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村口常任幹事

池口佐喜男

塚木 桓 せ

兄島幹事長

池口会長

乗原常在幹事

口村青在幹事

酒匂監△容頁

芥藤青在幹事

口村常在幹事

茶口常任幹事

ユ 、

平成十六年度理想会幹事会次第

司会

理窓会会長

孝夜法人穴志理科大学

理事長

新幹事長挨拶

議事                        議 長

(一)平成十二年度理蕪会会務報告 (案)

(二)平成十二年度理窓会会計収支決算 (案)

ならびに名簿郭帯511会計収支決算書 (案)

および監△根告

(二)平成十六年度理念会事業計凸・行事予定 (案)

(四)平成十六年度理態会子祭 (案)

(五)理窓会会長の次蚤について

報告事項

(一)キ棋法人東京理科大学

力l二百二十二同年記△泉企支援について

(二)理想会ホームページの和1新について

(二)終身メールアドレスの函こ布について

(四)参■記投手芳

(五)その他

兄島幹事長

お日常在幹事

奈口常在幹事

奥原常在幹事

以上

池田会長挨拶

こんにちは。会長を仰せつかっている池田で

ございます。本国をもって会長の任期が満了いた

しますので、会長を規定通り次の人に譲りたいと

思っています。本日は天候がどうなるか判らない

ようなところを集まっていただきましてありがと

うございました。

私は昭和18年の卒業で、幹事の在任は現在役員

をしている者の中では一番長く、その問いろんな

ことがございました。((中略))

理窓会組織も紆余曲折いろんなことがありまし

たが、企業人会、教育会、博士会、光学会、知的財

産クラブなど、現在では理窓会の関連組織として

いろいろ活躍していただいております。最近では

技術士会も中へ入っていただきました。

これからもますます同窓会が健全に伸びていっ

て、同窓会に入ってよかったというような会にし

てもらうことを楽しみに、ちょうど会長になれる

ようないい人がおりましたので、ご審議のほどお

願いして挨拶に代えたいと思います。どうぞよろ

しくお願いいたします。



塚本理事長挨拶

皆様こんにちは、年に1度の理窓会幹事会にご挨

拶させていただくことを大変ありがたく思っておりま

す。ご存知のように東京理科大学は平成13年頃から

神楽坂 ・野田校舎の再構築を始めました。私が理事

長に就任して1年半、その間に具体的に現れ始めまし

た。野田校舎の森戸記念体育館を最初に平成21年の

完成まで順次再構築を始めております。その期間中、

平成18年 (西暦2006年)が東京理科大学創立125周

年に当たりこの再構築を周年事業にしようと決め、「次

の100年に向けた記念事業として推進し科学技術で

世界をリードする東京理科大学」にしたいと思ってお

ります。いろいろなことで同窓生の皆様にお世話にな

ることもございますのでよろしくお願いいたします。

現在の理科大学の規模は、神楽坂、野田、久喜と

金寮制の長万部校舎を持つ東京理科大学、10年前

に4年 生に改組転換 した山口東京理科大学、そし

て、3年 前に4年 制に転換 したところの諏訪東京

理科大学です。おかげさまで学生がきちっと来る

ようになりました。これからますます地盤を固め特

徴を出しつつ発展 していきたいと思っております。

創立 125周年を迎える東京理科大学を 「教育 と

人材育成 。研究 ・社会貢献」をコンセプ トとして

進めてお ります。

①案学部を野田キャンパスヘ移転し新生薬学部

をめざす。

②野田キャンパスを案学部 ・理工学部 ・基礎工学部

とその施設の有機的な連携によって「バイォリサー

チ」へ、神楽坂キャンパスを社会人を含めた新しい

教育の場としての陀馬市型キャンパス」にする。

③大学知的財産本部整備事業に採択され、知的財

産の組織的管理 ・育成 ・活用を戦略的に進める

「東京理科大学知的財産本部」の設置

④承認TLOと して「科学技術交流センター(RIDAI

SCITEC)」の設置

⑤総合研究所火災科学研究部門が21世紀COEプ

ログラムに採択され 「先導的建築火災安全工学

推進拠点」を目指す。

①特色ある大学教育支援プログラムに採択され、

長万部キャンパスを「全寮制に基づく全人的教

養教育」を目指す。

②米国S&P社 による学校法人の格付けで「AA一 J

を取得し、安定経営の保証を得た。

①平成16年に専門職大学院総合科学技術経営研

究科 (MOT)の 開設し、平成17年次知的財産専

門職大学院(MIP)の開設予定

①本年5月の父母会「こぅょぅ会」を設立

児島紘新幹事長挨拶

幹事長就任にあたり同窓会に対する考え、これ

からの活動方針について述べさせていただきます。

「15万人の卒業生 を対象にした理窓会への転

進」をスローガンとして次の 4つ を提案 します。

第一 組 織財政改革を行う、今日まで種々矛盾

を抱えていた、普通会員と正会員、本部費、支部

費、関連組織 と何重にも払う、これらを検討。

第二 卒 業生のネットヮーク構築の基礎 とな

る組織化の推進、卒業生の種々のグループを組織

化を進めながら促進を加速する手段を組織化推

進委員会に検討してもらう。

第二 理 窓会のIT化 の推進、他大学の同窓会

も進んでます、東京理科大学も本年の卒業生全員

に、終身メールア ドレスを配布 しました。総務委

員会、ホームページ委員会を中心に検討 ・実施 し

て、ネットによる理大コミュニティの構築G

第四 大 学の125周年記念募金の支援に協力す

ること、募金活動を理窓会の活性化に役立ててい

きたい。

これから皆様には、理窓会改革のためと種々ご

協力をお願いいたします。
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平成16年6月 27口(日)13時

