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12・1　理窓支部・諸会だより

の発見の経緯、応用例について名言を活用しつつ
分かりやすく説明を頂きました。そして子ども達
への理科教育への情熱をお聞きし、出席者一同多
いに感銘を受けました。最後の質疑応答では、質
問者に学長から著書のプレゼントがありました。
　第二部の総会では、学長は同時開催の「こうよ
う会」に出席されるため参加されませんでしたが、
Ｈ22事業報告、Ｈ23事業計画を承認しました。
大学からは池北理事、増渕常務委員に「大学の現
状」、「同窓会活動」の報告をして頂きました。新
たな参加者にとっては久方ぶりに聞く母校の活躍
に満足した様子でした。そして懇親会では「祥子
さん」にミニライブをお願いし、大人の歌声に酔

わせていただきました。
　近年、当支部は総会の出席者が20
名未満と少なくなっており、東日本大
震災を受けた宮城支部として今年の
総会開催は正念場でありました。藤嶋
学長の被災地を励ましたいとの思い
を受け、今年の総会（交流会）は講演
会とセットで企画し、出席者はほぼ倍
増となりました。会員のなかには、県
や市の中枢で頑張っている方、被災

企業で復旧に当たる方、被災した方々など様々で
すが、今回の交流会は東日本大震災以来の癒しの
場になったことは確かだったと思っております。

（文責　加賀谷　秀樹）

大分支部　総会
主催者　支部長　森　　長徳（45理・修数）
平成23年10月15日（土）　17時～
会場　みくまホテル（日田市）　参加者14名
本部参加者　　　東京理科大学理事　池北　雅彦

理窓会副会長　栗原　良平

新潟支部　総会
主催者　支部長　木南　　誠（49理工・数）
平成23年8月28日（日）　13時～
会場　アトリウム長岡　参加者32名
本部参加者　東京理科大学常務理事　村田　雄司

理窓会　常務委員　増渕　忠行
　大学から村田常務理事、本部から増渕常務委員
に出席していただき、32人が参集して新潟支部
総会が開催された。総会で坂上隆新潟支部新支部
長（新潟北高校長・県高野連会長）（任期平成23年
8月28日～）を選出した。総会終了後、増渕常任委
員から「理窓会の活動」、続いて村田常務理事から
「大学の現状」について講演をしていただいた。そ
の後、懇親会が行われ、支部の若杉顧問及び村田
常務理事から昭和40年代～50年代の当時の大学
の様子等をお聞きすることができ、盛会のうちに
散会した。和気藹々の中にも支部の勢いを感じさ
せる会であった。　　　　　（文責　木南　　誠）

宮城支部　総会
主催者　支部長　加賀谷　秀樹（48理工・物）
平成23年10月1日（土）　15時～
会場　ホテル法華クラブ仙台　参加者35名
本部参加者　　　東京理科大学理事　池北　雅彦

理窓会　常務委員　増渕　忠行
　今年の総会は藤嶋昭学長による講演会との二部
構成で開催しました。第一部講演会では、藤嶋学
長の「光触媒から東日本の復興を考える」というタ
イトルで、地震・津波のメカニズムから、光触媒
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テージでの配慮すべき事項があり、情報
社会で適正に活動するための基となる考
え方や態度を情報倫理教育の側面や情報
安全教育の側面から家庭・地域との連携
により、発達段階に応じた体系的な推進

や地域・学校・家庭における情報モラル教育を推
進することの重要性が子供と保護者の認識の違
いなど事例をあげて、説明されました。総会では、
澤常務理事から、大学の最新状況が報告され、大
震災の影響、志願者数、ＰＯＲＴＡ神楽坂、葛飾
キャンパスの概要など幅広く説明があり、最後に
財務状況の報告があり、募金の協力依頼がありま
した。山下理窓会事務局長から、理窓会の現状と
課題について、「理窓」や「理科大ＴＯＤＡＹ」の
情報を提供しているが、会費納付率のアップが課
題であり、各団体との交流を通じて住所把握率を
上げ、会費納入率をあげていくことが重要との説
明がありました。また、酒井山口東京理科大学教
授と串こうよう会広島支部長にも挨拶を頂きまし
た。2010年度の会計報告と新幹事が全員一致で
承認され、総会を終了し、記念写真を撮って、懇
親会へと移りました。昭和32年卒から平成8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、河野副支部長の
音頭で万歳三唱してお開きとなりました。尚、澤
常務理事、山下事務局長を含む13名が同じホテル
で二次会を行い、盛り上がったことを追記してお
きます。　　　　　　　　　（文責　羽田　啓二）

