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報告を行い、更には大学在学中の思い出話など話
題は尽きず、和やかなひと時を過ごすことができ
ました。
　今回は例年に比べ出席者が少なかったため、来
年度は会員より提案された出席喚起の工夫等も試
みながら、より盛会な支部総会を開催すべく企画
する所存です。　　　　　　（文責　切手　純孝）

山形支部　総会
主催者　支部長　佐藤　利男（43理・化）
平成21年11月7日（土）　16時～
会場　大進坊（鶴岡市羽黒町）　参加者17名
本部参加者　　　東京理科大学理事　池北　雅彦
　　　　　　　　　　理窓会幹事長　児島　　紘
　2009年11月7日（土）山形支部総会が鶴岡市羽
黒町の宿坊『大進坊』で開催され、事業報告や役員
改選などの協議に続き、大学及び理窓会本部役員
より、大学と理窓会の近況報告がありました。
　支部総会は山形→最北→山形→置賜→山形→庄
内と4地区持ち回りで開かれておりますが、今年は
出羽三山の参拝口にあり、三百有余年の歴史ある大
進坊（鶴岡市羽黒町）で開催されました。大進坊の
庭には、元禄二年、芭蕉が奥の細道で出羽三山を尋
ねたときに詠んだ出羽三山の句碑が立っています。
　涼しさや　ほの三日月の　羽黒山
　雲の峰　いくつ崩れて　月の山
　語られぬ　湯殿にぬらす　たもとかな

（文責　大沼　敏美）

鹿児島支部　総会
主催者　支部長　切手　純孝（49理工・工化）
平成21年10月24日（土）　18時～
会場　アクアガーデン福丸　参加者11名
本部参加者　東京理科大学常務理事　澤　　芳昭
　　　　　　　　　　理窓会幹事長　児島　　紘
　　　　　東京理科大学維持会会長　森野　義男
　今回は大学本部から3名のご来賓にお出でいた
だき、大学や理窓会の現状等について詳しいお話
を伺うことができました。大学常務理事の澤　芳
昭先生からは、大学の現状と葛飾区の新しいキャ
ンパスについて、理窓会幹事長の児島　紘先生
からは、理窓会の現状と新しい代議員制度につい
て、維持会会長の森野義男先生からは、維持会の
活動等についてのお話を伺いました。地方の会員
が本部の先生方より直接大学の現状等の話を伺う
機会は少ないため、とても有益で参考になる内容
でした。
　支部総会では、まず平成20年度の活動報告並び
に会計報告が行われました。その中で、「こうよう
会鹿児島支部」との交流についての報告があり、
会員から今後もお互いの交流をより活発に行って
いくための工夫等についての意見が出されまし
た。また、支部総会への出席を喚起するための改
善・工夫等についての提案がなされ、支部の活性
化に向けた様々な提言を頂戴しました。
　その後は懇親会に移り、出席者一人一人が近況

支部・諸会だより
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　事 務 局　　福士猛夫、千田修平、
　　　　　　　阿部隆之（会計担当）
（なお任期は平成22年4月1日より平成25年3月31日迄）

　通常と同じ議事項目では活動報告や決算関係の
報告、計画が提案され、次年度への繰越金の活用
方法を（本部への寄付を含め）新規役員が検討す
ることで了承された。
　引き続き、来賓の先生方から以下のような内容
のご講話を頂きました。
渡辺　恒夫氏（東京理科大学常務理事）から「理科
大学の現状の問題点と将来について」
森田　昌宏氏（理窓会常任幹事）から「新幹事会の
構成、幹事の選出方法について」
　その後記念写真撮影、懇親会に移り、参加者全
員の近況報告を話して頂き賑やかな懇親会を閉じ
ました。尚、当日配布の支部総会資料冊子に、支
部総会に参加出来ない会員18名より頂いた便り
を記載してあります。　　　　（文責　石川明彦）

福井支部　総会
主催者　支部長　酒井　康行（39理・化）
平成22年3月13日（土）　17時～
会場　開花亭sou-an　参加者18名
本部参加者　東京理科大学常務理事　村田　雄司
　　　　　　　　　理窓会常任幹事　森田　昌宏
　　　　　東京理科大学維持会会長　森野　義男
　本年度の総会は、大学より村田雄司常務理事、
森野義男維持会会長、また理窓会より森田昌宏常

