支部・諸会だより
埼玉支部
主催者

支部長

総会
長澤

智則（47 理・化）

平成 28 年 7 月 3 日（日）13 時 30 分〜 18 時
会場

東京理科大学神楽坂キャンパス富士見校舎

参加者

82 名

静岡支部 東部理窓会

理窓会埼玉支部総会は、毎年、久喜キャンパス

支部長

大川

総会

をお借りして実施しておりましたが、経営学部の

主催者

清仁（48 理工・機工）

移転により、今年度は神楽坂キャンパス富士見校

平成 28 年 7 月 16 日（土）16 時〜 19 時

舎をお借りして実施しました。多数のご来賓のご

会場

臨席を賜り、盛大に開催することができました。

本部参加者

パステリア地中海

参加者

20 名

東京理科大学理事長

本山

和夫

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

理窓会並びに経営学部の皆様のご協力に心から
感謝申し上げます。

総会では役員改選が議題となり、H28､ 29 年度

総会ではすべての議案が承認されました。その
後、理窓会会長石神一郎様、常務理事池北雅彦様、

会長は石井裕基、H29 年度代議委員は松原龍一が

経営学部長能上慎也様、維持会会長森野義男様よ

承認された。その後、本山理事長から大学の現状

りの報告会、続いて、本学ＯＢである馬場練成氏

について、福田副会長から理窓会活動報告、森野

による講演会「大村智先生ノーベル賞への道」を

維持会会長から維持会報告を頂いた。興味深い内

開催しました。大村先生のご功績やお人柄がよく

容の話に全員聞き入りました。
懇親会では、テーブルを一つにして中部理窓会

分かる講演会でした。

長松平洋氏・遠州理窓会長小池豊氏からご挨拶

懇親会は、会場を 2 階食堂に移して行いました。
近隣支部長様やこうよう会埼玉支部長様のご挨

を頂き、その後、参加者全員の自己紹介（3 分）を

拶、歌手祥子さんのミニコンサートなど、終始和

して盛り上がりました。
結びには、本山理事長自らマイクを持たれ理科

やかな雰囲気で、十分に懇親を深めることができ

大校歌を斉唱して、楽しい懇親会を名残惜しく 19

ました。参加者は 82 名でした。

時 15 分に閉会しました。

来年度の埼玉支部総会は、平成 29 年 7 月 2 日

（文責

大川

清仁）

（日）、JR 川越駅西口徒歩 5 分の「ウェスタ川越」

愛媛支部

で開催しますので、今からご予定ください。
（文責

松本

主催者

明）

支部長

総会
井出

睦俊（44 理工・物）

平成 28 年 8 月 7 日（日）11 時 30 分〜
会場

にぎたつ会館

参加者

10 名

「理窓 2016 年 7 月号」により支部長会・代議員
会の報告・平成 27 年度支部事業報告・決算報告
の承認、本部より送付された、
「代議委員総会・理
事長挨拶

2016 年 6 月 26 日（日）」を配布し簡単に

説明があった。
小説「坊っちゃん」発表 110 周年を記念し、「松
山市と東京理科大が文化交流や科学啓発などで
協定を結んだ。」との 6 月 3 日愛媛新聞の記事配
12
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理窓

