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魅力ある学園の DNA を次期１００年へ！ 

関東甲信越地区 

会長 岡田 勉（酪農 2期） 

ポピュリズムの台頭（英国首

相、仏大統領、米国大統領）、加

えて突然の衆議院解散、北朝鮮

の暴走（1962年のキューバ危機

を回想させる）、そんな中、今年もノーベル賞の

発表時期。良い酪農学園の DNA を次世代（100

年）にわたって繋ぎたいものです。 

 関東甲信越は各 10 支部の総会に加え、白樺

会、高校同窓会、自らの総会など、年に 13回の

活動があります。その都度、お忙しい先生方に

ご講演を頂き感謝いたします。9 月からは現役

の先生方以外の講師要請は自前で経費を賄う

ことになりましたが、長い間ご支援有り難うご

ざいます。 

 私は、乳業、酪農、レストランと生業を転々

としていますが、56年間継続して乳製品に携わ

っています。加えて現在は趣味も含めて、有機

食材、有機食品判定、日本のチーズ、世界のチ

ーズ、ワインを食することを趣味としています。 

昨年酪農大学の構内の酵母を利用したワイン

が生産されたと聞き心躍る第一歩と、感激して

いるものの一人です。 

 まさにこれは次世代へ繋ぐ学園の DNAになっ

て欲しいと声援を送ります。世界で 10０年も残

っている食材は（食料ではなく）勿論、世界の

食料としての乳製品はありますが、アルチザン

（職人）の乳製品は、やはりそこの土地のテロ

ワール（地理的、風土的、季節的、）唯一のもの

として残っています。（いわゆる伝統）。そこに

は産、官、学の裏付けが残っています。 

野幌の自然公園は 1968年「鳥獣保護区」となっ

ていますが、同期の学生（氏家氏：未確認）が

授業を受けながら、森林の鳥を観察し、道から

「保護区」の指定を受けたのです。ここに産官

学の連携が見られます。 

「三愛精神」「健土健民」を掲げて 84年間教育

に携わってきた酪農学園は次の 10０年に繋げ

るために、その精神の DNAに加えて、実務面の

DNA、すなわちその土地に棲む菌、黴、酵母を残

し、維持継続する酪農科学の後付をする学問が

必要でしょう。 その DNAを引き継ぐ KH（ノウ

ハウ）を学窓で学んだあと、日本各地で展開す

る学生が出ることは、同窓生として誇りの高い

ものとなり、生き甲斐となり、後世につないで

いけるものと思います。 

残念ながら日本の酪農（チーズ、バター、ヨ

ーグルト）は、その土地の菌、黴、酵母を殺し

てしまい、大型化し、効率をあげ、生きたもの

を何も残さない学問を繋いでいます。そろそろ

酪農を食糧としてだけでなく、その土地の文化

として残る（バター、チーズも学園の菌酵母を

残した乳製品）学問を科学する学園であっても

いいのではないかと期待しているところです。 

関東甲信越地区同窓会では横のつながりを

大切に、畜産、乳製品、野菜など農産品を作っ

ている人、農協などに勤めている人、乳製品会

社に勤めている人等たくさん活躍しています。

このような方々が「集いあい、学びあい、高め

あう」ことをモットーにすすめています。 

愛・母（フランス語）≒三愛精神の母校が絆
きずな
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ホームカミングデーに思う 

