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　平成22年度支部長会は、10時から12時頃まで、
全国47支部中40支部の支部長（代理を含む）並び
に理窓会会長及び理窓会副会長の出席で行われ
た。組織改編により支部長も全員代議員となった。
　山田義幸会長からの挨拶後、「支部活動活性化」
をテーマについて意見交換に入り、司会の森野義
男副会長が支部長を指名して取り組みについての
報告をいただいた。
　柴田大阪支部長（理窓会副会長）からは2年毎に
関西合同総会を開催し、顔と名前が一致するよう
になる支部交流により参加の継続が図れることが
紹介された。また、魅力あるイベントの開催（和
歌山支部「マグロの解体ショー」）、現役学生への
支援（滋賀「鳥人間コンテスト」など）、こうよう
会との連携などを通して、支部活動への参加者を
増やす工夫がされている。
　大野静岡支部長から毎年3地区（東・中央・遠州）
で総会を開催しているとの工夫が紹介された。広
島や神奈川など面積が広く会員も多い地区では県

庁所在地だけでなく、各地区持ち回りで総会を開
催し、開催地区の特色にあわせたイベントを行う
などの工夫がされている。
　東京を中心とする首都圏各支部でも総会等に相
互参加することにより支部間の交流が図られてい
る。青木埼玉支部長より久喜キャンパスでの総会
開催、理大祭への支援等により学生との交流を図
ることによって、理窓会への認知度を高める活動
が行われていることが報告された。
　若い会員を役員に迎えたり、講演会を地元の人
たちに開放したりするなど、各地方毎に様々な工
夫を凝らして活性化に取り組んでいることが報告
された。
　山田会長から理窓会としてはホームページで支
部活動を公開し、「理科大today」でもＰＲはして
いるが、同窓に対して存在をアピールする活動が
必要であり、大学・理窓会の存在を再認識しても
らえるような活動を企画していきたいとの発言が
あった。

■  支　部　長　会　報　告  ■
（会場：大会議室　時間：10時～）

山田会長挨拶 司会　森野副会長
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　組織改編後初めての代議員総会が、神楽坂校舎
1号館17階記念講堂に於て、池北副会長の司会進
行により上記の次第に従い行われた。出席者は代
議員130名、委任状は23通であった。
　山田義幸理窓会会長から、塚本前会長の並々な
らぬ努力への謝意と、実りある理窓会を作るため
にご参加の方々の真摯な審議・支援をお願いする
旨の挨拶の後、副会長8名・常務委員12名（欠席1
名）が前に出て整列し自己紹介をした。
　東京理科大学 塚本桓世理事長からの来賓挨拶で
は東京理科大学の現状の紹介として、神楽坂キャ
ンパスの改修と建設中の大学会館、茨城県の大子
に学生のための研修施設を設置したことが報告さ
れた。また、東京理科大学 藤嶋学長と諏訪東京理
科大学 河村学長が新しく就任されたことや、教育・

研究環境の整備では葛飾新キャンパスを加えて、
グローバル化を目指していくことが紹介された。最
後に葛飾新キャンパスのＣＧ動画が上映された。
　山田会長の所信表明に続いて、山田会長が議長
をつとめ、次第に従って議事を行った。活発な審議
がなされた後、すべてが承認された。議事の最後に
塚本前理窓会会長の名誉会長就任が承認された。
　引き続き、田村副会長より「理窓会ルネサンス
の最終報告について」、石神常務委員より「理窓会
第5回ホームカミングデー」について報告があっ
た。最後に森野氏より東京理科大学維持会会長と
して「創立125周年記念事業募金報告および維持
拡充資金（第二期）募金説明について」、また理窓
会副会長として「大学会館について」の報告がな
された。

