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酪農学園同窓会だより
HP:http://rakuno.org/

第３巻　第２号 発行日2020年１月15日

巻　頭　言
副会長（高校同窓会長）　浅野　政輝

　謹んで2020年の初春をお慶
び申し上げます。重ねまして同
窓会会員の皆様におかれまして
は日頃より酪農学園同窓会並び
にとわの森三愛高等学校同窓会
の運営に際しまして、ご理解と
ご協力を賜り厚くお礼申し上げ
ます。
　昨年は平成から令和へと元号
が変わり、消費税率も引き上げられるなど社会情勢
が目まぐるしく変化を遂げる中、少子高齢化や混沌
とした経済状況の中、本学園に求められるもの、ま
た卒業生が社会に求められる資質や役割は多岐にわ
たり、時代の流れに合わせた変化を求められている
と考え、私自身も公私ともに進化を求められている
と痛感しております。
　そんな中にあって本年は東京オリンピックが開催
されるなど、より一層時代の潮流が速くなるものと
思われます。酪農学園は創立90年を間近に控え同窓
会の今後の方向性や変わらない学園の理念の共有は
もとよりさらに時代に必要とされる酪農学園の在り
方についても同窓会として提言させていただき、発
展の一翼を、責任をもって担っていかなければなら
ないと考え、同窓会活動の後方支援も積極的に行っ
てまいりたいと考えております。
　また、明るいニュースとしてはとわの森三愛高等
学校卒業の、女子バドミントン世界選手権において
見事金メダルを獲得した松本麻佑選手（北都銀行所
属）や、男子バレーボール日本代表でワールドカッ
プバレー2019において日本を４位に導いた山本智大
選手（堺ブレイザーズ所属）など、本学園の同窓生
が今年の東京オリンピックへの出場はもとより、４年
に一度の大舞台において大いに活躍してくれるもの
と今から楽しみでなりません。

　是非テレビや会場で大きな声援を贈っていただけ
ますようお願いいたします。
　結びに、同窓生の皆様のご健勝とご活躍、酪農学
園への変わらぬご支援をお願いいたします。

同窓会からのお知らせ
〇大学・高校の公式ホームページ更新に伴い、短大
同窓会・大学同窓会校友会・酪農学園同窓会のホー
ムページもスマホ対応にリニューアル作業が行われ
ております。
　お手持ちのスマホから母校同窓会の活動状況をご
覧いただければ幸いです。

○高等学校同窓会の動向
・関東甲信越地区高校合同同窓会
　11月17日（日）有楽町・東京交通会館内の酪農学
園東京オフィスを会場に「高校合同同窓会」が開催
された。本学から、真田副校長、清澤副校長、同窓
会から浅野政輝副会長（高校同窓会長）が出席した。
・高校OBの松本さんがバドミントン女子ダブルス
世界選手権で二連覇を達成。おめでとうございます。
松本さんは道民栄誉賞を受賞、酪農学園からも表彰
されました。

○短期大学部同窓会の動向
・短期大学部同窓会HPはスマホ対応も含めてリ
ニューアルすることになりました。動画も含めて同
窓生の活動を掲載していきたいと思いますので情報
をお寄せ下さい。

○大学同窓会校友会の動向
・去る７月６日（土）ホームカミングデーに合わせ
て（獣医学科以外の）同窓生で卒業10、20、30、
40、50周年同期会を開催。
　会場は新札幌のアークシティホテル。参加者は恩
師を含め約40名。2020年度は大学60周年記念事業
との合同開催を予定。

酪農学園同窓会の現況（卒業生数）
　　　2019．４．１現在

2018年度　累計卒業生数
大　学　院　計	 1,651名
大　　学　計	 30,885名
短　　大　計	 9,487名
高　　校　計	 20,327名
合　　計　計	 62,350名
酪農義塾　計	 303名
酪農学校　計
	 91,517名
総合計
	 154,170名
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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）
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地区支部同窓会の動向
○全国地区支部同窓会の動向
・関東甲信越地区総会・交流会

