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青森支部長
阿保　民博

　今年度の11月の総会で理窓会青森県支部長に
就任予定の阿保（あぼ）と申します。昭和48年理
工学部物理学科卒業です。入学後数カ月でバリ
ケード封鎖という時の学生でもあります。
　卒業後青森に帰り、高校教師の道を歩み、現在
県立八戸東高校長として勤務しております。この
度、前江渡支部長から後任のご依頼を頂き、もと
より浅学非才でありますが大任をお引き受けする
こととなりました。
　青森支部は私が係わってから少なくても40年
の間、県支部総会はもちろん県南地区、青森・弘
前地区などの地区会を毎年継続的に行ってきまし
た。往時は県南地区を中心に数十名での総会が開
催され、本部からも日本一？勢いのある同窓会と
のお褒めを頂いたこともありますが、近年参加人
数もめっきり少なくなり、他地区同様、若い方々
の参加を中心にぜひ勢いを取り戻さねばと思って
おります。
　最近同窓関係で嬉しいことが二つありました。
一つは、理工物理44年入学の同期生のメールに
よる連絡網ができ、東京を中心に料理教室や小旅
行などのイベントを行っていることです。近いう
ちにぜひ参加し、旧交を温めたいと思っておりま
す。もう一つは、新宿笹塚に八戸の居酒屋版アン
テナショップ？があり上京の折度々利用していま
したが、そこで知り合った二人の若者が、二人と
も偶然理工学部出身で、その後私が上京するたび
必ず一宵を共にしてくれることです。
　最後になりましたが、本理窓会のますますの発
展のため、青森支部の活性化に全力を尽くすこと
をお誓い申し上げご挨拶といたします。

支部長紹介支部長紹介⑲⑲

岩手支部長
菅　原　　通

　昭和48年理工学部数学科卒業の菅原通です。僭
越ながら支部長を拝命いたしました。諸先輩のご
指導と御支援をいただきながら岩手支部発展に努
めていきますのでよろしくお願い申し上げます。
　この6月20日初めて、支部長会議に出席しまし
た。そのなかで山田義幸会長が、理窓会の目的の
一つとして「社会貢献」があること。また、「海外
支部の開設」「卒業生の生涯支援」その他の課題を
指摘されました。先行き不透明な高度情報社会を
見据え、グローバルかつ緊急な提案・指摘である
と感銘をうけました。また、そのような素晴らし
い目的や課題に取り組む大きな組織の一員である
ことに誇りを感じました。当支部もこれらの目的
や課題に沿って活動していきます。
　そのためにはまず、教育関係その他の公務員や
民間会社の方々と交流を深めたい。具体的には支
部総会には理窓教育会と起業家など特に民間会社
でご活躍の同窓生の参加・交流を募りたい。その
ために初回参加者や若い会員には懇親会費用など
配慮したい。そして、役員は最低１名以上の初参
加者と共に参加すること。さらに「生涯支援」の第
一歩として、在学生の保護者の会「こうよう会」の
役員招待はじめ、連携をさまざま深めたい。そし
て他支部との交流を深めご指導とご支援を仰ぎた
いと思います。活動の理解と促進のために「会報」
の内容充実と目的に沿った予算執行にも努めてい
きます。
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茨城支部長
大久保　清

　昭和30年理学部化学科卒。大学では理科教育特
論のゼミで津田栄先生のご指導を受け、理科教員
としての将来の目標と夢をもつことができ、それ
は現在まで続いている。久慈郡の染和田中学校に
新任したが、間もなく近くの山田中学校に転任に
なり、そこで数年間、県教委指定の実験学校（小
中一貫の科学技術教育）での仕事に従事し、教師
としての貴重な体験をすることができた。実験学
校終了後に県立高校に転出し、進学校の水戸一高
のあと日立一高を最後に退職し、水戸市内の私立
高校に13年半勤務した。県立高校在職中に高教研
理科部幹事長等を努めた。大学から委嘱され「入
学前学習支援委員」を2年ほど努める。茨城支部
で長年にわたり副支部長を努めた後、昨年の支部
総会で支部長に推薦され、責任の重みを感じなが
ら支部長としての仕事をしております。ご指導と
ご支援をよろしくお願いします。
　茨城支部は、県北、水戸、県南、県西の四地区に
分け、輪番で総会を年1回開催している。例年、8
月下旬の副支部長会で支部運営について共通理解
し、総会は担当地区の副支部長を中心に地区幹事
で開催の準備を進めている。最近数年の総会では
3千人以上の同窓生に案内状を発送し、出席者は
30～50名である。総会の事前準備、総会の状況の
CDへの収録。会員への発送などの事後処理は多
いのですが、今までの支部役員はよく努力してき
ました。今後、卒業生のための同窓会として茨城
支部をより発展させるには、何といっても同窓の
絆の輪の拡大が不可欠で、そのための対策を実行
していきたい。

