
く繋轟嬢か幹事長あいさつ

このたび発足いたしました常任幹事会において

幹事長に選出されました。幹事長就任にあた り、

私の同窓会に対する考え、これからの活動方針に

ついて述べさせて頂きたいと思います。

近年の他大学同窓会の活動をみますと改革に成

功 した同窓会、私は勝ち組同窓会と呼んでおりま

すが、とそうでない同窓会とではっきりと分かれて

いるように思います。大学の第二者による格付け

や評価が行われるようになり、はからずも同窓会の

大学への寄与の有無も第二者により評価されるよ

うになり、勝ち組同窓会、高く評価されている同窓

会の姿が明瞭になってきました。共通していること

は、同窓生の各種グループの組織化が進み、それら

による卒業生のネットワークが構築され、そのネッ

トワークが大学への寄与、同窓相互の親睦、会員の

切薩琢磨に有効に働いていることであります。さら

に、同窓会のインターネットの導入、IT化が若い卒

業生の取り込みに成功している点も見逃せません。

理窓会の現状は、卒業生は年々4～ 5千人増加し

15万人に達しておりますが、正会員数は1年間の卒

業生人数程度で、それも年々減少傾向が続いていま

す。理窓会が15万人卒業生を代表する組織であるか

が問われる段階になってきました。理窓会の予算規

模は同規模の他大学の同窓会に比較し一桁少ないの

が現状です。なににもまして深刻なことは、この現状

をほとんどの会員が認識していないことであります。

このような理窓会の沈滞化を打破し、勝ち組同

窓会を目指 し、「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ような新

たな展開 '改革を進めることを常任幹事会に提案

させていただきました。

1.組 織 ・財政改革

現在の理窓会は古 くから行われている慣習を受

け継 ぎ、種々の矛盾を抱えています。

また、現在の予算規模では理窓会の運営を何と
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か賄う程度であ り、支部への援助、新事業の展開

などにふ りむける予算が無いのが現状です。

現在の二重の会長制度自体を含めて見直し、財政

基盤の強化のための抜本的な改革を行う必要があり

ます。これについては組織財政改革検討委員会に検

討をお願いし、一年間程度でまとめていただき来年

の幹事会で審議していただきたいと考えております。

2.卒 業生のネットワーク構築の基礎となる組織化

の推進

理窓会の大きな目的の一つが会則に書かれてい

るように大学の発展に協力することであ ります。

理窓会 としては卒業生の種々のグループを組織化

し、ネットワークを構築し、それを有効に機能させ

ることより大学への協力、寄与が可能になると考

えてお ります。この問題については組織化推進委

員会において検討してもらうつもりであります。

3 理 窓会のIT化 の推進

現在、情報伝達の手段としてコンピューターの活

用が不可欠になり、他大学の同窓会でもIT化が進ん

でます。東京理科大学でも本年3月の卒業生全員に

生涯メールアドレスの配布を始めました。理窓会と

いたしましては、6月の幹事会までに本部で全支部、

関連組織、認定団体のホームページを作 りました。

このIT化 推進については総務委員会、ホームページ

委員会を中心に検討、実施してもらうつもりです。

4.大 学の125周年記念募金の支援

常任幹事会では昨年の幹事会の決定事項の 「大

学の125周年記念事業に協力する」に沿って、125

周年記念募金支援委員会を設置いたしました。理

窓会といたしましては、単に大学の募金集めに協

力するだけでなく、理窓会活性化に大いに役立て

たいと考えております。

これから皆様には理窓会改革のために種々ご協

力をお願いすることも多々あることと思いますが、

宜しくお願い申し上げます。



編集委員会から、常任幹事 ・監査委員の方々に「挨

拶と抱負、今後の理窓会の課題等、自由に記述し

て下さい。」と依頼し掲載しました。

明治4年への
キャッチアップ?