酪農学園同窓会 

会長 小山久一 

十月になり学園の木々

は色づき、遠くの十勝連峰

に初冠雪がありました。関

東甲信越地区の皆様には

同窓会活動にご理解とご

協力を賜り厚くお礼申し

上げます。また「あるま・めーと第 24号」の発

刊おめでとうございます。 

さて、同窓会活動については酪農学園同窓会

のホームページに掲載されており、多数のイベ

ントが全国的に展開されていることが報告さ

れています。ここでは９月の「酪農学園ホーム

カミングデー」について報告いたします。今年

は昼食会・野外バーベキューに約 150名、黒澤

記念講堂での記念礼拝と記念講演には約 50 名

の参加がありました。近年人数が減少していた

のでたいへん喜ばしいことであります。記念礼

拝・講演については二点気付いたことがありま

す。まず、礼拝では物故者追悼が行われますが

貴地区のある支部では会員の追悼のために役

員を派遣してくれたことであります。多くの同

窓生と共に亡くなられた方の平安を祈ること

は、我々にとっても心の安らぎとなりますし、

何よりも今を生きる力になります。今後も多く

の参加者を得て記念礼拝を守り続けたいもの

です。二つ目は記念講演です。講師は獣医学科

４期の北村直人氏で「大切なのは記録と検証」

というテーマでした。その中で同窓生のできる

ことは「学園に学生を送ることと寄付である」

と明快に言われました。私は大変興味深く衝撃

さえ感じました。時として「学園からの郵便物

は寄付の依頼ばかり」と言われます。まだ日本

には寄付文化は根づいていませんが私学にと

って同窓生からの寄付は大きな支えとなりま

す。後輩が勉学・研究に励んでいるのを楽しみ

に、そして母校の発展のために寄付できること

を誇りと思う、その様な同窓生は多くいますが

これからも増えることを期待しております。 

最後に、同窓会は親睦団体です。過去の思い

出や母校の未来を語るとき、同窓生は輝いてい

ます。これは「今を生きる力」になります。そ

のためには「親睦」によるつながりの積み重ね

が大切であると確信しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

野外バーベキュー風景 

記念礼拝 

記念講演・北村直人氏 

（写真はホームページより） 

http://rakuno.org/wp-content/uploads/2017/09/13131921/DSC_0065.jpg
http://rakuno.org/wp-content/uploads/2017/09/13132005/DSC_0133.jpg
http://rakuno.org/wp-content/uploads/2017/09/13131952/DSC_0106.jpg
http://rakuno.org/wp-content/uploads/2017/09/13132003/DSC_0130.jpg
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「おらが町の大学」の見える化・見せる化の進め 

                           

酪農学園大学 
                            

学長 竹花一成 

 

会員の皆様におかれ

ましては益々ご清祥の

こととお喜び申し上げます。 

私は 4月 1日付をもちまして、2020年 3月ま

で 3年間の学長職を拝命いたしました。今後と

も何卒お力添えをいただきますようお願い申

し上げます。 

さて、スムーズな大学運営を目指すために 4

月から 3名の副学長を配し、万全な態勢で大学

の教学運営を進めております。本学は学生

3,600名、教員 170名、職員 80名と決して小さ

くない大学に成長しており、多様な課題に対し

迅速な対応を計ることが重要です。そこで、寄

附行為に則り、副学長 3名（野 英二氏：酪農

学科 74年卒、照井 俊秀氏：前教育センター事

務次長、石島 力氏：獣医学科 80年卒）の登用

を提案し、理事会で審議決定されました。 

副学長の仕事内容は規程上未だ不明確な点

もありますが、年度中にはその内容を明らかに

すべく進めております。副学長は学長のシンク

タンクであり、それぞれ主に 1.基盤教育担当 

2.教学組織担当 3.渉外担当としております。

1.本学が最も大切にしなくてはならない学外

農場実習、健土健民実習の実施方法の見直しと

基盤教育の方向性、すなわち、酪農学園らしい

基盤教育の構築検討を進めております。2.教学

組織では教員人事案件が次年度の教育運営に

支障が無いように対応しております。また、学

内諸規程の見直しも始めております。3.渉外で

は後援会からの依頼に関して、または大学とし

て、世の中に何をいかに還元でき、表に出すの

かを検討しております。 

 学長として酪農学園大学を「おらが町の大学」

としてアピールすることの重要性を強く認識

し、そのためには何をすべきかを常に考えてお

ります。 

 大学の財産は教職員であり、その成果物は

我々の宝である学生であることをきちんと理

解し、教員の活動内容の「見える化・見せる化」

を進めてまいります。すなわち、本学の教員は

大学内外で何をしているか、社会にどの様に評

価されているか等が一目でわかる様な仕組み

作りを考え、その公開を進めております。大学

はその様な「見える化・見せる化」の組織でな

くてはならないという強い信念で、内側から大

学改革を推進してまいります。 

 教職員は大学の商品、そして学生は大学の宝

物、全て財産です。その財産管理を確実に遂行

することが学長の役目と考えておりますので、

何卒一層のご指導を賜りますようお願い申し

上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（ホームページより） 
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三愛精神を基盤に生きる高等学校 

とわの森三愛高等学校 

校長  榮 忍 

 

