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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 

   

 ４月２１日（金）午後３

時から同窓生会館２階大

会議室を会場に２０１７

年度の理事会が開催され

た。遠くは九州長崎や大

阪、富山、関東からもご

出席いただき、２０名で

の開催となった。 

 午後１時半からは学園

役員との懇談会も約１時

間開催され、谷山理事長

や竹花学長から学園や大

学の現況を紹介していただき、約１時間の自由

懇談を行った。 

 ３時からの総会は小山久一会長が議長とな

り、進行した。最初に昨年８月のご逝去された

高橋節郎元会長への黙祷を行なった。その後、

酪農学園同窓会の動向と地区支部の設置状況等

について報告した。議事録署名人には加藤清雄

理事と堀内信良理事を選出した。 

 報告事項では２０１６年度事業報告並びに収支

決算報告が行なわれ、事務局より議案書に基づ

き、事業報告として全体概要および事業計画に基

づく収支決算報告として一般会計および特別会計

について説明した。次いで伊藤明監査より会計監

査の結果が報告され、原案通り承認された。 

 (裏面に続く） 

編集後記 4 
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２０１６年度 累計卒業生数 

 大学院 計  １，５８５名 

 大   学 計   ２９，４１５名 

 短 大 計        ９，４８７名 

 高 校 計   １９，７９６名 

 合 計 計   ６０，２８３名 

 酪農義塾 計           ３０３名 

   酪農学校 計    

  ９２，０００名 

   総合計  

 １５２，５８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) 

