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石川支部　総会
主催者　支部長　柿本　自如（45理・応物）
平成28年8月20日（土）　15時10分～20時
会場　KKRホテル金沢　参加者24名
　本年は、初めに、金沢城公園内の見学会を開催
しました。その後、本山理事長、塚本名誉会長、坂
本副会長、こうよう会からは袖、下原2名の副支
部長の役員の方々をお迎えし、総会及び懇親会を
開催しました。
　総会では、支部長挨拶、事業報告、会計報告・監
査に続き、本山理事長から大学の現状と展望、坂
本理窓会副会長から理窓会の報告を受けました。
　懇親会では、本山理事長と塚本名誉会長、袖副
支部長から挨拶を頂き、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　啓泰）

東京支部　秋季大会
主催者　支部長　植木　キク子（36理・物）
平成28年9月25日（日）　13時30分～
会場　東京理科大学森戸記念館　参加者66名

（報告会）
　「大学の現状」　池北雅彦常務理事
　「理窓会と第11回HCDの現状」　石神一郎会長

（演奏会）
　美人トリオ“ミネストローネ”（伊藤かな、高橋
早都子、東和美）によるハーモニカ演奏が、3年
越しの演奏依頼により実現しました。植木支部長
より、感無量とのお礼のお言葉もあったように、
ハーモニカの魅力に至福の時を過ごすことができ
ました。

（懇親会）
　ご来賓の方々、近隣支部長、こうよう会会長の
お祝辞を頂戴し、和気あいあいの懇親会になりま
した。そして、宴酣のところで、理窓教育会富岡
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）

広島支部　総会
主催者　支部長　場田　克己（41理・応数）
平成28年9月25日（日）　14時～
会場　ホテルセンチュリー21広島　参加者34名
　総会に先立ち、マツダ㈱和泉知示氏（56理工・
電気）から『広島に生まれたマツダという会社を
知っていますか？』と題して講演いただきました。
広島の工業のはじまりやその地域の歴史、原爆投
下からの広島の復興とともに進んだマツダ株式会
社の説明と企業としての志について、お話を聞く
ことができました。総会では、本山理事長から、

『東京理科大学の現状』について、就職率/国家公
務員合格者数/高校教員数の高さが示され、今後
も更なる発展を続けていく大学についての説明が
ありました。増渕理窓会副会長から、『理窓会5つ
の事業』についてのお話と会費納入の呼びかけが
ありました。森野維持会会長から、『理科大創立
の振り返り』について、ペリー来航から、物理学
校設立当初のお話があり、興味深く聞きました。
2015年度の会計報告及び新役員案の紹介を行い、

全員一致で承認され、
総会を終了し、記念写
真を撮って、懇親会へ
と移りました。水津こ
うよう会広島支部長の
代行として理科大卒業

支部・諸会だより
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秋田支部　総会
主催者　支部長　奈良　伯夫（41理・応物）
平成28年10月15日（土）　15時～
会場　ホテルパールシティ秋田竿燈大通り　参加者37名
　来賓として、大学から常務理事の吉本成香先
生、理窓会会長の石神一郎先生、維持会会長の森
野義男先生、こうよう会からは秋田支部長の保坂
恵美子様はじめ5名の方をお迎えして、支部総会
を開催致しました。今年は昨年を上回る37名の出
席で、特に平成卒の若い人達が増えており、嬉し
い限りです。
　さて、総会では予定した案件（会務報告・会計
収支決算）がすべて承認されました。総会終了後、
3人の先生から大学と理窓会の現状等、後輩の活
躍を伺い、同窓生として誇りに思いました。
　次いで講演。講師は荒谷卓先生（明治神宮武道
場至誠館館長、Ｓ57理工・土木、大館鳳鳴高校
卒）。演題は「神道と武士道精神を通じた世界の
人々との交流から」。国内外で“世のため人のた
め”になる人材育成に尽力している先生は、普段
深く考えたことのない「神道」とか「武士道精神」
について、現在のご自分の仕事と関連づけてお話
下さり、興味深く拝聴致しました。
　その後の懇親会では、和やかな雰囲気のもと楽
しいひと時を過ごすことが出来ました。
 （文責　奈良　伯夫）