　十数年ぶりに、日田市で支部総会が開催されま
した。夕方からの総会開催に先立ち、朝10時より
ホテルのバスで市内観光が会員とその家族9名で
実施されました。
　夕方5時より、東京理科大理事の池北先生、理
窓会副会長の栗原様のご臨席と理大出身のプロ歌
手として活躍されている布井祥子さんをお招きし
て支部総会が開催されました。
　議事の中で、支部の活性化をどのように進めてい
くかについて議論がなされ、ご来賓の方々からも貴
重なコメントをいただき、盛り上がりをみせました。
　理大理事の池北先生からは最近の理科大卒業者
の頑張り度のランキングが高いことなど、母校の
頼もしげな様子等をお聞きしました。また、理窓
会副会長の栗原様からは、全国支部の活動の状況
等をお伺いし、今後の大分支部の活性化に向けて
御示唆をいただきました。
　夕方6時すぎからの三隈川での屋形船では、プ
ロ歌手祥子さんの優雅な歌を聴きながら杯を傾け
大いに親睦を深めることができ、素敵な夜の舟遊
びとなりました。　　　　　（文責　森　　長徳）

広島支部　総会
主催者　支部長　場田　克己（41理・応数）
平成23年10月16日（日）　14時30分～
会場　ホテルセンチュリー21広島　参加者20名
本部参加者　　東京理科大学常務理事　澤　芳昭

理窓会事務局長　山下　　正
山口東京理科大学教授　酒井　吉雄

こうよう会広島支部支部長　串　　信孝
こうよう会広島支部副支部長　吉田　真理

　理窓会総会に先立ち、日章館高校校長の乙村氏
（57理・化）から『児童・生徒を取り巻くネットの
脅威』と題して講演を頂いた。新学習指導要領の
中に情報モラルついて、小学校から高校まで各ス
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生、理窓会常務委員　増渕先生、こう
よう会秋田支部長　安田　基樹さんを
はじめ4名の役員の方をお迎えして、
平成23年度の理窓会・教育会秋田支部
の総会を開催致しました。
　支部長挨拶のあと会務報告・会計報
告、会計監査報告、その承認、来年度の
総会予定日を平成24年10月20日（土）

にする案も承認されました。
　会則の一部改正では、会計を役員に加えるこ
と、それに伴う会則の改正は全て承認されまし
た。その後教育会秋田支部総会を開催し、佐藤支
部長より規約の改正が提案されました。年会費
1,000円は全額教育会本部に納めるので秋田支部
には運営資金がありません。それで、理窓会と合
体し、教育行政部会・学校部会を廃止する、教育
会の役員を支部長1名、副支部長1名、庶務・会計
1名、幹事若干名（会報担当、研修担当）顧問若干
名（支部長の諮問に応じる）とし、役員の任期3年
を2年にする案が提案され、承認されました。
　今年は、理窓会・教育会とも役員の改選の年に
当たります。私は、支部長を平成13年11月より平
成23年10月まで5期10年務めましたので、会を
活性化させる意味で支部長を辞退し、副支部長の
奈良伯夫氏（Ｓ41理・応物）が新しい支部長に選
出されました。教育会の支部長は今まで通り佐藤
幹彦氏（Ｓ45理・数）が再選されました。総会終
了後本部から見えたお二人の先生方から大学と理
窓会の現状についてお話しを頂きました。
　塚本理事長からは、理科大学の今年の志願状
況、国際化の推進、3キャンパスの特徴、特に葛
飾金町キャンパスを中心にプロジェクターを使っ

長野（信州）支部　総会
主催者　支部長　大池　義高（41理・数）
平成23年10月22日（土）　11時～
会場　ホテルモンターニュ松本　参加者20名
本部参加者　東京理科大学常務理事　渡辺　恒夫

理窓会常務委員　石神　一郎
　支部同窓物故者4名のご冥福をお祈りし、黙祷
後、総会を開催した。支部長の挨拶に続いて、平成
22年度事業報告、決算報告、監査報告を承認した。
　また、支部活動の活性化、特に若年層の総会出
席の増大等に関して、事前に開催の役員会で検討
された信州支部青年部立ち上げと、責任者を白石
恭之氏（平10経・経）に、お願いすることを承認
した。つづいて、ご出席いただいた本部役員石神
一郎常務委員と法人本部渡辺恒夫常務理事に、そ
れぞれ理窓会及び大学の近況についてお話いただ
いた。総会終了後、諏訪東京理科大学機械システ
ム工学科板橋正章教授による「交通事故から命を
守る・・・ここまで実現しています・・・」のテー
マで講演会を開催した。
　その後、出席者全員が別室に移動して懇親会を
開催、和やかなひと時を過ごし、14：45に散会した。

