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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 

 爽やかな新緑が眩しい３０日（水）午後４

時から札幌副都心の「新さっぽろアークシ

ティホテル」を会場に２０１８年度の理事

会・代議員会が開催された。南は鹿児島から

北は稚内までの地区支部役員と高校、短大、

大学の単位同窓会役員総勢４７名の出席によ

り開催された。 

 会議に先立ち、前年度にご逝去された同窓

生や恩師、特に１０月に急逝された沢本輝之

前北海道第五地区会長等への黙祷が行なわれ

た。 

 報告事項では１）２０１７年度事業報告並

びに収支決算について。事務局から事業報

告、決算報告ののち、菊池監事から監査報告

をいただいた。報告事項では、島根県支部設

立等について紹介した。 

２）各単位同窓会・地区支部活動報告につい

ては各地区会長や単位同窓会長等からそれぞ

れの地区や単位同窓会の活動内容が報告され

た。審議事項では１）２０１８年度事業計画

並びに収支予算案が提案され、拍手で承認さ

れた。 

２）役員改選案が提案され、原案が承認され

た。また、会長、副会長については全員が再任さ

れた（原案詳細はHPでご確認願います）。 

３）その他では任期途中での役員等の交代につい

て提案され、原案が承認された。最後に議長解任

のあと、小山会長から閉会挨拶が行われた。次に

出席者全員とご来賓により集合写真撮影が同会場

において行われた。 

その後の懇親会では浅野政輝副会長の司会で進め

られ、最初に小山会長からお礼の挨拶が述べられ

た。来賓祝辞では谷山弘行理事長から同窓会への

謝意のご挨拶、近雅宜常務理事からの乾杯のご発

声により祝会が始められた。祝会では西田丈夫校

長、永田享後援会常務からそれぞれ祝辞が述べら

れた。その後、新旧役員等のご挨拶をいただき、

和気藹々の懇談ののち、懇親会を終了した。 

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) 

酪農学園同窓会理事・代議員会報告 



大学同窓会校友会理事・代議員会報告  

 爽やかな新緑の５月１８日（金）午後６時から新さっぽろ

アークシティホテルにおいて２０１８年度の理事・代議員会

が理事・代議員２２名の出席により開催された。 

 会議は加藤清雄事務局長の司会で進行した。小山久一会長

は開会挨拶の中で酪農学園同窓会の現状等も報告した。議事

は恒例により小山会長を議長にして行われた。議事録署名人

には佐藤元昭理事、加藤浩代議員が選出された。 

 議事は第１号(報告事項)として（２０１７年度事業報告、

収支決算、監査結果）、第２号(審議事項)として（２０１８

年度事業計画と収支予算）がそれぞれ事務局から提案され、

審議の結果、承認された。 

 第３号は役員改選について提案され承認された。新理事に

中出哲也氏、新代議員に近藤美雪氏、吉田陽平氏、新監事に

立川直生氏が専任されました。旧理事や代議員、監事の方々

にはお世話になりました。小山久一会長、上村篤正・志田和

仁副会長、加藤清雄事務局長については、再任となりまし

た。 

 その後、会場を移動して出席者による懇親会が行われた。

加藤事務局長の司会で進行し、小山会長より改めて開会挨拶

が行われ、総会終了の謝意が述べられた。懇親会には名誉会

長の石田貞夫氏がお見えになり、近況報告のあと、乾杯のご

発声をいただき、祝会に入った。 

 懇親会では和気藹藹とした懇談が続けられた、最後は今回

で退任される野上良邦監事の挨拶と一本締めで閉会となっ

た。 

 

  

単位同窓会 紹介コーナー            
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風声雪語 －野幌だより－ 

短期大学同窓会理事・代表委員総会報告 

 新緑がまぶしい５月１４日（月）午後６時から同窓生会館

を会場にして、２０１８年度「幹事・代表委員」総会および

学習会が２２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、近常務理事が

出席。酪農学園同窓会から小山久一会長、事務局が出席し

た。総会は伊藤明美副会長の司会で進行した。黒澤会長の開

会の歓迎の挨拶では短大同窓会の動向等を述べた。 

 

 来賓挨拶は学園を代表して谷山理事長が述べ、酪農学園の

教育改革の原点の小冊子をもとに述べた。次に小山同窓会長

は地区支部の整備状況やホームカミングー等について紹介し

た。 

 

  議事では古川豊記氏を議長に選出して進行し、第１号議案

として平成２９年度業務報告。第２号議案として決算報告

（川端事務局長）、会計監査報告（伊藤博之監事）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３０

年予算についても、同様に原案が承認された。その他で２，

３のご意見をいただき、総会を終了した。 

 

