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副会長　柴田　眞一

　東京理科大学を卒業して早や今年で50年にな
り奇しくも理窓会の副会長という肩書きを頂きな
にか節目に来ました。私が理窓会に関係したのは
昭和57年頃でした。和歌山市内にある某染料工場
の分工場で働いていました。
　和歌山という土地柄は化学会社が非常に多く
特に染色関係が盛んなので、染料化学が発展して
いました。そんな関係で、某セミナーに出席した
折り、中小企業の役員さんと出逢いました。その
方は東京理科大学出身との事でした（元和歌山支
部長）。関西ではゴルフのコンペを行っていると
の事。私もゴルフは好きなので、参加する様にな
り理大卒という事で違和感なしでプレーをしま
した。こんな関係から和歌山の理窓会を活性化し
ようという事で幹事になり13年間関与いたしま
した。後、大阪で企業を経営する様になり先輩の
方々より仕事を戴き助かりました。平成10年より
大阪支部長となり早や13年も経過しました。合計
26年の長きに亘り理窓会に関与し今日に至って
おります。又昨年は関西合同総会（2府4県）の代
表となり先輩諸氏が残してくれた行事を続ける様
頑張っております。私は常々東理大を卒業したと
云う事より卒業させて頂いたと云う心を持って下
さい、と云って来ました。先輩達が築いた名声を
大事に守り発展する為に努力をしたいと考えてい
ます。頑張りますので皆様も是非御協力の程お願
い致します。

副会長　田村　應和
17万人オーケ
ストラによる協
奏曲の調べ
　これまで、幹事、支部
長、常任幹事、ルネサン
ス推進特別委員等を務
め、理窓会の多くの会
員と交流する機会がありました。
　今回の副会長就任を、私は自分史のなかで大き
な出来事と捉えています。
　進化・発展し続ける東京理科大学ブランドは、
大学の自助努力は勿論のこと、理窓会との連携・
協働によりまばゆい輝きを放つ確かな“銘柄”“品
質”への高い評価を得ることになるはずです。
　これからの理窓会の活動こそ、会員相互の親睦
を基盤としつつ、大学の発展・躍進への協力に直
結する重要な位置づけになるものと思います。
　いくつもの課題が横たわるなかで、会員の住所
把握率を上げ、支部や関連団体に身を置く新たな
“快適空間”への帰属意識や、刊行誌等を通して
の交流による“運命共同体”への共有感覚を醸成
し合うことは、理窓会活動の活性化を図る解決の
キータームといえるのではないでしょうか。
　今、音楽界はショパンとシューマンの生誕200
年で湧き立っています。1881年創立の本学の“生
誕”130年を祝う日も近く、この歴史のなかで築
いてきた「教育」と「研究」の成果は、優れた価値
を包括し、さながら息の長い不滅の芸術と同様、
誰もが認める至高の“文化”そのものであります。
そこでは理窓会との協奏によりたおやかな調べを
奏で、魅力あふれる演奏が繰り広げられます。
　私は17万人の会員の皆様とともに壮大なオー
ケストラを編成し、副会長としてのパートを分相
応にこなす決意をしました。

新副会長・監査委員紹介新副会長・監査委員紹介
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副会長　児島　紘
　このたびの組織改定
により新設されました、
副会長に就任すること
になりました。副会長
の役職のイメージが私
自身まだ明確に理解で
きておりませんが、会
長を助けて、理窓会の
発展に寄与することにあることは確かであると思
います。
　私の役割分担として広報を担当することにな
りました。理窓会の活動状況を理窓会員や大学教
職員に伝えることは、それらの人々に逆に協力を
お願いするためにも、大切なことであります。そ
のための一つの手段として、ホームページの活用
があります。ここではそれを主体に抱負を述べた
いと思います。理窓会ホームページの現状は、約
2年前に理窓会本部のホームページを全面的にリ
ニューアルし、昨年からは動画を掲載できるよう
になっております。
　これからのホームページの活用は以下のことに
重点を置きたいと考えております。ホームページ
に掲載する記事を収集するため、アンテナを広く
張り、そのためのネットワークを作りたいと考え
ております。また、現在、再就職支援のために情
報を提供するコーナーを設置しておりますが、情
報提供が十分とは言えないのが現状です。これか
ら情報収集に力を入れ、多少なりとも同窓の支援
に繋げていければと考えています。
　また、ホームページ担当としての役割として、
本部ホームページの充実と同時に、支部のホーム
ページ開設支援もおこなう必要があります。支部
から会員向けの手軽な情報発信手段として、支部
ホームページを有効に使ってもらうための啓蒙活
動と技術支援など積極的に取り組みたいと考えて
います。