■  代議員総会報告  ■

司会　池北副会長

福田副会長

栗原副会長

平成二十二年度　理窓会代議員総会次第
平成22年6月20日（日）13：00より　神楽坂校舎1号館17F　記念講堂

  司　会 池北副会長
一、 挨拶　 理窓会　会　長 山田　義幸
二、 役員紹介 
三、 来賓挨拶 学校法人東京理科大学　理事長 塚本　桓世
四、 会長所信表明 山田会長
五、 議事 議　長 山田会長
 （一）平成二十一年度理窓会会務報告（案） 　栗原副会長
 （二）平成二十一年度理窓会収支決算（案） 　福田副会長
 並びに監査報告 栗原監査委員
 （三）平成二十二年度理窓会事業計画・行事日程（案） 　栗原副会長
 （四）理窓会館建設基金ならびに理窓会基金の取り崩しについて 福田副会長
 （五）平成二十二年度理窓会予算（案） 　福田副会長
 （六）名誉会長について 　栗原副会長
六、 報告事項 
 （一）理窓会ルネサンスの最終報告について 　田村副会長
 （二）理窓会第五回ホームカミングデーについて 石神常務委員
 （三）創立百二十五周年記念事業募金報告および 
  　　　維持拡充資金（第二期）募金説明について
  学校法人東京理科大学　維持会会長 森野　義男
 （四）大学会館について  森野副会長
 （五）その他

以上

（会場：記念講堂　時間：13時～）
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《事業報告》
1. 第1回坊っちゃん科学賞研究論文コンテストの実施
・ 第1回坊っちゃん科学賞研究論文コンテスト（高
校部門）を、東京理科大学と共催で研究論文を募
集し、発表会・表彰式を平成21年11月1日（日）
神楽坂キャンパスで実施

2. 理窓会入会式の実施
・ 第3回理窓会入会式を、平成22年3月19日（金）
東京理科大学学位記・修了証書授与式に引き続
いて日本武道館で実施
・ 記念講演講師：秋山　仁氏（44理・応数）

3. ホームカミングデーの開催
・ 第4回ホームカミングデーを東京理科大学との
共催で、平成21年11月1日（日）神楽坂キャンパ
スで開催

4. 会費納入会員の増強
・ 住所登録者数：96,401名（平成22年3月31日現在）
・ 会費納入会員数：11,890名

（参考）
平成21年度卒業・修了生数：5,238名・学部卒業生：
3,823名（理科大：3,513名、山口理科大：87名、諏訪
理科大：223名）／・専攻科修了生：17名（理科大：
理学専攻17名）／・大学院修士課程修了生：1,339名（理
科大：1,315名、山口理科大：11名、諏訪理科大：13名）
／・大学院博士課程修了生：59名（理科大：59名）
5. 支部活動の活性化支援
（1） 支部総会への本部役員派遣
（2） 支部活動補助金の支給
6. 在校生・新卒業生に対する支援
・ 学位記ホルダーの補助
・ 学園祭補助（神楽坂、野田、久喜、山口理科大、
諏訪理科大）
・ 新入生歓迎行事補助（神楽坂）

7. 「理窓」及び「理科大today」の発行
 「理窓」：年4回（通巻462号～465号　15,000部
～15,500部）
 「理科大today」（第7号109,000部、第8号107,000
部）

8. 「理窓会のしおり」の作成　（7,000部）
9. インターネットの活用
（1） 本部ホームページと支部ホームページの充実
（2） 大学の卒業生専用インターネットサービスの活用
・ 平成17年12月から全卒業生に終身メールアド
レスの付与／・平成19年度より終身メールアド
レス登録者にメールマガジンの送付

10.理窓会における顕彰（新年茶話会において）
（1） 叙勲受章者に記念品贈呈
 陶山　光行　33理・数（瑞宝小綬章）
 前田　　穂　36理・化（瑞宝小綬章）
 田村　應和　38理・数（瑞宝小綬章）

（2） 坊っちゃん賞贈呈
第12回坊っちゃん賞贈呈： 3名
 樽谷　　修　32理・化
 寄本　義一　45工・電
 武田　双雲　平10理工・情

（3） 3世代理窓会員特別賞
 田中　忠太（明38数）／上田　潔（昭10数）／植
木　キク子（昭36理・物）／宇野　繁太郎（昭11
理化）／宇野　格士（昭42理・物）／宇野　敬則（平
15山口・素基）／古川　清（昭22数）／古川　
博之（昭53理工・建）／山田　章史（平19理工・情）