布。6 月 2 日秋山仁教授の講演、8 月 20 日予定さ

あった。また、学長のお話がお聴きできるという

れている小学生向け体験教室「サイエンスフェ

ことで、例年に比べ参加者が増加し支部の活性化

ア」を紹介。

につながった。

来年度の支部総会を 8 月 6 日（日）に決定、東京

参加者一同による記念撮影後、本部役員ととも

理科大学の池北雅彦常務理事より東京理科大学

に懇親会を行った。参加者の近況報告などをお聞

の現状、東京理科大学理窓会の福田義克副会長よ

きし、宴たけなわのうち散会となった。
（文責

り理窓会の現状のお話を伺った。

上杉

肇）

親睦会では、
「こうよう会」愛媛支部から土井ま

千葉支部

さ子、会計の古森茂美、監査の 2 名が参加。
（支部

主催者

長は本部で会があり出席できないとのこと）

支部長

総会
眞田

孝則（55 理工・数）

平成 28 年 8 月 21 日（日）14 時〜

毎年、本部で住所のわかっている者全員に出し

会場

ており、今年度も 2 名の初参加があった。お互い

ホテル ポートプラザちば

参加者

61 名

に自己紹介を行い、本部及び「こうよう会」より

本部より藤嶋昭学長、森野義男維持会会長、石

出席された方々とも話が弾み親睦を深めること

神一郎理窓会会長をお迎えして平成 28 年度千葉

ができた。来年度は、さらに多くの方に参加して

支部総会を 8 月 21 日（日）に開催した。事業報告

いただけることを願って散会した。

から役員交代まで議案 5 つが満場一致で承認され

（文責

井出

た。その後、藤嶋昭学長より東京理科大学の現状

睦俊）

と今後の動向についての報告と、理窓会本部より

新潟支部
主催者

支部長

総会
上杉

石神一郎会長の理窓会の活動報告があった。引
き続き、池北雅彦常務理事から「患部をピンポイ

肇（55 理工・数）

ント攻撃する未来の薬」と題してご講演いただい

平成 28 年 8 月 20 日（土）13 時〜
会場

じょいあす新潟会館

参加者

た。普段使用している薬の多面的な側面を説明し

41 名

ていただき、皆さん興味深く傾聴していた。

本部より藤嶋昭学長、森野義男維持会会長、島
崎益男理窓会副会長をお迎えして平成 28 年度新

参加者一同による記念撮影後、懇親会を行っ

潟支部総会を 8 月 20 日（土）に開催した。
「平成 27

た。参加者の近況報告などをお聞きし、楽しく盛

年度支部事業報告」
「同年度会計収支決算報告」
「平

り上がるうち散会となった。
（文責

成 28 年度支部事業計画」
「同年度会計収支予算報
告」が承認された。また、役員改選も承認さ
れた。その後、維持会森野義男会長より物理
学校創生期、維持同盟等の報告と、理窓会本
部より島崎益男副会長の理窓会の現状報告
があった。引き続き藤嶋昭学長から「研究の
広がりとおもしろさ―光触媒を中心として
―」と題して御講演をいただいた。とても面
白く、ためになるお話で、参加者に大好評で
13

眞田

孝則）

催した。本山理事長より「理科大学の現状と将来
計画」の報告、福田理窓会副会長より「理窓会の
現状および在校生への支援」の報告があった。
総会の中で「今年度は沖縄支部のホームページ