　６月８日（土）神奈川県伊勢原市を会場に令和元
年度酪農学園同窓会関東甲信越地区総会および交流
会が開催された。総会には関東甲信越地区の支部長
や事務局等の役員33名と本学から竹花一成学長、同
窓会から小山久一会長、事務局の総勢30名が出席。（詳
細は同窓会HPをご覧下さい）

・九州地区全体総会in長崎

　９月14日（土）16：00から長崎県諫早市の「諫早
観光ホテル道具屋」を会場にして、九州を持ち回り
２年毎に開催される九州地区酪農学園同窓会全体総
会並びに親睦会が、64名の出席者により開催された。
　昨年は、台風通過に伴い開催延期となっていた九
州地区大会だが、晴天に恵まれ、本学から谷山酪農
学園理事長、石島常務理事、近後援会常務理事、小
山同窓会会長、山本近畿地区会長の出席をいただき、
盛会に開催することができました。
（詳細は同窓会HPをご覧下さい）

・中国地区支部長会議
　10月26日（土）広島県三次市の「森新」を会場に
して中国地区支部長・事務局長等が集まり役員会が
開催された。会には竹花一成学長、石島力常務理事、
高蓋和朗地区会長と各県同窓会役員９名が出席。昼
食を食べながら、各自近況報告や情報提供を行った。

ホームカミングデー開催報告

　白樺祭（大学祭）との同時開催として２回目を迎
えた本年度のホームカミングデーが６日（土）12時
半から黒澤記念講堂を会場に開催され、70名の同窓
生・学園関係者が出席しました。
　当日は、12時半から記念礼拝（物故者追悼を含む）
が朴美愛学園宗教主事の司式で行われました。同窓
生には懐かしい讃美歌312番を合唱し、聖書の朗読
後、一昨年のホームカミングデー以後にご逝去され
た同窓生、旧職員一人一人のご芳名を司会の加藤清
雄校友会事務局長が朗読。その後、朴美愛宗教主事
からご自身のことや同窓生の追悼の意味も含め「帰
郷」のテーマで説教奨励を行いました。最後に酪農
讃歌を全員で合唱して記念礼拝を終了しました。
　続いて行われた記念講演に先立ち、酪農学園を代
表して谷山弘行理事長からご挨拶があり学園状況や
講師への謝意が述べられました。
　記念講演は、引き続き加藤校友会事務局長の司会
で進行し、まず、同窓生代表からは草野竹史氏（大
学経営環境学科１期生）を講師としてお迎えして、「若
者による持続可能な地域づくりへの挑戦」と題して
ご講演いただきました。
　草野さんからはスライドや配布資料により、自己
紹介を交えてNPO法人ezorock代表として今日まで
の経過説明や若者を取り込んださ
まざまな取り組みを紹介していた
だきました。NPO法人設立のきっ
かけは「ライジングサン・ロック
フェスティバル」のごみ拾いから
だったことも紹介されました。
　札幌圏に集中している若者を道内各地に送り、地
元と連携して地域課題に取り組み、災害が起きれば
被災地支援に集中するという素晴らしい内容のご講
演でした。

　続いて本学環境共生学類教授で
社会連携センター長の金子正美教
授から「健土健民とSDGs（持続
可能な開発目標）」と題してのご
講演をいただきました。金子先生
からはスライドによりSDGsにつ

いて分かりやすくご説明いただき、「パームやし」の
栽培を例に私達の生活により途上国の森林破壊が進
みオランウータンの生息地が奪われていることの関
連性も紹介されました。後段では本学の建学の精神、
特に循環農法図と持続可能社会の共通点についてご
紹介いただきました。校歌とも言うべき「酪農讃歌」
の歌詞が「SDGs」に当てはまることも解説され、本
学の果たすべき役割や方向性に示唆を与えていただ
きました。
　両者のご講演後、20分程度の対談が行われ、若者
のボランティア活動における現場でおきる諸問題等
での意見交換、質疑応答後、加藤校友会事務局長の
閉会挨拶により記念講演を終了しました。　
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十勝支部総会のご案内

日　時：2020年１月25日（土）11時〜13時30分
会　場：若竹会館
議題：支部総会　事業報告、事業計画審議　等

終了後昼食懇親会（会費：3,500円）
　十勝地区在住で総会・懇親会にご出席いただける方
は同封の返信用葉書により、氏名、ヨミ、所属（大短
高）、連絡先と「１月25日」「十勝支部総会」と明記の上、
１月21日（火）までにお送りいただくか「rg-dosok@
rakuno.ac.jp」までご連絡をお願いします。

