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卒業 1963 年 理 学部 修　物理 学科

事務局 / E-mail
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団体構成 （構成員 10 名）

役員会等 開催 11 回/年 備考：

会費 会費 2000 円/回 備考：

会報誌等 発行 11 回/年 備考：

団体活動の

報告

(2021年度活動計画)

サイエンスカフェオンライン新年会の成功で、オンラインサイエンスカフェを望む声もあり、3

月又は4月にでも実施してみたいと考えている。オンラインサイエンスカフェが旨く行けば継続

したい。しかし当サイエンスカフェは理窓会倶楽部でのお茶とお菓子を頂きながら講師の先生

との会話が売り物なので一日も早い復活を願っている。

2020年の活動は1月、2月までを従来通りの計画を推進していたが新型コロナ対策のため年末ま

で休止せざるを得なかった。幹事会も実施できなかったため、10月からZOOMによる幹事会を

はじめ、毎月1回開催していた。2021年1月はサイエンスカフェをご愛用頂いた皆様にも呼びか

けサイエンスカフェオンライン新年会を企画し1月29日に開催した。サイエンスカフェご愛用の

皆様は9名が参加申し込み、幹事は9名の計18名で実施した。参加者皆が同じテーマで会話する

ことのなかった皆さんが司会者のリードでの会話が進行され、今までにない新鮮な会合であっ

た。

(活動方針)設立当初の方針

PORTA神楽坂サイエンスカフェの運営を通じて、当学卒業生とその友人並びに神楽坂商店街の

人々の自然科学・人文科学の知的好奇心を満たすための支援活動及び、東京理科大学と神楽坂

商店街との交流を深めることを目的とする。

毎月1回PORTA神楽坂サイエンスカフェを理窓会倶楽部で開催する。カフェの講話は理大OBに

よる科学を基本にし、神楽坂由来のテーマも積極的に取り入れる。カフェの茶菓子も神楽坂の

店から調達する。
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（

　理窓サイエンスカフェ

　植木　キク子

　木ノ切　恭治

　幹事：8名

毎月カフェ後開催し、会長、事務長、幹事の全員10名が参加。

毎回当日プログラム、当日講演レジュメ、次回ポスターを発行
する。

年会費等はなく、年11回のサイエンスカフェ参加費を支払う。



   2018～20年　“ＰＯＲＴＡ神楽坂サイエンスカフェ”　推移と計画  　　　　　　　　　　　　　　2020-3-1改定

　　　　　　理窓会関連団体　理窓サイエンスカフェ

期日 回数 テーマ 講師氏名（敬称略） 講師の出身所属等 参加者 本日の菓子／神楽坂の菓子店

2018/1/26 61 古くて新しい静電気のはなし 理博  村田雄司 東京理科大学名誉教授 50 矢来町「清水」の日の出/倶楽部のｺｰﾋｰ、ﾌﾟﾁｷﾞﾌﾄ：Swing bt Coffeeの珈琲ﾊﾞｯｸﾞ

2018/2/23 62 「人生のセカンドステージを考える」～人生90年時代の選択～ 医師　平原 佐斗司 梶原診療所医師、東京ふれあい医療生協副理事 49 アグネスホテル「ル･コワンヴェール」生菓子「ノルマンディー 」／倶楽部の珈琲

2018/3/16 63 「日本の伝統“組紐”の継承と革新」 道明　三保子 組紐研究家　文化学園大学名誉教授 48 いいだばし萬年堂 創作 上生菓子「夢一道」/銘茶楽山緑茶・倶楽部の珈琲

2018/4/20 64 「体内時計と睡眠と認知症」 農博  藤原 亜紀子
東大農学系大学院卒　㈱ヘルス・ソルーション創業
者・取締役 79 アトリエコータ／アプリコット＆ピスタチオの「生ケーキ」／倶楽部の珈琲

2018/5/25 65 「人と動物の絆（Human Animal Bond）」 医博 田谷 一善 東京農工大学名誉教授 45 TUSダイニング/｢抹茶のパンナコッタ小豆添え」と「豆乳わらびもちの黒蜜かけ」

2018/6/29 66
「なぜ鏡のなかの人は、左右が逆になっているように見えるのか？」
　　　　　　　　　　----高野陽太郎 氏の多重プロセス理論をめぐって----

理博 小玉 祥生 東京理科大学理工学部　元非常勤講師 50 カナルカフェ／大野シェフの創作ｹｰｷ／「煌めく蛍」倶楽部の珈琲、楽山の煎茶

2018/7/27 67 「前兆を予測して地震予測を可能にする」 工博 村井 俊治
東京大学名誉教授　地震科学探査機構取締役会
長 67 神楽坂　五十鈴/涼菓「金魚鉢」　／　銘茶楽山の冷煎茶　倶楽部の珈琲

