
部長（理窓会副会長）からの報告がありました。
アトラクションは、祥子＋ 1 でギターのマーク・
イーストとのステージでした。5 曲演奏後、皆さ
んからのアンコールの拍手があり、あと 2 曲を演
奏していただきました。
その後、こうよう会を代表して竹上純子様、各
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府県支部長を代表して大阪支部長の今泉浩氏よ

チもあり、大変楽しく和やかな時間となりまし

り挨拶並びに近況報告がありました。そして、次

た。出席していただいた大学と本部の先生方はじ

回 20 回大会のホスト役となる奈良支部長の阿部

め会員の皆様、大変お世話になりました。

治男支部長より、参加の呼びかけと抱負を語って

（文責

猿谷

亮司）

いただきました。

岩手支部

最後に、田中敏嗣世話人の閉会の挨拶によっ

主催者

て、関西合同交流会はお開きとなりました。
（文責

宮宅

主催者

支部長

総会
猿谷

千葉

仁（54 理・数）

平成 27 年 11 月 14 日（土）10 時 30 分〜

勇二）

会場

群馬支部

支部長

総会

ホテルエース盛岡

参加者

16 名

平成 27 年度理窓会岩手支部総会は東京理科大学
亮司（51 理・物）

理事長の本山和夫様、理窓会副会長の島崎益男様

平成 27 年 11 月 14 日（土）15 時 00 分〜

をお迎えし、ホテルエース盛岡にて開催されました。

会場 アニバーサリーコートラシーネ 参加者 22 名

最初の情報交換会は予定を変更し、急遽北里大

平成 27 年度の理窓会群馬支部の総会並びに講

学名誉教授の野村節三先生にご講演いただくこと

演会は、11 月 14 日（土）に開催されました。

になりました。野村先生は先日ノーベル生理学・医

出席者は 22 名と例年より若干少なめでしたが、

学賞を受章した大村智先生と北里研究所時代の同

大学と本部から池北常務理事、石神理窓会会長、

僚ということで、大村先生の功績や研究活動での繋

森野維持会会長といった幹部の方々が出席してく

がり、当時のエピソード等をお話しいただきました。

ださり、理科大の実力や同窓会の充実した活動、

支部総会では、平成 26 年度会計報告と平成 28

理科大の歴史等々のお話を頂戴し、内容の充実し

年度からの新役員が承認されました。

た総会になりました。

続いて本部からは現在の大学、理窓会の活動状

総会後の講演会では、信州大学教育学部の榊原

況の紹介がありました。理事長交代の経緯や大学

保志教授に「発展途上国の理科教育」という演題

が置かれている状況についてご説明いただきまし

で講演していただきました。実は、榊原先生は支

た。学外では分からない情報を分かりやすく率直

部長の私と理学部物理科を昭和 51 年に卒業した同

にお話いただいたことで、会員も理解を深めるこ

期生でして、カンボジアやガーナ等で理科教育の

とができたと思います。

指導という面で国際貢献している先生です。今回

総会終了後は記念撮影を行い、懇親会を開催し

はカンボジアの指導経験を話していただきました

ました。今年は例年より参加人数が少なく、寂し

が、大変興味深い内容で、講演後には、会員の方か

い懇親会になってしまうのではないかと心配し

ら “ いい講演でしたよ “ と好評をいただきました。

ましたが、1 年或いは数年振りの再会に話が咲き、

その後、懇親会では、出席者一人一人のスピー

楽しいひとときを過ごすことができた様です。
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直前の出席連絡や当日飛込みで会場にいらし

