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10・10　理窓支部・諸会だより

計報告を行い総会を終了しました。その後常務理
事村田雄司先生の「善玉・悪玉静電気」と題した
講演がおこなわれました。
　記念撮影後、懇親会に移り盛会裏に解散しまし
た。　　　　　　　　　　　　（文責　橘　修一）

京都支部　総会
主催者　支部長　田中　理房（40理・数）
平成22年7月11日（日）　11時30分～
会場　京都セントノームホテル　参加者　30名
本部参加者　　　東京理科大学理事　幡野　　純

理窓会副会長　池北　雅彦
「風の日は　祇園囃子の　聞こえけり　不彩」
　今年も祇園囃子が洛中に響く季節、定例の京都
支部総会を7月11日京都セントノームホテルを会
場に開催しました。
　当日、大学から幡野純理事、理窓会から池北雅
彦副会長の出席を賜り、また近畿各支部の支部

栃木支部　総会
主催者　支部長　本田　正男（29理・化）
平成22年6月27日（日）　11時30分～
会場　サンプラザ（栃木市）　参加者　18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
東京理科大学維持会会長　森野　義男

1．塚本理事長、山田会長、森野維持会会長のご臨
席と同窓の歌手祥子さんのご参席をえて、開催で
きた。
2．塚本理事長、山田会長、森野維持会会長から、
各々大学の現況、理窓会の活動状況、維持会の現
況について詳しく拝聴することができた。
3．総会後の懇親会では、祥子さんの美声をＢＧ
Ｍに、1年半振りの再会と交歓が大いに盛り上
がった。　　　　　　　　　（文責　金子　康法）

富山支部　総会
主催者　支部長　本多宗高（32理・化）
平成22年7月3日（土）　14時～
会場　富山地鉄ホテル　参加者　15名
本部参加者　東京理科大学常務理事　村田　雄司

理窓会副会長　田村　應和
　大学より常務理事村田雄司先生、理窓会より副
会長田村應和先生を迎えて理窓会・教育会富山県
支部の総会を「富山地鉄ホテル」で開きました。
　本多支部長の開会の挨拶の後、お二人の先生方
の大学の現状の説明の後、事務方の会務報告、会
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東京理科大学理窓会　山田義幸会長より会長とし
ての抱負，理窓会の新システムおよび今後の課題
等についてお話を伺う。総会後懇親会。
　今年度も愛媛県に在住していると思われるすべ
ての者に案内状を出したが、所用のため参加者が
少なかった。来年度は参加者が増えることを祈念
して散会した。　　　　　　（文責　井出　睦俊）

石川支部　総会
主催者　支部長　柿本　自如（45理・応物）
平成22年8月21日（土）　16時30分～
会場　しいのき迎賓館　参加者　28名
本部参加者　　東京理科大学理事長　塚本　桓世

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

　塚本理事長、森野維特会会長、柴田理窓会副会
長、又、吉田こうよう会石川支部長他4名の役員
をお迎えし、総会を旧県庁舎のしいのき迎賓館
で、又、懇親会を今年、建築界のノーベル賞と言
われるプリッカー賞を受賞した金沢21世紀美術
館のレストランで開催しました。
　総会では、支部長挨拶、事業報告、会計報告に
続き、塚本理事長から大学の現状と展望、柴田理
窓会副会長から理窓会の改革、また、森野維特会
会長から募金状況の報告を受けました。総会後は、