（文責　稲坂　　勤）

理窓会秋田支部・教育会秋田支部　総会
主催者　支部長　三浦　　優（31理・数）
平成23年10月22日（土）　15時～
会場　イヤタカ　参加者23名
本部参加者　　東京理科大学理事長　塚本　桓世

理窓会常務委員　増渕　忠行
　来賓として東京理科大学より理事長　塚本先



32

て分かり易く説明されました。増渕先生からは17
万人卒業生の卒年分布、理科大ルネッサンスで定
着した活動の更なる推進、理窓会の課題等につい
てもお話しがありました。
　その後秋田県内を中心に活動している「ドル
チェ」の演奏会を開催し、ラ・クンパルシータや
浜辺の歌などヴァイオリンやフルートの生の音
楽を楽しみました。懇親会では、こうよう会秋田
支部長の安田基樹さんがらご挨拶を頂き、今年は
「こうよう会」から4人の役員が参加され、会が大
変盛り上がりました。最後に参加者から一言ずつ
お話しして頂き、和やかな楽しいひとときを過ご
すことが出来ました。　　　（文責　三浦　　優）

茨城支部　総会
主催者　支部長　大久保　清（30理・化）
平成23年10月22日（土）　15時30分～
会場　ホテルテラスザガーデン水戸　参加者45名
本部参加者　　　東京理科大学理事　幡野　　純

　　　　　　　理窓会副会長　福田　義克
東京理科大学維持会会長　森野　義男

　恒例の茨城支部総会・懇親会を、大学及び理窓
会本部から幡野理事・森野理事（維持会会長）・
福田理窓会副会長をお迎えし、総勢45名の参加を
戴き開催しました。総会では先生方より大学の近
況、理窓会の状況についてご紹介戴き、躍進する
母校の環境に触れることができました。
　総会に引き続き、称号参与の委嘱状を贈呈され
た平田先生（昭23数、元支部長）の乾杯のご発声
で懇親会を開催、今回は祥子さんをお招きし懐か
しい曲を交えたライブに耳を傾けながら和やかで
楽しいひとときを過ごすことができました。
　来年度は県南地区での開催であり再会を約し、
盛会のうちに終了しました。（文責　森尾　修一）

長崎支部　総会
主催者　支部長　井手　義道（38理・物）
平成23年11月20日（日）　11時～
会場　ハウステンボス・ジェイアール全日空ホテル内
　　　飛行機雲　参加者15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　栗原　良平
　会員荒川正幸氏死去にともなう黙とう。
　理事長・塚本桓世氏による東京理科大学の現状
等についての報告、理窓会副会長　栗原良平氏に
よる理窓会の現状等の報告。
　長岡美咲希氏（国立医薬品食品衛生研究所　所
属）による「微量金属とセルフケア」による講演に
より会員全員が勉強になりました。歌手・布井祥
子氏によるミニライブでひと時を楽しみました。
　懇親会では出席者の近況報告をいただきお互い
の健康などについても話し合った。

（文責　井手　義道）

福岡支部　総会
主催者　支部長　長　　信成（48理工・物）
平成23年11月23日（水）　12時～
会場　ＡＮＡクラウンプラザホテル　参加者52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　栗原　良平
　本年の福岡支部総会は恒例の11月23日勤労感
謝の日に開催しました。

　昭和49年理工学部機械工学科卒業の
トヨタ自動車九州社長の須藤誠一さん
をお招きし、「卒業生からの話」という
タイトルで1時間の講演がありました。
須藤さんの講演に対しては、理窓会の

支部・諸会だより
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カミングデー2011』の様子等を伺った。議事では、
群馬支部として、来年度からホームカミングデー
に参加することが満場一致で承認された。
　続いて、数学科出身の祥子さんをお迎えしての
『祥子コンサート』を開催した。約70分のコンサー
トでは10曲の歌を披露していただき、祥子さんか
らいろんなお話を伺いながら、充実した楽しい時
間を過ごした。
　コンサート終了後の懇親会は、深澤支部長と水
野常務委員に続いて群馬支部教育会の猿谷会長よ
り挨拶を頂いた。出席者は教育関係の現職・ＯＢ
の方々や民間企業の方々、更に、こうよう会群馬
支部から角田支部長に参加していただき和やかな
会となった。出席者一人一人から近況報告を頂き、
大学在学中の思い出や卒業後の経歴、趣味や健康、
企業での取り組みや教育現場の状況など豊富な話
題で、時の経つのを忘れて大いに盛り上がった。
　最後に、参加者は祥子さんのＣＤを購入し、
益々のご活躍を祈念するとともに、群馬支部の更
なる発展を誓い合った。　　（文責　富田　　忍）