宮崎支部　総会
主催者　支部長　大峯　凱夫（42理・応物）
平成28年10月23日（日）　11時40分～
会場　ひまわり荘　参加者14名
　今回はこうよう会宮崎支部長の参加に
加え、池北常務理事と宮崎初の福田副会長
ということもあり、歓迎ムードで大変盛り

生でもあるこうよう会平田様に挨拶をいただきま
した。昭和39年卒から平成28年卒までの幅広い
年代の同窓生で和やかな雰囲気の中で進行し、最
後に校歌を斉唱し、来年の再会を期してお開きと
なりました。 （文責　和泉　知示）

茨城支部　総会
主催者　支部長　山極　時生（46理工・電）
平成28年10月2日（日）　10時30分～
会場　ホテルアルファ・ザ・土浦　参加者50名
　大学より本山和夫理事長，理窓会本部より福田
義克副会長，維持会より森野義男会長のご出席を
いただき，総勢50名の支部総会となりました。
　総会ではご来賓の先生方より大学の現状，維持
会，理窓会の状況についてご紹介いただき，躍進
する母校の環境に触れ，続いて議事を行い総会を
終了しました。
　そのあと，つくば市の筑波宇宙センターに移動
し，40分ほどの自由見学，集合写真の撮影を行
い，会場へ戻り懇親会になりました。始めにご来
賓のこうよう会茨城県支部中島智恵支部長からご
挨拶，こうよう会の活動について紹介していただ
き，ご出席の皆様方と和やかなひとときを持つこ
とができました。最後に全員で校歌斉唱，万歳三
唱をして日程を終了いたしました。
　来年度は県西地区での開催となります。今回ご
参加のとてもお元気な80歳代の平田氏，大久保
氏，是枝氏に負けないよう、皆様お元気でまた来
年お会いしましょう。 （文責　菊地　和之）
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上がりました。総会は最初に経過報告、会計報告
を行い、最後に新支部長選出をお願いしました。
次に池北常務理事より大学の現状等について詳し
い説明がありました。福田副会長からは理窓会の
現状とHCD等の説明があり、理窓会の果たして
いる凄さに圧倒されました。懇親会では一人一人
が現状報告をした後、会員のキーボードで数曲を
全員が歌い本当に楽しい会となりました。
 （文責　大峯　凱夫）

静岡県中部支部　総会
主催者　支部長　植田　克彦（19理工・数）
平成28年10月15日（土）　17時～
会場　静岡第一ホテル「渓邦」　参加者26名
　静岡県中部理窓会、講演会、懇親会を無事に行
いました。今年度は例年よりも参加者が減り、26
名となってしまいました。しかし、懇親会では会
員一人一人からの近況報告の場面で、皆様が各
方面で活躍されていることに心を打たれました。
様々な世代と業種の方と同じ時を過ごし、理窓会
の絆をさらに深めることができたように感じま
す。講演会では同窓で、金沢工業大学の岡本正人
教授をお招きし、昆虫サイズ翼の空力特性とその
応用技術についてお話いただきました。

（文責　植田　克彦）

信州支部　総会
主催者　支部長　大池　義高（41理・数）
平成28年10月16日（日）　10時30分～
会場　ホテルモンターニュ松本　参加者27名
　総会は大学から岡村総一郎常務理事、理窓会か
ら渡邊一郎副会長、そして諏訪東京理科大学河村
洋学長をお迎えして行われました。初の試みとし
てこうよう会長野県支部より赤澤そのみ支部長に
お越しいただき現役学生の活躍を紹介いただくな
どフレッシュな風を感じることができました。
　今年は役員改選の年で、新支部長に木下昭一氏
が選出されました。続いて岡村常務理事から大学
の現況と新たな取組について、渡邊副会長からは
理窓会の現状について説明がありました。続く講
演会では、河村学長から諏訪東京理科大学の公立
化への経緯と今後についてご紹介いただきまし
た。懇親会では全員から近況報告をしていただき
親交を深めることができました。
 （文責　飯田　洋市）

