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　50年以上も続いた幹事会（総会）、常任幹事会、
各種委員会という運営組織が大幅に変更され平成
22年4月から代議員会、正副会長会、常務委員会、
各種委員会という組織に改編されました。
　平成21年6月の幹事会で承認された会則の改正
に基づくもので、従来よりも広い分野と広い世代
の卒業生に理窓会の運営に参加して頂くことを
願ってのものです。
　役員は会長、副会長、常務委員、代議員、監査委
員で、ともに正会員の中から選ばれます。
　正会員とは、東京理科大学、山口東京理科大学、
東京理科大学山口短期大学、諏訪東京理科大学、
東京理科大学や諏訪短期大学、または東京物理学
校を卒業、あるいは終了した者、あるいは以上の
学校に在校したものです。
　今回、副会長と常務委員が新設され、従来の常
任幹事はなくなりました。

従来の幹事を名称変更して代議員とし、選
出区分を増やして、定員も増やしました
　幹事という名称を代議員と改め役割を分かり易
くしました。
　従来、全国都道府県を選挙区とし支部長からの
推薦者と常任幹事会からの推薦者を、選考委員会
で選考していましたが、今回から選出区分を増や
して出来るだけ広い分野から代議員に出て頂くよ
うにしました。
　選出区分は①支部長及びその推薦者②有識者③
大学関係者④関連団体関係者⑤地方支部関係者⑥
学科幹事⑦その他の7区分です。
　従来の定員155名を250名未満に増員しました。
今回は182人で発足し、学科幹事は選ばれていま
せん。

支部の代議員は支部長と支部長推薦者
1名の最低2名です
　従来は、47支部中32支部が1名の幹事で、支部

長が幹事でないこともありましたが、今回からす
べての支部長は代議員であり、すべての支部から
最低2名の代議員が出ます。

代議員会が最高位の審議決定機関です
　従来の幹事会と同じ役割を果たし、理窓会の重
要事項を審議、決定します。年に1回、毎年6月に
定時総会（代議員総会）が開かれます。
　総会は例年神楽坂校舎で開かれていますが、会
員に公開されています。
　事業計画及び収支予算、事業報告および収支決
算の承認、会長の信任、副会長の承認、監査委員
の承認、東京理科大学の同窓評議員の信任ほかを
行います。

副会長を置き、正副会長会を設置しました
　役員候補者推薦委員会が会長候補者を推薦し、
代議員が投票によって信任した会長が副会長を指
名し、代議員が承認します。これは従来なかった
役職です。
　会長と副会長は正副会長会を構成し、代議員総
会の権限に属しない本会の基本的な方針ならびに
会務に関する重要事項の企画、調整、決定、承認
を行い、本会の運営方針などをつかさどります。
　正副会長会は常務委員を選任します。各種委員
会などの人事についての構想および発案をします。
　監査委員が出席します。

常務委員を置き、常務委員会を設置しました
　これも従来なかった役職で、正副会長会が選任
します。
　常務委員会は正副会長と常務委員で構成し、代
議員総会および正副会長会の権限に属さない本会
の事業執行を審議決定します。
　事業計画および収支予算、事業報告および収支
決算の承認、常置委員会委員の承認、常置委員会
委員長の指名、広報の総括、代議員の選出など重

理窓会の運営組織が大幅に変更されました
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10・4　理窓

 　会誌、情報誌その他刊行物に関する計画、立
案、審議、編集および出版を行う。
 ・「理窓」編集小委員会
 ・「理科大today」編集小委員会
（4） 広報委員会
 　理窓会の広報・普及に関する事業の計画およ
び実施を行います。
 ・ホームページ小委員会

事業推進委員会

 常務委員会が会員の中から委員長を指名します。
（1） 理窓会倶楽部運営委員会
（2） 坊っちゃん賞選考委員会
（3） 坊っちゃん科学賞（高校）実行委員会
（4） ホームカミングデー実行委員会

事務局の設置

　会の本部に事務局を置き、常務委員会のもとに
会務の遂行にあたる事務局長を置きます。

要な権限を有します。
　監査委員が出席します。

各種委員会が従来通り活動します
　常置委員会と事業推進委員会の区分で委員会を
設置しその下に小委員会、専門委員会を置きます。

常置委員会

　常務委員会が常務委員の中から委員長を指名し
ます。
（1） 総務委員会
 　本会の庶務、財務、年度計画などに関する会
務を行います。
 ・名簿小委員会
 ・情報公開審査小委員会
（2） 企画委員会　
 　本会の制度、事業、ならびにその他の基本的
な事項に関する調査、計画、立案を行います。
 ・会則検討小委員会
（3） 刊行委員会
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