11.組織化推進
（1） 卒業年次幹事制度の導入
 3大学に平成20年卒業生から卒業年次幹事の選
出を各学科に依頼

（2） 理窓会会則等に関する規程の改正ならびに制定
・ 理窓会会則の抜本的改正
 幹事という役職名を代議員という名称に変更す
る。／支部長を役職指定の代議員とし、支部長
が推薦する代議員、代議員推薦委員会が推薦す
る代議員の3区分とする。／代議員の定員を大
幅に増員する。／役員として複数からなる副会
長を設け、会長と共に正副会長会を構成し、基
本的な方針を策定する。／常任幹事会に相当す
る機関として、常務委員会を置き、その委員は
正副会長会が指名する。
・ 理窓会細則の制定（理窓会会則、理窓会細則は、
平成21年6月21日幹事会承認）／・「役員選挙
管理委員会規程」の制定（平成21年9月15日）／・
「役員候補者推薦委員会規程」の制定（平成21年
10月20日）／・「代議員候補者推薦実施要領」
の制定（平成21年10月20日）／・「会長信任投票・
副会長承認投票・監査委員選挙実施要領」の制
定（平成21年11月17日）

（3） 新規関連団体の届出、名称変更の届出
・ 大成理窓会（平成21年4月）／・Ⅰ部軟式庭球
部ＯＢ会（平成21年6月）／・山武理窓会（平成
21年6月）／・関西理窓会連合会（平成21年7月）
／・東京理科大学五・七同窓会（平成21年9月）
／・理窓ビジネス同友会（平成21年12月・理窓
企業人会からの名称変更）

平成21年度理窓会会務報告
（平成21年4月1日～平成22年3月31日）
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平成21年度　理窓会収支決算書
（自平成21年4月1日～至平成22年3月31日）

（単位　円）

収入の部
会費 91,232,591
広告料 15,623,000
ＨＣＤ協賛金 15,000,000
寄付金 164,660
手数料 638,054
利息収入 87,251
雑収入 54,850
当期収入合計 122,800,406
前期繰越金 64,774,862
収入合計 187,575,268

支出の部
1. 会議費 3,121,873
 幹事会費 2,809,365
 役員会費 312,508
2. 事業費 49,624,902
 （1） 「理窓」ほか発行費 （36,227,781）
  理　　　窓 13,075,502
  理科大today 23,152,279
 （2） 事業活動費 （12,425,496）
  派　遣　費 1,587,080
  補　助　費 4,143,100
  組　織　費 4,604,990
  特別事業費 1,663,114
  各種委員会費 400,212
  会費割戻金 27,000
 （3） 名簿管理費 （971,625）
3. 選挙費 329,485
 管理委員会費 68,550
 印　刷　費 156,975
 通　信　費 103,960
4. 事務費 8,510,659
 給与・手当 3,448,329
 事務通信費 1,710,101
 事務印刷費 1,073,049
 消 耗 品 費 768,391
 雑　　   費 101,806
 振替手数料 1,408,983
5. ホームカミングデー経費 47,341,330
6. 特別会計補助 1,095,697

小　　　　 計 110,023,946
8. 予備費 3,287,566
 第1予備費 3,287,566
 第2予備費 0
当期支出合計 113,311,512
当期収支差額 9,488,894
長期別途積立金 10,000,000
次期繰越金 64,263,756
支出の部合計 187,575,268

（平成22年3月31日現在　27団体）
12．各委員会の活動
（1） 総務委員会
（2） 財務委員会
（3） 会則改定委員会
（4） 坊っちゃん賞選考委員会
（5） 倶楽部運営委員会
（6） ホームカミングデー実行委員会
（7） 坊っちゃん科学賞推進委員会
（8） 新年茶話会実行委員会
（9） 会長杯ゴルフ委員会
（10） 在校生対応委員会
（11） 125周年募金支援対策委員会
（12） ルネサンス推進特別委員会
（13） 「理窓」編集委員会
（14） 「理科大today」編集委員会
（15） ホームページ委員会
（16） 役員選挙管理委員会
（17） 役員候補者推薦委員会
13．理窓会倶楽部の運営
（1） 運営委員会：8回開催
（2） 理窓会倶楽部懇親会開催：平成21年4月7日（木）