副会長　栗原　良平

山田会長の下
　副会長に就任しまし
た栗原です。
　私は昭和41年理学部
Ⅱ部化学科を卒業しま
した。縁あって本学の
事務職員となりました。
　ちょうど学生運動が盛んになり始め、当初の約
10年間は神楽坂・野田キャンパスで学生担当と
して学生との接点にいました。特に野田キャンパ
スでの学園封鎖は今でも思い出します。
　野田キャンパスでの25年間、環境整備等に力を
入れたと思います。野田特別教室隣接の記念自然
公園（理窓会で約2万坪寄贈）池の白鳥、理科大蓮
根は30年余の歴史があります。
　その後東京理科大学諏訪短期大学、神楽坂キャ
ンパスと異動しました。この間、同窓会活動につ
いては恥ずかしくもあります。ほとんど活動らし
きことはしていませんでした。
　定年を過ぎ、今年から理窓会茨城支部のお手伝
いをすることになり支部長さんとお話をしてた矢
先に副会長の話で驚いたところです。
　会長になられた山田様とは在職中にホームカミ
ングデーのこと等で何度かお話するチャンスがあ
りました。その山田様の実績については会員皆様
のご承知の通りであります。
　大変すばらしく感じておりました。
　17万人のいる理窓会です。建設中の理窓会本部
室も平成23年には完成します。理窓会がさらに充
実し、こうよう会との相乗効果で本学がますます
発展することに少しでも寄与できればと思ってお
ります。
　理窓会員皆様の応援をよろしくお願い申しあげ
ます。

新副会長あいさつ新副会長あいさつ
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副会長　福田　義克
　昭和43年工学部建築
学科を卒業し、現在は
野村不動産株式会社に
勤務致しております福
田義克です。
　理窓会ルネサンスが
スタートしてから最終
年度に入っております
が、より関心を持ってもらえるような17万人余り
の会員を擁する同窓会にチェンジして来ているの
ではないかと思います。
　その同窓会の中の副会長という重責を仰せつか
り、身に余る光栄です。

　各都道府県では支部単位で理窓会の活動をされ
ておられますが、首都圏では支部活動以外に
①ビジネスに関係しておられる人たちが集まる会
②教職に携わる人たちが集まる会
③ドクターを取得した人たちが集まる会
④就職先での同窓会
⑤卒業学科の同窓会
⑥倶楽部活動をされておられた人たちのそれぞ
れの同窓会
⑦卒業研究室単位の同窓会
⑧趣味の会
等々、皆様それぞれの会で定期的に集まり親交を
深めておられるみたいで、大変素晴らしいことだ
と思います。

　集まること自体重要です。
　私はこのような人が集まる会へのサポートが出
来ればと思っております。
　微力ではございますが頑張りたいと思いますの
で会員皆様方のご支援、ご鞭撻よろしくお願い申
し上げます。

副会長　宮川　公治

　理窓ビジネス同友会から推薦され、常任幹事と
して、2期理窓会の運営に参加した私は、今回の
理窓会の組織が大幅に変わった事に、大いに期待
をしています。まずは数年にわたり、組織を改革
された塚本前会長にこの場を借りて感謝申し上げ
たいと存じます。
　新会長に就任された山田義幸氏は、常任幹事と
して「第1回ホームカミングデ―」の立案、企画、
実行及び、「理科大today」の発刊を自ら行われた
方で、能力や人柄に長け、同窓会のリーダーとし
て信頼できる事は申すまでも有りません。
　同窓会は、同窓生からお預かりした会費を有効
に活用して、「同窓生の為に何が出来るのか」、「母
校発展の為に何が協力出来るのか」、を積極的に
図る組織である事を常に考え、又、大学の社会的
評価は、同窓会の活動内容によっても決まる事も
充分に考慮したうえで、全同窓生が同窓生である
ことを誇りに思う、学生の保護者の方々や大学や
社会からも信頼いただけるような理窓会になる様
に、新会長はじめ、役員の方々と共に、ビジネス
界で培った「社会性」と「情報力」と「人脈」を以っ
て精一杯「母校への恩返し」を「奉仕の心」で職務
を全うしたいと思っております。

新副会長あいさつ新副会長あいさつ
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副会長　池北　雅彦

新体制による理窓会の更なる躍進
に向けて
　今まで理窓会の常任幹事を務めさせて頂いてお
りましたが、このたび山田義幸会長のもと新制度
による理窓会が再出発することになり、副会長の
大役を承ることになりました。これまで塚本桓世
会長、児島紘幹事長の下で、「理窓会ルネサンス
5ヵ年計画」が提案され、組織・財政をはじめ数々
の改革が行われ、ホームカミングデーが催される
と共に、平成23年には大学会館が竣工しその中に
理窓会の関連施設が拡充されることになり、この
5ヵ年計画は成功裏に終了いたしました。これら
のことを十分踏まえたうえで、明治14年（1881年）
に東京物理学講習所として創立された8年後の明
治22年（1889年）に設立された伝統ある理窓会を
通じて、母校の発展のために、また会員相互の親
睦を一層高めるために皆様方のご支援、ご指導を
賜り努めてまいりたいと考えております。会員の
皆様方のさらなるご支援をお願いいたします。終
わりになりましたが、理窓会会員各位のますます
のご活躍とご健康をご祈念申し上げ、ご挨拶とい
たします。

