薬学部同窓会幹事会（H28.4.9）議事録
日 時：平成28年4月9日（土）16:00～17:30
場 所：PORTA神楽坂

7F

第3会議室

出席者：石井会長(11 期)、小高副会長(13 期)、安藤副会長(22 期)、上村副会長(23 期)、内村副会長(30 期)
中村(3 期)、安達(11 期)、犬飼(12 期)、田畑・武田(16 期)、押尾(17 期)、関(18 期)、鈴木(19 期)、
吉田(雅人)(21 期)、磯部(22 期)、吉田(理華)(23 期)、伊集院(25 期)、水･菊地(30 期)、渡邊(32 期)、
宮田(正一)(35 期)、遠藤(39 期)、亀山(52 期)、事務局 谷口(14 期)・冨塚(16 期)・小林(さと子)
議事：
① 平成 28 年度同窓会総会・講演会について

吉田氏（担当 21 期）より

・平成 28 年 7 月 23 日（土）12:30～19:30

インテリジェントロビー・ルコにて

幹事会、総会、講演会、懇親会を順次進める予定。
・講演会の講師には、交通費の支給は不要で、講演料(1 時間ずつの講演)のみで了承を得ている。
堀越信夫先生

(21 期・薬学科卒) アメリカから

Department of Radiation Oncology

Houston Methodist Research Institute

「放射線による DNA 損傷と修復機構
中島範行先生

Weill Cornell Medical College

～最近の話題から」

(21 期・製薬学科卒) 富山から

富山県立大学

工学部・生物工学科(生物工学研究センター兼務)

生物有機化学講座教授

「大学をめぐる動き：入口(入試)と出口(就職)」
・総会の詳細については、5 月に担当幹事 21 期で事前打ち合わせを行う予定。
・同窓会総会・講演会の案内は、6 月発行予定のふなかわらと、ホームページに掲載する予定。
② ふなかわら 28 号について

安藤氏より

・原稿の取りまとめは 5 月ゴールデンウィーク明け、6 月発行を予定。
・ふなかわら 28 号目次一覧に従い、確認を行った。原稿は力作が多く字数を超過した原稿もあるが、そのまま
全文掲載する。
・追加

河部秀男氏(16 期)からの寄稿について、ふなかわら掲載を決めた。

夏目漱石の小説『坊っちゃん』と黎明期の物理学校
・追加

放射研究室同窓会のお知らせ

③ 名簿、WEB 登録について

～漱石と辰野高司先生～

H28 年 10 月 2 日開催予定

上村氏より

・WEB 会員管理システムの構築作業の進捗状況について説明があった。5 月末までに会員による登録機能につい
て整備できる予定だが、今年度のふなかわら 28 号までには ID・仮パスワード発行は間に合わないので、会員
に WEB 登録についていつどのように伝えるかを検討していく必要がある。
・登録機能の詳細については、システム会社とも相談して進めるが、幹事会で再度議論してほしい。
・会員には同窓会 WEB 登録とともに理窓会 ALMUNI WEB 登録についても紹介し、理科大のメールアドレスを取得
してもらうようすすめていく。
④ 平成 28 年度地区交流会について

上村氏より

名古屋での日本薬剤師会学術大会に合わせて、平成 28 年 10 月 9 日（日）19:30～開催予定とする。
会場は、日薬学術大会懇親会と同じキャッスルホテルを予定しているが、飲み放題 7000 円以上の予算になり
そうなので、参加者から 1 人 5000 円徴収し、不足分は同窓会から補助する。

⑤ 平成 27 年度卒業式、謝恩会について

石井会長より

・平成 28 年 3 月 18 日(金) の卒業式（武道館）終了後、卒業証書授与会場で記念品などの配布を事務局もお手
伝いした。
・同日 18:30 よりホテルメトロポリタンエドモンドで謝恩会が開催された。石井会長がお祝い金 10 万円を持参
して出席し、乾杯の挨拶において同窓会からの記念品授与をアピールした。
⑥ H27 年度会費納入状況

3/31 集計（既卒者及び H28 年卒業 53 期生・修了者）

事務局より

・過去 4 年分の同窓会費納入額は 250 万前後と安定している。さらに平成 27 年度は 53 期 179 名（YP 73 人 、
YM106 人）のうち 20％が会費を納入、既卒者の貢献も大きく、合計すると総額は 282 万円を上回った。
・平成 28 年 3 月 31 日現在の会員数は卒業生 9,459 名、大学院 214 名で総数 9,673 名となった。
・多額の会費・寄付金納入に対し、同窓会は会員にどのように貢献したらよいかを考えなければならない。
⑦ 幹事募集について
幹事になってくださる方が少々増えているが、特に幹事不在の期については引き続き声掛けをお願いしたい。
⑧ その他
・関連団体交流会・懇親会（第 4 回）参加

安藤氏より

まず上村氏より、関連団体加入への経緯について、理窓会会長と石井会長の会合をへて昨年関連団体に加
入したと説明があった。
関連団体交流会・懇親会は平成 28 年 3 月 12 日（土）PORTA 神楽坂 6 階

第 1 会議室にて開催され、安藤

副会長が出席し（石井会長は日本薬剤師会の総会と重なるため欠席）
、活動報告を行った。
理窓会の関連団体としてのつながりを強化する目的で開催され、出席したそれぞれの団体から会誌等が配
付され説明があった。約 50 の関連団体の中でも薬学部同窓会は会員数が多く規模が大きいということで、運
営方法や会誌ふなかわら作成、会費納入などについて質問を受け、対応した。
関連団体対応部会から東京理科大学薬学部同窓会の団体旗を戴いた。今後、総会、地区交流会、謝恩会な
どで使用していきたい。
・平成 28 年度 実践社会薬学講座について

上村氏より

4/9 入学式、4/11 オリエンテーション
平成 27 年度実践社会薬学講座
同窓会主催

まで

上村先生、伊集院先生

平成 28 年度実践社会薬学講座
大学主催

担当

から

青山先生、上村先生、伊集院先生

担当

平成 27 年 4 月 11 日～5 月 30 日（土）7 日間

平成 28 年 6 月 6 日～7 月 25 日（月）7 日間

13:10～16:20

16：30～18：00 5 限目

3,4 限目

YP 2 年生対象、選択、2 単位

YP・YM 2 年生対象、必須、1 単位

講師は同窓生

講師は外部も、同窓生も可

謝礼

謝礼

図書券 2000 円

次回幹事会は、

10,000 円

インテリジェントロビー・ルコにて
H28 年

7 月 23 日（土）

12：30～

幹事会

14：00～

総会

15：00～

講演会

講演会終了後

懇親会と続く