2018/8/24 68 「本当に老化は防げるのか？配管内防錆技術を用いて」 熊野 活行
日本システム企画(株)代表取締役社長（理大工･工
化卒） 41 いいだばし萬年堂 /半生菓子「彩氷・あやこおり」と麩焼き/倶楽部の珈琲

2018/9/28 69 謎解き「粋なまち・神楽坂は如何にして蘇ったか？」 山下　馨 NPO法人粋なまちづくり倶楽部 理事長 52 いいだばし満年堂/創作和菓子「五華の花」/銘茶楽山の冷煎茶　倶楽部の珈琲

2018/10/26 70 「東京天文台から国立天文台へ、理科大OBが働いた天文台の歴史」 中桐 正夫
国立天文台天文情報センター特別客員研究員（理･
化2） 39 カナルカフェブティック/秋の（季節限定）焼き菓子2品/倶楽部の珈琲

2018/11/30 71
「工場倉庫課員からアサヒGHDの経営者へ･･･アサヒでの業務における問
題解決、

本山　和夫 東京理科大学理事長 51 ティオブロマ/生ケーキ「ティラミス」/倶楽部の珈琲

2018/11/30 第5回　聴講者と主催者の懇親会（サイエンスカフェ懇親会）
開催時間：17:00～19:00 (第71回ｻｲｴﾝｽｶﾌｪ閉会後
に実施）

開催場所：PORTA神楽坂理窓会倶楽部[ｻｲｴﾝｽｶﾌｪ会場]

2019/1/25 72 『人生100歳時代をどう生き抜くか～「未病」から考えるヘルシーエイジング』 工博 松本 洋一郎 東京理科大学学長 60 いいだばし萬年堂 /寿ぎの「花びら餅」／銘茶楽山の煎茶／倶楽部の珈琲

2019/2/22 73 『男と女　どちらが科学に向いている？』 理博 渡辺 美代子 科学技術振興機構　副理事 48 カナルカフェブティック　パティシエ創作の生ケーキ「春の訪れ」／倶楽部の珈琲

2019/3/22 74 『生活を支える光ファイバ～通信からセンサ、レーザまで～』 工博 山内 良三 株式会社フジクラ　顧問 54 神楽坂「鼓月」/京の離宮、神楽坂「地蔵屋」/手焼煎餅/倶楽部の珈琲

2019/4/26 75 『五感で鑑賞・江戸木版･･･江戸時代に戻ろう･･･』 高橋由 貴子 創業安政年間　株式会社高橋工房　主宰 60 神楽坂「五十鈴」/上生菓子「岩根のつつじ」/楽山の煎茶

2019/5/24 76 『音波を使って地下資源を探す～最新の熱水鉱床探査技術～』 理博 淺川 栄一 （株）地球科学総合研究所　研究開発部長 49 いいだばし「萬年堂」/和菓子蒸物「御目出糖」「ありが糖う」/倶楽部の珈琲

2019/6/28 77 『人は見た目が9割～非言語コミュニケーションの重要性～』 九大博 竹内 一郎 漫画原作者､著述業、戯曲や舞台演出家、 63 カナルカフェブティック/ジュレケーキ「初夏の印象」/倶楽部の珈琲

2019/7/26 78 『ゲノム創薬からバイオ医薬品への新たな展開』 薬博 村上 康文 東京理科大学基礎工学部生物工学科教授 46 神楽坂「菓の子や」/冷しぜんざい／倶楽部の珈琲

2019/8/30 79 『ノーベル賞受賞 本庶佑先生の教え』 水田 龍信 東京理科大学生命科学研究所教授 39 カナルカフェブティック/ガトーグラッセ／倶楽部の珈琲

2019/9/20 80 『病気はチャンス治る力を引き出す漢方』 喜多 敏明 辻仲病院柏の葉 漢方未病治療センター長 59 カナルカフェブティック/クッキー／のレンMURO神楽坂店/神楽坂甘酒/倶楽部珈琲

2019/10/25 81 『地形図で不思議発見！』 野々村　邦夫 （一財）日本地図ｾﾝﾀｰ理事長元国土地理院院長 41 いいだばし萬年堂/栗蒸羊羹/倶楽部の珈琲　　（大雨のため当日キャンセル多数）

2019/11/29 82 『重力波とかぐら』 理博　陳 聃(Chen Dan）
理大理学部卒、東大理学研究科天文博士課程卒
（NEC勤務) 47 果房　メロンとロマン／生メロンのフルーツサンド／倶楽部の珈琲

第6回　聴講者と主催者の懇親会（サイエンスカフェ懇親会） 17時～19時 (第81回ｻｲｴﾝｽｶﾌｪ閉会後に実施） 37 開催場所：PORTA神楽坂6階　第2会議室　神田明神下みやびのお弁当とお飲み物

2020/1/31 83 『人工衛星が支える最新の農業』 吉田 剛 工学院大学工学部卒トプコンIT農業推進部長 56 アグネスホテル「ル･コワンヴェール」生菓子「カレス オレンジ 」／倶楽部の珈琲

