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常務委員紹介
　編集委員会から、常務委員の方々に「挨拶と抱
負、今後の理窓会の課題等、自由に記述して下さ
い。」と依頼し掲載しました。

水野　澄（40理・数）

継続することで、さらに力を
　新体制で、坊っちゃん科
学賞の実行委員を拝命。新
しい革袋には新酒を、の思
いから前提は交替するはず

が全国支部のご支援で「坊っちゃん科学賞」は継
承されるべきとの理解に至りました。
　理窓会ルネサンス推進特別委員が新設され内
務、広報、事業の3部門スタートは4年前、通算2
期6年の常任幹事でした。17万人会員の巨大組織
だけに理窓会の運営には仕分け業務と第三者評価
の視点こそ肝要と思います。また、抜本的な今回
の組織改革の下、新たな展望と施策によって活性
化が進展し、旗めく支部活動が期待でもあります。
　創意工夫とこれからの実績によって“仏に入魂”
が大きなテーマとなるでありましょう。
　「去年今年つらぬく棒の如きもの」を思いかえし
て、今回の抜本改革を貫く棒の如きものとは何か。
　ご関係各位の期待に応えるべく、理窓会の信頼
構築に微力を尽くしたいと存じます。なお一層の
ご指導をお願い申し上げます。（千葉支部長）

鈴木宏司（41理･物）

　このたび常務委員を仰せ
つかりました鈴木です。神
奈川の支部長を3年間やっ
た程度で、本部の活動状況
等をまだ十分に把握してお

りませんが、これを機におおいに研鑽を積んで、

理窓会の発展に尽くす所存でございます。
　「理窓」4月号の冒頭で山田会長が“理窓会ルネ
サンス5カ年計画の枠組みを継承し、17万人会員
と大学の発展に貢献できる活動を志す”と述べて
おられます。この言葉を念頭に、しっかりと会長
を支えて新体制の早期軌道化に努めながら、諸々
の課題に積極的に取り組み、その解決に微力なが
ら力を注ぎたいと思っております。
　新参者ですので、経歴を簡単に述べますと、昭
和41年理学部物理学科を卒業しました。卒業後、
神奈川県内の高校に勤務し、県教育委員会等を経
て県立横浜翠嵐高校長、県立総合教育センター所
長をやり、平成16年に定年退職致しました。その
後、私立短期大学に勤め、そこも平成20年に退職
したところです。
　以上です。皆様のご支援、ご協力をよろしくお
願い申し上げます。

松野　直（41理・物）

　理窓光学会設立から30余
年、理窓会関連団体として
毎年講演会を開催し微力な
がら理窓会を応援して参り
ました。この度、新たな理

窓会組織のもと、常務委員を委嘱され、身の引き
締まる思いでおります。来春には大学会館が完成
し、理窓会活動も益々盛んになることが期待され
ます。現在、首都圏は交通の利便性もあり、ＨＣ
Ｄなどの活動が活発になされておりますが、本部
と地方支部との関系は、まだ改善すべき問題があ
るように思えます。大学会館を起点とし、本部と
支部との関係はもちろんのこと、こうよう会各支
部さらには首都圏在住の地方出身のOBと支部と
の橋渡し等を盛んにし、全国的な盛り上がりを作
ることが将来性のある理窓会の姿と考えておりま
す。それらの内、どれだけの事が実現できるか委
員会に諮り努力してまいりたいと思います。ご指
導の程よろしくお願い申し上げます。
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松井辰男（41理･化）

新体制による理窓会の飛躍
のために
　今年より理窓会、会則変
更により組織改定なされ常
務委員が新設されました。

第一回の常務委員に就任させていただき、この大
役をどう務めさせていただくかを重く受け止めて
おります。過去三年間の常任幹事も何とか無事に
勤めさせてもらえたのも大学関係の方々の多大な
るご支援とご指導によるものと感謝しておりま
す。この経験を生かして、理窓会の高度な目的の
実現を目指す(皆が納得する同窓の集い親睦、大
学への協力、等等)ことである。このことは会員の
参加をどのように高めることができるか、また会
員参加をお願いするか、さらに大学の更なる発展
のために理窓会として、どのような協力の仕方が
最も効果があるのか、等々の課題に取り組んでい
きたいと思っております。
　さらに、理窓会員全員の目的を同じ方向に向
け、大きな力もって社会への貢献も視野に入れて
頑張るつもりでおります。このように、さまざま
なことを自身で勉強、検討を行い理窓会の発展の
ために寄与できるように皆様とともに努力したい
と思っております。
　これらを実行するために諸先輩の経験豊富なア
ドバイスを基にして責務を果たして行きたいと考