長、支部役員の皆さん、こうよう会京都・滋賀の
役員、支部会員、さらに理科大芸能部の関西出身
の歌手「祥子」さんと、多くの方々の参加を頂き盛
会の内に終えることができました。
　本年度の総会は、「日はまた昇る」と題して、京
都薬科大学池田正澄元学長に定年後の生活につ
いてのご講演を賜りました。50分と限られた時
間で定年後を如何に健康で楽しく過ごせるかを、
ご自身の体験を通じて、楽しい大阪弁を交えての
ご講演でした。ご自身10の誓いを10年間のスパ
ンで計画を立て、無理なく身体を動かして継続さ
れるお話には、参加一同おおいに納得できるお話
として、大変満足であったと喜んでいただけまし
た。
　参加された方には、久しぶりに参加された方、
初めて出席された方、お知り合いを誘っての参加
などで、懐かしい話に、過ぎし時の想いに暫し時
間を忘れ、楽しく歓談の時を持ち、濃密な3時間
がたちまち過ぎ去りました。
　さらに平成の卒業生を代表して、歌手祥子さん
には、懐かしの昭和の歌を参加者と歌って頂き、
参加者の心を遠い昔に誘って頂けた和んだ雰囲気
を会場一杯つくっていただきました。
　最後に全員で、「新生のいぶきも高ら若人よ」の
校歌を声高らかに合唱して、またの再会を約して
散会しました。　　　　　　（文責　田中　理房）

愛媛支部　総会
主催者　支部長　井出　睦俊（44理・物）
平成22年8月8日（日）　11時30分～
会場　にぎたつ会館　参加者　11名
本部参加者
　　　東京理科大学理事　池北　雅彦

理窓会会長　山田　義幸
　平成22年度支部長会および代議員会
報告に続いて，21年度支部事業報告，決
算報告，支部ホームページ，出席者増な
どについて話し合う。来年度の支部総会
の日程を決定。その後，東京理科大学　
池北雅彦理事より東京理科大学の現状，
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京書籍）が参加者全員に配布され、そのなかには
学長の心に残った「名言」もたくさん掲載されて
おりました。
　また、学生による研究発表「ブランドを科学す
る」では、量子力学を用いてブランドを科学する
という、大変興味深い研究を発表していただきま
した。
　懇親会では、オーケストラ部によるアンサンブ
ルが行われ、すばらしい演奏を披露していただき
ました。懇親会場では近況報告、情報交換が活発
に行われていました。学生たちも加わり、いつも
以上に華やかな懇親会となり、とても有意義な交
流の場となりました。今後の理科大と理窓会埼玉
支部会員の一体感醸成の一助になったものと思い
ます。参加者は来賓、こうよう会役員及び各地域
からの会員等で92人でした。

（文責　鯨井　智巳）

神奈川支部　総会
主催者　支部長　鈴木　宏司（41理・物）
平成22年7月10日（土）　13時～
会場　日産横浜倶楽部　参加者　63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
東京理科大学維持会会長　森野　義男

新保氏より「世界経済と金融市場」と題し、講演が
行われました。懇親会では、92歳の吉田先輩をは
じめ、昨年卒業した上野君ら若手も参加し、こう
よう会役員共々、盛大に親交を深めました。

（文責　柿本　自如）

埼玉支部　総会
主催者　支部長　青木　秀夫（41理・物）
平成22年7月4日（日）　13時～
会場　東京理科大学久喜キャンパス　参加者　92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
東京理科大学維持会会長　森野　義男

　7月4日（日）埼玉支部総会が午後1時から東京
理科大学久喜キャンパスで行われ、全ての議案が
承認されました。
　講演会では、塚本桓世理事長から「理科大の将
来計画」について、特に葛飾キャンパスについての
お話をうかがいました。森野義男維持会長からは、
「125周年記念募金」のご報告をいただきました。
　東京理科大学　藤嶋昭学長から「科学も感動か
ら－光触媒を例にして－」という演題で講演を
行っていただきました。光触媒の出会いから、そ
の効果、応用例まで詳しく教えていただきまし
た。また、学長が書かれた「科学も感動から」（東