高知支部　総会
主催者　支部長　池本　憲一（45工・工化）
平成21年11月28日（土）　17時30分～
会場　三翠園　参加者14名
本部参加者　　東京理科大学　理事　池北　雅彦
　　　　　　　　　　理窓会幹事長　児島　　紘
　　　　　東京理科大学維持会会長　森野　義男
　本部より児島幹事長、森野維持会会長、大学よ
り池北理事の3名をお迎えし支部総会が開催さ
れ、池北理事からは「大学の近況」、森野会長から
は「創立125周年記念募金」、児島幹事長からは「理
窓会ルネサンス5ヵ年計画の最終年度を迎えて」
について、それぞれスピーチをいただき、続いて
各議案、報告が承認され、滞りなく終了しました。
　席を移しての懇親会では、土佐名物の「はし拳」
を岩川参与のお手本のもと楽しく打ち合い、和気
あいあいの中無事終了しました。

（文責　池本　憲一）

岩手支部　総会
主催者　支部長　石川　明彦（40理・数）
平成21年11月21日（土）　11時30分～
会場　ホテルエース盛岡　参加者18名
本部参加者　東京理科大学常務理事　渡辺　恒夫
　　　　　　　　　理窓会常任幹事　森田　昌宏
　本年も大学本部から2名の来賓にお越し頂き、
活発な支部総会と賑やかな懇親会を持つ事が出来
ました。本年の支部総会は役員改選の年で、例年
通りの議事の初めに役員選出が行われ、下記のよ
うに新役員が承認されました。
　支 部 長　　菅原　通
　副支部長　　伊藤正博、互野恭治、千葉　仁
　幹　　事　　添田拓雄、眞岩一夫、百々正博
　事務局長　　江本理恵
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神奈川支部　賀詞交歓会
主催者　支部長　鈴木　宏司（41理・物）
平成22年1月30日（土）　13時～
会場　横浜クルーズ・クルーズ　参加者60名
本部参加者　
東京理科大学理事長・理窓会会長　塚本　桓世

東京理科大学学長　藤嶋　　昭
東京理科大学維持会会長　森野　義男

　平成22年神奈川支部賀詞交歓会は、大学からの
来賓に塚本桓世理事長、藤嶋昭新学長、森野義男
維持会会長、吉田英子こうよう会神奈川支部長、
高橋紀こうよう会神奈川副支部長をお招きし、横
浜駅東口の横浜クルーズ・クルーズで盛大に開催
された。
　塚本理事長からは最近の国内外の情勢にふれて
東京理科大学も理窓会も新たな飛躍を目指して大
きくチェンジしていく時期にあるとの力強い挨拶
があった。1月に着任された藤嶋新学長は、国際
化の推進、学生の一般教養の視野拡大、サイエン
ス関係の啓蒙書の出版等に力を入れたいと、これ
からの抱負を語った。森野維持会会長からは125
周年記念事業募金について引き続き協力してほし
いとのお願いがあった。続いて今年度叙勲受章さ
れた田村應和氏、陶山光行氏に対して鈴木宏司支
部長より記念品をお贈りした。
　浅田恒雄氏（Ｓ22年ＯＢ卒）の乾杯で歓談に入っ
た。当日は穏やかな晴天に恵まれ、27階の会場か
らみなとみらい地区の景色を眼下に見ながら、和
やかな雰囲気のうちに歓談が弾み、2時間が瞬く
間に過ぎた。最後に次回総会担当である横浜地区

任幹事をお迎えして開催されました。
　まず、酒井支部長の挨拶にて総会が始められ、
この中で昨年福井県大学ＯＢ対抗ゴルフ大会で念
願の初優勝を遂げたことを報告し、参加した選手
に盛大な拍手が送られました。
　次に今回お迎えした3名の方より、大学の現況、
理窓会の活動および募金報告などのお話をいただ
きました。私も卒業して37年になりますが、自分
の卒業した大学のすごさを改めて認識しました。
　その後の懇親会は、「開花亭新館 sou-an」という
福井では特に由緒ある料亭にて開催され、私など
は日頃口にすることのない料理を味わいながら盛
大に進められました。　　（文責　中垣内　勇夫）

千葉支部　新春懇談会
主催者　支部長　水野　澄（40理・数）
平成22年1月23日（土）
会場　ホテルポートプラザちば　参加者55名
本部参加者　
東京理科大学理事長・理窓会会長　塚本　桓世

