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支部長挨拶

支部長 熊澤 武志（昭和 57・生物）

東邦大学理学部鶴風会神奈川県支部への日頃

のご支援に厚く御礼申し上げます。

神奈川県支部は 928 名（2017 年 7 月現在）の

会員数を擁しており、現在設立されている同窓

会支部の中で最大規模を誇っています。この状

況の中で、神奈川県支部は、従来より歴代の支

部長が親睦活動、生涯学習活動、広報活動、就

職支援活動、母校の PR 活動の 5 本の活動方針を

掲げています。特に、支部ニュース「鴎風」を

刊行する広報活動は、神奈川県支部の特徴ある

活動のひとつであり、本年度で「鴎風」は第 32

号の発行を迎えることになりました。これもひ

とえに会員の皆様方のご理解・ご協力の賜物と、

深く感謝しております。現在は年１回の発行で

すが、会員の皆様に直接送付する形を取ってお

り、好評を得ています。支部ニュース「鴎風」

によって、会員の皆様が同窓会の今を知り、そ

して母校へ思いを巡らす一助になることを期待

しております。

さて、神奈川県支部の目下の課題は、支部活

動への会員の参加を一層促進することにありま

す。全国的にみても、同窓会への参加率は低い

と言われています。2012 年にマイナビニュース

が実施した「同窓会に行きたくない理由」に関

するインターネットアンケート調査では、「行

ってもいいことないので行かない」、「知って

いる人があまり来ない」などの理由が男女共に

上位に入っています。また、北九州市立大学が

実施した同窓会に対する在校生の意識調査では、

「同窓会がどんなことをしているか知らない」

が 75％、「卒業後、同窓会活動には参画したく

ない」が 71％であったとする結果が報告されて

います。神奈川県支部の現状にこれらの調査結

果を一概に当てはめることはできませんが、支

部活動への参加者低迷は、「同窓会に興味がな

い」に集約されるのではないかと推測していま

す。実は、私は大学入学時に同窓会費を支払っ

たものの、卒業後は同窓会との関わり合いは皆

無で、クラス会すら出席したことがありません

でした。もちろん、同窓会の存在も気にかけた

ことがありませんでした。ところが、6 年程前、

鎌倉に移り住んでからほどなくして届いた支部
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ニュース「鴎風」で支部総会開催の記事を見て、

