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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 

 ３月１１日（日）午後５時半か

ら出雲市内の「出雲ロイヤルホテ

ル」を会場として開催された設立

総会は２２名の出席で行なわれ

た。学園からは設立総会のため谷

山弘行理事長、近雅宜常務理事、

永田享後援会常務理事、同窓会か

らは小山久一会長と事務局が出席

した。 

 設立総会の司会進行は世話人の

久保田英治氏。世話人代表の勝部

忠氏の開催挨拶で始められた。続

いて来賓挨拶が行われ、最初に小

山同窓会会長が挨拶し、同窓会の

現況を紹介した。今回の島根県支部設立を

もって４７都道府県での支部設置が（道内数

箇所を除き）されたことが報告された。 

 次に谷山理事長から学園を代表して学園の

概況を含めてご挨拶を頂戴した。総会議事で

は第１号議案として支部会則案が提案され、

拍手で承認された。 

第２号議案として支部役員案が資料提案さ

れ、同様に拍手で承認された。 

 新役員として支部長には勝部忠氏（短大８

期）、副会長に古志野與四郎氏（大学酪農７

期）、山本務氏（大学農経８期）、事務局長には

久保田英治氏（大学酪農２６期）、理事には内藤

克志氏（大学獣医１５期）、監事には池田富士男

氏（大学農経１５期）、矢田恭一氏（大学獣医１

６期）がそれぞれ選任された。 

 総会終了後、集合写真撮影のあと、同会場にお

いて懇親会が行われた。 

編集後記 4 
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２０１７年度 累計卒業生数 

 大学院 計  １，６１３名 

 大   学 計   ３０，１６０名 

 短 大 計        ９，４８７名 

 高 校 計   ２０，０４９名 

 合 計 計   ６１，３０９名 

 酪農義塾 計           ３０３名 

   酪農学校 計    

       ＊９１，５１７名 

   総合計  

    １５３，１２９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（０）) 

四国地区：    ４支部（０） 

九州地区：    ８支部（０）４６支部（０) 

中国地区島根県支部設立総会報告  



関東甲信越地区茨城県支部総会報告  

 2月24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。 

 石島副学長をはじめ，野村同窓会顧問，岡田関東甲信越地

区同窓会会長，須田東京都支部長，廣間埼玉県支部長，高澤

東京オフィス所長が来賓としてご出席下さいました。 

 総会後の講演会では，石島副学長が「エゾシカ対策につい

て」と題しまして前職でのお仕事についてご講演いただきま

した。増え続ける個体数と被害の現状，それに対する条例制

定やハンターによる個体数調整，シカ肉ブランド発信等のお

話を，一同興味深く拝聴しました。 

 懇親会では，前年の前振りもあって，なんと，三味線：高

澤所長，唄：廣間支部長，舞：根本支部長による黒田節が実

現しました！ 全員による自己紹介や情報交換も大いに盛り

上がり，楽しい時間を過ごせました。  

 （文責：宮本美佳） 

 

