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風声雪語 －野幌だより－ 
   酪農学園同窓会ニュースレター 

  平成29年2月5日，茨城県つく

ば市で茨城県支部同窓会が開催

されました。 

 関東甲信越同窓会の発展にご

尽力されました1959年短大卒の

木島力様が，昨年七月にお亡く

なりになり，総会に先立って哀

悼の意を表して全員で黙祷を捧

げました。 

 酪農学園同窓会の小山会長を

はじめ，関東甲信越同窓会の岡

田会長，須田東京支部長，廣間

埼玉支部長，高澤東京オフィス

長が来賓としてご出席くださいました。 

 総会後の講演会では，日立市かみね動物園の

秋葉悠希先生（H27年卒）が「太平洋が見える動

物園『かみね動物園』の近況報告」と題しまし

て，動物園獣医師の仕事ぶりについて話してく

ださいました。皆興味津々で聞き入り，あっと

いう間の時間でした。たくさんの苦労話の中に

も先生の情熱が感じられ，こちらも負けてはいら

れないと元気をいただきました。  

 懇親会は例年通り盛り上がり，楽しい時間を過

ごせました。今回は残念ながら見られませんでし

たが，次回は，根本支部長の日舞と高澤東京オ

フィス長の三味線の共演が見られるのではないか

と一同楽しみにして，散会となりました。 

（文責 宮本美佳，旧姓：秋月）   

編集後記 4 
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２０１５年度 累計卒業生数 

 大学院 計  １，５５９名 

 大   学 計   ２８，６８５名 

 短 大 計        ９，４８７名 

 高 校 計   １９，５０９名 

 合 計 計   ５９，２４０名 

 酪農義塾 計           ３０３名 

   酪農学校 計    

  ９２，０００名 

   総合計  

 １５１，５４３名 

地区支部の設置状況（ ）は未設置        

北海道１区：石狩 ３支部（１）(江別) 

北海道２区：道央 ６支部（２）(空知1)(胆振2) 

北海道３区：道南 ５支部（２）(後志1)(後志2) 

北海道４区：道北 ６支部（１）(留萌1) 

北海道５区：道東 ６支部（０） ２６支部（6) 

東北地区 ：   ６支部（０） 

関東甲信越地区：１０支部（０） 

中部地区：    ７支部（０） 

近畿地区：    ６支部（０） 

中国地区：    ５支部（１）(島根) 

四国地区：    ４支部（０） 

九州地区：    ８支部（０）４６支部（１) 