えております。是非とも母校発展のために皆様の
ご支援ご指導を重ねてお願い申し上げます。

渡邊一郎（41工・電）

理窓会常務委員就任ご挨拶
　渡邊一郎と申します。昭
和41年3月、工学部電気工
学科第1期生として卒業し、
67歳（7月20日で68歳）に

なります。理窓技術士会（三澤昭会長）の運営委員
長を務めさせていただいております。
　この度、平成22年4月8日付、理窓会山田会長
より常務委員を拝命（委嘱）しました。
　平成24年3月31日までの2年間、理窓会の趣旨
に則り、責務を全うする覚悟でございます。よろ
しくお願いします。
　　　♪新生のいーぶき 高ら若人よー ･･･♪
　理窓会は新しく生まれ変わりました。生まれ変
わった新しい理窓会のためにこれからやらなけれ
ばならないことが色々たくさんあるでしょう。こ
れらの課題について我々はあせらずに先人･先輩
達の築いてきた歴史を大切にしながらひとつひ
とつじっくりと取り組んでいくと良いかと思いま
す。“急いてはことを仕損じる。”
　そこで、まずはやっと軌道に乗りつつあるHCD
を定着させて後世に残せる安定した形に仕上げる
ことを目指したいと思います。
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増渕忠行（43理･化）

　昭和43年理学部物理学科
を卒業。翌年、故郷の栃木
県大田原市に戻り光学機器
メーカーに40年ほど勤めま
した。父が物理学校（昭和

16年3月応物）卒で、長いこと栃木支部長をして
いたこともあり、若い頃からかばん持ちで支部総
会等に出席しています。父の支部長退任後は、副
支部長をしております。新年茶話会には、故唐松
義一先生のお誘いでよく出席しました。６年ほど
前から、栃木支部長推薦で理窓会幹事（現代議員）
もさせていただいております。1昨年、ホームカ
ミングデーの卒業40周年懇親会で、該当年次の世
話人を仰せつかるなど、少しずつ理窓会に係わっ
て参りました。この４月から山田義幸会長の下、
「明るく活気ある」常務委員会で働ける幸せをか
みしめております。
　現在、栃木県立大田原高校の同窓会副会長とし
て若い会員の同窓会への参加促進、名簿整備や活
性化に取り組んでいます。理窓会を参考にします。
逆に高校や地方目線で、理窓会発展のため微力を
尽くしたいと思います。皆様のご指導をよろしく
お願い致します。

林　孝夫（44工・建）

　昭和44年に工学部建築学
科を卒業、現在東急建設に
勤務する傍らボランティア
で北海道の帯広市観光大使
を務める。東京都出身。

　東京理科大卒業と同時に理窓会会員となったも
のの仕事の関連で転勤・転居が続き行方不明者扱
いとなっていたが、平成13年に現住所である江東
区に居を構え終の棲家とすると同時にOB会活動

に参加。先ずは工学部建築学科の同窓会である「築
理会」に復帰し現在同会の副会長を務めている。
偶さか築理会が「東京理科大学発祥の地記念碑」
の建立事業に参画し、建築学科OBとしての知識
経験を生かす機会を得た。この記念碑建立事業へ
の参加がきっかけとなり理窓会の諸活動に参加
し、現在に至っており微力ながら理窓会の活動に
努力する所存。在学中混声合唱団に籍を置いた関
係で職場の合唱団活動に汗を流したが現在は時折
カラオケを。趣味と加齢対策を兼ねたゴルフと60
歳の手習い（ピアノのキーに触れること）を余暇
の善用対策としている。

松原秀成（45理・物）

　このたび理窓教育会から
推薦され、常務委員に就任
いたしました松原でござい
ます。どうぞよろしくお願
いいたします。

　私は昭和45年3月に本学卒業と同時に、公立中
学校理科教諭として補されました。以来38年間生
徒とともに教科の理科で、観察・実験を中心に取
り組んで参りました。この間、理科大のよき先輩
に恵まれ理窓教育会と関わらせていただき現在に
至っております。
　現在、神楽坂キャンパス教職課程指導室に嘱託
講師として勤務しております。同僚講師とともに
教職を目指す意欲ある学生の育成に努めておりま
す。教師を目指す学生の皆さんには、少しでも私
自身が培ってきた経験を通して、授業は勿論のこ
と様々な教育課題に対応できるよう導いて参りた
いと思っています。
　私は常務委員1年生ですので理窓会の組織のこ
となど理解できていない現状であります。本会の
一員として貢献に努め、浅学非才ではありますが
誠心誠意、理窓会の発展に尽くして参りますの
で、どうぞよろしくお願い申し上げます。
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石神一郎（45工・建）