 北海道第５地区十勝（足寄）支部総会報告  

 第40回目の酪農学園同窓会足寄支部の『総会及び新年会』

の交流会を、昨年に引続き「ご馳走居酒屋 そこぢから」で

２月１５日（木）に開催しました。 

 総会では、星孝道会長の開会挨拶後、この一年の経過・収

支決算が報告され承認、会員の移動状況等が事務局より報告

されました。又、役員改選では今年も昨年に引続き役員全員

が留任となり承認された。又、酪農学園「十勝支部7回総

会」では、役員改選で清水泰久十勝事務局長が退任された報

告がされました。 

 交流会は、星会長の乾杯で開始、今回も、最高齢の神本さ

んを始め常連者が多い中、一昨年『子供が産まれました。今

回は行けませんが、来年は家族全員で参加します。』と言っ

ていた石井布美子さん家族が全員で参加してくれ、近況報告

がなされました。 最後の閉会挨拶と一本〆（閉め）は、皆

勤出席の神本三也さんが交流会を閉め、全員で記念写真を

撮って二次会へと移動しました。今年もよろしく、お願い致

します。 

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－ 

北海道第二地区北空知支部総会報告 

 2月24日（土）午後１時から深川市「アグリ工房まあ

ぶ」を会場に平成30年度北空知支部総会が開催された。 

 過去に例を見ないほどの連日の大雪に見舞われている同支

部の各地域ではあるが、総会当日は穏やかな天候で１３名の

会員が出席。 

 来賓として、酪農学園谷山弘行理事長、近雅宜常務理事、

大学より中出哲也教授、また後援会より永田享常務理事を迎

えて、水口正之事務局長の司会、高谷富士雄支部長を議長に

進められ、29年度事業報告並びに決算･監査報告に続き、

30年度の事業計画・予算案が提案され拍手で承認された。 

  同会場で、北本清美顧問の乾杯の発声により懇親会に入り

出席者全員からの自己紹介や近況報告のスピーチがあり、和

やかな懇談が続けられ、最後は北準一顧問の発声により閉会

となった。 

 

九州地区熊本県支部総会報告 

 去る2月24日（土）午後3時15分から修復中の熊本城が

間近に見える熊本市内「和数奇(わすき)司館」ホテルを会場

に熊本県支部の平成28年度総会が26名の同窓生等で開催さ

れた。 

 総会は竹本智公事務局長の司会進行で進められ、原慈宏副

会長の開会挨拶ののち、藤崎英廣支部長の歓迎のご挨拶が行

われた。次に竹花学長の来賓挨拶、来賓紹介ののち協議事項

に入った。 

 協議事項は会則により藤崎支部長を議長に進行した。事務

局から役員交代について資料提案され、監事、事務局、会計

担当の変更が承認された。次に平成28年度会計報告および

監査報告が行なわれ、原案が承認された。 

 第二部の講演会では竹花学長が学園全景のドローン撮影画

像を紹介しながら、「学園の現状と将来について」のテーマ

で約1時間強にわたり講演した。 大学・高校のトピックも交

えながらわかり易くお話しいただいた。 

 講演会終了後、５時過ぎから懇親会が同ホテル別室におい

て行われた。藤崎支部長のお礼の挨拶後、同窓会事務局の乾

杯の発声で懇親会が開始された。和気藹々とした和やかな懇

談が繰り広げられ、最後は清村誠也顧問の万歳三唱で終了

し、集合写真撮影ののち閉会となった。 



学科・クラブ・職域同窓会紹介コーナー            
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第５巻 第４号（通号５２号） 

   福岡三愛会報告  

 先日2月2日金曜日に福岡三愛同窓会が開催されました。 

 本学からは循環農学類の山田弘司先生にご出席頂きました。 

 山田先生には酪農学園大学の近況報告とともに動物心理学に

ついてもお話頂きました。 

 動物のストレスの目安として心拍数を使うそうです。 

 表面上まったく反応がなくても心拍数は上昇してストレスを

感じている場合があるとの事でした。大変勉強になりました。 

 またしばらく空席になっていました福岡三愛同窓会の会長に

17期の田中克明先生がご就任いたしました。 

 これからも同窓生が親睦を深めていけるよう会を開催してい

きたいとご挨拶頂きお開きとなりました。（文責 浜洲拓） 

 

アイスホッケー部ＯＢ・ＯＧ会報告  

 酪農学園大学アイスホッケー部OB・OG会が2月24日(土)