関東甲信越地区茨城県支部総会報告  



九州地区佐賀県支部総会報告  

 同窓生の皆様、お元気でお過ごしでしょうか。 

 佐賀県支部では、平成29年1月27日（金）に佐賀市内のホ

テルにおいて、同窓会を開催しましたのでその概要を報告し

ます。今回、5年ぶりの同窓会の開催となりましたが、同窓

生13名（酪農学科2名、農業経済学科1名、獣医学科10名）

の出席がありました。 

 まず、八谷直見支部長（酪農学科：昭和44年度卒業）から

挨拶があり、平成4年に佐賀県の同窓会を発足した経緯やこ

れまでの活動内容等について説明がありました。 

 また、八谷支部長からは、｢同窓会発足当時から長い間、

支部長の役を勤めさせてもらっているが、本年度限りで支部

長の役を後輩に譲りたい。後任として南川藤夫氏（獣医学

科：昭和54年度卒業）を推薦したい。｣との申し出があり、

出席者全員が了承し、来年度（平成29年度）から南川藤夫氏

が新支部長に就任することになりました。 

 その後、懇親会に移り、学生時代の思い出話などで大いに

盛り上がり、和気藹々とした雰囲気の中で楽しい時間を過ご

しました。最後に｢酪農賛歌｣を全員で合唱し、原口俊一郎氏

（農業経済学科：昭和44年度卒業）の音頭で万歳三唱をして

散会しました。  

北海道第二地区北空知支部総会報告 

 ２月１８日（土）午後３時３０分から酪農学園同窓会北空

知支部総会が滝川市内「やまもと」を会場に行われた。出席

者総数１２名。本学からは中出哲也教授、堀内信良同窓会副

会長、浦川の３名が出席した。  

 最初に集合写真撮影が行われた。総会は議長に高谷支部長

を選任して議事に入り、議長と事務局から議事説明が行われ

た。総会終了後に懇親会が行われ、あらためて高谷富士雄北

空知支部長（北海道第二地区会長）の挨拶が行われた。次に

来賓として中出哲也教授が竹花一成学長の代行として学園や

大学の近況を紹介した。続いて酪農学園同窓会の現況につい

て堀内副会長から紹介した。また事務局からも配布資料の紹

介等を行った。 出席者全員の自己紹介や近況報告も行わ

れ、和やかな懇親会も６時すぎに一番若い五十嵐雅弘氏によ

る締めの乾杯発声により終了した。  

地区支部同窓会 紹介コーナー            
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風声雪語 －野幌だより－ 

九州地区熊本県支部総会報告 

 11月13日（日）午後3時より熊本市内のＴＫＰガーデン

シティネストホテル熊本を会場にして熊本県支部総会が会員

２２名の出席により開催された。本学からは竹花一成学長と

堀内信良同窓会副会長、九州地区樺木野昂会長が出席した。  

 総会は竹本智公事務局長の司会で進行し、藤崎英廣支部長

より地震情報と歓迎の会長挨拶が行われた。来賓祝辞では竹

花学長より学園の現況が詳細に述べられた。その後堀内副会

長から同窓会の現況について報告された。 

 議事では１）平成２７年度事業報告について説明され、収

支決算や監査報告が行われ、承認された。２）会費の徴収額

について提案され承認された。 

 平成２８年熊本地震に係る見舞金贈呈について、全壊や半

壊の被害にあった同窓生についてのお見舞金が贈呈された。 

 この義援金は「学園だより」をつうじて全国の同窓生に募

金を呼び掛けた結果、７６万円を超える募金があり、この支

部総会においてお渡しすることになったものである。お世話

いただいた九州地区樺木野会長他関係者に厚くお礼申し上げ

ます。総会終了後、引き続き和気藹々とした雰囲気で懇親会

が開催された。 

九州地区福岡三愛会(獣医ＯＢ会)報告 

  毎年2月4、5日と地方試験があり、それに合わせて2日に

福岡で同窓会を行いました。本学からの３名の先生方と、九

州連合からの樺木野さんを含む総勢18名で、福岡で有名な

“水炊き いろは”で開催いたしました。 

 初めに樺木野さんから、2016年12月に河野福岡三愛会長の

急逝のことをお話しいただきました。 

  酪農の先生方からは大学の近況報告と、少子化による受験

生の減少、酪農学園大学動物病院の増築完了、次回は肉製品

乳製品プラントをお願いしているなどのお話がありました。  

 その後は食事をしながら皆さん語らいあっており2時間が

あっという間に終了となりました。  

 また来年は皆さん元気で開催を誓い合ってのお開きとなりま

した。（文責 福岡三愛事務局：大久保 利秀） 



地区支部総会・ＯＢ会等紹介コーナー            
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第４巻 第９号（通号４５号） 

