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報告会（14：10～14：50） 司会　亀田光昭
　1．大学の現状 学校法人常務理事　澤　芳昭様
　2．理窓会新体制について

理窓会会長　山田義幸様
　3．創立125周年記念事業の現況

維持会会長　森野義男様

講演会（15：00～16：15）

（理窓教育会東京支部との共催）
　①　講師紹介 副支部長　半谷精一郎
　②　講演
　　　・講師　東京理科大学　学長　藤嶋　昭様
　　　・テーマ「良い雰囲気のもとで感動しつつ」

記念写真撮影

懇親会（16：30～18：00）

（理窓教育会東京支部との共催）
　松原副支部長の挨拶で始まった懇親会は藤嶋学
長・澤常務理事・理窓会山田会長・森野維持会会
長・こうよう会東京都支部安田支部長・寺田次期
支部長・理窓会埼玉支部青木支部長・同松井副支
部長・同長澤副支部長・理窓会千葉支部水野支部
長・理窓会神奈川支部鈴木副支部長のご臨席を賜
り、そしてお祝いのお言葉を頂戴し、和気あいあ
いの中、共催の理窓教育会東京支部廣瀬前支部長
の中締めにてお開きになりました。

（文責　三田敦巳）

東京支部　総会
主催者　支部長　酒井　涬（33理・化）
平成22年5月23日（日）13時30分～
会場　東京理科大学神楽坂校舎1号館17階
　　　記念講堂及び大会議室　
参加者66名
招待者：
　・東京理科大学　学長　　　　　　　藤嶋　昭様
　・東京理科大学　常務理事　　　　　澤　芳昭様
　・理窓会　会長　　　　　　　　　　山田義幸様
　・東京理科大学維持会会長　　　　森野義男様
　・こうよう会東京都支部長　　　　安田友芝様
　・こうよう会東京都副支部長　　　寺田英明様
　・理窓会　埼玉支部　支部長　　　　青木秀夫様
　・理窓会　埼玉支部　副支部長　　　松井辰男様
　・理窓会　埼玉支部　副支部長　　　長澤智則様
　・理窓会　千葉支部　支部長　　　　水野　澄様
　・理窓会　神奈川支部　副支部長　　鈴木幹久様

総　会（13：30～14：10）

　Ｉ　挨拶　副支部長　　松原　秀成
　Ⅱ　議事

議長に支部長が都合により欠席のため規程に
より副支部長松原秀成が選出され議事進行

（審議事項）
　①　平成21年度活動報告
　②　平成21年度収支決算報告
　③　監査報告
　④　平成22年度活動計画
　⑤　平成22年度収支予算

以上賛成多数で承認され総会終了

支部・諸会だより

加藤　出　講師
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沖縄支部　総会
主催者　支部長　山田　親夫（31理・数）
平成22年3月20日（土）　18時～
会場　共済会館八汐荘　参加者10名
本部参加者　東京理科大学理事・

理窓会常任幹事　池北　雅彦
山口東京理科大学教授　酒井　吉雄

　本年度は池北雅彦理事（常任幹事）ならびに、酒
井吉雄先生（山口東京理科大学教授）をお迎えし
て総会を開催し、理科大学の現状について詳しい
お話をいただき、理科大学の素晴らしい発展に会
員一同感動いたしました。
　来年度からの支部役員の変更や報告事項の後、
恒例の講演では金子聡先生（東京理科大学嘱託教
授）より「スロバキアにおけるプラズマ学会の話
題」と題して有意なお話をいただき、和やかな雰
囲気の中で総会及び懇親会を過ごすことができ
ました。ご三方に大変感謝を申し上げます。3月
末の三連休等の影響もあって、参加者が少なかっ
た。最近の参加者の減少という課題に向けて、県
内会員の名簿を精査し連絡を密にして、理窓会の
絆を深めていきたい。　　　（文責　仲里　恒雄）

北海道支部　総会
主催者　支部長　伊藤　四郎（40理・物）
平成22年4月24日（土）　17時～
会場　札幌共済会館（KKRホテル札幌）　

参加者22名
本部参加者　　　東京理科大学理事　幡野　　純

理窓会会長　山田　義幸
東京理科大学維持会会長　森野　義男

　以前は新年会を兼ね1月下旬の開催としており

山梨支部　総会
主催者　支部長　武藤　廣（23理化）
平成21年9月26日（土）　16時～
会場　ニュー芙蓉　参加者15名
本部参加者　　　東京理科大学理事　幡野　　純

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
諏訪東京理科大学学長　片岡　　寛

　本年度は、東京理科大学、理窓会、東京理科大
学維持会、および諏訪東京理科大学から来賓を招
き、さらに、出席者も新たに数名の同窓生が加わ
り盛会裏に行われました。
　総会の折、幡野先生、田村先生より母校や理窓
会の現状と将来の展望について、森野先生より維
持会の活動状況のお話をお聞きし、さらなる発展
を続ける母校の様子を頼もしく感しました。また、
片岡学長先生より諏訪東京理科大学のお話もきく
ことができました。
　我々同窓生は、この支部総会を機に、より一層
結束を固め支部の発展はもとより、東京理科大学
や諏訪東京理科大学の発展に力を尽くすことがで
きればと、意を新たにしました。