山口支部　総会
主催者　支部長　福永　健一（47理・化）
平成28年10月29日（土）　10時～
会場　ホテルサンルート徳山　別館3階銀河　参加者16名
　理窓会顧問山田義幸様をはじめ、東京理科大学
副学長・理事平川保博様を来賓としてお迎えし、
こうよう会山口県支部と融合して理窓会山口支部
総会を開催した。出席者は、産業・技術関係、医
療関係、教育関係と多岐にわたっており、各参加
者同士の交流・情報交換がなされ、親睦が深まっ
た。東京理科大学副学長・理事平川保博様による、
講演「ものの流れを科学する」を拝聴した。その中
で、自ら問題を発見し解決できる能力を身に付け
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島根支部　総会
主催者　支部長　福田　正（46理工・数）
平成28年11月13日（日）　11時～
会場　ホテル白鳥　参加者10名
　支部長挨拶のあと、本山和夫理事長から大学の
現況を、島崎益男副会長から理窓会の活動報告を
していただきました。現役を退いた者も多く、詳
しい説明に皆感銘を受け、在学中に思いを馳せま
した。
　懇親の場では、恒例となった自己紹介におい
て、前述の大学・理窓会の説明を受けて、在学中
をはじめ現役時代の苦労話に花が咲きました。
　また、30歳代から100歳を超える先輩まで、世
代を超えて交流が深まりました。昨年に引き続き、
日曜日の昼食会にいたしました。高齢の先輩も多
く、明るいうちにお帰りいただけるようにしてお
ります。引き続き、新たな参加者を迎えることが
できるよう取り組んでまいります。
 （文責　田中　輝昭）

山形支部　総会
主催者　支部長　玉橋　博幸（52理・化）
平成28年11月13日（日）　15時～
会場　山形国際ホテル　参加者26名
　山形支部は、県内を村山、置賜、庄内、最北の4
地区にわけ、総会は村山→置賜→村山→庄内→村
山→最北→村山というように、村山地区は2年に
一度、他の地区は6年に一度当番となるよう輪番
制で開催している。今年は村山地区が当番となり、
山形国際ホテルにて総会を行い、来年度は最北地
区で開催することなどが決定した。
　その後、こうよう会との共催で、山二醤油醸造

（株）代表取締役の新関徳次郎氏（56理・応化）に

た人材の育成への取組の並々ならぬ熱意に参加者
一同感銘を受けた。その後、こうよう会と合同で
茶話会をもち、情報交換等を行った。
　午後は、理窓会顧問山田義幸様による理窓会活
動報告、理窓会山口支部会計報告等を行い、今後
の理窓会山口支部の活動についての意見交換を
行った。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
口支部とこうよう会山口県支部の連携を深めるこ
とになる。 （文責　福永　健一）

鹿児島支部　総会
主催者　支部長　切手　純孝（49理工・工化）
平成28年11月12日（土）　18時～
会場　鹿児島東急ＲＥＩ　参加者11名
　総会の冒頭に、まず東京理科大学常務理事岡村
総一郎先生から大学の現状と今後の取組等につい
て写真やグラフを活用してのお話があり、引き続
き理窓会副会長の福田義克先生から理窓会の現状
や今後の取組等についてお話がありました。
　その後、総会に移り平成27年度の支部の事業報
告並びに会計報告が行われた後、懇親会に移りま
した。懇親会では、出席者一人一人の近況報告や
大学在学中の思い出など話に花が咲き、和やかな
楽しい会となりました。 （文責　切手　純孝）
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兵庫支部　総会
主催者　支部長　宮宅　勇二（51理工・建築）
平成28年11月20日（日）　11時30分～
会場　県民会館7階亀の間　参加者30名
　参加者30名で交流会を開催しました。総会事項
承認の後、牧秀一氏（48理工・数）による、「人は
人によってのみ救うことができる」という演題で
講演があった。37年間の高校の夜間定時制の教
員生活の中での体験談や、阪神淡路大震災をきっ
かけにして人の話を聞いて人の為になるボラン
ティア活動「よろず相談室」の立ち上げから活動
内容等々、そして東日本大震災、熊本地震に対し
ての関わり等を淡々と語っていただきました。参
加者は真剣に胸を熱くして聞き入っていたのが印
象的でした。 （文責　宮宅　勇二）

昭和53年応用数学科　同期会
平成28年10月29日（土）
会場：飯田橋『北海道』　参加者13名
　来年度から「応用数学科」が復活するので，昭和
53年応用数学科卒業のメンバーで集まりました。
短い時間でしたが，学生時代の写真やゼミの写真
を見ながら，当時のことを語り合い，楽しいとき
を過ごしました。 （文責　佐藤　俊昭）