  本年度は総会終了後に学習会が開催され、講師紹介も兼

ねて黒澤会長から再度挨拶が行われた。 

 講演では「酪農学園建学の精神と短期大学の存在」と題し

て、黒澤酉蔵翁秘書を務めた浅田英祺氏から翁の人柄や当時

のいろいろなエピソードを含め、また書籍や色紙等も紹介し

ながら示唆に富んだ内容を約１時間ご講演いただいた。 

 

 この講演動画は後日「短期大学同窓会HP」で紹介させて

いただく予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



地区支部同窓会紹介コーナー            
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第５巻 第５号（通号５３号） 

   関東甲信越地区総会＆群馬県支部総会報告  

 関東地方で4月としては珍しく最高気温が30℃前後まで上

昇した4月21日（土）に今年度の総会と交流会を開催しまし

たのでご報告します。 

 会場は、ちょうど桜が満開で気持ち良い気候の群馬県は老神

温泉にある老舗旅館「東秀館」で、群馬県支部総会との共催で

開催しました。 

 最初に群馬県支部総会が行われ、事業報告・決算報告（監査

報告）・事業案・予算案の審議では、原案通り承認され、役員

改選では、三田孝幸支部長に代わり小林一太支部長（群馬県支

部名称では会長）が就任しました。 

 次に関東甲信越地区総会が開かれ、事業報告・決算報告（監

査報告）・事業案・予算案の審議では、原案通り承認され、会

則改正で、役員任期が2年から3年に改正となりました。それ

に合わせて数人の役員の移動があり、全て原案通り承認されま

した。 

 引き続き来賓の挨拶で概要、小山会長からは、この程島根県

支部が発足し、これにて全国的支部網が完成したことは大変喜

ばしいこと。東京オフィスの利用について。昨日の本部理事会

の報告等のお話がありました。次に谷山理事長は、学園経営と

文科省との関係やかなりの大学で定員割れが発生しており、首

都東京所在の大学でも、また関西でも多くの大学が定員割れし

ていること等々。続いて近常務からは黒澤酉蔵の考えに則った

学園経営をしていく等のお話がありました。 

 記念講演会では、斎藤達夫酪農とちぎ農業協同組合技術顧問

（酪農4期、本会副会長、栃木県支部事務局長）がテーマ『牛

飼い教員の歩み』で教員としての33年間、いろんな労苦を克

服し、輝かしい成果を上げたこと等酪農に関して、教育に関し

ての氏の情熱が伝わってきました。去る日のホームカミング

デーの講演が思い出されました。この日も一同大変な感銘を受

けた講演でした。 

 その後温泉にゆったりつかり、楽しい交流会へと進みまし

た。交流会では、各地の話題や現況の話、余興として日本舞踊

が、踊り・根本茨城支部長、三味線・高澤前東京オフィス所

長、歌・廣間埼玉県支部長の組合せで見事な「黒田節」が披露

されました。 

また、高校卒メンバー9人が後藤副会長を中心として校歌を披

露しました。かなりの年数立っていると思いますがよく覚えて

いるものと感心した次第です。その後は二次会となり、楽しい

一日を終えました。 

   関東甲信越地区神奈川県支部総会報告 

 2018年6月2日午前11時から横浜西口の「煌蘭」において

神奈川県支部第17回定期総会が開催された。出席者は神奈川県

支部会員16名、関東地区3名、学園来賓2名の21名。学園から

は小山久一酪農学園同窓会会長、石島力酪農学園大学副学長に

参加いただいた。 

 総会は岩寺伸節事務局長の司会で進行し、冒頭今年3月に逝去

された顧問図書輝夫様に黙祷をささげご冥福をお祈りした。作

田昌彦支部長の歓迎のご挨拶のあと、議案が審議された。第一

号議案として支部活動経過報告、平成29年度収支決算報告・会

計監査報告が行われ拍手で承認された。第二号議案として平成

30年度事業計画（案）および予算（案）が審議され、承認され

た。第三号議案では役員一部改選行われ、新支部長に田村滋

氏、副支部長に早田俊介氏、監事に太田和彦氏が新任された。 

 新任の田村新支部長より新任の挨拶が有り、総会を閉会とし

た。 

 総会閉会後、小山久一酪農学園同窓会会長からご挨拶を頂き

同窓会の現状について詳しくお話があった。 

 

 記念講演では石島力酪農学園大学副学長がテーマ「エゾシカ

対策について」と題して約45分講演した。 

 北海道職員時代に取り組んでいたエゾシカ対策について、エ

ゾシカによる被害を防ぐ為に個体数を管理し、捕獲したエゾシ

カを食肉・革として有効利用する普及活動についてご説明いた

だきました。ただ個体を減らすのではなく、持続可能な活動と

して定着させる難しさもお話いただきました。 

 

 懇談会は新副支部長の早田俊輔氏の司会で進行し、関東同窓

会会長の岡田勉氏からご挨拶をいただき、その後タカナシ乳業

の4.0牛乳で乾杯した。 

 

