支部・諸会だより

16・7

理窓

上海理窓会
主催者

会長

大野 梅夫（50 工・建）

平成 28 年 3 月 20 日（日）18 時〜
会場

上海南新雅大酒店

参加者

21 名

出席された。

第 5 回の節目となる総会は、井上幹事の司会に

吉本常務理事より今年の入試状況、卒業生の進

より上海理窓会で恒例になっている校歌斉唱で始

路状況、理科大の将来についてお話いただいた。島

まった。今年度は役員の改選時期となり、会長に

崎副会長からは現状と今後の課題について、森野

は大野梅夫様（50 工・建）、副会長には葉維英様（平

会長からは物理学校設立当時のお話を興味深く聞

6 工・修経工）、幹事には村上隆一様（59 理・物）

いた。桑島さんからは父母会の状況と YOSAKOI

と井上幹宏様（平 4 理工・経工）の全員が再任され

ソーランの応援などについてお話があった。

た。そして大野会長からの挨拶で総会は終了した。

懇親会は和気あいあいの中で会員相互の親睦を

報告会では、本山和夫理事長から大学の現状と

図ることができた。もっと若い人の参加があれば

今後について、福田理窓会副会長から理窓会の現

楽しくなるので出席をしてもらうよう努力しなけ

状と今後についての報告がなされた。

ればならない。記念写真を写し、その後乾杯でお

懇親会は井上幹事の司会により、大野会長の乾

開きとなった。

（文責

伊藤

四郎）

杯でスタートし、自己紹介の後、会員それぞれか

奈良支部

ら差し入れのお酒を試飲しながら、楽しそうに話

総会

し合いがなされ、和気あいあいと交流を深め、張

主催者

会員の一本締めで閉会した。

平成 28 年 5 月 15 日（日）12：00 〜
会場

本会には、理窓会から樽谷常務委員、坂本会員、

阿部 治男（40 理・応物）

ピープルズイン・花小路

参加者

20 名

総会では、支部長の改選が行われ、3 期 9 年間

他に TONGJI UNIVERSITY 教授、中国日語教学

務めた阿部支部長が退任し、後任に森西副支部長

研究会上海分会会長勇様が出席された。
（文責

支部長

が選任されました。

福田義克）

記念講演として、昨年来 TV 等のマスコミで世
界的にブームと成っている「自撮り棒」の発明者
（奈良市在住

上田宏氏）をお招きして「自撮り棒

の発明と流行」と題して大変有意義な講演をして
頂き大好評でした。
また母校から矢部理事、森野維持会会長、理窓
会から増渕副会長にお出で頂き、他にこうよう会
奈良県支部長、理窓会関西連合会、理窓会関西各

北海道支部
主催者

支部長

懇親会

支部長、福井支部、三重支部からご参加を頂き大

伊藤 四郎（40 理・物）

変盛り上がった総会（懇親会）を開催出来ました。

平成 28 年 4 月 16 日（土）17：00 〜 19：30

最後に参加者全員で校歌を高らかに斉唱して散会

会場

しました。

札幌共済会館（KKR ホテル札幌 2 階）
参加者

18 名

来賓として大学から吉本成香常務理事、維持会
より森野義男会長、理窓会本部より島崎益男副会
長が、こうよう会北海道支部より桑島昌子さんが
23

（文責

阿部

治男）

し総会は終了した。
次に報告会として、大学の本山理事長より「大
学の現状」、理窓会の石神会長より「理窓会の活動
報告」、維持会の森野会長より「維持会の報告」が
あった。