26

　本部役員も含め9名の来賓の方をお迎えし行わ
れた。
　総会として予定された議事は、22年度収支予
算（案）について若干の質疑があったが、22年度
役員選出（案）も含めすべて拍手をもって承認さ
れた。
　来賓の挨拶では、塚本理事長から動画による
「葛飾キャンパス」の紹介、「神楽坂キャンパス」リ
ニューアルなどの話、藤嶋学長からは1月就任以
後8学部での講義など精力的に活動していること
や、新入生に同行しての長万部キャンパスで町民
から熱烈な歓迎を受けて父兄共々感激したこと、
森野維持会会長からは、終了した125周年記念募
金への協力お礼、その募金で神楽坂キャンパスに
新しく大学会館が建設され、その中に理窓会の事
務室ができること、また新たに始まった第二期募
金への協力依頼があった。また、山田理窓会会長
からは、新たに会長に就任、新しい組織としてス
タートし、理窓会の更なる発展に向けて意欲的に
取り組んでいることなどの話があった。
　講演会では、良藤有三講師から音楽が人の心の
みならず植物の心（？）をも落ち着かせ、また医療
現場における音楽療法として効果をあげている事
例などが紹介された。それにもまして、会場に持
ち込まれた「ウッドコーンスピーカー」（オーディ
オ機器ではないそうだ）による、まるで生演奏を
聴いているような広がりのある澄んだ音に全員
がびっくりして聴き入った。時間の関係でこのス
ピーカーによる音楽を十分聴けなかったのが残念
と言う声が多数あった。
　懇親会では、出席した桂歌助師匠（62年
数学科卒）が飛び入りで司会をリードし、
さすがプロと言う巧みな話術で会場を盛
り上げてくれた。

（文責　手島　茂）

静岡県東部理窓会　総会
主催者　会長　山田　清治（42理・物）
平成22年7月24日（土）　15時～
会場　沼津魚がし鮨　参加者　15名
本部参加者　　　東京理科大学理事　幡野　　純

理窓会副会長　児島　　紘
東京理科大学維持会会長　森野　義男

　平成19年まで会場としていたホテルが廃業、そ
のため毎年会場探しに困惑した。会議と懇親会の
できる会場、また、遠来の方々の参加を願うこと
を考慮すると交通至便であることが条件になる。
結局諸条件を勘案し昨年と同様の会場となった。
　今年度は理窓会副会長の児島紘先生の講演をい
ただき昨年までとは一味違う総会を開催できた。
ただ、時間の制約もあった中だったが大学理事幡
野先生、理事・維持会長森野先生にはそれぞれの
立場でのお話をいただき理科大のますます充実発
展が期待される状況を知ることが出来た。来年度
も大学の先生による講演をお願いしたい。県内来
賓の三人から、懇親会の席でそれぞれの立場での
話があった。
　懇親会では来賓、支部会員各人の近況報告があ
り来賓会員相互の親睦を、また旧交を深めつつ充
実した約2時間の懇親会を終了した。
　なお、懇親会の席ではここ十数年毎年欠かさず
平田義一氏夫妻による器楽演奏をお願いしている。

（文責　山田　清治）
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した。これから新役員でさらに静岡県遠州
理窓会を盛り上げていこうと決意した会
でもありました。
　当日は、東京理科大学　須川先生の火
災についての講演会、大学の現況、募金の
報告、理窓会の活動報告等が行われまし
た。葛飾キャンパスの動画には感動しま
した。常に前進を続ける東京理科大学の
様子を伺い、我々同窓生も頑張らなけれ
ばいけないなという思いを新たに感じま
した。また、情報交換会では、途中バンド

演奏があり、出席者は聞いたり、歌を口ずさんだ
り楽しいひと時を過ごすことができました。

（文責　大澄　弘道）

千葉支部　総会
主催者　支部長　水野　澄（40理・数）
平成22年8月22日（日）　13時～
会場　千葉市ポートプラザちば　参加者　66名
本部参加者　東京理科大学常務理事　澤　　芳昭

理窓会会長　山田　義幸
東京理科大学維持会会長　森野　義男

　理窓会および理科大学から、山田義幸・理窓会
長、澤芳昭・理科大常務理事、森野義男・理科大
維持会長、並木榮一・理窓会代議員、鈴木幹久・
神奈川支部長、高野正幸・埼玉副支部長、島崎益
男・東京支部副支部長をお迎えし、今年も、教職
員部会と企業人部会総会に続き、千葉支部総会と