静岡支部
主催者

支部長

遠州理窓会
小池

総会

が皆様に披露できます」と報告とその内容の簡単

豊（53 理・物）

な説明があった。また、翁長こうよう会沖縄県支

平成 28 年 8 月 27 日（土）16 時〜

部長より、理窓会沖縄支部と共催で何かイベント

会場

を計画したい旨の話と共に沖縄にてこうよう会主

グランドホテル浜松

参加者

スズキゲストハウス

30 名

催の「就職進学懇親会」が開催された場合の講師

総会に先立ち、大学からの情報発信及び地域貢

の要請もされた。議事は満場一致で可決された。

献の一つとして講演会を開催しました。今年度は、

懇親会では自己紹介で盛り上がり、親近感を感

東京理科大学理学部教養学科教授である鞆達也先

じていた。また、二次会として島唄ライブへ共に

生に、
「藻類バイオエネルギーと光合成エネルギー

参加した元教員の教え子がそのステージで歌っ

変換」と題して、ご講演を頂きました。同窓生、一

ており、卒業以来の再会に、お互いビックリとい

般聴講者など、将来性のある代替エネルギーにつ

うハプニングがあった。

（文責

仲里

恒雄）

いて深い関心を持つ内容で大好評を博しました。

富山支部

総会では、前年度の活動内容並びに会計監査報

支部長

総会

告、会則の一部改定などが全会一致で承認されま

主催者

本多

した。その後、大学の現状について岡村様から、

平成 28 年 8 月 27 日（土）14 時〜

同窓会の現状について渡邊様から、そして、森野

会場

富山地鉄ホテル

宗高（55 理工・数）
参加者

21 名

大学より横倉隆理事、理窓会より石神一郎会

様からは維持会について熱のこもった内容の説

長、鎌田和弥富山こうよう会支部長をお迎えして

明・報告がありました。
懇親会では、県中部及び東部理窓会会長のご挨

平成 28 年度富山支部総会を 8 月 27 日（土）に開催

拶ののち、出席された皆様から近況報告や自己紹

した。石神会長から「理窓会の活動について」、横

介を行っていただき、更なる親交を深めました。

倉理事より「大学の現状」の報告があった。その

また、閉会にあたり、全員で東京理科大学校歌を

後、本多支部長からの挨拶後各担当から活動や会

合唱するなど、活気ある和やかな会になりました。

計報告があり承認された。また、新支部長に滝本

（文責

小池

恒平氏（S41 理・数）が就任した。富山支部は 4 つ

豊）

地区割りをして運営している。課題としては新規

沖縄支部
主催者

支部長

総会
仲里

の同窓の住所が把握できない。参加者が減少傾向
恒雄（55 理工・数）

である。富山県在住の住所のデータが是非欲しい

平成 28 年 8 月 27 日（土）
会場

沖縄南西観光ホテル

という強い要望があった。
参加者

19 名

引き続き、
（株）スカイインテック常務取締役の

本部より本山和夫理事長、福田義克理窓会副会

中川潔氏（S41 理・数）から「スカイインテックの

長、こうよう会翁長美以子沖縄支部長をお迎えし

取組み事例（ROE 経営とリスク管理）」と題して

て平成 28 年度沖縄支部総会を 8 月 27 日（土）に開

講演をいただいた。
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（文責

本多

宗高）
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理窓

した。今年の総会は「みやぎ坊っちゃん・マドンナ
の会」として 800 名近くの会員あて郵送で案内状を
差し上げました。

神奈川支部

（文責 加賀谷

秀樹）

総会

主催者 支部長 細川 秀夫（51 理・化）
平成 28 年７月30日（土）午前 10 時 30 分〜
会場 ローズホテル横浜 参加者 89 名

宮城支部

総会

前半の総会・講演の部では、平成 27 年度事業報

〜平成28 年度みやぎ坊っちゃん・マドンナの会報告〜

告・決算報告、平成 28 年度事業計画案・予算案に

主催者 支部長

加えて新役員案の議案がすべて承認されました。

加賀谷秀樹（48 理工・物）

平成 28 年 9 月3日（日）16 時〜 19 時

また、その後に開催された講演会では、
「文化力と

会場 仙台ガーデンパレスホテル 参加者 34 名

しての教養〜漱石の世界から学ぶ〜」の演題で東

東日本大震災から 5 年が経過し、宮城県にとって

京理科大学特命教授姜尚中先生による講演があり

復旧・復興の節目の年であります。多くの同窓が

ました。姜先生の講演を聴くために参加したとい

被災し、復旧にかかわってきた 5 年間でした。その