 校長就任以来、改革が

求められて導入した普通

科 5コース制は、今年度

から 4コースに整え直し

ました。トップレベルの進学に対応する｢獣

医・理数コース｣は、従前の｢獣医進学｣と｢ア

ドバンス｣の理系を合体させるものとして、学

びを深めています。獣医学類が大学入試のト

ップランクに位置するために、受験への対応

と高校生活の充実を追求しています。他のコ

ースの生徒も、それぞれに特色ある行事や学

びを追求しますから、分野毎の課題を追いつ

つ、高校生としての人格的な成長を目指して

います。 

 三愛精神は、学園教育の原点として今もと

わの森三愛高校を支えています。｢神、人、土

を愛する｣三愛精神は、広く世界に視野を広

げ、世界を成り立たせる原理を考え、そこに

結ばれる人間関係を育て、自分の立つ大地を

見つめ、守り、活かすことが盛り込まれま

す。大人への移行期であり、人格的に大きく

成長する高校生活は、それゆえに不安定な部

分と行き来しつつ｢自分を知る時期｣です。

「神、人、土」は大きなつながりを意識さ

せ、互いに孤立していてはいけないことを示

唆します。「愛」はつながりを活かしてこそ、

本来の力を発揮します。「循環農法」と同様、

関わりが循環してより豊かになることを目指

すのです。 

本校は、聖書とキリスト教精神に基づく

「キリスト教教育」を人間教育として継承し

ています。わたし個人の考えですが、「キリス

ト教主義」は便利な用語で、「なんとなくキリ

スト教っぽい何か」をイメージさせますが、

キリスト教そのものを避け、正面から向き合

わなくても良いことを示しているかのように

思えます。本校が大切にし、受け継ぎたいと

願っている教育の根幹は、欠けや罪を自覚す

る人間を導く「キリスト教教育」であると、

あらためて確認し、元気な生徒の声であふれ

る高校教育現場を充実させています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（写真はホームページより） 

学校校舎 

図書館 

元気で学ぶ生徒たち 
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獣医師の現況と未来について 

公益社団法人日本獣医師会顧問 

 獣医学博士  

北村直人 (獣医学科 4期卒) 

 

ダーウィンの進化論による

と、進化の過程で共通祖先を持

つ、つまり生き物は皆親戚、約 38億年さかのぼ

れば最初の生命にいきつく。 

だとすると生き物は、「人」と「人以外の動物」

に分ける事が妥当と思える。 

「人」のみ診察、診療、治療出来るのが「医師」

であり、人以外の全ての動物の診察、診療、治

療にあたるのが「獣医師」である。 

国家戦略特区で、いとも簡単に獣医師養成学部

の新設が認められた。 

獣医師は国家資格として、法律で定められ、獣

医師の資格が必要な分野も法律で定められて

いる(絶対的条件)。 

獣医師の資格が絶対的に必要でない分野(例え

ばライフサイエンス分野、創薬分野、ips 細胞

等分野などなど)から、獣医師の需要が有ると

して、又、既存獣医師養成 16大学では対応不可

能として、新設が認められた。これらの分野で

は、一部獣医師も活動しているが、新たな分野

ではないし、すでに 16大学でも養成している。

この分野に獣医師が就職しないのは、処遇待遇

が悪いからであり、すでに他の資格者や獣医師

以外の分野から雇用されている。 

公務員獣医師も処遇待遇改善が急務である、若

い学生は公務員獣医師を目指して獣医学部に

入学した者は皆無、生涯動物に接していたいの

が学生の本音。 

ワンヘルス、人と動物の命はひとつ、それは地

球の願い。 

少子高齢化の中で医療費の抑制軽減策のひと

つに、動物介在療法、人と動物の共通感染症の

制御抑制、食の安全安心対策、予報衛生などな

ど、携わる獣医師の責任が重くなってきた、当

然獣医学教育の高い水準と質の確保が必要で

ある。 

獣医師を含めたチーム獣医療が益々必要にな

ってきた、チーム獣医療を総合的に養成教育出

来る環境に、酪農学園大学がある。このことを

皆で考えよう。 

最後に、同窓会なかんずく同窓生の果たすべき

役割はふたつしかない。ひとつは周辺の子供た

ちをひとりでも多く学園に入学させる事、あと

のひとつは学園に一円でも多く寄付する事、こ

の二つしかない事を肝に銘じておこう。 
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都心の開業医としてのこぼれ話 

新宿動物病院 

院長  

髙橋恒彦（獣医学科 18期） 

 

