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維持会長、酒井涬・東京支部長、栗原義昭・前神奈
川支部長、青木秀夫・埼玉支部長、並木榮一・理窓
会常任幹事をお迎えし、今年も、教職員部会総会に
続き、千葉支部総会という形式で開催されました。

【教職員部会総会】
　出された議案はすべて承認され、杉浦雅美会長

（匝瑳高校長　49理・応化）に替わり眞田孝則新
会長（検見川高校長　50理化）が就任しました。

【千葉支部総会】
・支部長挨拶　増田重衛
・来賓挨拶　　理科大常務理事　澤　　芳昭

　　　　　　理科大維持会長　森野　義男
・来賓紹介　　千葉支部企業人部会長　水野　澄
　挨拶の中で、澤常務理事からは、神楽坂キャンパ
スの再構築や金町キャンパスの構想について、森野
維持会長からは、「維持会・創立125周年記念募金」
についてのお話をそれぞれ伺うことができました。
また、議事の中で、増田重衛支部長（36理・物）に
替わり水野澄新支部長（40理・数）が就任しました。

【記念講演会】
　今年は、理科大学理工学部情報科学科教授・戸
川美郎先生を講師にお招きしに、「数学オリンピッ
クと、いわゆる『才能』」という演題で約90分のご
講演をいただきました。国際数学オリンピックの
現状と日本の実力や才能については、教育水準才
能や国力とはあまり関係がない。才能は生まれな
がらのものではなく、フェルマーほどの天才でも
後天的であること。才能を発掘するために必要な
ことは、面白い問題にぶつかること、センスのあ
る問題にふれること。また、先生ご自身の経験か
らも、「さりげないセンスのある良い話を高校の
先生から教わることが大切なのではないか？」と
いうお話が大変心を打たれる内容でした。

【懇親会】
　総会に参加していただいた方々はほとんど出席
という状況でした。来賓を代表して、児島紘理窓会

岡山支部　総会
主催者　支部長　赤木　　寛（23理・物）
平成21年5月23日（土）　14時～
会場　ピュアリティーまきび　参加者29名
本部参加者　東京理科大学　理事長　塚本　桓世

理窓会ルネサンス推進特別委員　山田　義幸
東京理科大学維持会会長　森野　義男

　来賓は、東京理科大学理事長・理窓会会長・山
口東京理科大学学長塚本桓世先生、理窓会ルネサ
ンス推進特別委員山田義幸先生、東京理科大学維
持会会長森野義男様の3名を迎え、映像を交えな
がら大学の現状等につきお話を聞き、母校の素晴
らしい発展に大きな喜びを感じた。
　一昨年より始めたミニ講演（20分）は幹事の国富
郷太郎氏から「環境に優しい太陽光発電」と題する
講演を聴き、地球温暖化が世界的な大きな問題に
なっている現在に相応しい勉強をしたと思った。
　懇親会では全員自己紹介、面白い話、有意義な母
校のニュース等が出て楽しい時が過ぎ、最後に校
歌を全員で声高らかに合唱して散会した。22年度
の岡山支部総会は平成22年5月15日（土）の予定。

（文責　赤木　寛）

 
千葉支部　総会

主催者　水野　澄　千葉支部長（40理・数）
平成21年8月23日（日）　13時～
会場　千葉市ポートプラザちば　参加者59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長　森野　義男

　理窓会および理科大学から、児島紘・理窓会幹
事長、澤芳昭・理科大常務理事、森野義男・理科大

支部・諸会だより
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にびっくりしていました。125周年記念事業募金
事業の現況報告とその募金依頼、理窓会五ヵ年計
画、ホームカミングデー、卒業生の把握状況等につ
いても、限られた時間の中で丁寧に説明して戴き
ました。理科大の益々の発展を祈念申し上げます。
　支部総会の活性化の一環として、支部会員によ
る研究発表として、ＨＰの構築の進捗状況や、支
部会員の支部総会への参加拡大に向けての取組み
についても検討しました。こうよう会からの参加
も戴き、昨年に続き大変充実した支部総会になり
ました。　　　　　　　　　　（文責　大峯凱夫）
 