 円卓で美味しい中華料理を囲んで近況等和気あいあいに歓

談、昨年卒業の方の紹介や自慢話などで盛り上がり、千葉県支

部長の唐仁原景昭氏にご挨拶を頂いた後神奈川県支部顧問の藤

村翼氏から中締めが行われ、副支部長早田俊輔氏の閉会挨拶で

お開きとなった。 
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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） 

 ６月 

   ２日（土） 関東甲信越地区神奈川県支部総会(横浜） 

 ９日（土） 関東甲信越地区埼玉県支部総会（さいたま） 

１７日（日） 九州地区総会（理事会）（諫早） 

１７日（日） 近畿地区京都府・滋賀県総会（近江八幡） 

 2４日（日） 中部地区愛知県支部総会（名古屋） 

７月  

 １日（日） 近畿地区緑風会総会（京都） 

   ７日（土） 酪農学園ホームカミングデー 

   ７日（土）～8日（日）白樺祭（大学祭） 

 ８日（日） 酪小獣東北総会・研修会 

２１日（土） 関東甲信越地区東京都支部総会（東京） 

２２日（日） 関東甲信越地区山梨県支部総会（甲府） 

２８日（土） 関東甲信越地区千葉県支部総会（千葉） 

２８日（日） 関東甲信越地区新潟県支部総会（新潟） 
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あ と が き 

  

 2018年度の理事・代議員会も無事終了し、左記のような地

区支部総会が全国各地で毎週のように開催されています。道

都札幌ではライラックが咲き、ヨサコイソーランが25回を数

え、年々盛会になっています。 

 本学では例年9月開催のホームカミングデーを今年から大

学祭（白樺祭）に合わせて、7月7日（土）に開催いたしま

す。 

 初夏の爽やかな季節に開催しますので、本州の同窓会には

避暑を兼ねてご参加いただければ幸いです。 

 今年は安宅一夫名誉教授と弟子の石田陽一氏が講演しま

す。また同日夕刻には周年記念同期会も開催されます。ご案

内が届いた方々はお誘い合わせのうえ、ご出席いただければ

幸いです。 

  

 関東甲信越地区埼玉県支部総会報告 
埼玉県支部の第23回目の総会を6月9日（土）11：00から例年通

りさいたま市の別所沼会館で開催しましたのでその内容をご報

告いたします。 

 総会は、最初に廣間善之支部長の挨拶があり、佐々木裕之副

支部長の総合司会で開始となりました。議長には廣間支部長、

書記に島野知二理事を選出し、第1号議案：報告事項（事業実

績・決算報告・監査報告）を承認。第2号議案：計画事項（事業

計画・予算）が提案通り承認され、第3号議案：会則一部改正

（役員任期を3年とする）が提案され、承認。これに基づき第4

号議案（役員改選）が提案通り承認され、総会を終了しまし

た。 

 次に来賓のご挨拶で、最初に小山久一同窓会会長から概要、

①各地の同窓会の状況について、②今年度の理事会・代議員会

の概要報告（詳細はHP参照）があり、③ホームカミングデーへ

の出席要請がありました。 

 野英二副学長は、①今年度の入試関係について、②教育に関

する件の中でも特に獣医については世界に通用する教育を目指

していく方針である等々の挨拶をされ、詳細は講演で拝聴する

ことになります。 

 永田享後援会常務理事は、私たちの支援金がどうのように使

われているかパンフレットを基にわかりやすく説明していただ

きました。 

 岡田勉地区会長からは、この時期には各地の支部総会が開催

されるので、観光を兼ねてよいかと思うのでぜひ参加して欲し

いとの挨拶がありました。 

 続いて講演会に移り、「酪農学園の教育と施設の概況」と題

して野英二副学長から、我々にとって懐かしい学園風景をスラ

イドによって紹介していただき、過去と現在の学園状況を思

い、感慨深いものでした。教育も創立当初の基本方針に基づ

き、時代にマッチした教育内容を実行している等々熱のこもっ

たお話を参加者一同熱心に傾聴しました。 

 懇親交流会は、金子保之理事の司会で進行し、最初に後藤久

雄顧問の歓迎の挨拶、各支部長（根本久美子茨城県、唐仁原景

昭千葉県、須田利明東京都、小林一太群馬県、早田俊輔神奈川

県副支部長（代理））の挨拶、大津初司群馬県副支部長（同窓

会理事）の挨拶と乾杯のご発声で懇親開始となりました。 

 懇談中、出席者全員から近況報告・想い出等々の話があり、

宴中途では、根本茨城県支部長が和服に着替え、水戸黄門の

《♪人生勇気が必要だ～・・♪》の曲にのり踊りを披露してい

ただきました。また、合間に渡會事務局長作成のDVD「総会の

経歴」をスクリーンで見たりして、充実した楽しいひと時を過

ごしました。 (文責 事務局長 渡会福次郎）  

埼玉県支部総会 集合写真 