北斗の会　秋の総会
主催者　会長　奥原　千里（31理・化）
平成23年10月14日（金）　18時～
会場　理窓会倶楽部　参加者　30名
　「北斗の会」とは理窓教育会東京支部の会員で
退職した人たちの有志でつくる団体です。毎年、
二回の会合をもつほかに、海外旅行や国内旅行に
出掛けるなど、現役時代に出来なかった教育視察
旅行などにも積極的に取り組んでいます。
　今回は、新しい理窓倶楽部で、秋の総会を開催
したものです。ＰＯＲＴＡ神楽坂については、「理
窓」などで詳しく紹介されていますが、実際に来

るのは初めてという方も多く、大勢の
参加申し込みがありました。そこで藤
嶋昭学長にご案内したところ、幸い、
お忙しい合間を縫って、ご出席してい
ただけることになり、会員一同、大感
激をいたしました。学長は教育に大き

会員以外にも「こうよう会」の会員の方々や会員
の取引先等の関係者の方々も参加しました（講演
会は90数名の参加）。
　また、大学及び理窓会本部からは塚本理事長、
栗原理窓会副会長及びこうよう会から山口秀登福
岡支部長他12名並びに理窓会員の歌手祥子さん
が参加しました。
　本年の参加者は最高齢の昭和32年理学部物理
卒の前支部長西嶋進一さんから平成21年理工・
物理学科卒の多良博海さん及び基礎工学部物質環
境学科卒の藤本達也さんまでで、平成の卒業生が
12名参加してくれました。また、昭和45年工学部
電気工学科（野田校舎）卒業の佐伯滋さんらが初
めて参加されました。
　なお、同窓会名簿の不明者欄にのっている卒業
生数名が県立高校に勤務していることがわかりま
したので、確認後連絡いたします。

（文責　長　　信成）

群馬支部　総会
主催者　支部長　深澤　知明（49理・応物）
平成23年11月26日（土）　13時30分～
会場　アニバーサリーコート　ラシーネ　参加者17名
本部参加者　　　理窓会常務委員　　水野　　澄
　今年度の総会では、深澤理窓会群馬支部長の挨
拶のあと、理窓会常務委員水野澄様より理窓会の
現状や活動報告、更に、過日実施された『ホーム



34

41Ｓ同期会（昭和41年理学部数学科）
平成23年10月30日（日）
　昭和41年理学部一部数学科卒の同期会を平成
23年10月30日のホームカミングデーに行いまし
た。昨年11月に新潟県村上市で41Ｓ同期会を行
い、そのとき次回はホームカミングデーの日に神
楽坂で会おうと約束しました。当日、午前中はＨ
ＣＤの各催し物に参加し、午後2時から21名の同
期が、8号館の教室に神栄サービス（学食の業者）
のケイタリングで気楽な立食パーティを行い、思
い出話や近況報告に花が咲きました。来年の再会
を約束し散会しました。　　（文責　坂本　　功）

な関心をもたれて学内外に積極的に発信されて
おり、「理窓教育会報37号」にも巻頭言をお寄せ
いただいたところです。学長の教育会への力強い
メッセージを直接お伺いし、会員の教職への思い
を丁寧に受け止めていただき、充実したひと時が
持てたことに感謝いたします。
　さて、会員は、理大の教員採用試験対策講座、
入学前学習支援事業などに何らかの形で関わった
経験がありますから、話題になるのは、今年の採
用試験の合格状況はどうかということです。特に
今年は、3月に東日本大震災が起こり、予定して
いた教員採用試験対策講座合宿コースが急きょ
中止となったため、その影響を心配されていまし
た。教員志望の学生が、合宿を通して大きく成長
するのを実感してきた先輩たちの気持ちは本当に
有難いことです。
　新しい理窓会倶楽部でゆったりと快適に過ご
し、一人一人の中身の濃い近況報告などで大いに
盛り上がるうちに時間となり、次回は、新年会で
の再会を約束して散会となりました。

（文責　小久保　正己）