信州（長野）支部　総会

主催者　支部長　大池　義高（41理・数）
平成21年9月26日（土）　11時～
会場　松本市中央公民館（Ｍ－ウイング）　
参加者24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　池北　雅彦
　支部会員の物故者にたいする黙祷後、21年度
信州支部総会を開催した。
　支部長の開催挨拶に続き、支部平成20年度事業
報告、決算報告、幹事会報告を承認した。
　続いて、大学、理窓会本部からの現況報告の後、
例年通り講演会を開催した。本年度は諏訪東京理
科大学機械システムデザイン工学科・河村　洋教
授による「国際宇宙ステーションと日本人宇宙飛行
士の活躍」の演題で約45分間の講演会を実施した。
その後、会場を変えて懇親会に入り、和やかな一時
を過ごし、14：40頃散会した。　（文責　稲坂　勤）

幹事長からご挨拶をいただき、終始和やかな雰囲
気で会は進みました。最後は参加者全員で円陣を
組み、校歌で締め括り、同窓の絆がさらに深まる有
意義な時間となりました。　（文責　宮部　智哉）
 
新潟支部　総会

主催者　支部長　新保　　隆（45理・物）
平成21年8月22日（土）　
会場　高陽荘　参加者20名
本部参加者 東京理科大学常務理事　渡辺　恒夫

理窓会幹事長　児島　　紘
　平成21年度の理窓会新潟支部総会を開催し、前
年度事業報告・決算報告、21年度事業計画・予
算、今後の支部活動などについて協議した後、役
員改選を行い新保隆支部長の後任に木南誠（Ｓ49
年理工学部数学科卒）新支部長を選出した。なお、
当日は、理窓会本部より児島幹事長、渡辺常務理
事のご出席をいただき、それぞれ理窓会会則の改
正・維持会の活動、大学の現状と将来・金町キャ
ンパスの構想等についてお話を伺った。その後、
本部のお二人を囲んで懇親会を催し、和やかなう
ちに散会した。　　　　　　　（文責　木南　誠）

 
宮崎支部　総会

主催者　支部長　大峯　凱夫（42理・応物）
平成21年9月19日（土）　11時40分～
会場　ひまわり荘　参加者17名
本部参加者 東京理科大学常務理事　澤　　芳昭

理窓会ルネサンス推進特別委員　山田　義幸
東京理科大学維持会会長　森野　義男

　大学会館、金町キャンパス構想、入試状況等に
ついて、具体的な説明があり、会員は大学の発展
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青森支部　総会
主催者　支部長　江渡　充芳（34理・物）
平成21年10月3日（土）　18時～
会場　八戸プラザホテル　グレースホール　
参加者14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　山下　　正
　ご来賓の山下正常任幹事様、村田雄司常務理事
様より理科大学の現状や理窓会の会則改定等につ
いてのお話を頂いた。引き続き佐々木孝明幹事よ
り幹事会全般についての報告があった。
　会計報告に引き続き、弘前地区、青森地区、八
戸地区の活動状況が報告された。青森地区で恒例
の小学生向け科学イベント「わくわくサイエンス」
の実施報告があった。この催しには例年、経費の
一部を県支部から補助している。退職者等が小学
校の理科の授業を支援する「理科支援員」（県教育
委員会事業）には会員の渡辺聡明、松尾晴彦、特
別講師に江渡充芳が登録され、それぞれ活躍して
いることが報告された。
　来年度の県支部総会を青森地区が担当すること
に決定し、また理窓会会則改定に伴う人事につい
ても基本的な合意に達し、少人数ながら賑やかな
懇親会に入った。　　　　　（文責　江渡　充芳）

香川支部　総会
主催者　三矢　昌洋（42工・電）
平成21年10月18日（日）　16時～
会場　花樹海　参加者20名
本部参加者 東京理科大学理事　吉本　成香

理窓会幹事長　児島　　紘
東京理科大学維持会会長　森野　義男

　総会は上野幹事の司会でスタートした。三矢支
部長の開会の挨拶に続けて、本学より吉本理事、
森野会長、児島幹事長をお迎えして、理科大、維

宮城支部　総会
主催者　支部長　佐々木　勇三郎（34理・物）
平成21年10月3日（土）　16時30分～
会場　仙台ガーデンパレス　参加者16名
本部参加者　　
　東京理科大学理事長・理窓会会長 塚本　桓世