う同窓の方も数多くおり、参加者は熱心に耳を傾

節目の年に 34 名の参加を得て支部総会を開催しま

けていました。

した。新しい参加者は５名でした。

休憩を挟んだ後半の懇親会の部は新支部長の挨

来賓として、吉本成香様（常務理事）
、増渕忠行

拶で始まり、定期総会と賀詞交歓会の参加者 100 名

様（理窓会副会長）
、森野義男様（維持会会長）
、高

を目指すなど 3 つの目標の提示がありました。続い

橋優子様（こうよう会県副支部長）
、佐藤博美様（同

ての来賓挨拶では、池北雅彦常務理事、石神一郎

県幹事）
、そして歌手の祥子さん（数学科ＯＧ）の 6

理窓会会長から東京理科大学、理窓会等の現状に

名をお迎えしました。

ついて詳細な報告があり、大学の変革・躍進、理窓

支部総会では、H27 決算報告及び H28 活動計画

会組織の活動・発展の状況について理解を深めま

案が承認されました。

した。

総会後の交流会は、祥子さんのライブショーが

また、懇親会は森野義男東京理科大学維持会会

オープニングです。フランスの演歌（シャンソン）

長の力強い乾杯の発声で始まりました。歌手で同

を歌ってほしいとの要望に応えて、何とシルビー・

窓の祥子様の参加もあり、新曲の「湖上の舞」の披

バルタンの「アイドルを探せ」ほかです。

露では会場に大きな拍手の音が響き渡りました。

宮城支部としては、新しい参加者が増えるよう

総会の最後の全体写真撮影では、恒例の合言葉、

な『堅苦しくなく、様々な分野の方々との交流を図

「神奈川支部は？」の問いに対して、一斉に「素晴ら

る』を主旨とした会を目指してきました。昨年度は

しい」の返答で最高の笑顔で写真に納まりました。

「サイエンス・カフェ」
「サワーを片手にディスカッ

そして平成 29 年 1 月 21日の賀詞交歓会での再会を

ション」を開催し、少しずつ参加者を増やしてきま

期して散会しました。
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（文責 細川 秀夫）

大分支部

総会

北斗の会

主催者 支部長 開 憲明（40 理・数）

主催者

平成 28 年 7 月23日（土）18 時〜

平成 28 年 8 月 27 日（土）12 時〜

会場 ホテル「みくま」 参加者 19 名

会場

今回は熊本・大分地震後、日田観光復興を願い

会長

夏の総会・暑気払い
奥原

理窓会倶楽部

千里（31 理・化）
参加者

27 名

「北斗の会」とは理窓教育会の会員で退職した

日田開催となりました。

人たちでつくる会です。このたび、理窓会の関連

総会では開支部長から理事長本山和夫様、理窓

団体になりましたので、東京はもとより、近隣の

会副会長島崎益男様の紹介があり、議事に。① 6 月

支部に声をかけて、総会・暑気払いとして土曜日

26日東京での支部長会・代議員総会の報告②本山

の昼に開催しました。

理事長より大学の現状と今後のビジョンを、島崎

今回は、千葉支部の杉浦雅美先生に参加してい

副会長より同窓会として大学やこうよう会との連

ただき、また、今春退職された 3 名の先生も参加

携・支援等々があった。初めて参加した会員も「理

されて、大いに懇親が深まりました。

大すごい」
「俺も頑張らんとな」と。その感激をその

（文責

小久保

正己）

まま懇親会へ、会は和やかに、理事長さんとも親し

理数研 「岐阜の夕べ」

く懇談出来て、今までで一番の盛り上がり、絆も深

主催者

まった楽しい総会・懇親会でした。

会長

池田

平成 28 年 8 月 3 日

（文責 開 憲明）

文男（48 理・数）

参加者

40 名

日本数学教育学会全国算数・数学教育大会が，

坊っちゃんゴルフコンペ
主

催

開催日

坂本

岐阜県岐阜市の長良川国際会議場を主会場して

功（41 理・数）

開催（8 月 3 日〜 5 日）されました。この大会にあ

平成 28 年 8 月 17 日（水）、18 日（木）

わせ，名鉄岐阜駅前の「居酒屋 のほほん」で，例

場所 新ゲインズボローカントリー倶楽部（福島

年通り，理数研会員の発表の成功と親睦のための

県東白川郡棚倉町）

理数研「岐阜の夕べ」を（8 月 3 日）開催いたしまし

理窓教育会の OB が中心となり、教育会以外に

た。

も声をかけ、坊っちゃんゴルフコンペと称する宿
泊ゴルフを年 2 回程度開催している。今回は石神
一郎理窓会会長にも参加していただき、総勢 20 名
5 組で、2 日間で 2R を行った。（文責

田中

均）
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（文責

高木

良英）