東京理科大学学長　藤嶋　　昭
理窓会幹事長　児島　　紘

東京理科大学維持会会長　森野　義男
　「新たなchallenge」をテーマに東京理科大学藤
嶋昭新学長のメッセージと、講演「2010年経済見
通し」（日通総研　塩畑顧問）、「不老脳をつくる」
（諏訪東京理科大学　篠原教授）に続く懇親会で
は塚本理事長、首都圏支部、こうよう会役員など
からエールを頂戴しました。

（文責　河島　修一郎）
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の手島茂幹事長から次回総会の案内があった。
　東京理科大学、物理学校の両校歌を斉唱し、恒例の記念写真ではカメラマンからの「東京理科大学は？」の
問いかけに、全員で「すばらしい！」と唱和し、笑顔の記念撮影をもってお開きとなった。　（文責　三浦秀文）

日本弁理士会副会長に就任した鈴木一永君を励ます会
平成22年4月2日（金）　19時～
会場　理窓会会議室　参加者16名
　鈴木一永氏（56理・応化）の弁理士会副会長就任
を祝い祝賀会を開催した。遠方からの参加者もあっ
て、理大祭時に行うＯＢ会とは違う顔ぶれとなり、
卒業以来の再会となった者もあった。久しぶりの
再会で参加者一同学生時代の気分に戻って盛会と
なり、会場を理窓会倶楽部に移して歓談を続けた
後、散会した。　　　　　（文責　大和田　康江）

鈴木正次特許事務所
会　長　弁 理 士　鈴　木　正　次
所　長　弁 理 士　涌　井　謙　一
副所長　弁 理 士　山　本　典　弘

弁 理 士　鈴　木　一　永
〒160－0022 東京都新宿区新宿 1 － 1 0 － 3（太田紙興新宿ビル 9 階）
 電話 0 3（ 3 3 5 3）3 4 0 7（代） FAX 0 3（ 3 3 5 9）8 3 4 0
 ホームページ http : //www.suzuki-po.net



26

東京支部　秋季大会
主催者：支部長　酒井 涬（33理・化）
日時：平成21年9月27日（日）　13：30～
会場：森戸記念館　　参加者：55名
招待者：
　東京理科大学理事長・理窓会会長　塚本　桓世
　　　　　　　　　東京理科大学長　竹内　　伸
　　　　　　東京理科大学常務理事　渡辺　恒夫
　　　　　　東京理科大学常務理事　澤　　芳昭
　　　　　　東京理科大学常務理事　村田　雄司
　　　　　東京理科大学維持会会長　森野　義男
　　　　　　こうよう会東京支部長　安田　友芝
　　　　　こうよう会東京副支部長　白井　　隆

情報交換会　13：30～14：15
　1．支部長挨拶　酒井　　涬
　2．常任理事会報告及び質問　亀田　光昭
　3．出席者からの情報提供

講演会　14：30～16：00
　①講師紹介　　副支部長　半谷精一郎
　②講演
　　・講師　古積　博　先生
　　　　　　消防庁消防大学校消防研究センター
　　　　　　技術研究部危険性物質研究室長
昭和48年東京理科大学理工学部卒業、同50年東
京工業大学修士課程修了。同年消防庁入庁、消防
庁予防課、消防研究所主任研究官、危険性研究室

長、現在に至る。消防庁、安全工学会等の各種委
員。この間、米国商務省標準技術研究所留学、平
成8年工学博士取得。

・講演テーマ　「バイオマス燃料の安全性評価」
　地球温暖化、原油価格の上昇それにごみ問題の
ために様々なバイオマス燃料が提案され、いくつか
は実際に使われている。しかしながら事前に十分な
安全性評価を行わないと実用化段階で火災、爆発
をおこすこともあり得る。その典型的な例が三重県
での RDF の爆発事故であり、各地で起きている木
材チップ等の火災である。ここでは、消防研が手掛
けている様々なバイオマス燃料の危険性評価手法、
廃棄物対策研究とその成果を紹介していただいた。

懇親会　16：30～18：00
　酒井支部長の挨拶で始まった懇親会は塚本理事
長・竹内学長・渡辺常務理事・澤常務理事・村田
常務理事・森野維持会会長・こうよう会東京支部
安田支部長・白井副支部長・理窓会埼玉支高野理
事・中埜幹事長のご臨席を賜り、そしてお祝いの
お言葉を頂戴し、和気あいあいの中、松原副支部
長の中締めにてお開きになりました。

酒井支部長 古積講師
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