山田義幸 (29理・化)

15万同窓のための「理窓会」、あたりまえのこと

ですが是非実現 したいものです。

過去、多 くの先輩がそのために数々の提案をし

ています。しかし、すでに 5%以 下となってしまっ

た正会員以外の同窓から「理窓会」はほとんど見

えていない。埼玉支部活動 3年 間の実体験です。

ロボットでさえ、「これは仲間だ」が先進的な設

計コンセプ トで、「理窓会」はなおさらです。

東京理大の前身設立より10年も前の明治 4年 、

大英帝国の世界一周海底ケーブルは長崎に至 り、明

治10年の西商戦争の推移を的確に判断していた。

「理窓会」の情報発信 と内部連絡網は日本のビ

ジネス最前線から20年は遅れている。

私はもとビジネスマンとして、周回遅れのラン

ナーが トップでゴールヘ入る同窓会の新 しいビジ

ネスモデル構築を手伝います。

常任幹事としての役割

奥原千里 (31理 ・化)

この度、教育会の推薦を受け常任幹事に就任いた

しました。「理窓」の編集委員を広報検討委員会から

担当してきた経験を活かし、諸先輩の意見を基に微

力ながらその責務を果たして行きたいと思います。

理窓会の 目的は、会則にあるように会員相互

の親睦と、東京理科大の発展に協力することであ

り、この目的を達成することが大学と理窓会がよ

り発展することに結びつきます。

大学は125周年記念事業として、キャンパスの

再構築を進めております。

理窓会も、会員の増強。IT化の推進。組織 ・財

政改革の推進を進める、これらを実行する推進役

として使命を果たしたいと考えてます。会員の皆

様に役立つ、本部役員として実践 します。

何が何でも会員増強

大江修造 (37理 ,応化)

本学の卒業生は約15万人、住所のわかってぃる

卒業生 8万 人余。理窓会正会員約 6千人。

余 りに も少 ない会員数 です。少 な くと も

1万 5千 人は欲 しいところです。幹事会でも、会

員増強が重点項目として提案採択されました。幹

事長には秘策があるようで大いに期待 し、支えて

行きたいと考えます。

小生といたしましては、会員増強の強力なツー

ルとしてホームページの活用 とその支援 を行い

たいと考えます。活発な同窓会には 1日 当り、千

人の訪間者があると言います。そのためには何 と

言ってもコンテンッであります。話は変わ ります

が、小生が運営するホームページには毎日、世界

50ケ国か らlooo人の訪問者があり、中には米国

からわざわざ会いに来られた方も居ます。

咲いてしおれる「花」の風情

田村應和 (38理 ・数)

やがて迎える大学倉J立125周年との歴史的趣逓

には、また格別な想いを寄せています。卒業以来

40年を越える歳月、理窓会と大学を愛 し続けてき

た情熱は、齢60余年を重ねた今も全身を包み″自、づ

いています。世阿弥の 『風姿花伝』では、「四十四、

五」(現代の60歳 くらいに相当)で 、体力に応じて



良き相手と柄に合った曲を控えめに魅力的に演ず

ることができれば、それこそ本物であると言って

います。世阿弥はここに「花」の魅力を見いだして

いますが、私も私なりに理窓会という舞台で、分

相応に 「花」があり「しおれ」がある、そんな風情

を地道に出せたらこの上ない喜びと考えます。

6月 に亡くなったアメリカの元大統領レーガン

は、多 くの国民から「頭脳は大したことはないが

常識はタップリ」と言われ慕われていたそうです

が、私も理窓会で、持ち前の常識をタップリ発揮

して会の発展のために努力したいと思います。

!理窓会と母校東京理科大学の
1発展に向けて

並木染一 (39理 ・物)

同窓の皆様には、幹事長としてこれまでの3年間、

格別のご協力とご支援を戴き厚 く御礼申し上げま

す。また、今回常任幹事に再任いただきありがとう

ございました。引き続き理窓会の運営に携わること

になりました。理窓会は同窓会として、大学と連携を

保つことが何よりも重要であると思います。近年、卒

業生の進路は教育界 ・産業界 ・官界等へと多岐にわ

たり、各分野で活躍されていることは、理窓会として

何よりも貴重なことと存じます。本年4月に国立大

学法人が発足 し、いよいよ私立大学も同じ土俵で、

競争的環境に突入しました。このような変革の時代

こそ理窓会の存在意義は大きいと考えます。2006

年に記念すべき創立125周年を迎える母校を、今こ

そ理窓会として会員の皆様方と共に、一九となって

支えようではありませんか。先輩、後輩諸氏のよリー

層のご協力とご支援をお願い申し上げる次第です。

卒業生ネットワークの構築

村田雄司 (39理・物)

また常任幹事に就任させ
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ていただきました。本学の卒業生が 15万人も居る