副会長　森野　義男

　昭和53年理学部2部化学科を卒業し、現在は㈱
メガネドラッグ社長をしております。125周年募
金では皆様にご支援頂き有難う御座いました。
　理窓会ルネサンス推進特別委員を仰せつかり、
学内役員や理窓会本部役員の皆様に随行させて頂
き、募金のＰＲ活動では各支部の総会に参加させ
て頂き多くの皆様と親交を暖めさせて頂きまし
た。理窓会ＨＰの写真アルバムには支部の皆様の
ご活躍の様子をご報告させて頂いております。ま
た、昨年は、理窓ビジネス同友会でのご縁で理窓
会ホームカミングデーの企画に参加させて頂き、
有意義な経験をさせて頂きました。今日、理窓会
が開催する、茶話会、入会式、ホームカミングデー
の開催には役員の皆様の並々ならぬご苦労の賜物
であり、諸先輩方が築いて来られました母校支援
の伝統は、同窓の絆を固め強い理窓会の大きな原
動力となっています。今般、副会長を仰せつかり、
2年間の任期で運営に参画させて頂く機会を頂戴
いたしました。
　本学において募金担当の理事も併せての事とな
りますので、4月から新しく募金活動の受付も始
まりました、維持拡充資金（第2期）募金も並行い
たしますので維持会会長という立場での理窓会支
援となりますが、よろしくお願い致します。皆様
の身近に感じて頂ける理窓会として、母校支援を
合言葉に、務めて参ります。どうぞ宜しくお願い
致します。

新副会長あいさつ新副会長あいさつ
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監査委員　栗原　義昭
理窓会の今後に
ついて思うこと

　この度、監査委員に
就任しました栗原義昭
です。
　神奈川県から選出さ
れた幹事を33年、神奈

川支部長を1期、常任幹事を1期、監査委員を1期
経験してまいりましたが、新たな気持ちで監査委
員を務めたいと存じます。
　理窓会の今後について思うことを述べさせて
いただきます。ルネサンス5ヵ年計画が終了して、
様々な面で理窓会が活性化されつつあることは誠
に喜ばしいことです。これから進めるべきことは、
新規のことに取り組むことよりも、ルネサンス
5ヵ年計画で実施してきたことの地固めをして、
より充実させて行くことにあると存じます。
　ホームカミングデーも、ノーベル賞受賞者によ
る講演をはじめ皆様の手作りの企画により年々
盛り上がってきておりますが、更に内容の充実と
体制の強化を図る必要を感じます。理科大today
も本年2月に8号が発行されましたが、今後同窓
生をつなぐ「絆」としての役割をになうメディア
として、より親しまれる、充実した記事の掲載を
図って行く必要があると存じます。また昨年か
ら高校生を対象とした論文コンテストが行われ、
ホームカミングデー当日に発表会と坊っちゃん科
学賞の贈呈式が行われて、大変好評でした。研究
論文作品集がまとめられ、参加高校をはじめ関係
各方面に配布されましたが、非常に内容の濃いも
のでした。この企画は是非末永く継続していくべ
きだと思います。会員の住所把握率の向上も、理
窓会の発展のために不可欠なことと思います。
　理窓会の発展のために尽力致しますので、何卒
よろしくお願い申し上げます。

監査委員　大久保　理

　平成22年4月から山田会長の新体制の下で監査
委員に任命されました私は、昭和47年理学部応用
物理学科卒で、卒業後はコンピューター会社、商
社、ファーストフード会社等のサラリーマン経験
や、脱サラの経験を経て、現在は､ 弁護士をして
おります。サラリーマン時代は営業、法務、経理
と幅広い経験をさせて頂きましたが、今回の監査
委員への推薦は、理科系とは異なるこれらの経験
と知識を新体制の発展に役立てて欲しいとの期待
が込められているものと理解しております。
　本年度からは東京理科大学においても、藤嶋昭
先生というすばらしい学長をお迎えして、新たな
発展への道を歩み出そうとしております。
　このような東京理科大学における大きな変革期
に理窓会の監査委員を仰せ付かり、責任の重大さ
を痛感しております。
　私が大学卒業後に東京理科大学と係わるように
なりましたのは、つい最近のことであり、大学の
内部のことも、理窓会の組織のこともまだ十分に
理解していないのが現状でございますが、今後、
監査委員の職務を通して、塚本理事長、藤嶋学長、
山田会長が目指す新しい東京理科大学の実現に向
けて、少しでも貢献出来るよう全力を尽くす所存
でおりますので、会員の皆様のご協力をよろしく
お願い申し上げます。

新監査委員あいさつ新監査委員あいさつ
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