および25日(日)に開催されました。本学アイスホッケー部は

男子部と女子部がありますが、毎年「OB・OG会」として男

子部と女子部の合同で開催しております。 

 24日(土)は札幌市内で懇親会が開催され、23名の方々にご

参加いただきました。開会にあたり、女子部顧問の小宮道士先

生の乾杯で懇親会がスタート。その後、現役学生からの今年度

の活動報告、そして、参加者の自己紹介・近況報告がありまし

た。また、男子部顧問の岡本英竜先生や創設期メンバーである

田之上真一OB会長や下村太郎さんにもご出席いただき、現役

学生やOB・OG間の交流を深めることができました。 

 翌日の25日(日)には星置スケート場にて交流戦が行われ、

21名のOB・OGの参加がありました。 ～ 中略 ～ 

 酪農学園大学アイスホッケー部OB・OG会は毎年2月下旬か

ら3月上旬頃に開催しております。来年度も開催する予定です

ので、多くの方の参加を心からお待ちしております。 

 酪農学園大学OB・OG会についてはホームページをご覧く

ださい。（文責 津川裕一） 

   酪小獣中国研修会報告 

 ２０１８年２月２５日 岡山桑田町シティホテルにて堀泰智先

生を講師にお招きして酪小獣中国講演会が開催されました。 

 １５名（同窓生１４名他大学１名）が参加され堀先生により

犬の心臓病の診断と治療で循環器バイオマーカーを中心とした

講演となりました。 

 ３時間に及ぶ講演でしたが質疑応答が盛んであり新しい知見

を得られた参加者もたくさんいらっしゃいました。明日につな

がる診断基準として循環器バイオマーカーの可能性を多く感じ

た講演会でした。 

 講演会終了後は懇親会が行われ酪農学園大学時代の思い出話

に花が咲き終始和やかな雰囲気で会を終了といたしました。

（文責 おおいしたろう） 

 

酪小獣大阪会総会並びに学術講習会報告 

 大阪府下の小動物臨床獣医師の同窓会組織である「酪小獣 大

阪会」では、去る平成30年2月25日に大阪市内で総会ならびに

学術講習会・懇親会を開催いたしました。 

 当日は兵庫県、和歌山県、滋賀県からも参加者があり、総勢

27名でおこないました。 

 ゲスト講師は札幌の泉澤康晴先生（北海道動物運動器病院院

長・元酪農大教授）です。例年、大学から先生を講師として派

遣してもらっていましたが、今後のこともあるので、今回初め

て大学教員以外の方をお招きしました。泉澤先生には、「犬の

前十字靭帯断裂～診断と治療」と言う演題で3時間の講義をして

いただきました。 

 その後、会場を移し懇親会をおこないました。30歳代から

70歳代まで幅広い年代の方にお集まりいただきましたが、顔ぶ

れが徐々に固定し始めているのが残念です。 

 今後、大阪に限らず関西一円の同窓生に呼びかけをおこなう

ことが重要と思われます。さらに同窓会においては、「酪小

獣」の置かれている立場をもっと明確にして欲しいと思いま

す。 
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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/ 

今後の主なスケジュール（ＨＰ参照） 

 ４月 

   ５日（木） 大学入学式 

 ６日（金） 高校入学式（全日制課程） 

１３日（金） 小岩教授退職記念祝賀会 

 1４日（土） 高校入学式（通信制課程） 

 20日（金） 酪農学園同窓会理事会 

 21日（土） 群馬県支部総会 

 21日（土） 関東甲信越地区総会（同時開催） 

 5月 

18日（金） 大学校友会代議員総会 

30日（水） 酪農学園同窓会代議員総会 

  

 

あ と が き 

  

 ３月末から急速に雪どけが進み、冬から春へと構内の景

色も少しずつ変化しています。 

 2017年度の同窓会事業も終了し、総会に向けての整理と

次年度事業に向けての準備が進んでいます。 

 同窓会では3月の島根県支部設立をもって、47都道府県

への支部設置が完了し、道内に残る6支部の未設置解消が新

年度の大きな課題となります。 

 学園では卒業式も終わり、また新しい年度が始まりま

す。4月5日に大学の入学式、6日に高校の入学式が挙行さ

れます。 

 今後とも全国各地のいろいろな情報をお寄せいただけれ

ば同窓会ＨＰ等で紹介させていただきます。 
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定年退職に伴う最終講義のご紹介 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 獣

医学

類：

永幡肇教授・小岩政照教授、環境共生学類：矢吹哲夫 

教授・山舗直子教授の定年に伴う最終講義が開催され、多くの関係

者が出席しました。 

 永幡教授は１月１９日に行い、夕刻に記念祝賀会が開催されまし

た。小岩教授は１月２４日に開催し、記念祝賀会は４月１３日に予

定されています。 

 また小岩教授は前号で紹介しましたが、宇都宮賞を３月１日に受

賞し、授賞を祝う会が３月１８日に開催されました。 

 

 矢吹教授、山舗教授は２月２日に開催し、山舗教授の祝賀会は翌

２月３日に開催されました。矢吹教授の祝賀会は３月１７日に開催

されています。 

 上記の内容については、それぞれ同窓会ＨＰで紹介していますの

でご覧いただければ幸いです。 