岡山支部
主催者

支部長

総会

次に講演会に移り、講師のプロフィールの案内

三浦 康男（46 理工・数）

があり、NPO 法人 21 世紀構想研究所理事長で科

平成 28 年 5 月 15 日（日）14：00 〜
会場

ピュアリティまきび

参加者

学ジャーナリストの馬場錬成先生より、「大村先
20 名

生の研究人生とノーベル賞」の演題で講演頂き、

平成 25 年度から、支部総会という名称でなく

大村先生の生き方、考え方に多数の方々が改めて

「岡山坊ちゃん会」の名称で開催しています。今年

大きな感銘を受けた。

は倉敷市における G7 教育相会議と日程が重なり

記念集合写真を撮影後に、懇親会に移り、支部

ましたが、若い会員の参加をはじめ、昨年を上回

長より御礼挨拶、藤嶋学長、首都圏 3 支部を代表

る人数の会員が集い充実した総会となりました。

して千葉支部眞田支部長、こうよう会梅原会長、

毎年、会員によるミニ講演をしていますが、今

同東京都支部須貝支部長よりご祝辞を頂き、松原

年は予定していた方の都合が急に悪くなり、支部

相談役の乾杯の発声で歓談となった。教育会東京

長が急遽「私の今までの経験から」と題した講演

支部富岡支部長より一本〆の中締めで閉会をし

を行いました。

た。

（文責

島崎

益男）

その他、藤嶋学長の著書「時代を変えた科学者の

滋賀支部

予言」などが当たる、お楽しみ抽選会を行いました。

主催者

今回は、本山理事長、坂本副会長の他、こうよう

支部長

総会
横山 成紀（42 理・応物）

会岡山支部からも来賓としてご臨席を賜り、こうよ

平成 28 年 6 月 5 日（日）12：00 〜

う会との交流も深めました。（文責

会場

三浦

康男）

ライズヴィル都賀山

参加者

42 名

総会では、横山支部長から年間活動を報告。藤

東京支部
主催者

支部長

総会

嶋学長から “ がんばる理科大 ” のご報告を、また学

植木 キク子（36 理・物）

長より最新著書「理系のための中国古典名言集」

平成 28 年 5 月 22 日（日）13：30 〜
会場

1 号館 17 階記念講堂

参加者

を贈呈いただき、一同大喜びでした。
78 名

特別講演として、愛知断食センター・安田由久

恒例で、第 14 回東京支部総会を除き、報告会、

所長による「小食・断食で病気しらず」のテーマ

講演会、懇親会は理窓教育会東京支部との共催で

で健康に有益で大切なお話をお聞きしました。

行った。

懇親会は、塚本桓世理窓会名誉会長の乾杯の音

定刻 13：30 に、第 14 回総会開会宣言に続き、

頭で開始。ご来賓の関西理窓会連合会・近隣支部

開会挨拶を植木キク子支部長よりあり、規定によ

幹事またこうよう会滋賀県支部幹事の方々と支部

り議長となった。今期活動報告、収支決算、監査

員が楽しく歓談し、大いに懇親・交流を深めまし

報告の後に承認可決し、次に来期活動予定、収支

た。閉会の辞では、長瀬先輩からお礼の言葉と支

予算を承認可決した。次に役員改選案を承認可決

部員への叱咤激励がありました。これからも、い
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写真撮影後、懇親会へと続き、阿
保支部長挨拶、福田副会長乾杯の
音頭で、思い出話や近況報告で懇
親を深めました。今年度は、こう
よう会青森支部からも佐藤支部
ろいろな交流の場をつくり、校友の輪を広げてい

長、高橋副支部長のご出席をいただき、大いに盛

きたいと思います。

り上がりました。森野維持会長の中締めで次年度

（文責

横山成紀）

総会開催地である青森市での再会を約束し散会し

青森支部
主催者

支部長

総会

ました。

村本

卓）

阿保 民博（48 理工・物）

理数研

平成 28 年 6 月 18 日（土）16：00 〜
会場

（文責

八戸プラザホテル

参加者

主催者

18 名

第 58 回総会・研究大会

会長

池田 文男（48 理・数）

平成 28 年 4 月 24 日（日）10：00 〜 16：30

阿保支部長の開催挨拶の後、本山和夫理事長か

会場

ら大学の入試・進路状況等の現況報告、福田理窓

1 号館 17 階記念講堂

参加者

120 名

東京理科大学数学教育研究会（略称、理数研）は、

会副会長から理窓会活動報告、森野維持会会長か
らは東京物理学校の生い立ちについてお話をして

半世紀以上にわたり、中学校、高等学校の教員を中

いただき、創立者先生方の教育に対する熱意に皆

心として算数・数学教育の研究活動を行ってきた。

感銘を受けました。続いて、平成 27 年度の活動報

毎月の月例研究会や日数教全国大会でのポスター

告・会計報告があり、青森地区の会員有志が毎年

発表など、熱心な活動で全国に知られています。
第 58 回総会が予定通りに終わった後、
「ベトナ

企画している「おもしろサイエンス」について今

ム交流の今昔」というテーマで、東京理科大学理学

年度も実施予定であると報告がありました。

部嘱託教授

岡睦雄先生に記念講演をしていただ

きました。午後は研究大会で 3 件の研究発表が行
われました。詳し
くは Web サイト
「http://smetus.
sakura.ne.jp」
をご参照ください。
（文責
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半田

真）

理窓ワトソン会
主催者

幹事代表

東海林徹（39 理・応化）

平成 28 年 6 月 15 日（水）17：00 〜
会場

理窓会倶楽部

参加者

22 名

東京理科大学を卒業し日本アイ・ビー・エムで
働いた方は、現在までに 700 名以上おります。こ

会の名称は IBM の創立者のトーマス・J・ワトソ

の会は卒業年度、職種などに関係なく有志でつく

ンと最先端人工知能（AI）のコンピュータである

る同窓会で、今回も元営業、元 CE、元 SE、元工

IBM ワトソンから命名した。「理窓ワトソン会」

場といろいろな部門の出身の方が出席された。初

は、先輩格の「サイエンスカフェ」や「からくり会」

対面の方も見受けたが、お互いに同窓生のよしみ

と同様、話題提供と懇親会が中心で、今回の話題

で懇親会が始まると 10 年来の親友同士のように

は、海外旅行の楽しさを大先輩の嘉瀬敏さんにお

思い出話に花が咲き、会話が弾んだ。なお、この

話をして頂いた。

（文責

東海林

理窓会卒業生対応委員会

第 2 回 理窓会 女子部会 懇談会
◇閉会後記念集合写真を撮影。

平成 28 年 5 月 14 日（土）16 時 30 分〜
PORTA 神楽坂第 1 会議室

参加者

◇歓談

34 名

理窓会倶楽部

◇司会・開会の挨拶を卒業生対応委員会の

司会は稲垣副部会長。理窓会石神一郎会長

福田義克副委員長よりあり、次に卒業生対応

より挨拶。理窓会山田顧問の音頭で乾杯し

委員会の島崎益男委員長より挨拶と配布資

た。宴たけなわの中で、博士会の原田紀枝子

料の説明があり、向井千秋副学長（女性活躍

さんの中締めで閉会した。

推 進 担 当 ）、 杉
崎芳子総務部長
（女性活躍推進
室長）より挨拶
があった。
議長を兼ねて理窓会女子部会植木キク子
会長より挨拶し、以下議事進行した。
①出席の部会員の自己紹介
②各団体の中での女子部会の
活動について、稲垣雅子副
部会長より報告があった。
③閉会挨拶と総括を榊原博子
副部会長よりあった。
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徹）