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、当宮城支部会の50周年に当たり、その
記念・祝賀会といたしました。
　総会では、平塚正好氏（昭18数学）を議長に選出
し、活動報告・計画・会計報告を行い承認されました。
　懇親・支部会に先立ち、ご来賓からご祝辞とお
話をいただきました。塚本理事長のお話「母校の
現状と将来計画」は、同窓生に新たな感動を与え
ておりました。本部持参のプロジェクターによる
ものでした。森野会長の「維持会の活動」のお話は、
強い説得力を持っていたようです。同席の大先輩
から「宮城支部として記録に残す125周年寄付を
してはどうかね」とのアドバイスをいただき、今
一度努力してみることにしました。
　卒業生の名簿の充実は、支部活動にとって基本
です。児島幹事長が推進して来た理窓会ルネサン
ス活動などで、年々在県同窓生がきちっと把握出
来るようになってきております。当支部でも、総
会案内等を全員に発送し、移動情報をつかみ、名
簿更新に協力しております。
　今回は、平成18年卒の参加者に加えて、参加で
きない同窓生のお母さんから、「理事長さんが来
られるそうですね、私、代わりになります」との
電話をいただき、参加を歓迎しました。これも、
50周年記念の記録となりました。
　懇親・交流会では、ご来賓の皆様も各テーブルを
回りながら懇談して頂いたので、大変な盛り上がりと
なり、大幅な時間延長でした。　（文責　佐藤　芳博）
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ワーポイントを使用して、理窓会の5年間の課題、
会費納入状況、創立125周年記念事業についての
お話しがありました。
　最近は参加者も減少傾向にあり、これに歯止
めをかけるべく、特別企画として講演とミニコン
サートを計画しました。理科大数学研究会名誉会
長・長野東先生の『予測のための中等数学』の発行
についてのご講演は、理科大創立からの理念「数
学は生活に役立つもの」という願いを込めて作ら
れた実験教科書『予測のための中等数学』について
のお話しで、沢山の資料を準備された分かり易く、
80才を超えた方の声とは思われない張りのある
声、70分間熱のこもったご講演で会員に感銘を与
えて下さいました。引き続き布井祥子さんのミニ
コンサートで「帰ろかな大阪」はじめ40分間の素晴
らしい歌声に聞き惚れました。直ぐ懇親会に移り、
本部からのお二人の先生、長野先生・布井祥子さ
んを囲んで、出席した会員全員からも近況報告が
あり、大変盛り上がった和やかな懇親会で、午後7
時30分散会しました。　　　　（文責　三浦　優）
  
静岡県中部理窓会　総会

主催者　中部理窓会会長　初田　昇（40理・化）
平成21年10月24日（土）　18時～
会場　静岡第一ホテル　レストラン渓邦　
参加者35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
・総会出席者を30人以上にすることに常に心がけ

持会、理窓会の状況報告を聞いた。特に理科大の
一部移転の話は、あまりの変貌ぶりに驚愕した。
　次に香川県水利組合相談役、農学博士の長町博
氏をお迎えして、「さぬきのため池文化と水」とい
う演題で講演を頂いた。香川県は昔から水不足に
悩まされている地域であるが、その渦中で香川県
民のために最悪な事態にならないように尽力され
た方である。現に今まで、給水騒ぎになったのは
かつて1回だけであることが、彼の働きを証明し
ている。いろいろな苦労話に思わず、「感謝」と心
でつぶやいたほどだ。
　このあと、待ちに待った懇親会に移り、喉を潤し
ながら、全員が名刺交換をして懇親を深めた、松
村賢氏によるハーモニカの演奏で最高潮となり、
あっという間の3時間が過ぎた。最後に児島幹事
長に締めていただき、盛況のうちに閉会となった。