（文責　窪田敏章）
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聴し、母校の素晴らしい発展に大きな歓びを感じ
ました。
　毎年会員によるミニ講演を行っているが、今年
は三浦康男氏（S46年理工・数卒）による「性教育っ
て恥ずかしいこと？」と題して20分間程話を聞き
ました。
　会食懇談会の冒頭、乾杯の音頭は昭和22年物理
学校卒の村上照善氏にしてもらいました。
　校歌斉唱のあと全員自己紹介をしましたが、年
配者から若い人までおられ、また職業や経験も多
様で、色々なお話が聞けて、有意義な一日でした。
　役員改選を行いました。支部長には川上洋一氏
（S40理・数）が就任しました。（但し、川上洋一氏
は負傷療養中で当日は欠席、8月までは顧問赤木
寛が代行し、支部長会にも出席します。）　

（文責　赤木　寛）

滋賀支部　総会
主催者　支部長　横山　成紀（42理・応物）
平成22年6月6日（日）　11時～
会場　Rise Ville都賀山　参加者35名
本部参加者　　東京理科大学理事長　塚本　桓世

理窓会会長　山田　義幸
理窓会副会長　柴田　眞一

東京理科大学維持会会長　森野　義男
　今年は、大学本部から1名、理窓会から3名の来
賓におい出いただき、また、関西支部から5名こ
うよう会滋賀・京都各支部から6名、そして、祥
子さんにもご参加いただき、なごやかな会が開催
されました。また、滋賀支部会員出席者19名の内、
平成の卒業生が6名を占めるなど若手の出席者も
多く充実した総会となりました。

　特に、大学本部からは、葛飾キャン
パスを中心に、受験生が5万人を超え
たこと、研究費や特許ライセンス収
入の増大など理科大の益々の発展に
ついてのご説明。理窓会からは、理窓
会ルネッサンス終了後の運営組織が
大幅に変更されたことのご説明など

ました。
　この時期は厳寒期にあたり路面も滑りやすく、
高齢の諸先輩におかれましては厳しい時期となっ
ております。そしてまた他の理由もあり4年前よ
り4月開催と致しました。
　本部からは上記お三方のご来賓及びこうよう
会から北海道支部長小山直樹様のご出席を賜り、
神楽坂地区のリニューアル、葛飾キャンパスの動
向、創立125周年記念事業のお話など映像と共に、
新鮮且つ参考となる情報を拝聴し、楽しいひと時
を過ごすことが出来ました。
　今回は会員22名の出席であり、一時期50名余
の出席者がありましたが、しだいに出席者が減少
しております。
　当地では北海道支部として札幌での開催であ
るため札幌近郊の会員に限られ、道東など遠方の
方々は出席が容易でない、また限られた時間内で
は十分な懇親が深められない、などの理由での減
少かと思っております。
　しかしながら年一度のことであり今後とも継続
できるように、と考えております。

（文責　玖珂　紀夫）

岡山支部　総会
主催者　支部長　赤木　寛（23理・物）
平成22年5月15日（土）　14時～
会場　ピュアリティーまきび　参加者26名
本部参加者　東京理科大学常務理事　澤　　芳昭

理窓会副会長　柴田　眞一
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

　本部派遣の4人の来賓の方から資料に基づき、
また映像によって大学の現状、理窓会の様子を拝
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ホール」に移り議事進行　①　毎年開かれるなら
ば「ホームカミングデー・出会いの広場」に参集
　②　次回クラス会開催　③　第2回文集発行等
を決める。続いて各自の近況報告・病気等の体験
談・うんちくの披露・今後への夢・抱負等の弁舌
で時間超過。続いてカラオケタイムに入り詩吟・
演歌・歌謡などバラエティーに富んだ美声に拍手
喝采、時間延長しても足らずの大盛況。
　翌朝、小鳥の美しい鳴き声で起床。清々しい好
天気、朝食・チェックアウト・記念撮影。100余
匹を数える鯉のぼりと八重桜を見ながら庭園を散
策。「夕焼け小焼け館」で中村雨紅展示ホールや前
田真三写真ギャラリー等を見学。
　改めて、一泊二日の価値を感じながら、再会を
約して高尾駅で解散。　　（文責　宇賀神　秀治）

サイクリング同好会（野田）　ＯＢ会
主催者　会長　塚本　次郎（46理工・機）
平成21年11月22日、23日
会場　野田キャンパス4号館415講義室
参加者　12名
　今回で第3回目の総会となり、当日の参加者は
現役2人とＯＢ会員10名の合計12名が4号館415
講義室に集合しました。総会の始まる前には理大
祭で「サイクリング同好会のおでん」で腹ごしら
えをする余裕です。総会は塚本会長の挨拶と琵琶
湖周辺での活動報告をはじめ、ＯＢ各位の近況・
活動報告や現役学生の活動報告や来年度の活動計
画など盛り沢山の内容で無事終了しました。
　引き続き、現役メンバーとＯＢ合同で懇親会が
開催されました。60歳前後アラ還暦の創設当時の
メンバーと現役とで概ね100人が一斉に集いまし
た。昭和43年2人から出発した同会がここまで発

