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編集後記編集後記編集後記
◇ 新たな絆～世

と

代
き

を超えて～を
テーマにホームカミングデー
2010が開催される。参加しお互
いの絆を深めよう。

◇ 第5回ホームカミングデーの開
催に当り山田会長には、ご多用
のところ原稿を戴き有り難う
ございました。

◇ 2010 in 神楽坂キャンパスホー
ムカミングデー企画実行部　石
神会長には内容を詳細に説明
戴きました。新しい趣向のイベ
ントが山積。内容の濃い楽しい
一日になることを念じてます。

 ご多忙のところ原稿を戴き有
り難うございました。感謝です。

◇ 「近代科学資料館」について、竹
内館長には早々の原稿を戴き
ました。感謝申し上げます。事
務手続の処置でお手数をかけ、
忙しい思いをお掛けし申訳あ
りませんでした。新しい近代科
学資料館を同窓の方々に広く
知っていただくお手伝いをと
考えました。

 「学べる」科学博物館としての
発展を祈念いたします。

◇ 岩崎元郎氏の「山は健康の源」
第7回になった。原稿依頼が特
集内容により、飛んでしまう。

申訳ありません。何時も早々と
原稿を送付有り難うございます。
今回は、割付までしていただい
た。山登りの心得がしっかり述
べられている。基本的な装備で
事故のないよう心掛けよう。

◇ 支部長紹介は新しい9名の方に
原稿を依頼し全員の方が締切
日までに送付戴いた。編集委員
一同感謝申し上げます。有り難
うございます。

◇ フレッシュマン（9）今回も今年
の卒業生、新人4名の執筆、厚
くお礼申し上げます。教師とし
ての使命と責任をきちっと自
覚している。しっかり教科指導
できる指導技術を身につけ、信
頼される教師に成長して、同僚
や生徒に尊敬される様になる
ことを望む。税理士として活躍
する児玉君も。実力を身につけ
同僚やお客さんに信頼される
立派な税理士に成長すること
を望みます。

◇ 北海道支部長伊藤四郎氏には
YOSAKOIソーラン祭に参加
する野田キャンパスの理科大
生の応援有り難うございます。
現地での学生諸君も理窓会の
先輩が応援しカンパして戴き、

きっと心強く感じていること
と思います。こうよう会と合同
で、毎年参加の様子。本当にご
苦労様です。また、原稿も執筆
下さいましてありがとうござ
いました。

◇ ソフトボール部が2年ぶりにイ
ンカレに出場した。富山市の岩
瀬スポーツ公園ソフトボール広
場で開催された。その様子を報
告していただくことになってい
たが連絡が不十分で、締切日ま
でに原稿が頂けなかった。大学
の広報課に連絡を取り急遽原
稿を起こした。

◇ 鳥人間コンテストに参加した
様子を理学部応用物理学科長
島雄太君から原稿を頂いた。時
を追い筋の通った文章で、内容
が分り易い報告を戴いた。目に
見えない努力の後がうかがえ
た。接合部の強度不足は、基本
的なミスなので、来年こそは課
題を解決し立派に優勝する努
力をしよう。

◇ 山口東京理科大学ホームカミ
ングデー2010の成功を祈念い
たします。竹永実行副委員長の
健闘をお祈りします。
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