ということは、科学技術が国のレベルを決定する

世の中で、いかに我々の大学の卒業生が日本の国

に大 きな影響を与えているかを物語っています。

この影響は、理窓会が本当に機能して卒業生相互

が有機的に連携 し合い、情報交換ができて、また

協力 し合うことができるようになれば、何倍にも

高まることになるでしょう。

常任幹事としてやるべきことは、この有機的な

ネットワーク作 りに貢献することだと思います。

今の理窓会には、これまでの組織やシステムを変

えると共に、IT化 を進める新 しいアイデアが出

ていますので、その実施に向け尽力することが常

任幹事 として課せ られた使命であると考えます。

よろしくお願いいたします。

常任幹事就任のご挨拶

栗原義昭 (39理 ・数)

このたび常任幹事に就任 し、あらためて身の引

き締まる思いが致します。

三菱製鋼 (株)に 38年間勤務の後、現在は (社)

日本ばね工業会に勤務 しております。この間理窓

会幹事を8期 務め、現在神奈川支部副支部長を務

めてお ります。この間の理窓会の状況を顧ると、

さまざまな展開がありましたが、理窓会の現状に

は誠に危機感を抱かざるを得ません。即ち卒業生

15万人のうち正会員が 6千 人 (4%)に すぎず、他

大学の同窓会と比較して下部組織の少なさが感じ

られます。このような現状を改善 し、理窓会の活

性化を図るために、児島幹事長の方針である①卒

業生15万人を対象にした理窓会、②組織 ・財政改

革、③ネットワークの構築などを実現していくこ

とが急務であり、信頼感を得られる常任幹事会と

するべく尽力致し度いと存じますので、よろしく

お願い致します。

しばらく空自のあと、



世代交代の期待

水野 澄 (40理 ・数)

それらは何か、またそのコンセンサスはどう展

開されるか。推薦委員会と支部活動、組織の拡大 ・

活性化と母校大学の関連などに戸惑い、それらの

期待に格差を感 じた次第であります。

地元千葉に適任者が多数在 りでその任に非ずと

の思いで したが、はからずも今回落下傘のように

選任いただき、それを重責と受け止めました。こ

の場をお借 りしてご支援に深 く感謝を申し上げま

す。私は千葉 ・東葛飾高校退職後に専門学校で介

護福祉士の養成に携わってお ります。

理窓会については、組織や運営から周年事業ま

ですべてこれか ら学習という未熟者であ ります

が、今後ともご指導ご鞭能をお願いし、微力です

が活性化に向け何 らかの役割があるならと決意 し

ました。同窓各位のご健康 と母校の発展を祈 り、

どうぞよろしくお願い申し上げます。

理窓会の躍進に向けて

森田昌宏 (46理 ・化)

2期続けて常任幹事の大役を務めさせて頂くこと

になりました。総務委員として常任幹事会の運営を

円滑に進めて行きたいと考えております。理科大学

の発展とともに理窓会も大きく変わろうとしていま

す。社会の IT化 により情報伝達の方法も大きく変

わり、その速度も従来に比べて比較にならないほど

瞬時に伝わるようになりました。さらに、情報の質や

情報量も大きく変化し、情報も多様化される時代に

なりました。1清報化社会にあって、理窓会もこの変

化に耐えるべき改革と耀進を進め、より多くの同窓

生が参加できる会にしたいと考えております。微力

ながら幹事長を補佐し、総務委員としての役割を果

たし、よリー層励んでまいりたいと思っております。

未来に開かれた理窓会を
目指して

斎藤隆夫 (46理 ・化)

この度、初めて常任幹事を仰せつか りました。

下部組織である理窓博士会に役員として携わっ

てきたこと、本学教員として多くの卒業生を送 り

出してきたことなどが私にとって理窓会との関係

の基盤にあります。その経験 と諸先輩のご意見を

基に微力ながら責務を果たして行きたいと思いま

す。昨今の大学改革の流れの中にあって、本学 も

例外ではなく大変厳 しい環境に置かれています。

現在、大学改革の一環として本学は創立 125周

年記念を一つの節目としてその構想を推 し進めて

お ります。このような重要なときに我が理窓会が
一致協力 して支援することは、本来同窓会が担う

役割の一つでもあり、理窓会と大学 ・理事会との

関係をなお一層強固なものとし、ひいては同窓生
一人一人の利益や喜びにも通ずるものと信 じてい

ます。その目標を達成するためには、理窓会と大

学から卒業生および在校生 (保護者)へ 情報を発

信 し開かれたものとし、理窓会員を増強すること

が肝要と考えます。皆様の厚いご支援を賜 ります

ようよろしくお願い申し上げます。

魅力ある同窓会をめざして

宮川公治 (48工 ・経)