酪農学園同窓会 理事会開催報告  



中部地区愛知県支部総会報告  

ゴールデンウイーク最終日の5月7日（日）午後1時30分か

ら、名古屋駅前「ウインクあいち」にて13名の卒業生が参集

し、学園から野 英二大学副学長(講師)、榮 忍高校長、同窓

会から小山久一会長のご出席を頂いて2017年度同窓会を開

催しました。 

 総会は小嶋裕隆事務局長の司会で進行し、ご来賓の紹介と

加藤支部長の挨拶で始まり、議事は加藤支部長が議長となり

小嶋裕隆事務局長から事業報告・会計決算等行うと共に、役

員人事変更を行い小嶋裕隆（獣医14期）支部事務局長が獣医

学科同窓会愛知県支部長に、支部事務局長に山本秀樹（酪農

11期）事務局、支部事務局に春日井昭豊（獣医33期）獣医

学科同窓会会計が兼任、支部二人目の監事に小嶋裕隆氏を選

出しました。 

 その後、野 副学長により新大学入試に関しスライドを用

い変更点を詳細にお話し頂くと共に会員からの多くの質問に

丁寧にお答えを頂きました。 

 15時頃の小休憩後、野講師により「実践主義に基づいた酪

農学園付属農場と農場実習の変遷」と題し新旧多数のスライ

ドと共に、学園の創成基本となった黒澤酉蔵先生の主義理念

を、また設立から現在に至る学園の歩みをキャンパスの俯瞰

写真を用い変遷を詳しくお話し頂きました。中でも新旧の校

舎等を見て、参集した同窓生は自分が過ごした学園を思い出

し心が熱くなる講演となりました。 

 講演後は懇親会場に移り、ご来賓の野 副学長、榮高校

長、小山同窓会長及び永井 勝中部地区長（富山県支部長）

からご挨拶を頂きましたが、特に小山同窓会会長からは同窓

会活動の意義をご挨拶で熱く話されたのが印象的でありまし 

た。 

 懇親会は尾関信一副支部長の乾杯により開始されました。

乾杯にあたり、酪小獣麦の会が母校応援活動の一環として企

画販売されている「酪大生」が今年は無いのかと言う発言が

有り、母校愛を感じたところです。  

 懇親会はご来賓の3先生を囲み、各テーブルで笑顔と共に

例年より話が弾み、あっという間に時間が過ぎていきまし

た、終わりは榮先生の朗々たる歌声の下酪農賛歌を全員で肩

を組み合唱し、藤田実副支部長の閉会の挨拶で盛会の中終了

しました。会が終わっても話足らずの感が強く山本秀樹新事

務局長の手配により野 副学長と榮先生を囲み２次会が行わ

れ遅くまで楽しい時間を過ごしました、野先生！榮先生！お

疲れさまでした。  

   なお今回の愛知県支部同窓会は会場の空き状況から

ゴールデンウイーク最終日開催となり、多くの方々が仕事と

家庭サービスそして同窓会との狭間で厳しい選択を迫られた

ことと思い、開催日設定に関し事務局として深くお詫び申し

上げます。次年度の開催日設定には十分今回の経験を生かし

てまいりますので来年度総会には多くの同窓生の参集を願っ

ております。 （文責 愛知県支部長加藤正木）  

同窓会 紹介コーナー            
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風声雪語 －野幌だより－ 

短大同窓会幹事代表委員総会報告 

 穏やかな春陽に恵まれた４月１７日（月）午後６時から新

札幌の「ホテルエミシア」３１階を会場にして、標記の２０

１７年度「幹事・代表委員」総会および学習会が１６名の出

席者により開催された。来賓として、酪農学園から谷山弘行

理事長が出席。酪農学園同窓会から小山久一会長、浦川が出

席した。 

 総会は筒井静子事務局長の司会で進行した。 開会に先立ち

昨年８月にご逝去された高橋節郎元会長に対し、黙祷を行

なった。堀内会長の挨拶では酪農学園・同窓会の動向や故酪

農学園同窓会の概要紹介、高橋元会長の訃報等を述べた。 

 議事では堀内会長を議長に選出して進行し、第１号議案と

して平成２８年度業務報告（議長と黒澤氏）。第２号議案と

して決算報告（筒井事務局長）、会計監査報告（伊藤博之

氏）が行われ、それぞれ原案どおり承認された。  

 第３号議案の平成２９年予算についても、同様に原案が承

認された。第４号議案の役員改選について加藤昭平選考委員

から役員案が提案され原案を承認した。黒澤敬三氏を新たに

会長に選任し、副会長には炭谷輝男氏も新たに選任された。

他の役員は留任した。また事務局体制も変更となり、筒井静

子氏が監事に就任し、事務局が川端幸枝氏に交代した。２０

１１年度から６年会長を務めた堀内信良氏は今回勇退するこ

ととなり、新たに顧問に推戴された。 

 総会終了後の懇親会では来

賓挨拶が行われ、谷山理事長

が私学の動向入試状況等学園

の現況を紹介した。小山久一

同窓会会長は、酪農学園同窓

会の現況を述べた。その後黒

澤敬三氏より就任挨拶が行わ

れ、乾杯の発声により祝会と

なった。  

  和やかな雰囲気の中で出席

者の自己紹介や近況報告が行われ、最後に堀内前会長には同

窓会から感謝を込めての記念品が贈呈され、炭谷輝男副会長

の閉会挨拶と乾杯で懇親会を終了した。  
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 総会一覧２０１６      

