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　10月31日（日）に開催される東京理科大学ホー
ムカミングデーは今年で5回目を迎える。昨年に
引き続き神楽坂キャンパスで開催される。本年の
イベントの内容はすでに理窓7月号と9月初旬に
発行され、皆様の手元に届いている理科大today9
号で詳しく紹介されている。この理科大today9号
にはバーコード付きの卒業生受付カード兼福引引
換券と50周年、20・30・40周年、平成卒懇親会
のご案内と懇親会申込用紙が同封されている。10
月31日（日）にはお忘れなく卒業生受付カード兼
福引引換券をご持参ください。大きな幸運が待ち
受けているかもしれません。同窓同士お誘い合わ
せの上ご家族ともどもおいでください。　
　これ以外に、広報活動を重視して各方面にイ
ベントを掲載した東京理科大学ホームカミング
デー2010のチラシを配布した。さらに東京理
科大学父母の会である「こうよう会」で発行し
ている浩洋7月号や理窓7月号と維持会レター、
CONSCIENCE、科学フォーラム10月号にこのイ
ベントを掲載した。東京理科大学報10月号にも
掲載される予定です。また、ホームカミングデー
のイベント詳細が決定次第ホームページ（http://
www.risoukai-hcd.jp）に掲載します。

本年度は講演会・試乗会に入場券・整理
券を発行してスムーズな入場を

　昨年は事前に講演会申し込みを受け付け、希望
者多数の場合は抽選の上入場者に通知したが、今
年は事前申し込みを取り止め、31日（日）当日に
講演会等の入場券、試乗券を発行することに変え
ました。入場希望者を並んで待たせないように配

慮したものです。待ち時間がほとんど無くなった
分、他のイベントに参加し楽しむことが出来ます。
また、イベントが盛りだくさんで全てに参加する
のは難しいが、入場券・試乗券を確保し、好きな
イベントに参加するのが上手な楽しみ方です。
　9時30分から受付開始後、入場券等が発行され
るイベントは記念講演　藤嶋昭　学長　講演テー
マ：「教育も研究も感動から」、篠原菊紀　先生　
講演テーマ：「脳を上手にだましましょう」、秋山
仁　先生　講演テーマ：「思えば遠くきたものだ！
－理大、それはホロ若き初恋の想いー」、はやぶさ
講演会　①白川健一　講演テーマ：「帰ってきた
小惑星探査機｛はやぶさ｝物語」　②山本威一郎　
講演テーマ：「小惑星｛イトカワ｝は地球に衝突？」
です。　登壇予定回は　①　②共　10時、11時、
13時、15時、16時　の5回です。プラネタリウム
で見る「はやぶさ～7年間の軌跡～」の登壇予定回
は、　10：15、11：00、11：45、13：15、15：15、
16：00　の6回です。また、電気自動車の試乗会
には整理券が発行される。試乗希望者は9号館前
の整理券発行窓口で整理券を受け取り、指定の時
間に5号館前の受付で簡単な手続きを済ませ、10
号館前から試乗する。試乗希望者は11時から20
分刻みの整理券を希望の時間に合わせて受け取
り、電気自動車の試乗を楽しむことができます。

東京理科大学ホームカミングデー2010 in 神楽坂キャンパス東京理科大学ホームカミングデー2010 in 神楽坂キャンパス
―同窓と大学教職員が一体となって企画・準備が進む――同窓と大学教職員が一体となって企画・準備が進む―

ホームカミングデー企画実行部会長

石神一郎（45工・建）
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新規・趣向を凝らしたイベント等の紹介