理窓会下部組織で、ビジネス交流を目的とする

「理窓企業大会Jの 副会長として同窓諸氏 との交

流のなか、諸会員の方々から同窓会に対する熱い

思いを聞かせていただき、東京支部の推薦を受け

理窓会常任幹事に就任いたしました。

そもそも私が常任幹事に就任 したことは、理窓

会の運営を現在の社会環境に適応した 「約 15万人

卒業生のための魅力ある同窓会」に変貌させるベ

く、企業人としての経験を活かして改革すること



と自認 してお ります。 こ のような大命題は、拙

速に成就できることではなく、現在の理窓会の分

析をし、改革案を上程し、実行し、その結果を同窓

諸氏にお知らせする事と考えています。

卒業生各位の発展的なご意見を真摯に受け止

め、大学のご協力を得ながら「魅力ある理窓会」に

していく所存です。

理窓会常任幹事就任に
あたって

池北雅彦 (50薬・薬)

理窓会は、東京理科大学とどのような関係を築

いて大学の発展のためにどのような貢献ができる

か、また、理窓会は大学に何を求めるべ きかを追

求して具体策を考え、大学側に働 きかけるなど、

大学 との連携を深めることが必須であると考え

てお ります。そのためには、理窓会員が大学にど

のような大学として発展 してほしいと望んでおら

れるかを正確に把握して大学側に伝えることが最

も重要であると考えてお り、理窓会員との情報交

換を容易にするという視点を常に大事にしたいと

思っています。

理窓会の一層の活性化のために、会員や大学

から信頼される理窓会を目指す所存でお ります

ので、今後とも母校の発展のために皆様方のご支

援、ご指導をお願い致します。終わりに、理窓会員

各位のますますのご活躍 とご健康を祈念申し上

げ、ご挨拶と致します。

あいさつ

監査委員 酒 匂昭男 (30理・化)

教育会より推薦を受け、幹事の皆さんのご支援

により、今期初めて監査委員になりました。会長 ・

常任幹事の方々ともども会の発展のために誠″ぶ誠

意努力する所存です。常任幹事会↓コ出席しました
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が、会の活性化や改革、大学 との連携などの課題

に対 して、 ‐人 一人が時間を忘れて真貧Uに取 り組

み、責務を果たそうとする気構えを痛感しました。

今後とも環と和が必要不可欠です。このことを踏

まえて常任幹事会等の運営に努めてまいります。

昨今、大学は教育体制の整備やキャンパスの再

構築など通して広く社会から評価されてきていま

す。将来、科学技術の進歩 ・発展に貢献できる人材

を育成するためにも大学への協力が是非必要です。

当面は125周年記念事業募金が最大の課題です。

今年 も本部や支部の総会や諸行事に出席頂 き、

変わらぬご支援 ・ご協力をお願いいたします。

挨拶と抱負

監査委員 金 子 聰 (39理・物)

新しい選挙制度の下、混乱もありましたが、新た

な役員が決定し、約半数が新人で、2期 日以上の常

任幹事は含まれていません。新しいメンバーによる

運営に対する期待と不安があります。私は、常任幹

事を長年務めましたが、今回は監査として常任幹

事会へ参加し、見守り助言することとなりました。

長年の努力で会員数微増 となっていたところ、

昨年の手続きの不手際などで一時正会員約 3千 人

へ減少 しました。社会変化の激 しい時代に難 しい

ことですが、会員数の増強は理窓会の第 1の 課題

です。これまでに効果が認められた新規卒業生の

保護者住所宛加入依頼の手続 きを機能的に続け

る必要があ ります。また、新たに卒業生にメール

ア ドレスを付与する体制が大学の協力で整いまし

た。これを生かして、会員増を計 り、連絡手段の依

コス ト化をめざすことが今年の課題です。

学校法人東京理科大学塚本桓世理事長が

理窓会新会長に決まる。

幹事会 5号議案で、拍手多数で承認される。

新会長のあいさつは、次号 10月号に掲載

予定。