82名出席
（3） 落語会開催：平成21年9月25日（金）41名出席

《行事報告》
1. 理窓会常任幹事会：13回開催
2. 支部長会開催：42名出席
・ 平成21年6月21日（日）10：00～12：00

3. 理窓会幹事会開催：99名出席（委任状29名）
・ 平成21年6月21日（日）13：30～16：00

4. 同窓懇親会開催：99名参加
・ 平成21年6月21日（日）16：00～17：30

5. 第6回理窓会会長杯ゴルフコンペ開催
・ 平成21年11月14日（土）開催：30名参加

6. 第101回新年茶話会開催：233名参加
・ 平成22年1月9日（土）14：30～17：30

《新支部長》（日付は常任幹事会承認日）
・ 東京支部　酒井　　涬（33理・化）（21.6.16）
・ 兵庫支部　宮宅　勇二（51理工・建）（21.7.21）
・ 千葉支部　水野　　澄（40理・数）（21.9.15）
・ 山梨支部　八巻　勇三（36理・数）（21.10.20）
・ 茨城支部　大久保　清（30理・化）（21.11.17）
・ 静岡支部　大野　幸人（48理・化）（21.12.15）
・ 群馬支部　深澤　知明（49理・応物）（21.12.15）
・ 新潟支部　木南　　誠（49理工・数）（21.12.15）
・ 沖縄支部　仲里　恒雄（35理・物）（21.12.15）
・ 岩手支部　菅原　　通（48理工・数）（22.1.29）
・ 青森支部　阿保　民博（48理工・物）（22.3.23）
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平成21年度　財産目録
（平成22年3月31日現在）

（単位　円）

資産の部
1. 流動資産
（1）銀行預金
 普通預金　1 三菱東京UFJ 378,493
 普通預金　2 三菱東京UFJ 3,738,879
 普通預金　3 三菱東京UFJ 1,120,453
 普通預金　4 三菱東京UFJ 680,139
 普通預金　5 三菱東京UFJ 14,603,327
 普通預金　6 みずほ 18,442,863
 普通預金　7 りそな 11,966,125
 普通預金　8 三井住友 9,504,775
 普通預金　9 三菱東京UFJ（DC） 172,450
 普通預金　10 みずほ（UC） 2,321,054
 定期預金 三菱東京UFJ 50,000,000
（2）郵便振替預金
 郵貯振替貯金1 1,258,340
 郵貯振替貯金2 643,890
（3）手持ち現金 58,318
（4）貯蔵品
 貯蔵品1（ネクタイ、スカーフ） 929,940
 貯蔵品2（理科大グッツ） 3,030,886

流動資産合計 118,849,932

2.固定資産
 長期貸付金（理窓倶楽部） 13,000,000
 理窓会基金 三菱東京UFJ 4,699,225
 理窓会館建設基金 みずほ 9,485,948

固定資産合計 27,185,173
資産合計 146,035,105
正味財産 145,409,755

負債の部
1. 流動負債

 東京理科大学授業料振替 625,350

負債合計 625,350

平成21年度　一般会計貸借対照表
（平成22年3月31日現在）

（単位　円）

資産の部
1. 流動資産
　　現金および預金 64,889,106
　　長期別途積立金 50,000,000
　　貯蔵品1（ネクタイ・スカーフ） 929,940
　　貯蔵品2（理科大グッズ） 3,030,886

流動資産合計 118,849,932
2. 固定資産

　　理窓会基金 4,699,225
　　理窓会館建設基金 9,485,948
　　長期貸付金（理窓会倶楽部） 13,000,000
固定資産合計 27,185,173
資産合計 146,035,105

負債の部
1.流動負債

当期預かり金 625,350

負債合計 625,350

正味財産の部
正味財産合計 145,409,755
負債及び正味財産 146,035,105

会場から見えたスカイツリー
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平成22年度　理窓会予算書
（自平成22年4月1日～至平成23年3月31日）

（単位　円）

収入の部 摘要
会費 100,000,000
短期会費（年会費） 10,000,000
長期会費 90,000,000
　（15年会費） 10,000,000 既卒者
　（前受15年会費） 80,000,000 在校生
広告料 12,500,000 HCD企業協賛金含む
ＨＣＤ協賛金 15,000,000 大学より
参加費 2,100,000 新年茶話会等参加費
寄付金 200,000
手数料 300,000 カード還元手数料
基金の取崩し 14,000,000 理窓会・建設基金
利息収入 100,000
雑収入 100,000
当期収入合計 144,300,000 Ａ
前期繰越金 64,263,756 Ｂ
収入合計 208,563,756 Ａ＋Ｂ