（文責　田中　正樹）

秋田支部　総会
主催者　支部長　三浦　優（31理・数）
平成21年10月24日（土）　13時～
会場　イヤタカ　参加者24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　池北　雅彦
　三浦支部長の挨拶につづいて会務報告、会計報
告、125周年記念募金の秋田支部の状況を説明。
まだ目標額に到達していない現状を話し募金の協
力のお願いをした。今年は役員改選の年で、改選
の結果、全員再選された。次に本部からお出でに
なりましたお二人の先生方よりお話しが
ありました。村田先生からは、大学の受験
者数の推移、葛飾キャンパスの設置計画・
概要、大学会館や委託研究等についての
お話しがありました。池北先生からはパ
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長崎支部　総会
主催者　支部長　井手　義道（38理・物）
平成21年11月15日（日）　11時～
会場　料亭ひらきや　参加者17名
本部参加者 東京理科大学理事　幡野　　純

理窓会ルネサンス推進特別委員　田村　應和
東京理科大学維持会会長　森野　義男

山口東京理科大学教授　酒井　吉雄
　総会開催のはじめに「物故者」へ黙祷、その後井
手支部長の挨拶。
　ルネッサンス推進特別委員 田村應和先生より
理窓会の活動・現状報告。理事 幡野純先生より
理科大の現状と将来について。理事・維持会会長 
森野義男氏より125周年募金の現状と報告、山口
東京理科大学教授 酒井吉雄先生より山口東京理
科大学の現状の報告等がなされた。
　県幹事の吉田忠司氏より長崎支部の会計報告が
あり理窓会からの補助金が支部会の運営に大変役
立っているとのことの報告がなされた。
　総会終了後には数学科・卒業生布井祥子さんの
ミニライブでひと時を楽しんだ。
　懇親会では出席者の近況報告をいただき、お互
いに学生時代に戻り、話に花が咲き、健康などに
ついても話し合い、来年の再会を誓い終了した。

（文責　井手義道）
 
41理・数学科同期会

平成21年11月1日
会場　東京理科大学神楽坂校舎11号館
　昭和41年理学部一部数学科卒の同期会をＨＣ
Ｄに行った。昨年7月に滋賀県奥飛騨の平湯温泉
で41Ｓ同期会を行い、次回はＨＣＤの日に神楽坂
でと約束した。当日は29名の同期が、神栄サービ
ス（学食）のケイタリングで気楽な立食パーティー

ている。　・中部理窓会のＨＰを充実することに
努力している。　・新卒から約5年前にさかのぼ
り全員に葉書を出し、総会出席を促している。（若
手の確保に力を入れている。）

（文責　海野　俊彦）

福岡支部　総会
主催者　支部長　長　　信成（48理工・物）
平成21年11月14日（土）　15時～
会場　博多パークホテル　参加者26名
本部参加者 東京理科大学理事　幡野　　純

理窓会ルネサンス推進特別委員　山田　義幸
東京理科大学維持会会長　森野　義男

山口東京理科大学教授　酒井　吉雄
　例年福岡支部総会は11月23日（勤労感謝の日）
に開催していましたが、3連休が続くと集まりが悪
く、昨年今年と一週間前の土曜日に開催しました。
　今年は、大塚製薬工場専務取締役　梶原　純氏

（53年理学部応用物理学科卒）をお招きし、大塚製
薬等についてお話しを伺いました。理科大卒業生
も教職や技術・研究職以外にさまざまな分野で活
躍している様子が分かりました。
　また、大学及び理窓会本部からは山田義幸ルネ
サンス推進特別委員、幡野純理事、森野義男理事・
維持会会長、山口東京理科大学から酒井吉雄教授
及びこうよう会から山口秀登福岡支部長他2名の
役員さんに参加いただき開催しました。
　本年の参加者の最高齢は昭和20年応用物理卒
安部　愼さんから平成21年理工・物理学科卒の
多良博海さんまで平成の卒業生6名参加してくれ
ました。
　来年の支部総会は平成22年11月3日（文化の
日）に博多パークホテルで開催する予定です。