 母校、酪農学園大学を卒業

して 30周年を迎えました。

近々、北海道で同窓会を開催予定で、楽しい

時間を過ごしたいと思います。幹事の方のご

尽力に感謝します。 

 1990年、東京の新宿区に動物病院を開設

し、早いもので 27年を迎えました。紆余曲折

の日々でしたが、これも偏に大学の先生方や

同窓生が心の支えとなり今日があると実感、

そして感謝しております。その新宿区の人口

は約 30万人で約１割が外国人、20歳前後が多

いものの 18歳以下が少なく、転入転出の移動

が盛んです。開設当初、世はバブルの真っ只

中、敏感な人はそろそろその崩壊を危惧して

いた時代です。病院前はベンツだらけ、待合

室は豹、白狐、銀狐の毛皮をまとったイケイ

ケ女子や自信満々の男子で溢れ、違った意味

で色々な動物がやって来ました。また場所

柄、反社会的勢力の方、男女以外の性別の方

も多く、スリルとサスペンス、笑いあり泣き

あり感動あり、まるでコマ劇場のショータイ

ムの如き毎日でした。 

 そんなバブルが弾け、不謹慎ですが面白い

ように、そして一気に、失われた 20年へ突入

していきます。不景気のしわ寄せは弱い者に

向かい、その最たるものが飼育動物です。転

居に伴う放置や遺棄動物も増加していきま

す。当然健康管理も疎かになり、悪化による

治療費用の増大など、悪循環になります。失

政と言ってしまえばそれまでですが、経営者

としては出来る対策を取り、鋭意努力してき

ました。最近では日本の魅力が世界に注目さ

れ、観光客も含めて多くの外国人が日本にや

って来ます。当院にも難解な日本語を話す

人、当然のように診療費を値切る人、無理難

題を押し付けてくる人…様々な人間模様が交

差する中、多様性とは何かから始まり、動物

病院経営の行く末を思案しております。 

 人の医療同様に動物医療も日進月歩、新た

なるチャレンジや情報提供も重要です。飼主

と動物が共に幸せに過ごせることが理想です

が、生老病死は避けては通れない問題です。

診療費用の増大や精神的なストレスで飼主が

疲弊してしまうことも心配です。全てを受け

入れて、残された道を選択する、人も動物も

安楽長生きが一番ではないでしょうか。 
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同窓会支部長をお受けして思うこと 

新潟県支部 

支部長 

北原良一（獣医 11期） 

 

 酪農学園同窓生の皆様、

はじめまして。私は、この

度の役員改選で新潟県支部長を務めることと

なりました、獣医 11 期（学籍番号 723087）の

北原と申します。冒頭に恐縮ですが、簡単な自

己紹介をさせていただきます。 

学園を卒業して早や、40 年が過ぎましたが、

卒業後は新潟県に奉職し、公衆衛生分野の専門

職として、主に保健所、食肉衛生検査所、県庁

等、16回の転勤を経て 3年前に無事、卒業しま

した。現在は、「（公財）新潟県生活衛生営業指

導センター」で、飲食店・理容・美容・クリー

ニング・旅館ホテルなどの生活衛生関係事業者

の皆様のお手伝いをさせていただいて４年目

となりました。 

 また、これと並行して理美容組合が運営する

理美容専門学校で週一、教鞭をとっております。

ここでの生徒さんは、高校卒業直後の若い人た

ちです。授業の初日、私は自己紹介代わりに、

初めて本学園を目指して列車や青函連絡船を

乗り継ぎ北海道へ渡った時の様子や、そこで私

を迎えてくれた早春の北海道、そして学園の心

象などを何故かしら語っていました。目前の若

人のこれからの夢や希望にみちた輝く瞳、今ま

さに羽ばたきをはじめた彼らの姿に、一瞬にし

てあの頃の私自身の面影を、この子らに見てい

たのかもしれませんね。 

 さて、先輩からの一言で支部長をお受けした

ものの、私自身、二足・三足のわらじを履いて

どうするの、との困惑に包まれながらも昔から

先輩の言うことは絶対、五里霧中の船出でした

が、さいわい私の周りには多士済々、頼もしい

先達が大勢おられることに気づき一安心。皆様、

よろしくお願いいたします。 

 私たちは、青春時代に母校の北海道でかけが

えのない宝物をいただきました。次の世代を担

う一人でも多くの子供たちに、時空を超えてこ

のスピリッツを体感してもらうには、また、同

窓生が一瞬にしてあの頃に戻れる場所を大切

に引き継いでいかなければと想いをはせる今

日この頃です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新支部長紹介 
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定時総会の報告 