no. 単位・地区・支部名 ＨＰ 総会実施日 会場 出席者（計） 代表者（支部長等） 

1 短大同窓会「幹事代表委員」総会 〇 4月21日 新札幌：ホテル「エミシア」 １８名 堀内 信良 

2 関東甲信越地区群馬県支部総会 〇 4月23日 高崎：JAぐんま研修センター ２３名 三田 孝幸 

3 関東甲信越地区総会・交流会 〇 5月8日 千葉：サンライズ九十九里 ３４名 岡田   勉 

4 関東甲信越地区千葉県支部総会 〇 5月8日 千葉：サンライズ九十九里 ２４名 唐仁原景昭 

5 近畿地区滋賀県支部設立総会 〇 5月14日 近江八幡市：ホテル「ニューオウミ」 ２８名 青木   清 

6 近畿地区京都府支部設立総会 〇 5月14日 近江八幡市：ホテル「ニューオウミ」 ２８名 向井    裕 

7 校友会理事・代議員会 〇 5月19日 新さっぽろアークシティホテル １９名 小山 久一 

8 北海道第５区釧路第二（標茶）支部総会 〇 5月20日 標茶町：憩いの家かや沼 １５名 菊地 誠道 

9 酪農学園同窓会理事・代議員会 〇 5月28日 江別市：酪農学園本館 ４５名 小山 久一 

10 関東甲信越地区神奈川県支部総会 〇 6月4日 横浜市：煌蘭 ３０名 作田 昌彦 

11 関東甲信越地区埼玉県支部総会 〇 6月5日 さいたま市：別所沼会館 ２５名 廣間 善之 

12 関東甲信越地区山梨県支部総会 〇 6月12日 甲府市：ＫＫＲ甲府 ニュー芙蓉 １６名 平島 勝教 

13 北海道第１区札幌支部総会 〇 6月17日 札幌市：新さっぽろｱｰｸｼﾃィﾎﾃﾙ １６名 下田 尊久 

14 中部地区愛知県支部総会 〇 6月19日 名古屋市：百楽名古屋店 ４６名 加藤 正木 

15 関東甲信越地区東京都支部総会 〇 7月23日 有楽町：酪農学園東京ｵﾌｨｽ ２１名 須田 利明 

16 関東甲信越地区新潟県支部総会 〇 7月30日 新潟市・新潟東映ホテル １６名 石月    晋 

17 九州地区連合会総会 〇 8月6日 宮崎市：ホテルメリージュ鳳凰 ５８名 樺木野 昂 

18 近畿地区兵庫県支部総会 〇 9月11日 神戸市：パレス神戸 ４７名 小河 晴夫 

19 近畿地区総会 〇 10月1日 京都市：聖護院御殿荘 １９名 山本 浩光 

20 中部地区岐阜県支部総会 〇 10月15日 岐阜市：ｸﾞﾗﾝｳﾞｪｰﾙ岐山 １８名 岩佐 達男 

21 中部地区富山県支部総会 〇 10月16日 富山市：グランテラス富山 ３９名 永井   勝 

22 道南地区(渡島第二）同窓会（公開講座時） 〇 11月4日 八雲町：遊楽亭 ２７名 都築 信夫 

23 東北地区福島県支部総会 〇 11月5日 郡山市：市民交流プラザ ２３名 飯塚 尚峯 

24 九州地区熊本県支部総会 〇 11月13日 熊本市：ネストホテル熊本 ２２名 藤崎 英廣 

25 長野県同窓会（公開講座時） 〇 11月17日 松本市：蔵のむこう １７名 田中 清司 

26 東京都支部同窓会（公開講座時） ○ 11月18日 有楽町：酪農学園東京ｵﾌｨｽ ２０名 須田 利明 

27 北海道第３地区（道南）地区会 〇 11月19日 八雲町：まるみ食堂 １５名 都築 信夫 

28 関東甲信越高校合同同窓会 ○ 11月20日 有楽町：酪農学園東京ｵﾌｨｽ ２３名 半澤  司 

29 北海道第４地区宗谷支部総会 ○ 11月26日 枝幸町：酪農振興センター １６名 土谷 恒男 

30 中国地区鳥取県支部総会 〇 11月27日 倉吉市：大平門倉吉店 １６名 石賀 隆好  

31 四国地区香川県支部総会 〇 12月17日 高松市：東急REIホテル ２３名 河田裕司郎 

32 北海道２区日高第二支部総会 〇 12月17日 静内町：つぼ八静内店 ２０名 下川 孝志 

33 北海道第５地区十勝支部総会 〇 1月21日 帯広市：若竹会館 ５０名 飯島  勝 

34 九州地区佐賀県支部総会 〇 1月27日 佐賀市：市内ホテル １３名 八谷 直見 

35 九州地区沖縄県支部総会 〇 1月28日 豊見城村：瀬長島ホテル ２２名 田中 巧一 

36 関東甲信越地区茨城県支部総会 〇 2月5日 つくば市：ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞ東雲 ２６名 根本 久美子 

37 北海道第１区千歳支部総会 〇 2月10日 千歳市：ﾍﾞﾙｸﾗｼｯｸﾘｱﾝ平安閣 ２５名 藤村 謹也 

38 九州地区大分県支部総会   2月11日 大分市：ﾎﾃﾙザーズ３階 １８名 北村 裕和 

39 北海道第５地区根室支部総会 ○  2月18日 中標津町：ﾄｰﾖｰｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ ６４名 乾  雅晴 