静岡県遠州理窓会　総会
主催者　会長　大野　幸人（48理・化）
平成22年8月28日（土）　17時～
会場　グランドホテル浜松　参加者　31名
本部参加者　　東京理科大学理事長　塚本　桓世

理窓会副会長　田村　應和
東京理科大学維持会会長　森野　義男

　本年度は、理事長　塚本　桓世様、理事・維持
会会長　森野　義男様、理窓会副会長　田村　應
和様、静岡県東部理窓会　山田会長、静岡県中部
理窓会　初田会長の御出席をいただき総会が開催
されました。遠州理窓会の会員も31名参加し盛会
でした。特に今年は、平成同窓生が10名参加し世
代交替が進んできた印象を受けました。
　総会では、大野　幸人会長（昭48理・化）から大
澄　弘道会長（昭49理工・機械）に引き継がれま
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広島支部　総会
主催者　支部長　場田　克己（41理・応数）
平成22年9月12日（日）　14時30分～
会場　ホテルセンチュリー21広島　参加者　26名
本部参加者　東京理科大学常務理事　村田　雄司

理窓会会長　山田　義幸
東京理科大学維持会会長　森野　義男

来賓　　　山口東京理科大学　酒井　吉雄　教授
こうよう会広島支部　串　　信孝　幹事

　総会に先立ち、呉市の副市長中本克州氏（50理
工・経営）から『健康寿命日本一を目指して』と題
して講演を頂いた。15万人以上の市の中で呉市
が高齢化率日本一となった。介護認定率は全国平
均並みであるが、一人当たりの医療費が高いこと
から、健康づくりへの取り組みを行い、大きな成
果をあげている。がん健診を含む健診の積極的な
受診促進、糖尿病予防講演会などやジェネリック
医薬品の利用促進など具体的な効果を示しながら
広めて行き、効果が出ていることの説明がありま
した。
　総会では、村田常務理事から、大学の最新状況
が報告され、葛飾キャンパスの概要も披露され
ました。山田理窓会会長から、同窓生が17万人に
なったが、住所把握率と会費納入率をあげること
が大きな課題であることの説明があり、森野維持
会会長からは、125周年記念の寄付結果が報告さ
れ、理窓会館が建築中であることの報告と共に今
後の募金活動への協力要請がありました。
　総会後、記念写真を撮り、懇親会へと移りまし
た。昭和29年卒から平成16年卒までの幅広い年
代の同窓生で和やかな雰囲気の中で進行し、最後
に校歌を斉唱し、山田理窓会会長の音頭で万歳三

いう形式で開催されました。
【教職員部会総会】

　出された議案はすべて承認され、眞田
孝則（元検見川高校長50理・化）に替わり
宮崎仁志新会長（千葉女子高校長49理・
化）が就任しました。
【千葉支部総会】

　支部長挨拶　　水野　　澄
　来賓挨拶　　理窓会会長　　　　山田　義幸
　　　　　　　理科大常務理事　　澤　　芳昭
　　　　　　　理科大維持会会長　森野　義男
　来賓紹介　　千葉支部理事　　　大竹　好文
　挨拶の中で、山田理窓会長、澤常務理事から、
「理大の現状」、「神楽坂キャンパスの再構築や金
町キャンパスの構想」について、森野維持会長か
ら、「維持会・創立125周年記念募金報告」につい
てのお話をそれぞれ伺うことができました。
【記念講演会】

　今年は、科学ジャーナリストの瀧澤美奈子先生
を講師にお招きしに、「環境と共に、私たちはど
こへ向かうのか」という演題で約90分のご講演を
いただきました。理科大物理学科を卒業してから
「宇宙論」を学ぶためにお茶の水女子大に進み、大
手会社勤めを経て出版界デビューを果たすまでの
経緯とご苦労、科学ジャーナリストの役割の一つ
として、科学の面白さを伝えることが大切である
ことを強調されていました。また、有人潜水調査
船「しんかい6500」に乗船した体験談は大変興味
深い内容でした。これまでに、多くの恩人から受
けた言葉の中で、理大の恩師から「君、人生は漂
流でいいんだよ」と励まされたというお話があり、
大変心を打たれました。
【懇親会】