群馬支部長
深澤　知明

　本年4月より理窓会群馬支部長に就任しまし
た。昭和49年理学部応用物理学科の卒業です。昭
和45年11月　市谷駐屯基地で三島由紀が自決し
て神楽坂校舎上空が取材用ヘリで埋め尽くされた
光景が脳裏にのこっています。また、卒業の年は
オイルショックで就職難の時だったように思いま
す。卒業後地元の東証1部に上場したばかりの機
械メーカーに就職しました。入社後は研究開発技
術部門に20年その後工場経営・事業所経営をへ
て経営業務に移り購買の役員・環境経営の役員と
して7年間勤めました。9月より環境担当顧問と
して営業支援業務を行っています。
　理窓会群馬支部は長年教職関係卒業生を中心と
した活動でしたが、昨年の総会事前打ち合わせで
職域を拡大して活性化を図ろうという意見がでま
した。しかし、残念ながら総会は47名の会員中17
名でした。総会への参加数の拡大が課題です。
　また、活性化策の一つとして、事務局の強化を
図りました。教職関係の事務局3名から他の職域
3名追加で6名体制にしました。その結果8月に行
われた「こうよう会」懇親会へ6名の参加を実現し
ました。現役の学生の父母の皆様に我々の様々な
職業体験を話して参考にしてもらう機会と捉え今
後も積極的に参加したいと思います。更なる活性
策として他の支部で行っているイベントの実行も
考えなければなりません。10月初に事務局会議
が予定されています、その中で議論し方向性を決
定したいと思います。会員数の増加と総会参加人
数の増加に向け事務局ともども頑張りたいと思い
ます。
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千葉支部長
水　野　　澄

　おや、まあ、なるほど･･･の創出
　私は県立東葛飾高校で定年、その後に介護福祉
士養成校を創設し、現在は私学顧問をしてます。
　千葉支部では、初代景山徳二先生以来20代目、
増田前支部長からの引き継ぎです。任期3年の責
務遂行に全力を注ぎます。ご指導をお願いします。
活動では平成15年から教職員と企業人両部会の
連携で活性化に取り組み中。野田キャンパスの地
元意識から母校と理窓会の発展に大きな関心を寄
せ、その役割の一端を自覚するものです。県内に
同窓1万数千余、活動会員2～3％の組織が課題、
仲間づくりボランテイアと若々しさが歓迎です。
 　これまで私は理窓会幹事、検討委員、坊っちゃ
ん賞選考委員、常任幹事として理窓ルネサンス改
革のターニングポイントに携わりました。また理
大HomeComingDayでは初回から実行委員。高校
生対象「坊っちゃん科学賞」を担当し、高校生の
知的好奇心に期待を込め全国1700校110万余に呼
びかけた研究論文コンテストと発表会を展開。教
育委員会（東京・神奈川・千葉・埼玉）、校長会、
JSTなど20団体の後援承認、秋山仁審査委員長を
迎えハイレベルとの評価であります。また高・大
連携の促進に向けた理大との共催事業構築に新た
な展望をもって模索中です。教育指導の現場と全
国支部と理窓教育会の協力が不可欠です。
　どんな場面でも「三位一体の連携、また三方ま
る得となる発想」その具体的な秘策の創出や如何
にと。母校東京理科大の限りない飛躍、首都圏支
部サークル等の交流で「おや、まあ、なるほど」と
肯ける環境づくりが夢で、その芽ばえが理窓人の
思いでもありましょう。

新潟支部長
木　南　　誠

　昨年8月の新潟支部総会で選出された新支部長
の木南と申します。理工学部数学科昭和49年卒業
です。理工学部数学科の第2期生として入学しま
したが故あって、学部を卒業するのに6年を要し
ました。しかし今振り返ってみますと『人生に無
駄なし』との格言のごとく、この無駄？がその後の
人生において大いにプラスに働いたように思えま
す。是非これからも理科大らしく“厳しさ”を伝統
とする学風を守り育てて欲しいと願っています。
　今春、無事定年で退職することが出来ました
が、思い起こせば、新潟県に教員として採用され
て以来、蔭に日向にいろいろなところで同窓のみ
なさんに助けられ育てていただきました。と同時
に理科大のすばらしさを知ることができ、浅学非
才の身ではありますが、少しでも恩返しができれ
ばと思い、支部長をお受けした次第であります。
　新潟支部は、毎年8月に総会（参加は30名程度）
を、10月には研修会（参加は15名程度）を開催し
ています。その他に会報の発行などを行っていま
す。会員は600名近くいるのですが、総会の出席
者は少ないのです。熟年の教育関係者の出席者は
多いものの、民間の方々や若手の参加が少ないな
どの課題を抱えています。
　新潟県内においても、色々なところで活躍され
ている同窓の方々が大勢います。そうした方々と
のネットワーク作りをはじめとし、同窓会活動を
活発にするため非力ながら力を尽くしていきたい
と思っております。よろしくお願い申し上げます。
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山梨支部長
八巻　勇三

