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　平成22年1月9日（土）午後2時30分から、ホテ
ルメトロポリタンエドモンドで、祝賀会・懇親会
が開催された。
　明治以来続いている新年茶話会が、今年は第
101回に当る。新たな原点の出発点。
　今回はこうよう会の役員、関東近県・関西・四
国・九州の支部長など25名の参加を頂いた。
　総勢260名が、祝賀会・懇親会に参加した。

1.　祝賀会
　１） 開会の挨拶 ７） 叙勲受章者祝辞
　２） 会長挨拶 ８） 3世代理窓会会員特別賞
　３） 新学長祝辞 ９） 坊っちゃん賞受賞者紹介
　４） こうよう会会長祝辞 10） 坊っちゃん賞の贈呈
　５） 叙勲受章者紹介 11） 坊っちゃん賞受賞者祝辞
　６） 記念品贈呈 12） 閉会の挨拶

叙勲の栄を受けられた方々に記念品を贈呈

　①陶山　光行（33理・数）瑞宝小授章
　②前田　　穂（36理・化）瑞宝小授章
　③田村　應和（38理・化）瑞宝小授章

3世代理窓会会員特別賞

　昨年は5組の3世代会員が表彰された。本年は3
組の会員が表彰された。
　受章の謝辞の中で植木キク子氏は、「祖父田中
忠太氏が学校設立者の一人である三守守氏宅に下
宿し、小倉金之助氏と同級であった。」と話された。

　◇田中　忠太（明治38数） 上田　　潔（昭和10数） 植木キク子（36理・物）
　◇宇野繁太郎（昭和11理化） 宇野　格士（42理・物） 宇野　敬則（平15山口・素基）
　◇古川　　清（昭和22数） 古川　博之（53理工・建） 山田　章史（平19理工・情報）

藤嶋新学長　祝辞藤嶋新学長　祝辞塚本会長　挨拶塚本会長　挨拶

司会司会　岡村総一郎氏　　岡村総一郎氏　保倉明子氏保倉明子氏
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第12回　坊っちゃん賞第12回　坊っちゃん賞

　平成22年1月9日の第101回新年茶話会の開会
を前に開催された「第12回坊っちゃん賞受賞式」
で受賞された3氏の業績並びにプロフィールを載
せ、併せて受賞者からのメッセージを紹介する。

樽谷　修氏　昭和32年に理学部化学科を卒業し
国立予防衛生研究所に勤務し、その後、群馬大学
医学部内分泌研究所で助手を務めた。甲状腺の病
状と免疫科学との関連性に係る基礎研究に従事
し、ニューヨークメディカルカレッジに2年間留
学し、最先端の免疫科学を研究し優れた成果を上
げた。帰国後は群馬大学助教授としてヨウ素の化
学的分析手法による甲状腺関連の病気の解明に目
覚ましい業績を上げた。昭和63年に東京理科大学
基礎工学部助教授に就任し教授-嘱託教授を歴任
した。ジャーナリスティックな才能を発揮し、『理
大　科学フォーラム』刊行・「坊っちゃん賞」創設
に尽力し、「サイエンス夢工房」や「親子科学教室」
など、豊かな発想で様々な理科教育に関する企画
を行い具現化を推進した。
　受賞式には病気のため出席できず御子息　隆氏
（平成元年理学部化学科卒業）が代理で賞牌を受
け、受賞後のスピーチで、修氏の感謝と喜びの気
持ちが参会者に伝えられた。
　茶話会では隆氏をお相手に、樽谷　修氏の知己
の人たちから、先生の研究成果・文筆活動・教養

人としての生き方など、多くの功績や思い出が語
られた。

寄本義一氏　昭和45年に工学部電気工学科を卒
業し、太陽計測株式会社を経て現在は凸版印刷株
式会社に勤務し本部長付の要職にある。昭和58
年10月にＩＳＯ準拠のＩＣカードを日本で最初
に開発し実用化に貢献した。現在までに従事した
ＩＣカード開発に関連した事業は数多くあり、銀
行キャッシュカードやＥＭＶクレジットカード・
自動車ＩＣ運転免許証・ＩＣパスポートなど、仕
様の作成に貢献し国内はもとより、国際的なプロ
ジェクト・諸委員会での活躍が目覚ましい。平成
14年度に工業標準化事業功労者表彰・経済産業
大臣表彰の受賞に輝き、永年の開発研究の業績に
対し改めて高い評価が得られた。
　受賞後の喜びのスピーチで、次のように語って
いただいた。
　「新しいものにチャレンジするのは、どのよう
な分野でも相当大きなエネルギーを必要とする
ことを体験的に知りました。今では、銀行ＩＣ
キャッシュカードやクレジットＩＣカード、交
通ＩＣカードを何の不思議もなく使用していま
すが、今から30年近く前には、プリント基板メー

本年度顕彰された方々本年度顕彰された方々

「坊っちゃん賞」受賞者のプロフィール「坊っちゃん賞」受賞者のプロフィール
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カーを訪ねて『厚さ0.75ミリのカードにＩＣチッ
プを埋め込みたい』と話しましたらメーカーの方
全員に大笑いされました。確かに当時は常識外れ
の話ではあったかもしれませんが、チャレンジし
てこそ、技術開発が達成し科学の発展が期待でき
ると考えます。この精神は、恩師関根慶太郎教授
に教えていただいた私の研究・開発姿勢でありま
す。」

武田大智（双雲）氏　平成10年に理工学部情報科
学科を卒業した。ユニークなストリート書道家とし
て活動を始め、ＴＶで取り上げられたドキュメンタ
リーや雑誌などに掲載された作品に寄せられる感
動の声は多く、国民的書家として親しまれている。
　最近では、大河ドラマ『天地人』の題字揮毫で
も、その名を全国に広めている。その他、ＴＶで
放映された番組には『課外授業　ようこそ先輩』
『ＮＨＫワールドニッポン先端人』などがあり、多
くの視聴者から好評を博している。海外からもい

くつかの褒賞を授与されるなど、書道を通しての
芸術活動への貢献並びに成人・子どもたちへの啓
蒙・啓発に対しても高い評価が寄せられている。
　武田氏は、主宰する書道教室との日程調整がで
きず、授賞式には出席できなかったが、代理とし
て杉本健爾氏が出られ、武田氏から寄せられた自
筆の華麗なメッセージを代読した。その概要は次
の通りである。
　「この度は坊っちゃん賞をいただき、光栄に思
います。本来お伺いして御礼を申し上げるところ、
このような文面にて申し訳ございません。私は、
東京理科大学を卒業したことを心から誇りに思っ
ております。大学時代に受けた恩恵は、現在の作
品創りはもとより、自分自身の人格形成にもとて
も役立っております。母校の名に恥じぬようこれ
からも社会に貢献していきたいと思います。
　東京理科大学の益々の繁栄とみなさまの御健勝
と御多幸をお祈り致します。本当にありがとうご
ざいました。」

2.懇親会
　１） 開会の挨拶
　２） 学長祝辞
　３） 乾杯
　４） 歓談
　５） 支部長、及び地方からの
 出席者による挨拶
　６） 歓談
　７） 閉会の挨拶
　８） 万歳三唱

受賞者紹介　田村幹事受賞者紹介　田村幹事

開会の挨拶　池北実行委員長開会の挨拶　池北実行委員長

藤嶋学長が新学長としての所信を表明された
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藤嶋学長が新学長としての所信を表明された藤嶋学長が新学長としての所信を表明された
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