　ここでは昨年にはなかった新規イベントや趣向
を凝らしたイベントを紹介して皆様にホームカミ
ングデーを楽しむ一助となれば幸いです。まずは、
今話題になっている「はやぶさ～7年間の軌跡～
展」だ。昨年は天文写真展で皆既日食を紹介した
が、本年は天文研OBがはやぶさのプロジェクト
に関わっていることが天文研OB木ノ切氏から話
があり、是非、ホームカミングデーのイベントと
してはやぶさプロジェクトの紹介ができないかと
の提案が企画実行部会にあった。今が旬の話題で
あり、早速、提案は採用され、はやぶさ展の担当
部会長に木ノ切氏が就任し、スタートした。移動
プラネタリウムを1号館前の空地に設置して小宇
宙を体験させるものだ。この移動式プラネタリウ
ムは最新式のフルデジタルプラネタリウムで太陽
系の旅が楽しめる。特設ステージに設置した、直
径5ｍのエアードームは、宇宙を体感する宇宙船
だ。地上から見た秋の星空散策を楽しんだら、地
球を飛び出して太陽系の惑星を訪ねる旅に出発
だ。金星、火星、木星、土星と巡った後、小惑星「イ
トカワ」に向かう。はやぶさが撮影した多くの画
像やデーターを紹介して、その実像に迫り、はや
ぶさの7年間の軌跡を振り返るイベントです。
　また、「はやぶさミニ講演会」も見逃せない。ミ
ニ講演会では「はやぶさ」の軌跡の地球帰還まで
の映像を紹介し、いかに壮大なプロジェクトだっ
たのかを振り返る。「はやぶさ」を実際にコント
ロールして地球に帰還させた技術者（天文研OB）

により、打ち上げ、タッチダウン、地球帰還まで
のお話をするほか、小惑星「イトカワ」とはどんな
星なのかも分かりやすく説明します。
　本年のふれあいライブステージは新装なった9
号館前の広場に設ける。この広場は緑の芝生が目
を引く。まるで緑のジュータンだ。そこにステー
ジと客席を設ける。本年のライブは、和太鼓の演
舞、OBフォークソングバンド　MASH☆LIQUOR
による一世を風靡したアメリカン・モダン・フォー
クソングやキングストン・トリオの音楽が楽し
める。また、OBフォークソングバンド　EKOは
Eaglesをはじめとするアメリカ西海岸の音楽の
再現を目指している。神楽坂吹奏楽団の演奏、祥
子コンサートはライブ活動の傍ら、かつしかFM
やFM西東京でのパーソナリテイーでも活躍中の
祥子のライブです。
　混声合唱団、そして舞踏研究部は毎年競技ダン
スで、全国大会で優勝している。どれも楽しめる
ものばかりだ。さらに、本年は司会者を2名出演
させてステージを盛り上げる趣向だ。出演者の「く
じら」は物まね芸人で、女性司会者藤井祥子との
掛け合いが楽しみだ。
　客席にはテーブルを
置き、飲食しながら好
きなライブを楽しんで
いただく。デイナーショ
ウを楽しむように楽し
んでいただければと思
います。この場所をキー
ステーションにして講
演会や好きなイベント
に参加していただき、

はやぶさ～7年間の軌跡はやぶさ～7年間の軌跡

OBフォークソングバンド　EKO

祥子コンサート
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一日中皆様に楽しみを提供していく趣向です。ま
た、13時から13時20分まで歓迎セレモニーが行
われる。塚本桓世理事長、藤嶋昭学長、山田義幸
理窓会長のほか、ホームカミングデーのポスター
を飾っている5名の同窓、理科大関係者、在学生
が出演して鏡割りの祝い酒を客席の皆さんに振る
舞います。
　また、今話題の電気自動車の試乗会を企画し
た。百聞は一乗に如かず。電気自動車の快適な走
行性能や静寂性をこの機会に体験してください。
自動車部OBの渡邊部会長を中心として自動車部
OBの同窓たちと三菱自動車の担当者が電気自動
車試乗希望者の安全をしっかりと守り、皆様に貴
重な体験を提供します。
　理科大・理窓会紹介コーナーに竹中工務店理窓
会が出展をします。竹中工務店理窓会は東京理科
大学理窓会の関連団体として200名を超える会員
を有している。企業活動として環境対策や企業内
同窓の活動をパネル展示で紹介します。今後もこ
のような参加はホームカミングデーを活性化して
いく前例になることが期待できます。
　東京理科大学近代科学資料館では録音の歴史企
画展示が開催されます。エジソンの蓄音器から最