2020/2/21 84 『５Gによって何が実現できるのか？～基礎から社会意義まで～』 情報科学博石津　健太郎 国立研究開発法人 情報通信研究機構経営企画部 44 パティスリープティトモ　干支のマカロンとクッキー　／倶楽部の珈琲

2020/3/27 85 新型ウイルスのため中止

2020/4/24 85 『運動・趣味・ファッションの抗うつメカニズム」 武藤順子 (株)ビーフィジカル代表取締役　　理大薬学部卒

2020/5/29 86 『歴史から見た天皇』 本郷　和人 東京大学　史料編纂書教授

2020/6/26 87 『（仮）地球温暖化に備える河川防衛」』 （工博）二瓶　泰雄 東工大工学部土木工学(工博）、東京理科大学教授

　

第64回藤原先生との質疑を熱心に聴く皆さん第63回熱心に解説する道明先生と聴衆
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2011年4月 に大学会館PORTA神楽坂がオープンし、6階

に同窓生の憩いの場である理窓会倶楽部ができました。始

めの1年は利用者が少なかつたため、倶楽部運営委員会は翌

年4月に倶楽部活性化小委員会を立ち上げました。小委員会

は、理窓会倶楽部が卒業生の交流、情報収集の場になること

を目的として、昼間の時間帯にミニ請演会等の開催を検討し

ました。色々な案が検討されましたが、手始めに植木キク子

先生が健康講座を毎月1回開催するという案が多数の支持

を集め、倶楽部運営委員長に提案し、快諾を得て2012年ア月

20日 に第1回の「PORttA神楽坂講座」と称してミニ講演会が

開催されました。健康講座は活動の定着のために4回

連続で行われ、聴衆は理大卒業生、活性化小委員会の

委員の友人・知人、神楽坂の方などを集め、毎回30数

名の参力]をいただきました。その後の講師は理窓会

員や神楽坂の方、第10回 には藤嶋学長にお願いして

PORTA神 楽坂講座は継続して行われました。講演と神楽坂

から調達したお茶やお菓子、倶楽部の雰囲気ふヽ気となり、

2013年 1月 の第6回「PORttA神楽坂講座」から「PORttA神

楽坂サイエンスカフェ」と改称し現在に至つています。その後

も、講師は学内外の著名な諸先生をお招きして参力]者の

二―ズに応えたことから参加者数は安定しており、当初の倶

楽部活性化の目的は達成されたものと考えています。スタッ

フー同このような活動が出来ることを感謝しております。興

味のある方のご参加を

お待ちしております。

第47回 NHK気象キャスター平井信行先生会場

理窓会関西合同。春のハイキングが、“春の武庫川渓谷、

廃線跡を歩く“と題して4月 21日 (土)に行われました。ハイ

キングコースは、」R武田尾駅～武庫川渓谷沿いに～廃線

跡入□～」R生瀬駅(徒歩行程・約アkm、 4B寺間程度)です。

今回は、理窓会の山田顧間にもご参力]いただき、関西2

府4県、福井、三重の理窓会員及び友人、こうよう会会員及

び友人等の参加者総数約50名で大盛況でした。晴天に恵

まれて非常に暑い中でしたが、旧福知曲線の廃線跡の武庫

川渓谷沿いのコースを途中何箇所かのトンネル内では懐

中電灯を照らしながら賑やかに歩きました。

新緑の素晴らしい景色を堪能しながらの楽しいハイキン

グで解散後の慰労会も含めて大いに楽しんで頂きました。

2018年2月 17日 (土)に神楽坂の削 箪坂 美味しん1調にて、

I部軟式庭球部の1980年前後の卒業メンバーによる久しぶ

り会を実施いたしました。この会は、還暦を迎えるにあたり

2016年に発起し本年で3回目を迎えるに至つた会です。

第 1回の2016年 1月 30日 (土)には19名、第2回の2017
年1月 28日 (土 )は 19名 の参加を頂き、そして第3回の2018

年2月 17日 (土 )には15名が集いました。

そういつたメンバーでの話題と言えば、軟式庭球の関東

リーグ戦、理工系リーグ戦での戦績や、新潟でのインカレ、あ

るいは軽井沢での合宿や野田の合宿所でのちょっとした事

件のいきさつなどで盛り上がり、大変だつたことや物凄く些

細なことなどの話をきっかけにあっという間に40年の歳月

が埋まり、とても楽しいひと時を過ごすことができました。

さて、I部軟式庭球部では、毎年役員会 (会長:山本勇 (理。物

1966))を行なっており、2018年 3月 31日 、ポルタ神楽坂の

理窓倶楽部にて、本活動について報告致しました。

引き続き毎年実施してまいりたく、さらに参加メンバーを

拡げていくことができればと思つております。I部軟式庭球

部に所属していた皆様、ご連絡をお待ち申し上げます。

(2018年2月 17日 ) mVAき 鱚■回(20■
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