試しに 1 回行ってみようか！と本当に軽い気持

ちで出席のハガキを投函したことが、現在に至

るきっかけでした。支部総会は支部の活動計画

や予算を審議する場ですが、講演会や懇親会も

同時に開催されます（この総会・講演会・懇親

会がいわゆる神奈川県支部の同窓会的な行事で、

まとめて”支部総会“と称しています）。支部

総会は他学科との交流や先輩・後輩の交流が行

われますので、学生時代には味わえなかった楽

しさとアットホーム感があります。もし「支部

総会へ行くべきか？」と悩まれているのであれ

ば、思い切って参加してみてはいかがでしょう

か。支部総会がそれほどハードルの高いもので

はないことを実感していただけると思います。

一方、年 2 回の鎌倉散歩は、単に知り合い同士、

仲の良いお友達同士がハイキングをしているだ

けという閉鎖的な行事では全くありません。他

支部からの参加者があったり、会員のご家族も

参加したりします。また、退職された元教員の

参加もあり、鎌倉の裏事情をよく知るガイドの

方が同行する時もあり、支部役員の手作りの資

料を片手に古都鎌倉を徒歩やバス・電車に乗っ

て巡っています。もちろん、参加費は無料、用

事のある方は途中で帰ることも自由です。次回

の鎌倉散歩は 11 月 26 日に開催予定です。初参

加の方は大歓迎です。仕事に追われるあくせく

した日々から離れ、のんびりと鎌倉の歴史を訪

ねてみるのはいかがでしょうか。

神奈川県支部を運営する我々役員の努めは、

地元に密着した活動を通して、会員同士、そし

て会員と母校のつながりをしっかりと守ってい

くことであると考えています。同窓会は卒業生

一人ひとりのためにあります。また、会員の皆

様は永年会員として同窓会活動に参加する権利

を持っています。会員の皆様には、神奈川県支

部活動のさらなる充実に向け、より一層のご理

解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

 
第 24 回神奈川県支部総会・講演会・懇親会報

告 ～薬学部鶴風会理事長を講演者に迎え

て～

支部長 熊澤 武志（昭和 57・生物）

平成 29 年 9 月 3 日（日）、第 24 回神奈川県

支部総会・講演会・懇親会を「ワークピア横浜」

で開催いたしました。これまでは横浜駅前周辺

でホテルを利用した開催が続きましたが、今回

は横浜港に面する山下公園や横浜中華街からも

至近距離の会場を設定いたしました。

講演会では、薬学部鶴風会の塚原英基理事長

に、「同窓会―薬学部鶴風会の現状―」と題して

ご講演をいただきました。塚原理事長は 3 期 9

年にわたって同窓会を束ねられており、同窓会

組織のあり方、そしてその根本をわかりやすく

説明して下さいました。「組織というものは半歩

進んで 2 歩下がるようなもので、常に前進はな

い。しかし、あきらめない組織作りとたゆまな

い会員への問いかけが大切である。」という話は、

組織を運営する私共にとって今後の道標になる

ものでした。また、薬学部同窓会の運営の具体

例として、同窓会主催の講演会では演者を若い

会員に担当させる、地域の文化を利用するカル

チャー活動（ビール工場訪問、美術館見学、ゴ

ルフコンペ等）を実施する、あるいは複数の支

部が集まって合同フェスタを母校で開催する等

をご紹介下さいました。これらの行事は組織作

りにとても有効であるとのことでした。さらに、

薬学部では各支部にホームページ担当者を置い

てホームページによる広報活動を充実させてお

り、これは年 2 回の会報を補完するものとして

有効であるとのことでした。特に驚いたことは、

薬学部では会員数が最も多い首都圏 5 県の支部

を大切にする意味で、5 県の支部長から 3 名を

本部理事会の理事に選出する制度があることで

した。これは理学部でも取り入れてもらいたい

と強く感じたところでした。一方、同窓会が組

織である以上は支部を運営するために会費を徴

収するべきであり、組織の長は会費をいかに集

めるかを考えなくてはならないとのご指摘を受

けました。塚原理事長は組織を運営する立場の

者の心構え等もお示し下さいました。「自分に厳

しく、周囲（まわり）の人には優しく寛容の心

がないと組織作りはできない。」は強く心に残る

ものでした。また、聖路加国際病院の故日野原

名誉院長の「（人は）自分のためではなく、他の

人を助けるために生まれてきた」の言葉を引用

され、（同窓会を運営する者は）自分のためでは

なく、常に会員（卒業生）のためにどうしたら

よいのかを真剣に考えて行動してもらいたいと

いうものでした。塚原理事長のこのお話は、同

窓会を運営する立場の者の戒めとして忘れては

いけないと感じました。約 50 分間の塚原理事長

のご講演は、とても明快でわかりやすいもので

した。今回は会員の勉強会として講演会を位置

づけましたが、例年になく有意義なものであっ

たと思います。

講演会の後半では、理学部長の髙橋正教授に
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「理学部のいま」と題してご講演いただきまし