新のICレコーダーまでを展示しています。エジソ
ンの縦振動レコード盤とベルリナーの水平振動レ
コード盤とを当時の蓄音器で聴き比べます。
　ホームカミングデーの準備は大分進んできてお
ります。皆様の積極的な参加で一日中楽しんでい
ただくことを期待しております。

同窓と大学教職員が一体となって企画・
準備に取り組んでいる

　ホームカミングデーを開催することは同窓に
とって大切なことだ。同窓が大学と繋がりを維持
する重要な事業である。ホームカミングデーに参
加することは同窓にとって、青春時代をすごした
大学への郷愁に浸ること、懐かしい友との再会を
愉しむこと、そして、リニューアルされた校舎を
みて、お祭り気分を十分に味わうことだと思う。
是非、今年も大勢の同窓、教職員、こうよう会、学
生が家族を含めて、世代を超えて参加されること
を期待している。
　ホームカミングデーを開催するのには多額の経
費を要する。この経費調達のため、本年度は昨年
度に引き続き、企業協賛広告、団体協賛広告、個人
協賛広告をお願いし、同窓、企業、東京理科大理
窓会、東京理科大理窓会支部、関連団体等の協力
を得ながら準備を進めている。当日配布されるパ
ンフレットに企業協賛広告と団体協賛広告、個人
協賛広告が掲載される。今後とも、協賛広告がホー
ムカミングデーの円滑な推進に重要な役割を担っ
ていくことは間違いありません。企業、同窓、大学
教職員のさらなる協賛広告の協力を期待します。
　ホームカミングデー開催の準備は同窓と大学職

電気自動車試乗会

司会　藤井祥子 司会　くじら 理科大　和太鼓演舞
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員で着々と進められている。開催準備組織として、
昨年同様、ホームカミングデー実行委員会を立ち
上げ、その下にホームカミングデー企画実行部会
を組織した。ホームカミングデーの準備、運営は
この企画実行部会が担当している。50名を超え
る同窓と大学職員が企画実行部会員として参加
している。今年も第3回ホームカミングデー開催
から目指してきた「企画はできるだけ自分たちで
立案、実行する」という方針で準備を進めている。
広告企画会社には実務的な分野を担当し、企画実
行部会の指揮のもと、相互に補いあう関係で取り
組んでいる。
　第一回企画実行部会は5月24日に開催された。
本年は4月に開催された昨年より1カ月ほど遅れ
て着手した。その遅れを取り戻すために、6月、7
月、10月は2週間に1回の割りで企画実行部会を
開催し、8月、9月は月に１回の開催で推進を図っ
た。その中で、イベントの企画や記念講演者を決
めていった。ホームカミングデー企画実行部会員
の皆さんは日頃の業務が繁忙にもかかわらず、よ
く協力していただいている。部会員の中には第一
回ホームカミングデーの開催時から部会員として
参加している同窓、大学教職員の他に今年が初参
加の部会員もいる。毎年こういった初参加の同窓
が増加していけば新しいアイデア、企画が期待で
き、盛り上がっていくのではないだろうか。
　企画実行部会のもとに受付誘導部会や企業協賛
部会、同窓出会いの広場部会等のほか、ふれあい
ライブステージ部会等それぞれのイベントを担当
する部会を組織している。そこで、さらに企画・
実行の準備を進めている。この各担当部会の部会

長は企画実行部会の部会員が担当している。各担
当部会にはさらに各担当部会員が参加してイベン
トの企画・運営の準備を進めている。各担当部会
だけで22部会が組織されている。この担当部会
員には同窓、ボランティア、教職員、学生など100
名を超える皆様が参加している。10月31日の開
催日当日にはさらに、理窓会会員、大学教職員、
ボランティア、学生がホームカミングデー運営要
員として参加される予定である。このような大勢
の方々の支援、援助があって初めてホームカミン
グデーが開催できることをかみ締めることが大切
だ。是非、ホームカミングデー開催の一員として
参加してください。開催当日のボランティアとし
て参加を希望される方は理窓会事務局までご連絡
をお願いします。参加されるのは1時間でも2時
間でも都合の良い参加で十分です。後は様々なイ
ベントを十分に楽しみご堪能ください。

OBフォークソングバンド　MASH☆LIQUOR

歓迎セレモニー
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