40 北海道第２地区北空知支部総会 ○ 2月18日 滝川市：やまもと １２名 高谷 富士雄 

41 関東甲信越地区長野県支部総会 ○ 3月11日 塩尻市：市民交流センター １０名 田中 清司 

42 中部地区三重県支部総会 ○  3月12日 津市：ホテル洞津 １３名 村田 耕一郎 

     
総計1009名 
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                     酪農学園同窓会 
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          あ と が き 

 

 桜前線もＧＷには札幌近郊も開花し、長かった冬も終わり、

春の到来とともに、キャンパスの緑も日増しに色濃くなってき

ています。キャンパスでは今、こぶしの花が咲き、桜が風に舞っ

ています。 

 千島桜や山桜、ソメイヨシノと樹種により少しずつ開花時期がず

れて咲きますがこれから北海道の一番いい季節を迎えます。 

 同窓会も統合には多少課題を抱えていますが、財務状況も計画ど

おりに推移し、今後は一層内容の充実が求められるようになると思

います。 

 これから５月末の代議員総会を迎えますが、九州から宗谷まで役

員がお見えになります。またその後も全国各地で総会が左記のよう

に計画されています。昨年は裏面のどおり４２回の総会が沖縄県か

ら宗谷支部まで開催されています。 

 弓形の日本列島の４７都道府県にほぼ支部があり、全国ネット

ワークが形成されるのももう少しです。この人的ネットワークを介

して母校支援にお役にたてるような同窓会でありたいものです。

（Ｕ） 

今後の主なスケジュール（ＨＰ参照） 

 ５月 

 7日（日） 中部地区愛知県支部総会（名古屋市） 

 14日（日） 関東甲信越地区総会交流会（箱根） 

 27日（土） 同窓会理事会・代議員会（新札幌） 

 

   6月 

 4日（日） 関東甲信越地区神奈川県支部総会（横浜） 

 11日（日） 関東甲信越地区埼玉県支部総会（埼玉） 

 11日（日） 近畿地区京都・滋賀県支部総会（宇治） 

 24日（土） 九州地区福岡県支部総会（博多） 

 25日（日） 緑風会近畿地区総会（神戸） 

 25日（日） 九州地区総会 （博多） 

 

 ７月 

 １日（土） 四国地区高知県支部総会（高知） 

８、９日   白樺祭（大学祭） 

 ９日（日） 酪小獣東北総会研修会（福島） 

１５日（土） 関東甲信越地区千葉県支部総会（千葉） 

２２日（土） 関東甲信越地区東京都支部総会（東京） 

２３日（日） 関東甲信越地区山梨県支部総会（甲府） 

２９日（土） 関東甲信越地区新潟県支部総会（新潟） 
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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。 

 次に各単位同窓会・地区支部活動報告では各単位同窓会活動報告

並びに地区支部活動報告が単位同窓会会長並びに地区会長から行わ

れた。 

 審議事項では２０１７年度の事業計画と収支予算について（案）

が事務局より議案書に基づき、事業計画および収支予算について説

明がされた後、質疑応答の結果、原案通り承認された。なお、２０

１３年度から３ヵ年の目途で実施してきた地区支部会長の総会等へ

の旅費助成については地区支部の財政状況を鑑み、当面従来どおり

に継続することが承認された。 

 

 その他では任期途中における理事・代議員・支部長の交代が提案

され、承認された。なお、今回辞任される堀内信良副会長の後任に

は、黒澤敬三短大同窓会長の就任が口頭提案され承認された。また

ホームカミングデーに関連する建設的な意見交換が行われた。 最

後は岡田勉副会長の閉会の挨拶により理事会を終了した。  

  

同窓生会館前での集合写真撮影のあ

と、懇親会場のトンデンファーム

「松の実」に移動した。和気藹々と

して懇親会では出席者全員の自己紹

介や近況報告も行われた。  

酪農学園理事会報告（１頁から続き） 