た。今年度 4 月に開部した健康科学部の新校舎

をはじめ、年々変わりゆくキャンパスの風景を、

スライド映像を使ってお話下さいました（詳細

は 4～5 頁をご覧ください）。高橋理学部長には

支部総会時の講演を毎年お引き受けいただいて

おり、神奈川県支部会員一同、感謝申し上げま

す。

懇親会は伊藤展枝常務理事（理事長代理）、髙

橋正理学部長に祝辞を頂戴した後、名和公士支

部担当理事の乾杯で開宴しました。神奈川県支

部では以前より理事、元理事、支部にゆかりの

深い方々にご参加をいただいております。さら

に、今年度は群馬県支部の原秀介支部長、薬学

部鶴風会神奈川県支部会会長（桃井宏之様）に

ご出席いただく等、他支部や他学部との交流の

深まりに感謝しながら時間も忘れて歓談するこ

とができました。懇親会は最後に、東邦大学校

歌斉唱と記念撮影を出席者全員で行い、散会い

たしました。
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東邦大学のいま

理学部長 高橋 正

習志野キャンパス：新たな学部

かねてより準備が進められていました健康科

学部が 4 月 1 日に無事開設されました。当面は

看護学科の 1 学科体制で運営されますが、定員

60 名のところ 78 名の入学者を迎えてのスター

トとなりました。健康科学部を含めて東邦大学

は生命科学系の学部を中心とした、5 学部の理

科系総合大学として教育・研究ならびに地域連

携、産学連携を通して、社会貢献をして行くこ

とになります。この習志野キャンパスの新しい

学部のよい影響はすでに、クラブ・サークル活

動に出てきているようです。新風に期待したい

ところです。

写真は昨年 9 月竣工の健康科学部棟です。１

階にラウンジを備えたお洒落な建物で、内装も

パステルカラーと木材を多用した、女子学生を

意識したものになっています。校舎は鶴風寮の

跡地に、ほぼ同じくらいの面積で建てられてい

ます。石畳風のアプローチと芝生の前庭がつな

がっています。写真では見えませんが、前庭に

は90周年記念で3同窓会から贈られたユズリハ

が植えられています。

習志野キャンパス：図書館棟

習志野事務部やメディアセンター（図書館を

改称）が入っている図書館棟は、習志野キャン

パスでも最も古い建物の一つです。昨年 7 月か

ら 11 月にかけて、耐震補強工事と改修工事を行

ないました。事務部は主に健康科学部が開設さ

れることに伴う事務手続体制の整備のための改

修を行ないました。メディアセンターについて

は文献情報の電子化が進む中での改修でしたが、

従来の新着雑誌室をグループ学習のためのスペ

ースに改修しました。カラフルな椅子や色々な

大きさ形の机、ホワイトボード、ノート型パソ

コンを準備して、学生が自由に調べものをした

り、議論したりできるようになっています。最

近は、アクティブラーニングという自主的に学

ぶ教育が求められており、このような目的での

利用を想定しています。そのほか、3 階の閲覧

室の席数が 182 席に拡充され、開放的で明るく

なりました。また本年 9 月にはマルチメディア

スタジオの改修も行われ、講演会などにも利用

できる施設になりました。

卒業式

平成 28 年度卒業式・学位記授与式が 3 月 16

日に行われました。平成 29 年度から卒業式は 4

学部合同で行なうことになりましたから、学部

ごとで行なう卒業式は今年が最後になりました。

今年の卒業生は 485 名で、大学院課程修了者は

90 名（修士）と 1 名（博士）でした。この学年

は 511 名が入学しましたが、その 90%が 4 年で

卒業しました。この数は例年と違いませんが、

首都圏私大の理学部の中ではかなり高い値とな

っています。これまでの理学部の卒業生の数は

17,332 名で、理専の卒業者を併せると 18,151

名に達します。例年そうですが、卒業式では風

呂田鶴風会理事長から、鶴風会賞が 6 学科の成

績優秀者に贈られました。昨年度から始まりま

した鶴風会学修奨励賞と合わせて、学生の勉学

の励みになっており、感謝しております。今年

も 3 月末をもって教養科の長利一教授が退職さ

れました。長先生は、2004 年から 13 年間憲法

や法学の教育に携わられました。

入学式

今年も 4 月 3 日に幕張メッセの国際イベント

ホールを会場として医薬理看健の 5 学部合同の

入学式が挙行されました。理学部は今年も総数

で 4,500 名ほどの志願者の中から、523 名の新

入生を迎えることができました。大学院は博士

前期課程（修士課程）が 80 名、後期課程（博士

課程）が 5 名入学しました。

理学部ホームカミングデー

理学部では毎年秋に卒業生をキャンパスにお

招きして、ホームカミングデーを実施していま

す。卒業生に変わっていく学部やキャンパスの

様子を見ていただきたいということと、教員や

元教員との親交を深めていただきたいという思

いから始まりました。昨年から卒後 10 年毎に声

掛けをすることにして、11 月 19 日に開催しま

した。学内見学ツアー、卒業生（鈴木俊貴博士、

小野里磨優博士、井坂和一博士）による講演会
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と懇親会が行われましたが、懇親会のあとは同

期で集って昔の面影探しに出かける方も多かっ

たようです。ホームカミングデーの開催に際し

ては、理学部鶴風会からも物心両面でご支援を

戴いております。なお今年からホームカミング

デーは 10 月の最後の土曜日に実施することに

なりました。

日本大学ランキング

イギリスのタイムズ社が出す Times Higher

Education（THE）の世界大学ランキングの日本

の大学のランキングが 3 月末に発表されました。

それによると東邦大学は総合順位で 101~110

位の間でした。この順位は国立大学も含めた調

査結果で、私立大学の中では 35~41 位の間にな

ります。このランキングでは、教育リソース

（38%）、教育満足度（26%）、教育効果（20%）、

国際性（16%）が評価されていますが、そのうち

本学は教育リソースで 58 位、教育成果で 96 位

です。教育リソースについては、予算や教員数、

教員の研究力、合格者の学力などが、教育成果

については企業人事の評価、研究者の評価など

がポイント化されています。THE 世界大学ラン

キングはしばしばマスコミに取り上げられるラ

ンキングですが、今回のランキングはその日本

版で、世界ランキングよりも教育力を重視した

ものになっています。偏差値によらない大学の

評価として注目されています。

活躍する学生

たくさんの理学部の学生や大学院生が、卒業

研究や修士課程の研究成果を学会で発表してい

ます。最近の学会では優れた発表の表彰が行わ

れますが、昨年は 13 件、14 名（延べ）の学生

が受賞しています。そのうち 4 件は 4 年生の発

表ですし、4 件は国際学会での発表です。一人

で 2 度受賞した学生も 2 人います。今後ともこ

の流れは続くと期待しています。

生命圏環境科学科の寺本さんは、昨年、「と

きめく貝殻図鑑」という本を上梓しました。学

生が書いた本と言うことで注目を浴びたようで

すが、岩手県出身の彼女は小さい頃から貝に興

味を持って研究してきた学生で、それを反映し

て学術性もありながら楽しめる本です。新聞で

も紹介されたので、ご存知の方も多いことでし

ょう。一方、情報科学科の宮地君は 6 月にフラ

ンスで行なわれた WFDF2017 世界ビーチアルテ

ィメット選手権に日本代表選手として出場しま

した。この競技はフライングディスクの競技で、

オリンピック競技になることを目指しているそ

うです。

数字で見る理学部

本年 5 月 1 日における学部生の在籍者数は、1

年 523 名、2 年 540 名、3 年 489 名、4 年 528 名

で、合計すると 2,080 名に達します。これは教

員一人当たり 19.3 人の学生を担当しているこ

とになり、私学の学生/教員比としては良い値と

なっています。大学院は博士前期課程は 1 年 88

名、2 年 88 名の合計 168 名です。今年の学部の

女子学生の割合は 39％で大学院は 32%と、いず

れも理工系としては高い値で、リケジョの伝統

が生き続けています。

3 月卒業した学生のうち就職した学生は卒業

者の 71％で、大学院への進学は 23%でした。就

職希望者349名に対する内定者の割合は98%と、

好結果を残すことができました。昨年度も 6 月

選考解禁という一昨年ほどではないにしても就

職スケジュールの変更がありましたが、学生が

積極的に活動したことと好景気に支えられて、

良好な結果を残すことができました。就職業種

は学科によってかなり特色がありますが、理学

部全体としてみると例年のことですが、情報系、

医療系および教育系に就職する学生が多くなっ

ています。教職に関しては、大学院生 6 名を併

せて 29 名が教員となりました。教員養成課程で

は、小学校教諭免許状取得プログラムや TUSTEP

プログラム等を実施し、教職希望者を支援して

います。

大学院（博士前期課程）に目を向けると、大

学院で学んだことを生かして製造業系の企業に

職を得るケースが学部よりも増加しますが、昨

年度は前年度よりも製造業系の就職が増えまし

た。臨床検査技師の国家試験は、今年は新卒

100%の合格率を達成することができました。横

田浩充教授の着任以来のいろいろな取り組みが

成果をあげています。就職に関しては、昨年度

は病院に 10 名、検査センターに 9 名、治験会社

に 5 名、健診センターに 4 名が就職しました。

進学も 10 名でした。

編注：紙面の都合上、高橋先生の御了解を得て写

真と図は割愛させていただきました

 
 