 平成 29 年酪農学園同窓会関東甲信越地区第

43 回定時総会を 5 月 14 日（日）神奈川県箱根

にある強羅「静雲荘」で開催しました。来賓と

して加藤清雄同窓会副会長、浦川利幸同窓会事

務局長、高澤靖東京オフィス所長が出席されま

した。 

 総会では、第 1 号議案：平成 28 年度事業報

告・会計報告及び監査報告、第 2号議案：平成

29年度事業計画案・予算案の審議があり、両議

案とも原案通り承認されました。 

 またその他として

4月 21日同窓会本部

で開催された理事会

の審議内容が、岡田

関東甲信越地区会長

（同窓会副会長）よ

り報告されました。 

 

 

 

 

 

 

 加藤副会長、浦川事務局長からは、近況説明

と卒業生が集まりやすい環境を整え、卒業生の

親睦を深めていきたいとの挨拶がありました。 

 その後、吉田磨准教

授から「地域産業と自

然環境の共生」と題し

て主に北海道で取組ん

でいる研究について概

要説明があり、特に洞

爺湖の観光と環境につ

いて、人口減少に悩む町と大学（学生中心）と

協定を締結し、洞爺湖中央の無人島に鹿を放ち、

観光資源にするも、増えすぎて植生を破壊し、

湖の環境も悪化してきて、そのためこれら野生

動物の調査と共に水環境の観測等もおこない、

地域の課題である産業の育成と環境問題を重

点的に調査・研究している旨の講演がありまし

た。講演中には講師からの質問もあったりで話

に工夫があり、わかりやすい報告内容でした。 

事務局 小宮倶子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講演会風景 

総
会
出
席
者 

総会風景 
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交流会の報告 
 関東甲信越地区定時総会・記念

講演の後、谷山弘行酪農学園理事

長・近雅宣酪農学園常務理事が出

席され、学園の近況説明を交えた

挨拶があって、乾杯し、お酒を飲

み、いつになく和やかな雰囲気と

なり、終わってみると、各支部の

現況報告や挨拶もなく懇親を深め

た席でした。宴途中で根本久美子茨城県支部長

の日本舞踊が飛び出し、

その美しい舞が楽しい

ひと時をさらに盛り上

げてくれました。 

それぞれの輪という

と、埼玉機能トリオ G、

吉田先生 G、理事長 G、

浦川 G、神奈川 G、のん

べぇ Gなど・・・。出席者がどのグループに入

っていたかは・・・、ご想像にお任せするとし

て二次会では、唐仁原千葉県支部長が背負って

きたワインとパン、神奈川県支部の斎藤さんの

差し入れ

のおつま

みで、吉田

先生を中

心に大変

盛り上が

った夜で

した。 

事務局 小宮倶子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評論集を出版しました。（著者；北畑 光男） 

『村上昭夫の宇宙哀歌』（コールサック社）

1,500円＋税。 

2017年 5月 26日発行。  

啄木、賢治に次ぐ『動物哀歌』の詩人、村

上昭夫の生涯と作品との関わりを時代背景、

方言、家族、友人などとのなかから書いたも

のです。「動物哀歌の色彩」という研究なども

掲載しました。 

村上昭夫の詩の特質は昭夫自身の言葉で言

えば「死の眼鏡を通してみた嘘の自分と世間

に対する反逆」の詩ということでしょうか。 

小生が学生時代から村上昭夫の詩を読み、

50年間をかけて書き上げたものです。文明や

科学に対する考察は酪農学園での教育が本評

論集にも反映しています。東販、日販を通し

ていますので全国のどこの本屋さんからでも

取り寄せることができますので、ご一読を戴

ければありがたいです。 

また、お住まいのところにある公共図書館

に購入していただければ、それを借りて読む

こともできると思います。 

宜しくお願い申し上げます。   

埼玉県支部 北畑光男（酪農 7期） 

 

 

谷山弘行理事長 

近雅宣常務理事 

根本久美子茨城県支部長 

宴会風景 
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訃報のお知らせ 

●草地 道一（顧問・東京都支部） 

６月 17 日ご逝去 

謹んでお悔やみ申し上げます 

編集後記 今号は、加計問題に

よる獣医師に関して日本獣医

師会の重鎮である北村直人顧

問に寄稿していただきました。 

（多くの投稿をお願いします） 

(任期　平成27年4月～30年3月）

役　職　名 氏　　名 学科・卒業年 備　　　　　　　　考

会　　　　長 岡田　　　勉 酪農2期 同窓会副会長・千葉県支部顧問
副　会　長 後藤　久雄 機農農経1期 埼玉県支部顧問

齊藤　達夫 酪農4期 栃木県支部事務局長
唐仁原　景昭 獣医２期 千葉県支部長
北村　直人 獣医4期 東京都支部副支部長
大津　初司 短大16期 同窓会理事・群馬県支部副支部長
田中　可子 三愛女子8期 東京都支部副支部長
岩寺　信節 農経１０期 神奈川県支部事務局長