  北海道第一地区千歳支部総会報告  

 ２０１４年１１月に発足した千歳支部（再構成）の第２回支

部総会が千歳市内「ベルクラシックリアン平安閣」を会場にし

て２月１０日（金）午前１１時から開催されました。 

 支部会員２０名に講師の野英二教授、同窓会野村武顧問、堀

内信良副会長、下田石狩地区会長、事務局の５名を加え、出席

者総数は２５名となりました。 

 総会は中村由美子副会長の司会で進められ、最初に藤本謹也

支部長から歓迎のご挨拶が行なわれ、次に堀内信良同窓会副会

長から酪農学園同窓会の現況が報告された。学園からは仙北学

園長が出席予定でしたが腰痛のため急遽欠席となりました。 

 議事では久保田正範氏を議長に選出して行なわれ、２年に１

度の総会のため、①平成２７年度・２８年度の活動報告、収支

決算報告が藤田勝久事務局長から、同じく監査報告が黒澤敬三

監査から行なわれ、拍手で承認された。②平成２９年度・３０

年度の活動方針、予算案も事務局から提案され、同じく拍手で

承認された。③役員改選については藤本会長から概要説明が行

われたのちに役員原案が配布され承認された。幹事や事務局に

ついて一部変更が行なわれ

た。  

 総会終了後、「実践主義

に基づいた酪農学園附属農

場と農場実習の変遷」と題

して、野英二循環農学類教

授より約１時間の講演が行

なわれた。野教授はキャン

パスの寮や農場の変遷につ

いて時系列的に丁寧に説明

し、農場実習教育の意義等をスライドを用いて紹介した。  

 記念撮影ののち、懇親会が行われた。明石匡史氏の司会で進

められ、中村副会長のご挨拶のあと、野村顧問のご挨拶と乾杯

のご発声により懇談となった。和やかな雰囲気で進められ、最

後に下田地区会長のご挨拶と乾杯により懇親会を終了した。  

 その後は恒例の酪農讃歌を全員で合唱して閉会となった。な

お出席者全員に牛柄タオルが記念品として配布された。  

 北海道第５地区(道東)根室支部総会報告 
去る２月１８日（土）午前

１１時から、中標津市内

「トーヨーグランドホテ

ル」を会場に平成２８年度

酪農学園根室支部同窓会総

会が６４名の出席者で開催

されました。本学からは小

山久一同窓会会長、永田享

後援会常務理事、小岩政照

教授（講師）が出席しまし

た。 

 第Ⅰ部の総会では前水沼

猛氏への黙祷で開始し、乾

雅晴会長が歓迎の挨拶を述

べた。その後、本学からの

来賓者が紹介され、それぞ

れの立場から謝意の挨拶を

述べた。 

総会では報告事項として①

新役員体制について ②事務

局等の委嘱について報告さ

れ承認された。協議事項で

は①会計状況（監査報告含む）について ②今後の同窓会の運営

について ③その他 について協議され、事務局原案が承認され

た。 

 第Ⅱ部の記念講演は別会場で「仔牛の管理について」と題し

て本学獣医学群獣医学類の小岩教授がスライドを用いて講演し

た。仔牛が価格高騰の状況にある中で、仔牛の健康管理特に疾

病予防や乾乳期の重要性、仔牛の免疫力等についてわかりやす

く述べた。会場では９０名近い酪農関係者が講師の講演を熱心

に聴講した。 

 第Ⅲ部の昼食会は森田正治会長代行の挨拶で開会し、小岩教

授の牛乳での乾杯の音頭で昼食となった。和やかな雰囲気の

中、大田誠副会長の挨拶で終了した。  

 

  関東甲信越地区長野県支部総会報告 

 

 来賓あいさつは、加藤清雄副会長と岡田勉関東甲信越会長より

ありました。 

  総会では平成28年度活動報告、収支決算報告が承認され、

平成29年度の活動計画、収支予算案も承認されております。 

 平成29年度計画として、軽井沢ハム工場見学を９月の土曜日

又は日曜日に開催することに。また、来年度の総会を１月27日

「えんぱーく」で実施する予定になりました。 

 役員選任は、現役員は引き続き２年間を行っていただくこと

に。また、新たに２名の役員に追加されました。なお、役員の

中から副支部長を２名追加され、４名の副会長となりました。 

 講演会は講師の渡邉助教より「信州産鹿肉の熟成について」

話があり、シカ肉は５日程熟成することで、旨味アミノ酸が増

加すること。また、シカ肉はイミダペプチドと言う、疲れを取

る遊離アミノ酸が高いとの話があった。 

 次に講師の加藤名誉教授より「反芻動物の生理学的特性」に

ついて話しがありＶＦＡ（単鎖脂肪酸）における、膵液の分泌

機序について学ことができた。 

 今回の講演会も会員にとって有意義な講演であり、次回も継

続して実施されるよう望まれた。 

懇親会では大学の様子や、各同窓会員の話で盛り上がり、次回

の再会を祈念して終了となった。（文責 北條博夫） 
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〒069-8501 

北海道江別市文京台緑町５８２ 

                     酪農学園同窓会 

電話 ０１１（３８６）１１９６ 

FAX ０１１（３８６）５９８７ 

Email: rg-dosok@rakuno.ac.jp. 