2017 年 
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第 39 回鎌倉散歩

「祇園山を経て麓の寺々で桜を愛でる」に

参加して

高山 容子（平成１・化学）

第 39 回鎌倉散歩は、「祇園山を経て麓の寺々

で桜を愛でる」をテーマに、平成 29 年 4 月 2

日㈰に 9 名の参加で実施されました。初めて参

加した高山が報告いたします。

報告の前に、鎌倉散歩自体を少しご紹介しまし

ょう。東邦大学同窓会「鶴風会」神奈川県支部

の活動の一つとして、会員の親睦を図るため、

年 2 回、鎌倉付近を散策しています。4 月第 1

日曜日と 11 月最終日曜日です。個々に自然を観

察するもよし、おしゃべりに興ずるもよし、で

す。

祇園山登山道

鎌倉散歩の予定コース、参加者、観てまわる

寺の概要が書かれた冊子が用意されており、ま

ずは自己紹介。とは言っても、私高山以外の方々

は何度も参加されているので、道すがら少しず

つ慣れていく感じでした。まずは顔と名前を一

致させねばと気負いましたが、すぐに覚えられ

るはずもなく、そのうち、なるようになれとの

心境に。大学を卒業してから四半世紀以上も勤

務すると、頼る先輩方がだんだんと退職して心

細く思うこともある近頃ですが、ここでは新米

です。頼ろうではありませんか。さらに、この

ような会に参加する方は気力が充実して元気な

ご様子。実家の父の状態をふと思ってしまいま

す。充実しているから参加するのか、参加する

から充実するのか。

さて、桜を愛でようと集まりましたが、今年は

少々開花が遅かったようで、鎌倉駅からすぐの

若宮大路の桜はほとんど咲いていませんでした。

最近、この若宮大路は再整備され、今までの桜

は伐採され、若木が植えられていました。神奈

川県内に住んでいても、近くて遠い観光名所の

鎌倉は、こういう機会がないとなかなか足を運

ばず、むしろガイドブック片手の観光客のほう

が詳しいかもしれません。

最初の宝戒寺は、はじめ「寶戒寺」と示されて

いて、どこ？読み方は？と早くも頭の体操にな

りました。スマホで検索しようにも、読み方が

わからないとワードが入力できません。「ほうか

いじ」です。到着してみると桜はつぼみがちら

ほらといった程度でしたが、花の種類が多く、

生物科のつぶやきを聞きながら鑑賞できました。

急ぐたびではないので、「ではそろそろ次へ」

と歩き始めましたが、今回のコースは町中だけ

でなくハイキングコースも含まれており、前日

の雨のためにぬかるんだ山道は、転ばないよう

に転ばないようにと一歩一歩進む道でした。「散

歩」に初めてで、普通のスニーカに、色の薄い

ズボンを履いてきた高山は、余計に緊張して歩

きました。そんな中でも道端に咲く花の特徴を

聞かせてくれたり、鳥のさえずりの違いの説明

があったりと、ここでも生物科の面目躍如。楽

しいひとときでした。

鎌倉幕府滅亡の舞台となった東勝寺跡は、教

育委員会の説明看板がなければ、広い空き地が

あるのみで、それとはわかりません。その横を

過ぎ、山道へ。途中の見晴らしの良い場所でお

弁当を広げました。すでに 39 回となる「鎌倉散

歩」。あの時はトンビにお弁当を取られたね、と

話に花が咲きました。その後も歩き進めると、

八雲神社の脇にひょっこり抜け、また町中へ。

妙本寺に詣で、今回一番の桜の見ごろに出会い

ました。鎌倉は、レンタル着物を着つけてくれ

観光できる店があるようで、着物姿の女性を数

人見かけました。観光客の存在も「古都」らし

さを演出しているようです。さて、鎌倉駅方面

に向かいながらも小町通りへ。喫茶店で一休み

もおしゃべりが止まる気配はありません。それ

でも夕方になり、また次回の 11 月にと話してお

開きとなりました。
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支部総会・講演会・懇親会報告

第 24 回支部総会
日時：平成 29 年 9 月 3 日 11 時～15 時

場所：ワークピア横浜

1. 総会（11 時～11 時 30 分）

1）定数報告

2）議題

第 1 号 平成 28 年度事業報告の件

第 2 号 平成 28 年度収支決算の件

第 3 号 平成 29 年度事業計画の件

第 4 号 平成 29 年度収支予算の件

第 5 号 支部規約改定の件

第 6 号 次期支部役員選出の件[平成 30 年

度～平成 32 年度]