近況報告や大学時代の思い出話で盛り上がった。

た方など、事務局としては嬉しくも困ったハプニ

来年度は今年と同時期に、山形市の『国際ホテ

ングがありましたが、ホテルのご協力を得て今年

ル』において、こうよう会との共催で講演会を実

も無事終了することができました。

施し、その後、総会を行う予定である。

（文責

山形支部
主催者

支部長

阿部

（文責

隆行）

総会
玉橋

福岡支部
博幸（52 理・化）

主催者

支部長

敏美）

総会
長

信成（48 理工・物）

平成 27 年 11 月 21 日（土）15 時 30 分〜

平成 27 年 11 月 23 日（月）

会場 鶴岡市湯野浜温泉 うしお荘 参加者 24 名

会場

山形支部は、県内を村山、置賜、庄内、最北の 4

大沼

セントラーザ博多

参加者

25 名

平成 27 年度の理窓会福岡支部総会は、11月23日

地区にわけ、総会は村山→置賜→村山→庄内→村

に博多駅近くのセントラーザ博多にて行いました。

山→最北→村山というように、村山地区は 2 年に

大学からは塚本会長及び本山和夫理事長並びに理

一度、他の地区は 6 年に一度当番となるよう輪番

窓会からは増淵忠行副会長の 3 名の来賓のもとで

制で開催している。

開催されました。本山理事長から大学の現状等、増

今年は庄内地区が当番となり、鶴岡市から車で

渕副会長から理窓会の活動報告などがありました。

20 分のところにある加茂水族館での研修後、湯野

その後支部総会の後、公益財団法人高輝度光科

浜温泉の旅館『うしお荘』を会場に総会が開催さ

学研究センター常務理事の田中良太郎氏（S54 理・

れた。平成 26 年度の事業報告、決算報告、27 年度

応用物理）から「Spring-8 と SACLA について」と

の予算案や 28 年度の役員改選案について協議し、

いう演題で 50 分間の講演がありました。久しぶ

承認された。

りに大学の講義を受講したとのような気分に浸

引き続き、前加茂水族館村上龍男館長による

ることができました。Spring-8 の施設に新たに

「落ちこぼれが作った世界一の水族館」という演

SACLA というＸ線レーザー装置が加わったこと

題での講演会が行われた。

など新たな情報を得ることができ楽しい一時と

その後、会場を移して、懇親会が行われ、会員の

なりました。
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私自身の興味でインターネットで SACLA に

ならず生命体の構造解析の可能性が大きく膨らん

ついて調べてみると、自己増幅自発放射型の自

だことは、これからのエネルギー開発にも大きな

由 電 子 レ ー ザ ー 施 設 で あ る SACLA（Spring-8

影響を与えるのではないかと期待しています。

Angstron Compact free LAser）により 2011 年 X

また、懇親会では塚本会長の話や本山理事長の

線レーザーの発振が確認され、また、X 線の屈折

アサヒビール福岡工場での話など楽しい一時を

が確認され X 線顕微鏡の改良により分子構造のみ

過ごすことができました。

（文責

長

信成）

マレーシア理窓会設立総会
平成 27 年 10 月 4 日（日）、マレーシアの首都ク

ん（2012 理工・電子情報）が選任されました。関

アラルンプールのプトロジャヤ・マリオット・ホ

連団体旗の贈呈及びお祝い金の贈呈があり池田

テルでマレーシア理窓会の設立総会が開催され

初代会長の挨拶で設立総会は終了しました。

ました。東京理科大学、理窓会、それに地元マレー

報告会では池北常務理事、藤嶋学長、石神理窓

シア在住の理科大同窓生を含め総勢 57 名が参加

会会長から大学の現状が詳しく述べられ、皆さん

しました。インドネシア理窓会（普入会長）、シン

熱心に耳を傾けられていました。

ガポール理窓会（リムさん）、上海理窓会（葉副会

今回の立ち上げは、会長、副会長、幹事になら

長）からも応援出席がありました。

れた皆さんと理窓会本部の樽谷隆常務委員の心

設立総会では会則が承認され初代会長に池田

血注いだ事前準備があったからこそです。

昌弘さん（1980 年工・工化）、副会長にリョウテ

インドネシア、シンガポール、マレーシア、上

ンパツさん（1988 工・経営工）、アンブリさん（2004

海理窓会が今後連携を密にして、「東アジア連

基礎工・材工）、幹事に佐々木良裕さん（1984 理工・

合？」で盛り上げていきたいとの決意表明もあり

機工）、ヘルミさん（2006 理工・機工）、アイダさ

ました。

（文責

鈴木正次特許事務所
所

長

弁 理 士

副所長

弁 理 士
弁 理 士

涌
山
鈴

井
本
木

謙
典
一

一
弘
永

〒160−0022 東 京 都 新 宿 区 新 宿 1 − 1 0 − 3（ 太 田 紙 興 新 宿 ビ ル 9 階 ）
電 話 0 3（ 3 3 5 3 ）3 4 0 7（ 代 ） F A X 0 3（ 3 3 5 9 ）8 3 4 0
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