　総会に参加していただいた方々はほとんど出席
という状況でした。来賓を代表して、島崎益男理
窓会東京支部副支部長からご挨拶をいただき、終
始和やかな雰囲気で会は進みました。最後は参加
者全員で円陣を組み、校歌で締め括り、同窓の絆
がさらに深まる有意義な時間となりました。

（文責　宮部　智哉）
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の経つのは早いものです。残された人生は短い
ですが、神に召される迄の間、何をしたら良いか
真剣に考えなくてはならないと思います。私は、
趣味でビデオの撮影と編集を行っておりますが、
年々カメラは良くなりソフトもバージョンアッ
プ、パソコンもどんどん良くなってきます。それ
に対応して行く事は、今年喜寿を迎える私にとっ
ては、大変な事ですが何とか今のところ対応して
おります。
　死んでは出来ない事を生きている内に何か自分
の満足ゆく作品を作りたいと思っております。理科
大の歴史も125年を超え、更なる発展を望みます。

（文責　羽賀　正治）

唱してお開きとなりました。尚、10名が二次会で
盛り上がったことを追記しておきます。

（文責　羽田　啓二）

31Ｂ同期会　（昭和31年理学部物理学科）
平成22年6月11日（金）　13時～
会場　理窓会会議室　参加者　31名
　今年は理科大に入った時から60年に成ります。
その方たちと2010年6月11日の同期会で31名の
友人とお会い出来たわけです。この1年に亡く
なった友3人に黙祷、献杯し会は始まった。会え
ば健康に関する話が多いですね。
　入学したのは、ついこの間の様に思えます。時

大久保綜合法律事務所
弁護士　大久保　理（47理・応物）

〒102－0083　東京都千代田区麹町4－3－3　新麴町ビル1階
Tel　03－3288－1731　Fax　03－3288－1734
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懇親会　16：30～18：00

　松原副支部長の挨拶で始まった懇親会は渡辺常
務理事・こうよう会東京都支部野崎副支部長・豊
泉副支部長・北澤副支部長・理窓会埼玉支部松井
副支部長・理窓会千葉支部大竹理事のご臨席を賜
り、そしてお祝いのお言葉を頂戴し、和気あいあ
いの中、松原副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　秋季大会
情報交換会・講演会・懇親会
主催者：支部長　酒井 涬（33理・化）
日時：平成22年9月25日（土）13：30～
会場：理窓会館
参加者：40名
招待者：
　東京理科大学常務理事　　　　渡辺　　恒夫　様
　こうよう会東京支部副支部長　野崎　　雅子　様
　こうよう会東京副支部長　　　豊泉　　高明　様
　こうよう会東京副支部長　　　北澤　茂登徳　様

情報交換会　13：30～14：15

　支部長挨拶　　代理　島崎　益男　副支部長
　常任理事会報告及び質問　　　　亀田　光昭
　出席者からの情報提供
　　・理窓会代議員総会報告　　　福田　義克

講演会　14：30～16：00

講師紹介　　副支部長　半谷精一郎
②講演
・講師　東京理科大学 鳥人間サークル 鳥科
　鳥人間コンテスト選手権大会参加学生
　　長島　雄太　様（理・応物 3年）
　　富山　好子　様（工・機 2年）
　　根本　俊吾　様（理二・数 4年）
・講演テーマ　「鳥人間コンテストに参加して」
　秋季大会の前日にテレビで放送された鳥人間
コンテストに参加した学生に、その苦労話や創
意工夫を、豊富なスライドを用いて面白おかし
く語っていただきました。

島崎　副会長

富山・長島　講師
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