第 7 号 その他

2. 講演会

1) 神奈川県支部講演会（11 時 30 分～

12 時 20 分）

『同窓会の組織 ‐薬学部鶴風会の現状‐』

講師 塚原 英基 薬学部鶴風会理事長

2) 学部長講演（12 時 30 分～12 時 50 分）

『理学部のいま』

講師 髙橋 正 理学部長

司会 熊澤 武志

3. 懇親会（13 時 00 分～15 時 00 分）

司会 真下 順一

1.開 会

2.支部長挨拶 熊澤 武志

3.来賓祝辞

理学部鶴風会常務理事 伊藤 展枝 様

東邦大学理学部長 高橋 正 先生

4.乾杯

理学部鶴風会理事（支部担当）名和 公士様

出席者

来賓

伊藤 展枝 様（理学部鶴風会常務理事・

理事長代理）

髙橋 正 先生〔理学部長（理学部鶴風

会名誉会長）〕

名和 公士 様（理学部鶴風会支部担当理事）

原 秀介 様（理学部鶴風会理事・

群馬県支部長）

川口 圭一 様（理学部鶴風会理事）

深井 章 様（元理学部鶴風会理事）

塚原 英基 様（薬学部鶴風会理事長）

桃井 宏之 様（薬学部鶴風会神奈川県

支部会会長）

支部正会員出席者

1. 鈴木 廣昭 昭 42・化学

2. 高柳 満喜子 昭 43・生物

3. 蛭田 保健 昭 43・生物

4. 小此木 國明 昭 44・生物

5. 五十嵐 広明 昭 49・生物

6. 前田 公子 昭 49・生物

7. 真下 順一 昭 49・生物

8. 加藤 尚之 昭 50・化学

9. 熊澤 武志 昭 57・生物

10. 緒方 恭子 平 1・化学

11. 高山 容子 平 1・化学

総会審議内容

議題第 1 号～第 6 号について審議し、いずれも

承認された。

1. 平成 28 年度支部事業報告

1) 支部総会・講演会・懇親会の開催

平成 28年 9月 4日(日)に、第 23回支部総会、

講演会、および懇親会をヨコハマプラザホテル

において開催した。支部総会(支部正会員出席者

11 名)では、27 年度事業報告と収支決算報告お

よび 28 年度事業計画と予算計画が承認された。

支部講演会は、テルモ株式会社 執行役員 研究

開発本部長 CTO の粕川博明氏（58 年生物卒）に

よる「高齢化社会における医療機器企業の役割」

と題したご講演して頂き、さらに高橋正理学部

長には「理学部のいま」と題したご講演をして

頂いた。懇親会には、高橋理学部長、伊藤展枝

理学部鶴風会常務理事（理学部鶴風会理事長代

理）、桃井宏之薬学部鶴風会神奈川県支部会会長

ほか 8 名の来賓の出席があった。

2) 支部委員会の開催

第 1 回支部委員会：平成 28 年 4 月 3 日（土）

横浜において開催し、支部会費の徴収、総会案

内の封書による送付、支部規約改正、次期支部

役員（平成 30 年度～平成 32 年度）の募集等に

ついて審議した。

第 2 回支部委員会：平成 28 年 8 月 28 日（土）

横浜において開催し、「平成 27 年度事業報告と

収支決算、平成 28 年度事業計画と予算」の最終

案を決定、支部総会・講演会・懇親会の最終打

ち合わせを行った。
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第 3 回支部委員会：平成 29 年 1 月 21 日（土）

横浜において開催し、平成 29 年度支部活動費・

事業支援費の申請について報告された。また、

支部規約の改正についても審議し、支部総会の

成立を支部正会員数の 5 分の 1 以上（規約第 21

条）から 20 分の 1 以上に改めること、支部間交

流に関わる経費補助を打ち切りにすること（原

則補助無し）を総会議題とすることを決定した。

3) 鎌倉散歩の開催

事業計画通り 2 回開催した。平成 28 年 4 月 3

日に開催した第 37 回鎌倉散歩「玉縄の史跡をめ

ぐる」では 11 名の参加者で鎌倉玉縄地域の史跡、

寺院などを訪ねた。11 月 27 日開催した第 38 回

鎌倉散歩「楓紅葉・銀杏黄葉を求めて寺々を巡

る」には 9 名の参加者を得た。

4) 支部ニュース『鴎風』の発行

31 号を平成 28 年 11 月 15 日に発行した。正

会員への送付数 188 通、その他関係者も含めた

総送付数は 235 部であった。

5) 3 学部合同神奈川県支部幹事会への出席

神奈川県の東邦大学 3 学部合同幹事会が平成

29 年 1 月 21 日に横浜で開催され、理学部から

は熊澤支部長他 3 名の支部役員(真下、五十嵐、

高柳)と、神奈川県支部会員の加藤尚之前理学部

鶴風会理事長が出席した。

2. 平成 28 年度収支決算報告

1) 一般会計

収入の部

支出の部

項 目 予算額 決算額 備 考

支部活動補助費 70,000 70,000 支部活動補助費会計へ 

鎌倉散歩補助 5,000  2,960 
支部ニュース 

40,000  26,155 
250 部（印刷・発送）振

込手数料込み     

  

 

63455 円のうち 37,300

円は支部活動費扱い 

通信費 10,000  9,750  

役員会 15,000  10,801  3 回（4/2、8/28、1/21） 

庶務費 35,000  40,066 

講演会・懇親会

予備費 
20,000  13,000  

会場費・機器借用料は

支部活動補助会計へ

支部会費振込手

数料 
5,000  3,780  

支出計 200,000 176,512

次年度繰越 325,989

2) 前納会計

収入の部

項    目 決算額 備    考 

前年度繰り越し 155,158 
 

年度内振り込み前納金 28,000 
２8 年度中に納入された 29 年

度以降の会費 

利子（税引） 42 
 

収 入 計 183,200 
 

支出の部

項  目 決算額 備  考 

２８年度分の引き落とし 48,000 28 年度分を一般会計へ 

支 出 計 48,000 
 

次年度繰越 135,200

3) 支部活動補助費  
項  目 収 入 支 出 

支部活動補助費 70,000 
 

総会・講演会会場・機器使用料 
 

32,700 

支部ニュース発行費 
 

37,300 

計 70,000 70,000 

差し引き残高 0

3. 平成 29 年度事業計画

1) 支部総会・講演会・懇親会の実施

第 24 回支部総会・講演会・懇親会の開催。

2) 支部委員会の開催

支部委員会を必要に応じ数回開催する。

3) 鎌倉散歩の開催

例年通り 4 月の第 1 日曜日、および 11 月の最

終日曜日の計 2 回の鎌倉散歩を開催する。

4) 支部ニュース『鴎風』の発行

11 月に 32 号を発行する。

項 目 予算額 決算額 備 考

前年度繰越金 322,105 322,105  

前納会費 28年度分 48,000 48,000 
27 年度までに納入され

た 28 年度分会費 

年度内会費収入 40,000 38,000 28 年度分会費 

支部活動補助費 70,000 70,000 本部より 

講師謝金 10,000 10,000 本部より 

祝儀・寄付  14,364  

利子 20 32  

収入計 490,125 502,501 
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4. 平成 29 年度予算