　昭和45年工学部建築学科
卒業し、卒業後は法務省に
勤務しておりました。法務
省では数多くの施設整備に
かかわってきました。現在

は東京理科大学の顧問として母校に貢献できるこ
とに意義を感じております。4月から山田会長の
もと常務委員を務めさせていただいております。
理窓ルネサンス5ケ年計画が提案され、理窓会の
雰囲気が明らかに変貌を遂げているのを肌で感じ
るにつけ、諸先輩の並々ならない意欲を実感して
おります。理窓会も会員が17万余に達するとその
運営も難しい点が多々あると思います。しかし、
原点にかえって会員相互、同窓生相互のコミュニ
ケーションの大切さはいつの時代になっても同じ
ではないでしょうか。4月から幡野ホームカミン
グデー実行委員長のもと企画実行部会長として、
皆様に楽しく有意義なひと時を提供できることを
夢に描きながら大勢の企画実行部会メンバーと一
緒に10月31日のホームカミングデーの企画に取
り組んでおります。皆様のおいでを心からお待ち
しています。

島崎益男（45工・機）

理窓会新体制で「今が大切」
を想う
　昭和45年工学部（野田校
舎）機械工学科を卒業し、
株式会社島崎製作所（主に

撹拌・混合機器製造、販売）の四代目の社長をし
ております。平成12年3月に理工学研究科博士課
程（工業化学専攻）終了時に大学の評議員を拝命
（二期）し、現在は理窓会東京支部副支部長、理窓
ビジネス同友会副会長、からくり会等で微力です

がお手伝いをさせていただいております。理窓会
ルネサンス5ヵ年計画のフィナーレにおいて、組
織や財政等々がより活性化することで多くの同窓
に関心を持っていただくことを「今が大切」と大
いに期待をしております。この度の125周年記念
事業のなかで多くの方のご尽力で発祥の地に記念
碑が一昨年建立出来たましたことも、同窓生17万
人の絆を磐石なものとする証であります。
　伝統のある理窓会において、常務委員を仰せつ
かりました。母校の発展、会員の親睦のために会
員各位のご指導ご鞭撻をよろしくお願い申し上げ
まして、少しでもお役に立てる様に頑張る所存で
あります。また、時節柄会員の皆様のますますの
ご活躍とご自愛を祈念申し上げます。

坂部三司（49工・経）

　皆様こんにちは、このほ
ど常任委員を仰せつかりま
した坂部三司です。
　私は、昭和49年工学部経
営工学科を卒業しました。

　現在は、大学食堂、理窓会クラブ等の運営を任
されております神栄サービス（株）の社長をして
おります。皆様方には日頃より大変お世話になっ
ております。
　趣味はスクーバーダイヴィング（潜り）です。
　さて、これからの理窓会活動のあり方ですが、
大学と卒業生の皆様とのよりよい「パイプ役」だ
と考えます。
　そうなる為には、より多くの大学の情報を同窓
生の皆様に発信することが必要です。また、同窓
生の皆様からのより多くのご要望をお聞きし、実
現していくことではないかと考えます。
　私も微力ながら、会長・副会長及び常務委員の
皆様と一緒に頑張る所存ですので、宜しくお願い
いたします。
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小向得　優（53理・応物）

　理学部第一部応用物理学科を卒業し、現在は理
学部応用物理学科に勤務しております小向得優で
す。今年の4月から理窓会は新たな運営体制で出
発することになりました。今回の新組織のもと常
務委員に就任することになり、理窓会の運営等に
初めて参加することになりました。現在まで、積
極的に理窓会活動に取り組んできておりませんで
したので、今回の常務委員の就任に対して少々戸
惑いも感じています。東京理科大学に入学し現在
に至るまで、神楽坂キャンパスに36年間通ってい
ます。その間、神楽坂の街並みは大きく変わり、大
学組織も飛躍的に拡大してきました。諸先輩方が
築いた130年近い歴史をもつ本学の伝統を大切に
し、17万の理窓会会員と共に協力し合って、大学
および理窓会の発展に少しでも貢献できるよう頑
張っていきたいと思っておりますので、会員皆様
方のご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上
げます。

小林秀至（54理工・電）

　「常務委員」という名前
の重さを未だ実感できずに
おりますが、就任にあたり
自己紹介させていただきま
す。私の郷里は和歌山県で、

昭和49年理工学部電気工学科に入学。勉学はほ
どほどに。体育会サッカー部に入部。練習と体育
会（局）本部の出入りに明け暮れる学生生活でし
た。そこで知り合った先生方の影響で、昭和54年
事務職員となり、財務部、校友父母支援事務部を
経て、現在は学生支援部長を務めております。理
窓会との関りは、校友父母支援事務部での業務、
ホームカミングデー実行委員、理科大today編集
委員を務めさせていただく等、これまで微力なが
ら寄与してまいりました。また、僭越ながら第5
回理窓会ゴルフ大会では優勝した経験もございま
す（笑）。
　これからの理窓会発展は、同窓と在学生の父母
（こうよう会）双方を含めた「各地方の同窓会の活
性化」と「企業内の同窓会の活性化」が鍵であると
感じています。
　理窓会発展のため尽力する所存ですので、よろ
しくお願い致します。