00分～ 15時20分

東京理科大学 1号 館17階記

念講堂

司会 村 田常任幹事より

東京支部幹事山口務氏逝去

の報告後、黙祷

出席者 118名、委任状24名、合計142名

(成立要件委任状を含め78名)

議長 児 島幹事長 (池国会長より委任)

1号 議案 平 成15年度理窓会会務報告

栗原常任幹事より、資料 1を もとに会務報告の

説明があり、拍手多数で了承された。

2号 議案 平 成15年度会計収支決算ならびに名

簿部特別会計収支決算書及び監査報告

田村常任 幹事より、資料 2を もとに収支決算書

について説明があった。特に名簿送付代の内容に

ついて詳細に、また雑費の支出について十分な説

明があり、酒匂監査委員から、監査報告が行われ、

拍手多数で了承された。

3号 議案 平 成16年度理窓会事業計画 ・行事予定

斎藤常任幹事より、資料 3の 訂正 (曜日)2カ

所、資料をもとに説明があった。また、各委員会の

委員長を発表。拍手多数で了承された。

4号 議案 平 成16年度理窓会予算

田村常任幹事より、資料 4を もとに平成16年度

予算の説明があった。特に支部援助の予算を計上

したので活用 してほしいと要望有、拍手多数で了

承された。

5号 議案 理 窓会会長の改選について

森回常任幹事より、理窓会会則第4章 第 8条 お

よび第 9条 により今期会長の任期満了による改選

時にあた り、その選出方法に関する条項、「会長は、

正会員の中から候補者を常任幹事が推薦 し、本日

の幹事会で選出する」となってお り、常任幹事会

で慎重に審議し、5月 18日の常任幹事会で会長候

補に東京理科大学理事長塚本桓世氏が推薦されま

した、との報告があった。資料 5の 推薦理由の説

明の他に略歴を付加。拍手多数で承認された。

報告事項

(1)学校法人東京理科大学、創立 125周年記念募

金支援について

児島幹事長より次のような報告があった。

理窓会に割り当てられた金額は8億 円、日標額。

薬学関係で、奥様が会員で、旦那さんの名

義で募金することができる、免税特典 も受け

られる。募金後理事会で奥様名義に変える。

勧誘した人は申込書に、支部 ・連絡組織 ・認定

組織を記入してあれば、実績の10%が 経費と

して認められる。

(2)理窓会ホームベージの刷新について

山日常任幹事 より、資料 6を 参考に説明が

あり全支部でホームページを持つ努力をして

いただきたい、仕事は本部でやるので資料を

送って下さい。

(3)終身メールア ドレスの配布について

森日常任幹事より、パソコン画像で説明が

あった。「理窓」10月号 ・登録用ID、パスワー

ドを正会員に配布予定です。その時紙面で詳

細説明を掲載いたします。

(4)参与言己授与者

奥原常任幹事より、平成17年 1月 8日 (土)

第96回、新年茶話会で顧間、参与の受賞者の

紹介があった。顧間、池田佐喜男 (18理化)。参

与、高野千春 (20理化)、平山鉄次 (20理化)、

諏訪部品義 (24応化)、小林照夫 (25応物)、回

辺武蔵 (26理化)、井上勝弘 (28理 ・物)、山口

弘之 (29理・物)敬称略



襲 支部長の会 め
幹事会に先立ち、11時より「支部長の会」が開

催された、出席 した支部は32都道府県であった。

池国会長の挨拶の後、日村常任幹事の司会で開

会され、各支部報告がなされた。

前もって32支部が15年度活動報告が提出され、

当日各支部長に配布され、それをもとに司会者が

発言者を指名するという方式で会が進められた。

支部が直面している現状の課題について、5

道県,ア イデア、解決の方策について、14府県の

報告があり、各支部とも熱″は、な取 り組みをしてぃ

る様子を伺うことができた。

最後に、児島幹事長から、125周年記念募金支援

について、資料を (loo周年125周年の目標額)も と

に基金目標額 8億 円についての説明があった。

ば 同窓懇親会 読
幹事会終了後、15時30分 より同窓懇親会が開

催された。出席者117名、池北常任幹事司会で進め

られた。塚本桓世新会長の挨拶。

岡村学長から大学の現状について報告があった。

池田前会長の乾杯の音頭で懇親に入 り、和やかな

雰囲気の中で会は進行した。
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