収入の部（一般会計）

項    目 予算額 

前年度繰越金 325,989 

前納会費 28 年度分 42,000 

年度内会費収入 40,000 

  

講演補助費 10,000 

利子 20 

収入計            418,009 

 
支出の部 
項  目   予算額 

鎌倉散歩補助 5,000  

支部ニュース 65,000  

通信費 
 

10,000  

役員会 

庶務費  

20,000 

40,000  

講演会・懇親会予備費 

総会案内発送料（差額） 

20,000 

16,000  

振込手数料  5,000  

支出計 181,000 

5. 支部規約改正

五十嵐副支部長より支部会員の定義および会

議の定数に関して、第三章第 7 条を削除するこ

とと第五章第 21 条の総会開催定数を 5 分の 1

以上から20分の1に規約改正をしたい旨の説明

があった。賛成多数で承認された。さらに「神

奈川県支部・支部間交流旅費支給内規」を削除

するとの改定案が提示され、賛成多数で承認さ

れた。 
 
6.  次期支部役員選出の件[平成 30 年度
（2018 年度）～平成 32 年度（2020 年度）]

次期支部役員の件について熊澤支部長より残

念ながら応募者はなかったとの報告があり、支

部役員会の案が提示され（下表）、賛成多数で承

認された。 
 

神奈川県支部役員 
役職 氏名 卒業年度 学科 
支部長 熊澤武志 昭和 57 生物

副支部長 五十嵐広明 昭和 49 生物

高柳満喜子 昭和 43 生物

会計監査 小此木國明 昭和 44 生物

蛭田保健 昭和 43 生物

幹事 高山容子 平成 1 化学

真下順一 昭和 49 生物

三学部神奈川県支部幹事会を開催して

真下 順一（昭 49・生物） 
神奈川県にある 3 学部支部会の合同幹事会が

平成 29 年 1 月 21 日（土）に崎陽軒本店にて開

催された（本年度は理学部が当番幹事）。 
参加者は神奈川県医学部東邦会 3 名、薬学部

神奈川県支部 5 名、理学部神奈川県支部 5名で
あった。

本年度当番幹事の理学部熊澤武志支部長の開

会の挨拶に続いて薬学部相談役の乾杯の音頭で

懇談が始まり、懇談会中に各学部から活動状況

の報告、出席メンバーの紹介および挨拶がなさ

れた。 
医学部東邦会は横浜、川崎、相模、湘南の 4

支部から構成されており、各支部とも講演会を

行って親睦を深めている。薬学部は会費の徴収

は行っておらず、主に総会・懇親会参加費にて

支部会営している。会員は 1,000 名を超えてい

るが、総会等の開催案内を必要としない方を除

くと 700 名程である。10 年に一回の周年記念は

盛大に行っている。理学部は鎌倉散歩、支部ニ

ュースの発行、講演会を行っている。昨年 11

月の鎌倉散歩には薬学から 1 名の参加があった

ことが報告された。

続いて、出席者全員が近況や本会に対する意

見などを述べた。「各支部会の交流を一歩進める

こと。まず、各支部会総会に他学部支部会幹事

に出席していただくことから始めよう」とのこ

とで全会一致した。 
薬学部支部会長より閉会の挨拶および次回開

催の案内があり、お開きとなった。 
＜次回の開催予定＞ 
平成 30 年 1 月 20 日（土）18 時より崎陽軒本店

にて（当番幹事は薬学部） 
 

東邦大学薬学部鶴風会神奈川県支部（梔子会）

秋のレクレーションに参加して

高柳 満喜子（昭 43・生物） 
神奈川県支部は、3 学部合同同窓会を目指し、

新春の役員新年会、支部総会への役員相互参加

等、わずかずつではありますが交流の場を広げ

ています。本年も、薬学部より横浜の古き時代

を訪ねるウォーキング会のご案内をいただき、

高柳と高山容子（平成 1・化学）の二人で参加
させていただきました。参加者 25 名が 3 班に分

かれ、それぞれ横浜シティーガイド協会のガイ 
ドと共に歩くという企画です。 
2017 年 10 月 15 日（日）の午後、みなとみら
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い線の日本大通り駅に集合しました。当日は、 
あいにくの雨、さらに冷たい風も吹いて 10 月と