よる『大曾根餅つき保存会の活動について』と題し
た講演が開催された。山形市の西部に位置する曽
根地区では、かつて年末になるとリヤカーに臼と
杵を乗せた農家の若者達が各家庭を回り、庭先で
餅をついて回っていたが、その風習を現代風にア
レンジし、町内会事業、学校行事、各種イベントな
どで出張餅つきの活動を精力的に行っている。こ
の日も、講演の後半は会員が次々に杵を持ち、つ
いた餅を山形の郷土料理にからめて大変美味しく
いただいた。その後、懇親会を開催し、会員の近
況報告や大学時代の思い出話で盛り上がった。
 （文責　大沼　敏美）

長崎支部　総会
主催者　支部長　井手　義道（38理・物）
平成28年11月20日（日）　13時～
会場　料亭ひらきや　参加者14名
　大学より本山和夫理事長、石神一郎理窓会会長
をお迎えして大村市の料亭ひらきやで総会を開催
した。本山和夫理事長より大学の現状と展望につ
いての講演、石神一郎理窓会会長より理窓会活動
についての講演があり、卒業生ネットワークの拡
大などについて説明がありました。続いて支部の
経過報告・会計報告があり、その後、歌手の布井
祥子さんのミニコンサートを皆さんで楽しみまし
た。写真撮影を行い、引き続き「懇親会」に移り、
それぞれ自己紹介などを行いました。
 （文責　井手　義道）
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工学部工業化学科 第1期生
卒業50周年記念同期会

平成28年11月9日（水）
会場　理窓会倶楽部　参加者23名
　昭和41年卒業の工学部工業化学科の第1期生
は総勢67名、その内23名が平成28年11月9日、
理窓会倶楽部に集い記念の同期会を開催致しま
した。我々は神楽坂に工学部ができた最初の学生
でしたから、現在のような施設もなく古い校舎で
授業を受けたり、暗い研究室で実験したりしたこ
となどが思いだされます。先日有志で卒業50周
年の式典に参加させていただき葛飾キャンパス
のすばらしい環境と施設に感無量であると話し
合いました。 （文責　北村　讓）

バスケット部OB＆OG会　総会
平成28年11月27日（日）　13：00～22：00
会場　理窓会倶楽部　参加者37名
　第Ⅰ部は13：00～16：30、5号館B3体育館に
て、現役学生2名とOBでの練習試合後に、全員参
加でフリースローコンテストが行われ、集合写真
を撮った。
　第Ⅱ部は17：30～19：30、PORTA神楽坂6階
理窓会倶楽部にて、総会を行った。秋谷正浩（40
理・応化）会長より会長挨拶。来賓挨拶で理窓会
島崎益男副会長より、理窓会の概要と、卒業生・
在学生への支援など。決議事項では、平成27年度
活動報告があり。会員情報として、登録会員523名

中、住所判明者265名、現役を含むメー
リングリストは184名、FB・ラインの
友達は40名、更に、HPを立上ることが
報告された。
　懇親会となり、途中で、当日理工系

の試合のあった現役生が合流して、会より支援金
の贈呈があった。宴たけなわのところ、閉会のあ
いさつが松田先輩よりあり、懇親会は終了した。
 （文責　島崎　益男）

東京理科大学数学教育研究会
　このたび、理窓会関連団体に承認されました東
京理科大学数学教育研究会（略称　理数研）です。
　理数研は昭和34年4月に創立され今年で58年
の歴史を刻んでいます。前身は、戦前に小倉金之
助先生が東京物理学校に設けました数学教育研究
会にあります。
　主な活動は毎年4月に開催される総会・研究大
会、年8回開催される月例会、年2回の会誌「数学
教育」の発行、数学教育シンポジウムの開催など
です。
　対外的な活動では、日本数学教育学会主催の全
国大会や春季・秋季研究大会、さらにテクノロ
ジーによる数学教育研究会（T3－研究会）におい
て、多くの会員が研究発表を実施し、理数研の活
動をアピールしています。
　平成30年8月には、日本数学教育学会主催の第
100回全国算数・数学教育研究（東京）大会が東京
理科大学を中心に開催されることになりました。
　理数研はこの大会を共催し、準備委員長や大会
役員に多くの理数研会員が就任し大会の成功のた
めに邁進しています。理窓会の皆様にもこの大会
にご支援いただけることをお願いしたいと思いま
す。 （文責　池田　文男）