（単位　円）

支出の部 摘要
1.会議費 3,800,000
　代議員総会費 3,500,000 参加費含む
　役員会費 300,000
2.事業費 57,200,000
（1）「理窓」他発行費 （38,000,000）
　理　　　窓 14,000,000 発行部数増
　理科大today 24,000,000 発行部数増
（2）事業活動費 （17,700,000）
　派　遣　費 1,500,000
　補　助　費 4,600,000 支部等補助他
　組　織　費 8,400,000 記念品、他
　特別事業費 2,500,000 坊っちゃん科学賞
　顕彰費 300,000 叙勲記念品等
　各種委員会費 300,000
　会費割戻金 100,000
（3）名簿管理費 （1,500,000）
3.選挙費 0
4.事務費 9,800,000
　給与・手当 3,600,000
　役員交通費 900,000
　事務通信費 1,500,000
　事務印刷費 1,300,000
　消耗品費 900,000
　雑　　　費 200,000
　振替手数料 1,400,000
5.ホームカミングデー経費 45,000,000 企業協賛金含む
6.新年茶話会費 2,500,000 参加費含む

小　　　　 計 118,300,000
7.大学会館移転費 14,000,000
9.予備費 5,000,000
　当期支出合計 137,300,000 Ｃ
　当期収支差額 7,000,000 Ａ－Ｃ
　長期別途積立金 10,000,000
　次期繰越金 61,263,756
　支出の部合計 208,563,756 Ｃ＋Ｄ＋Ｅ

平成22年度理窓会事業計画・行事日程
（平成22年4月1日～平成23年3月31日）

《事業計画》
1. ホームカミングデーの開催
2. 入会式の実施
3. 坊っちゃん科学賞研究論文コンテスト（高校部門）
の実施

4. 会費納入会員の増強
5. 支部活動の活性化支援
6. 在学生に対する支援
7. 「理窓」及び「理科大today」の発行
8. インターネットの活用
9. 理窓会における顕彰（叙勲・褒章・坊っちゃん賞・
三世代理窓会員・顧問・参与等）

10. 組織化推進
11. 理窓会倶楽部の運営
12. 大学会館への移転

《行事日程》
平成22年  4月 7日（水） 第1回正副会長会
  4月13日（火） 第1回常務委員会
  5月11日（火） 第2回常務委員会
  6月 8日（火） 第3回常務委員会
  6月20日（日） 支部長会・代議員総会・
  同窓懇親会
 7月13日（火） 第4回常務委員会
 9月14日（火） 第5回常務委員会
 10月12日（火） 第6回常務委員会
 10月31日（日） 第5回ホームカミン

グデー（神楽坂校舎）
／第2回坊っちゃん科
学賞研究論文コンテ
スト発表会

 11月 6日（土） 第7回会長杯ゴルフ大会
 11月 9日（火） 第7回常務委員会
 12月14日（火） 第8回常務委員会
平成23年 1月 8日（土） 第102回新年茶話会
 1月11日（火） 第9回常務委員会
 2月 8日（火） 第10回常務委員会
 3月 8日（火） 第11回常務委員会
 3月19日（土） 第4回理窓会入会式
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　代議員総会終了後、平成22年度理窓会同窓懇親
会が、柴田副会長の司会進行で開催された。出席
者は121名。
　まず山田会長が歓迎の挨拶を述べ、続いて、藤
嶋昭東京理科大学学長から「理科大生と肌で接し、
伝統の実力主義と授業の出席率に感心し、大いな
る期待をしている」と祝辞が述べられた。保護者
会・こうよう会からも会長他4名の役員の方が交
流のために出席され、挨拶された。こうした保護

者の方々と同窓との交流を通して理窓会の時代を
担う人材の参加を促進することに期待したい。
　名誉会長に就任された塚本桓世理事長の乾杯の
発声で、歓談に入った。理窓会芸能部として落語
家歌助師匠と歌手の祥子さんによる挨拶を挟み、
神楽坂での再会、各支部の情報交換など和やかな
雰囲気のなか、賑やかに懇親が続き、宮川副会長
による関東一本締めの音頭で盛会裏にお開きと
なった。

来賓祝辞 こうよう会役員

藤嶋学長　祝辞塚本理事長　乾杯 山田会長　挨拶

■  同　窓　懇　親　会  ■
（会場：大会議室　時間：15時～）