は思えない寒い一日でした。このため、ウォー

キング時間も 1時間程短縮し、横浜三塔と呼ば
れているキングの塔（神奈川県庁本庁舎）、クィ

ーンの塔（横浜税関本関舎）、ジャックの塔（横

浜開港記念会館）を仰ぎ見ながら、日本大通り

周辺を散策しました。散策終了後は、これも老

舗のフランス料理店「馬車道十番館」で、おい

しいケーキとコーヒーの懇親会がありました。

ここでは、私たちが 11 月に開催する鎌倉散歩の

案内を全員に配布させていただきました。 
このようなイベントを通じて学部間のつなが

りが広がるのだと改めて感じております。散策

中、そして懇親会でも薬学部の皆さんから暖か

く迎え入れていただき、楽しい半日を過ごすこ

とができました。 
桃井薬学部鶴風会神奈川県支部会会長はじめ、

お世話いただきました幹事の皆さま本当にあり

がとうございました。 
 

 
支部会員の活躍

今年も「東邦大学の PR 活動（支部活動第５

の柱）」

五十嵐 広明 （昭 49・生物）

支部活動の第５の柱「東邦大学の PR 活動」の

一環と成るか分かりませんが、今年も東邦大学

を紹介する草の根活動を行いました。

この 9 月 22 日（金）午後、横浜市青葉区にあ

る横浜市大場地域ケアプラザにおいて、65 歳以

上のお年寄りを対象に高齢者活性化推進団体

「銀の会」と「横浜市大場地域ケアプラザ」の

共催で開かれた「銀のつどい」において、「星と

音楽の世界」（私がパソコンのプラネタリウムソ

フトを操作して秋の星空を紹介し、星空が動い

ている時にピアノの生演奏を聴いてもらうイベ

ント）を実施しました。バーチャルの夜が明け

て朝になり、イベントが終了する時点で、私が

東邦大学の非常勤の教員であることを告げ、高

校生か中学生のお孫さんのいらっしゃる方がお

られれば、手元に東邦大学の 2018 年度の入学案

内（支部総会時配布した残部）があるので是非

持ち帰ってほしいと伝えました。「東邦大学はあ

まり知られていない大学ですが、とても良い大

学ですよ。」とも付け加えました（神奈川県から

の理学部への入学者は以前に比べかなり減少し

ています）。結果、入学案内は 7 部全て持ち帰っ

てもらえました。

この 12 月 13 日（水）夜 10 時過ぎに、近くの

三角点で、「双子座流星群」の観察会を主催しま

す。理学部には地球物理学科はないので、なん

とも紹介の仕方がありませんが、こじつけて

も東邦大学を紹介しようと思っている今日この

頃です。神奈川県支部会員の皆様におかれまし

ても、是非東邦大学離れの歯止めにご協力を賜

りますようお願い申し上げます。

第 38 回鎌倉散歩開催報告

「楓紅葉・銀杏黄葉を求めて寺々を巡る」

2016 年 11 月 27 日（日）秋晴れの鎌倉に 9 名

が集合しました。今回は、大塔の宮の裏山、奥

深い谷（やつ）にある覚園寺を起点に鎌倉駅ま

での寺巡りコースです。覚園寺境内は自由参拝

ができず、1 時間おきに寺側のガイドの解説を

聞きながらまわる 50 分ほどのコースです。本

堂にあたる薬師堂は、茅葺き、寄せ棟造りで土

間、安置されている薬師三尊像、その両側にな

らぶ十二神将像ともに木像です。その乾いた質

感をみていると、火事など不測の事態を防ぐた

め。拝観に厳しい規制を行っていることに納得

がいきます。

覚園寺境内前にて

覚園寺のあとは荏柄天神社にむかいました。

ここでは、平成元年に漫画家横山泰三が清水崑

を偲んで建てた絵筆塚が参加者の注目をあつ

め、しばし塚の壁面に描かれた多くの漫画家に

よるカッパのレリーフを楽しみました。昼食後

は海蔵寺、次いで英勝寺、寿福寺を経て鎌倉駅

に戻りました。海蔵寺と英勝寺はともに、花の
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寺として名高く、何時訪れても、手入れの行き