（文責　長　信成）
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物理研究部ＯＢと現役の会
平成21年11月1日
会場　東京理科大学神楽坂校舎352教室
参加者31名
　本研究部は長年の歴史があり、多くのＯＢが各
界で活躍している。これまでも時々各年代でＯＢ
会が催されていたが、全体のＯＢ会は連絡網が整
備できていないこともあり実施できずにいた。し
かし、昨年度のＨＣＤで連絡できる範囲の方々に
連絡をとり、現役の部員にも声をかけたところ約
40名の参加があった。
　計画が遅れたため、都合のつかない人も多く、
ＯＢ17名、現役学生14名であった。3号館の教室
で、ＯＢのお話と学生による活動報告等を行った
後、ケイタリングサービスを利用して盛大に懇親
を深めることができた。
これからは毎年ＨＣＤに実施しようと約束して散
会した。
　この記事をご覧になった物研ＯＢの方は下記の
アドレスに是非ご連絡ください。

enomoto＠rs.kagu.tus.ac.jp
宜しくお願いします。

（文責　榎本　成己）
 

を行い、思い出話や近況報告に花が咲いた。次回
は新潟で行なうことを約束し散会した。

（文責　坂本　功）
 
44S同期会

平成21年11月1日　参加者19名
　私たちは昨年度第1回同期会を開催したが、今
年度は理窓会で卒業40周年の懇親会が用意され
るというので、もっと仲間を誘って参加しようと
いうことになり、今回の同期会になった。
　卒業40周年の懇親会は研究社ビル地下2階の
大会議室で開催された。会場には卒業20周年、30
周年の人たちも招かれていたが、私たち14名はひ
ときわ目立つ存在で、大いに盛り上った。その後、
近くの居酒屋に移り、44Ｓ同期会を行った。ここ
では19名になり、アルコールも十分に入りますま
す盛り上がり、学生時代に舞い戻った感があった。
昔の仲間は本当にいいものである。
　次の大きな目標は、卒業50周年の懇親会に大勢
で元気に出席することである。10年後だが、その
ため今日からの日々を明るく楽しく過ごすことが
大事である。
　次年度は、旅行もかねて、福島県会津若松市で
同期会を開催することに意見が一致し、盛会のう
ちに終了した。　　　　　（文責　小久保　正己）
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群馬支部　総会
主催者　支部長　田村　功（38理・化）
平成21年11月28日（土）　16時～
会場　ウェルシティー前橋　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　山下　　正
　総会では、田村理窓会群馬支部長挨拶のあと。
理窓会常任幹事　山下正様より理窓会の現況や
果実実施されたホームカミングデー2009の様子
を伺い、東京理科大学常務理事　渡辺恒夫様か
ら125周年記念事業や大学改革についての説明を
伺った。議事では長年にわたり群馬支部長として
尽力された田村氏に代わって、新支部長として深
澤知明氏を選出した。また、奈良教育会群馬支部
長より教育界についての様子を伺った。
　出席者は教育関係の現職・ＯＢの方々や民間企
業の方々も加わり、懇親会では出席者一人一人の
現況を報告した。大学在学中の思い出や卒業後の
経歴、趣味や健康、企業での取り組みや教育現場
の状況など話題は豊富でなごやかな会となった。
　今後、実業界と教育界がお互いが協力しあって
来年度はさらに参加者を増やし、この会がますま
す盛んになることを願い盛会の内に終了した。

（文責　富田　忍）

茨城支部　総会
主催者　支部長　平田　増三（23数）
平成21年10月25日（土）　10時30分～
会場　ホテルニューつたや　参加者26名
本部参加者 東京理科大学理事　幡野　　純

理窓会ルネサンス推進特別委員　山田　義幸
　今年は、26名の同窓が参加しました。当日は、
大学より、幡野純理事、山田義幸ルネッサンス推
進特別委員にご出席いただき、東京理科大学およ
び理窓会の近況について、「新たに葛飾キャンパ
スの建設を進めていること」「理窓会の組織改革」
など、プロジェクターを用いて、丁寧に説明して
いただきました。後半は、懇親会において、自己
紹介など懇親を深めました。
　支部総会が当初の予定より時間を要したため、
懇親会の時間が少し短くなりましたが、和やかな
雰囲気のなかで、親睦を深め、初めて出席した方
も、楽しいひとときを過ごしました。最後に、学
生時代を思い出しながら、全員で校歌を斉唱して
会を閉じました。
　次年度は県北地区において開催する予定です。

（文責　藤田　修）

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
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