もあり、卒業生に理窓会が身近なものになる様、
多々ご配慮があったかと思います。
　また、今回は、行事も盛りだくさんで、滋賀支
部活動報告および会計報告を始め、奈良支部長の
阿部治男様からの特別講演「レンズにもカビが生
えるの？」、維持会近況報告、こうよう会ご挨拶、
関西理窓会各支部の近況報告など時間が足りなく
なるほどでした。また、滋賀支部の若手の会であ
る「平成の会」の幹事による活性化の活動につい
て力強い発声もありました。
　最大の盛り上がりは、祥子様のコンサートでし
た。滋賀支部のために、琵琶湖周航の歌も組み込
んでいただき、皆で合唱することが出来ました。
最後に、校歌斉唱で締めくくりました。今年7月
滋賀県彦根で開催される鳥人間コンテストでの応
援の集まりでの再会を約束しつつ、お開きとなり
ました。　　　　　　　　　（文責　塚本　次郎）

Ⅱ33Ｋクラス会
平成22年4月25日（日）～26日（月）
会場　夕やけ小やけふれあいの里　参加者19名
　「理大Ⅱ33Ｋ平成22年度クラス会」は、昨年11
月「理大ホームカミングデー」の集まりで発案、卒
業後52年初めて一泊二日の会を上恩方町当該施
設で開くこととなった。
　チェックインし入浴、6時から夕食。「夕やけ
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展し伝統も出来ていることに感謝し、就職活動先
から戻って来た3年生も交えて本年も交通事故も
なく皆が楽しめる会が運営できていることに、感謝
しつつ、翌日のランを楽しみの内に終了しました。
　翌日23日（月）9時、快晴の中楽しみにしていた
ＯＢランに出発しました。現役のメンバーは、竹中
氏一人が参加してくれました。コースは野田キャ
ンパスから、清水公園、江戸川サイクリングロー
ド、関宿城、利根川サイクリングロードを経て境
道の駅で昼食の後、野田キャンパスまでの約50ｋ
ｍのコースを楽しみながら走破しました。最後に、
理大祭最終日の「サイクリング同好会のおでん」を
味わいながら再会を約束しつつ解散しました。

（文責　小室　信義）

第24回関東十大学ＯＢヨットクラブ対校戦　参加報告
平成22年6月5日，6日
会場　諏訪湖　参加者　12名
　理窓ヨットクラブ（東京理科大学ヨット部ＯＢ
会）は、今月に諏訪湖（長野県）で開催されたクラ
ブ対校戦に参加した。
　このクラブ対校戦は1987年（昭和62年）、早稲
田大学・慶応義塾大学・横浜国立大学・関東学院
大学・明治大学・中央大学・法政大学・立教大学・
日本大学・東京大学の10校のヨット部ＯＢによ
り始められた。その後横浜市立大学・東京海洋大
学・成蹊大学・学習院大学・千葉大学・東京理科
大学（1999年13回大会より毎年参加）・首都大学
のヨット部ＯＢが加わり毎年6月の第1土、日曜
日の2日間、長野県セーリング連盟の協力を得て
実施されている。今年は早稲田、慶応、横国、関
学、明治、中央、法政、立教、日本、東京、海洋、成
蹊、千葉、理科、14校のＯＢ約140名（最年少22歳、
最高齢89歳）が参加した。当クラブからは10名が

参加し、1日目の午後と2日目の午前に行われた
競技の結果成績は11位であった。また1日目夜、
参加者全員による大宴会では各校が順に壇上に上
がりエールの交換を行った。そこで当クラブは「東
京理科大学　校歌」を最大音量で歌い存在を誇示
した。閉会式で来年の再会を誓い、大会の全日程
を無事終了した。
　青空の下、湖上に吹きわたる初夏の風で帆走を
競い合い、また大いに語り合い、大変楽しい2日
間であった。　　　　　　　　（文責　加藤　博）

ハンドボール部　創部50周年記念式典
　昭和36年に創部されたハンドボール部は、本年
で50周年を迎えることになり、学校関係者、指導
スタッフ、現役学生を交え、総勢100名を超える
参加者にて、渋谷・エクセルホテル東急にて記念
式典を開催しました。
　冒頭、ハンドボール部ＯＢ会長の大橋剛（昭和
48年：工学部建築学科）より挨拶があり、来賓の
祝辞として学校から、学生部長の新妻弘様からご
挨拶を戴きました。その後、ハンドボール部名誉
顧問の渡邉幸人様、体育局局長の北林悠希様、ハ
ンドボール部ＯＢ会第2代会長の温品博方様か
ら、それぞれ祝辞を頂きました。宴も進んだとこ
ろで、現役に50周年記念のユニフォーム一式を贈
呈し、関東学生リーグでの活躍を祈念しました。
　時間は、あっという間に過ぎ、最後には東京理
科大学の校歌と応援歌を皆で輪になり歌い上げ
て、式典は無事に終了しました。