届いた境内で季節の花を楽しむことができま

す。

今回は、教養時代の恩師、相川嘉正先生（昭

30・化学）と、薬学部鶴風会神奈川県支部の澁

澤由紀子様（昭 34）にもご参加いただきました。

お二人の健脚ぶりに皆舌を巻くばかり。次は、

街歩きではなく、ハイキングコースの時も参加

するとのお約束をいただいて散会しました。  
高柳（昭 43 生物）記 

第 40 回鎌倉散歩のお知らせ

「秋を歩く：鎌倉の外周道衣張山より名越

切通へ」

日時：平成 29 年 11 月 26 日（日）

集合場所「鎌倉駅西口（江ノ電側）改札口前

広場」午前 10 時(時間厳守）雨天中止

費用等：交通費、弁当・飲料持参のこと

鎌倉駅・（バス）・・杉本観音・・平成巡

礼道・・衣張山・・パノラマ台・・まんだ

ら堂・・名越切通・・鎌倉駅

神奈川県支部の鎌倉散歩として初の衣張山ハ

イキングコースです。衣張山は、源頼朝が妻政

子のために、真夏の山に白布を張って、雪景色

をつくったといういわれの山です。鎌倉の最も

東側で、終点のまんだら堂は逗子市です。山頂

からは、鎌倉市内、江ノ島、葉山を望めます。

そしてここは関東富士百景に数えられる景勝の

地でもあります。名越切通は、今までに何回か

訪れましたが、鎌倉の七切通（鎌倉七口）の一

つで、鎌倉から三浦半島に抜ける重要な交通路

であり、かつ三浦氏の侵入を防ぐ砦の役割も果

たしました。当時の切通が残っているのは、ほ

んの一部分ですが、保存状態がよく、昔を偲ん

で歩けるところです。切通途中に位置するまん

だら堂は、鎌倉時代の共同墓地で、150 穴以上
の「やくら」が確認されています。この日は、

ちょうど公開日に当たり、やぐら群の中に入場

できます。降り積もる落ち葉を踏んで、やぐら

を鑑賞するのも楽しいひとときです。 
衣張り山は標高 120ｍほどの低山で、健脚な

ら 15 分で山頂と記されていますが、我々はゆ
っくり、ゆっくり時間をかけて登りましょう。

低いとはいえ、ちゃんとした山道です。滑りに

くい靴と、適した服装でご参加ください。 
参加希望者は 11 月 22 日（水）までに、高

柳満喜子（TEL 045-481-5990、メールアドレス 
makitaka-gon@nifty.com 、携帯090-4625-

7170）または理学部鶴風会事務局にご連絡くだ

さい。 

第 41 回 鎌倉散歩のお知らせ

「特別企画：特別ランチを楽しむ会」

日時：平成 30 年 4 月 1 日（日）

集合場所「鎌倉駅西口（江ノ電側）改札口前

広場」午前 10 時(時間厳守）

雨天の場合はランチ会のみ実施します

費用：交通費、昼食代

鎌倉駅・・（バス）・・大仏切通・・鎌倉に

戻りランチ会・・周辺散策・・鎌倉駅

今回は特別企画で「ランチを楽しむ」が主題

です。北陸支部委員の本郷章子さん（昭 42 生
物、富山在住）のご親戚が営むお店が鎌倉駅近

くにあります。本郷さんより、ここに富山のお

魚をお送りいただき、それをママさんのお料理

で楽しもうという企画をご提案いただきました。

本郷さんと熊井北陸支部長は、ともに鈴木前神

奈川県支部長の同期生。まさに長年の支部間交

流の結果生まれた企画です。とはいえ、鎌倉散

歩なので、午前中は大仏切通を散策します。大

仏切通は鎌倉から藤沢に抜ける重要な切通で、

前 40 回の名越切通と同様に保存状態がよく一

度は訪れるべきところなのですが、コースとし

ての組み合わせが難しく今まで実現できずにい

ました。 
お店は通常は夜間お酒を楽しむところなので、

時間外の完全貸切り、そして 15 名限定です。参

加締め切りも 10 日前としました。ランチのみの

参加も受け付けます。なお、まだ大分先のこと

なので、料金等詳細は、参加希望者に直接ご連

絡します。 
参加希望者は平成 30 年 3 月 21 日（水）ま

でに、高柳満喜子（TEL045-481-5990、メール
アドレス makitaka-gon@nifty.com 、携帯 090-

4625-7170）または理学部鶴風会事務局にご連

絡ください。 

支部会費納入のお願い

神奈川県支部の運営は、主に会員の皆様から

納入いただきました支部会費と同窓会本部から

の補助金で賄われています。しかし、支部会費

の納入実績は、全会員のおよそ 10％という状況

がここ数年続いており、支部ニュース「鴎風」

も予算の都合上から発行部数は 250 部程に制限

せざるを得ない状況が続いています。この発行

部数は、神奈川県支部の全会員のおよそ 2 割を

対象にしているに過ぎません。本年度から本部
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の補助金の使用方法の厳しい制限によって、支

部ニュースに使うことができる予算は実質大幅

に減少しており、このままでは支部ニュース発

行に支障をきたす恐れが生じています。会員の

皆様にはこの状況をご理解いただき、支部の運

営費である支部会費の納入にご協力いただきた

くお願い申し上げます。

支部会費のお支払い手続きは、これまでは同

封の振替用紙をお使いいただきましたが、これ

も予算の都合上、次年度からは不可能となって

しまいます。会員の皆様には大変ご不便をお掛

けすることになりますが、郵便局の青色の払込

取扱票（振込用紙）に下記の振込口座をご記入

の上、お振り込みいただきたく存じます。これ

も支部経費の節減対策の一環として、ご理解下

さいますよう重ねてお願い申し上げます。

なお、支部会費納入のお願いは、本年度以降

の会費納入をお願いするものです。たとえ過去

に未納の年度がありましても、さかのぼって納

入をお願いすることは決してないことを付け加

えさせていただきます。本年度会費未納の方は

総会案内に同封いたしました振り込み用紙にて

お振込いただければ幸いです。これからの神奈

川県支部の活動に何卒ご支援のほどよろしくお

願い申し上げます。

＜支部会費と振込先＞

支部会費：年額 1,000 円

郵便振替口座番号：00200-4-76411

加入者名：東邦大学理学部鶴風会神奈川県支部

事務局（振替用紙の受領書をもって領収書に替

えさせていただきます）

お振り込みの際は、氏名、卒業年度および学

科名を振込取扱票の通信欄に必ずご記入下さい

（記入例：東邦太郎 59 化学）。また、複数年度

分の前納も可能です。その際は、振込取扱票の

通信欄にその旨をご記入下さい。

なお、支部にご寄付いただく場合も、その旨

ご記入ください。

支部ニュース「鴎風」のはじめ物語

高柳 満喜子（昭 43･生物）

神奈川県支部が支部だよりの発行に取り組ん

だのは支部結成から 4 年目の 1998 年の初春、さ

てその誌名はというときに、小此木支部長から

神奈川県の県鳥はカモメ、本部が「ツルの風」

だから、神奈川県支部は「カモメの風」で「鴎

風（おうふう）」はどうかと提案があり、全員一

致で即座に決定しました。ちなみに「鶴風」の

ツルの舞台は、本部のある大森です。女子医専

（1925 年）・薬専（1927 年）ができた頃（理専

は 1941 年）、蒲田駅からキャンパスまで田畑が

広がり、駅に降り立つと学舎が見えたそうです。

さらに歴史をさかのぼると、この辺りは芦の生

い茂る沼地で、ツルが飛来したことから、鶴渡

りと呼んでいたとのこと、今も大森医療センタ

ー3 号館裏に「鶴渡り公園」という名の小さな

公園が残っています。いつまでツルがわたって

きたかは不明ですが、大森山王の円能寺には、

八代将軍吉宗の時代、鷹狩りで命をおとした鶴

を供養した「鶴墳」という石墓標があります。

編集後記

総会の講演者に塚原英基薬学部鶴風会理事長

をお迎えし、支部運営に大変参考になるお話を

伺うことができました。若い会員からの投稿や、

支部ニュース「鴎風」の名の由来についての解

説も寄稿していただきました。何かと厳しい支

部運営ですが土俵際で踏ん張っています。支部

会員の皆様のご活躍をお祈りしております。
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