事務局長 小宮　倶子 獣医1期 埼玉県支部理事・監事・あるまめーと編集員
事務局次長 渡會　福次郎 酪農3期 埼玉県支部事務局長・あるまめーと編集長
会　　　計 作田　昌彦 酪農17期 神奈川県支部長
理　　　事 益子　勲 酪農1期 栃木県支部長

城近　　泰 酪農7期 埼玉県副支部長
三田　孝幸 獣医6期 群馬県支部長
平島　勝教 獣医7期 山梨県支部長
石月　　晋 酪農1期 新潟県支部長
田中清司 獣医5期 長野県支部長
満澤　恵治 機農農業21期 長野県支部副会長
小松　泰史 獣医14期 白樺会代表
西井　義昭 短大13期 東京都支部理事
上野　　　達 短大10期 茨城県支部
斉藤　　　洋 農経5期 神奈川県支部顧問
渡辺　　　仁 酪農21期 山梨県支部事務局長
須田　利明 機農農経1期 東京都支部長
高澤　　　靖 農経6期 千葉県支部理事・あるまめーと編集員　
佐々木　六朗 短大11期 埼玉県支部顧問
福山　二仁 獣医3期 東京都支部理事
中島　　　剛 酪農3期 東京都支部理事
藤村　　　翼 酪農２期 神奈川県支部顧問
加藤　効示 農経1５期 栃木県支部庶務・会計
北条　博夫 獣医１９期 長野県支部事務補佐
前田　　　享 獣医１６期 茨城県支部事務局長
高橋　善親 酪農10期 新潟県支部事務局長
森　　　　健 酪農6期 長野県支部副支部長
横塚　元幸 機農酪農経営科４期埼玉県支部副支部長・会計
根本　久美子 獣医４期 茨城県支部長　　同窓会支部代議員
五十嵐　建夫 農経3期 東京都支部理事

理事・監事 平岡　征雄 農経3期 神奈川県支部理事・顧問
廣間　善之 酪農１２期 埼玉県支部長・同窓会支部代議員

顧　　　問 八重樫　鐡男 短大１期
野田　修平 短大6期
戸水　雅智 短大3期
南雲　良三 短大8期
平山　　　久 短大6期

酪農学園同窓会役員名簿

理　　事 岡田　　勉
大津　初司

代議員 廣間　善之
根本　久美子

酪農学園同窓会関東甲信越地区　役員名簿

支部名 開　催　日　時 内　　　　　容 会　　　　　　場

茨城県 2月5日（日）11：00 総会 ホテルグランド東雲

長野県 3月11日（土）14：00 総会 塩尻市民交流センター

神奈川県 6月4日（日）11：00 総会 煌蘭

埼玉県 6月11日（日）11：00 総会 別所沼会館

千葉県 7月15日（土）14：00 総会 千葉県生涯学習センター

東京都 7月22日（土）13：00 総会 東京オフィス

山梨県 7月23日（日）11：00 総会 KKR甲府ニュー芙蓉

新潟県 7月29日（土）16：00 総会 新潟東映ホテル

高等学校 11月12日（日）12：30 同窓会 東京オフィス

東京都 11月18日（土）15：00 野田画伯絵画鑑賞会 東京都美術館

栃木県 12月2日（土）15：30 総会 ホテルニューイタヤ宇都宮

支部別総会及び主な行事開催状況

開　催　日　時 内　　　　　容 会　　　　　　場
1月30日（月）15：00 事務打合せ 東京オフィス
3月21日（火）15：00 事務打合せ 東京オフィス
4月15日（土）13：00 会計監査 東京オフィス
4月24日（月）13：00 役員会 東京オフィス
5月14日（日）14：00 総会 静雲荘（箱根）
5月14日（日）18：00 交流会 静雲荘（箱根）
9月11日（月）15：00 あるまめーと編集会議 東京オフィス
10月25日（水）15：00 あるまめーと編集会議 東京オフィス
12月6日（水）14：00 役員会・忘年会 東京オフィス

関東甲信越地区・主な行事開催状況

(横浜) 