　このたび、武藤廣支部長の後任として支部長を
引き継ぐことになりました八巻勇三です。昭和36
年理学部数学科を卒業しました。卒業後は山梨県
立高校35年間の勤務を終え、H10年に定年退職を
しました。その後山梨学院大学附属高校に勤務し
ていますが、今年で教職生活50年を迎えました。
この間、私は普通科での大学進学志望の生徒の指
導に携ってきましたので、優秀な教え子等が少な
からず理大へ進学し、成長している姿を見るにつ
け母校への恩返しができたかなと自負しています。
　さて、当山梨支部には300名前後の同窓生が在
住していると推測され、そのうち通信可能な人は
120名程です。会員は教員と企業で活躍されてい
る方で成り立っています。総会は年に一度9月下
旬に甲府市内で開催しておりますが、出席者数は
20名前後です。出席者の年齢層は、S23卒～ S60
卒で最年少はH8卒の教員です。総会では、来賓者
から大学の現状と将来の構想等のお話を聞き、出
席者の自己紹介と懇親で和やかに終始していま
す。過日、6月の支部総会と7月の父母会である「こ
うよう会」に参加してみて、今後の総会のあり方
について役員と話し合いました。その結果今年は、
会員の奥村一利氏（S53工建）の講演をとり入れ、
父母会の役員を招待して交流を深めることになり
ました。
　どの支部もそうですが、課題は、高齢により出
席できなくなっている会員の消息の把握と、公務
員や企業に従事されている同窓生の勧誘及び若手
会員の増強です。これから任期の4年間、支部長
としての責務を果たすよう努力しますので、ご支
援、ご鞭撻くださいますようお願い申し上げます。

静岡支部長
大野　幸人

　本年4月より静岡支部長を仰せつかり大変身の
引き締まる思いが致します。
　小生、多くの皆様方の御支援の下、平成9年よ
り7年間、県幹事を務めさせて頂きました。静岡
支部は東西に長く一同に会すことは難しい為、東
部、中部、遠州の3地区に分けて総会を開いてお
ります。
　静岡支部だけで約2,000名の卒業生が居ると思
いますが、総会の出席者は3地区の合計で約100
名余です。最近は若い平成卒の卒業生の出席も目
立つ様になりました。特に、遠州では平成15年以
降の卒業生は会費を半額にしたところ、今年は全
出席者31名のうち、11名が平成卒業生で占めら
れておりました。徐々に若返りが進んでおります。
　又、各地区とも様々の工夫を凝らして参加者の
増加を図っております。総会に先立ち母校の先生
の講演、懇親会でのバンド演奏等の余興等の工夫
が見られます。徐々にではありますが、その効果
は現れております。
　又、静岡支部は本部より13万円の補助金を頂
き、支部の運営に大変役立っております。
　一方、ホームページも開設し、支部活動の情報発
信を行っております。これにより支部会員が等しく
情報の共有化が出来ればと期待をしております。
　皆様方の温かい御支援を御願い致しまして、御
挨拶に代えさせて頂きます。
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沖縄支部長
仲里　恒雄

　昭和35年理学部物理学科卒。卒研は大竹周一先
生の第六研究室でした。第六研究室は「亀の子会」
と称し、ゼミ・勉強会が盛んでした。卒業後も毎
年亀の子会総会のご案内を賜りました。平成18年
度の理窓会幹事会前日に、初めて亀の子会総会に
参加する機会を得ました。会員による記念講演や
研究発表、そして懇親会とその盛況ぶりに大変感
動いたしました。現在は、山口東京理科大学の加
納誠教授を中心に毎年6月に総会が開催されてお
ります。
　昭和44年、私が琉球政府立浦添高等学校教諭の

時（日本復帰以前の頃）、理科大学自動車部一行約
30名が井上勝弘先生引率のもと沖縄へ遠征して
まいりました。当時の沖縄支部は、会則も未完成
でした。校長の石嶺傳幸先生（22理化卒）が自主
的に事務局を担当し、部下である私はその手伝い
をしました。支部会員総出で大歓迎会を開きまし
た。部員一人ひとりの迫力ある自己紹介に、支部
会員は大歓声をあげて喜びました。理科大学への
母校愛が一気に爆発したように思いました。当時
は、先輩方の物理学校時代の話題で盛り上がって
おりました。
　山田親夫前支部長（31Ｓ）、元県教育長池村恵興
（16Ｓ）、元琉球大学学長宮城健（16Ｒ）、元沖縄国
際大学理事比嘉信光（20Ｒ）の各先生方の影響は
大きかったと思います。
　さて、ホ－ムカミングデ－の情熱は年々高まっ
て、沖縄支部にもその母校愛の余震が伝わってき
ます。こうよう会との連携により、会員の増と支
部の活性化を図っていきたいと思います。
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