HP:http://rakuno.org/ 

 あ と が き 

 

 ３月に近づくと日差しの暖かさに春の訪れを感じる日も 

ありますが、－２０度ぐらいになる朝もあり、まだまだ雪解け 

はだいぶ先のようです。今年の江別は例年になく雪が少なく、

お隣の札幌より少ない異常な年となっています。 

 高校・大学ともに卒業式・学位記授与式を迎え、別れの季節

となります。今年も１０００名近い卒業生がそれぞれ進学や就

職でキャンパスを離れていきます。全国津々浦々から集まった

方々が学びを終えて、また全国各地に別れていきます。 

 同窓会には全国４６都道府県に支部があります。卒業生は全

員、同窓という形で同窓会の仲間入りをしていただくことにな

ります。このご縁を大切にしていただければと思っておりま

す。 

 

 

 

今後の主なスケジュール（ＨＰ参照） 

  2月 

  18日（土） 北海道5区根室支部総会（中標津町） 

  18日（土） 北海道２区北空知支部総会（深川市） 

  18日（土） 九州地区長崎県支部新年会（佐世保市） 

  19日（日） 酪小獣大阪会総会研修会 

  25日（土） とわの森三愛高校通信制課程卒業式 

  

  3月 

  4日（土） 大学第二期学力入学試験日 

    4日（土） 高校全日制課程卒業式 

  11日（土） 関東甲信越地区長野県支部総会（塩尻市） 

  12日（日） 中部地区三重県支部総会（津市） 

  17日（金） 大学卒業式・学位記授与式 

 

 ４月 

 5日（水） 大学入学式 

 7日（金） とわの森三愛高等学校入学式（全日制） 

 15日（土） とわの森三愛高等学校入学式（通信制） 

 

 

 

酪農学園同窓会は卒業生を応援します 
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〇熊本・大分地震義援募金結果について 

  

 熊本・大分地震で被災した酪農学園同窓会会員へのお

見舞いの目的で７月１日～８月３１日の期間に実施した

募金総額は７６５，９８４円でした。 

ご協力いただいた全国の同窓生に紙面をお借りして厚く

お礼申し上げます。 

なお、義援募金は１１月１３日の熊本県支部総会におい

てお見舞金としてお渡しされました。 

 平成２９年２月２５日（土）～２６日（日）の二日間十勝川温泉

「観月苑」で開催しました。この十勝会は卒業以来、休む事なく毎

年実施して、今年はその節目の５０回目となりました。以心伝心の

機農仲間の集まりです。 

 十勝の級友はもとより北見や釧路、中標津、札幌から参加され

て、総勢14名の同期会となりました。農業者が多い関係から比較

的時間の取り易い２月の最終土曜、日曜日に開催日を固定してから

も２５年以上経過しました。皆､７０歳を仲良く迎えました。 

 今回は江別から参加の佐藤君が酪農学園の概要、パンフレットを

ご持参頂き、学園の様子など報告を受け、大変懐かしく、想い出や

懇親を深めました。 

 一人ひとりから近況など報告がありましたが、特に昨年は春の強

風、長雨の自然災害、誰もが経験して事のない未曽有の大災害な

ど、参加者の多くが被害を受けたことが話題となりました。 

 十勝は激甚災害の指定を受けましたが、機農卒業の仲間はめげず

に今後の農業情勢など仲間との会話はよいの更けるまで続いていま

した。若き日の機農の心が又来年の再開を約束する同期会となりま

した。（文責：廣江幸夫） 

昭和41年機農高校卒「第50回十勝・道北地区同期会」 