茨城県支部総会のご案内

日　時：2020年２月２日（日）総　会：11時〜12時
懇親会：12時〜14時

会　場：ホテルグランド東雲
〒305−0034　茨城県つくば市小野崎488−1

（昨年度と同じ場所です）
電話　029−856−2211

議題：支部総会　事業報告、事業計画審議　等
総会・懇親会にご出席いただける方は同封の返信用葉
書により、氏名、ヨミ、所属（大短高）、連絡先と「２
月２日」「茨城県支部総会」と明記の上、お送りいた
だくか「rg-dosok@rakuno.ac.jp」までご連絡をお
願いします。

役員の横顔
「短期大学部同窓会について」 

副会長兼短期大学部同窓会会長　黒澤　敬三

　私は、「酪農学園同窓
会副会長」及び「酪農
学園短期大学部同窓会
会長」を承っておりま
す黒澤敬三です。
　今回は短期大学部同
窓会について記載させていただきます。

　酪農学園短期大学は1950年に開学し2012年に閉
校するまで62年間にわたり農業後継者、農業関連産
業への人材育成を担ってまいりました。

　今年で閉校８年目となりますが、短期大学が閉校
しても同窓生の皆様は農業をはじめ各分野で大活躍
されている現状を目にいたしますと、同窓生の一人
として素晴らしい短期大学に在籍したことを誇りに
思う次第です。

　短期大学部同窓会の現在の役員は、2019年総会に
於いて、会長・黒澤敬三（酪農科Ⅱコース９期）、副
会長・幸田幸弘（酪農科25期）、同・炭谷輝男（酪農
科Ⅱコース５期）、同・伊藤明美（教養学科１期）、同・
大同勝則（経営情報学科２期）、事務局（会計）・川
端幸枝（経営情報学科１期）、監事・筒井静子（酪農
科25期）、同・古川豊記（酪農科Ⅱコース５期）、同・
伊藤博之（酪農科Ⅱコース16期）が就任しておりま
す（任期２年）。

　短期大学部同窓会の事業としては年１回の総会と
勉強会（講演会）を主に計画実行しております。こ
の講演会では、短期大学関係者や同窓生にお願いし
て「酪農学園建学の精神と短期大学の存在」につい
て講演をいただいております。この貴重な講演につ
いては後世に残すべしとの考えから過去２回分の講
演内容を小冊子として制作中です。
　また動画での記録も残していますので、2020年に
リニューアル予定の短期大学部ホームページ上から
閲覧いただけるよう準備中です。
　次回、2020年の講演会については後日ホームペー
ジ上でご案内申し上げますので、同窓生関係者の参
加を歓迎いたします。
　これからも短期大学部同窓会へのご賛同とご協力
をお願い申し上げます。

同窓会開催のご案内

訃報
南雲良三氏（前　副会長・関東甲信越地区会長）
　2018年７月29日に元埼玉県支部長で前関東甲
信越地区会長南雲良三氏が享年81歳でご逝去さ
れました。謹んでお悔やみを申し上げます。南雲
さんには関東甲信越地区同窓会の組織基盤づくり
に大変ご尽力をいただきました。

訃報
賀川和子氏（とわの森三愛高校同窓会顧問）
　　　　　　（酪農学園同窓会代議員）
　2018年９月26日にとわの森三愛高校同窓会顧
問で高校選出代議員の賀川和子氏が享年77歳で
ご逝去されました。謹んでお悔やみを申し上げま
す。賀川さんはとわの森三愛高校同窓会の発展に
大変ご尽力をいただきました。
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事務局からのお知らせ
◆同期会やクラブ、研究室等での同窓会開催を計画され
る場合は、幹事の方々はお手数ですが事前に「助成金申
請」を含めて上記の同窓会事務局までご一報願います。
◆同窓会専用返信はがきと利用方法◆
　同窓会では、「受取人払郵便はがき」を作成し同窓
会だよりに同封しています。
　地区支部同窓会総会案内や同期会、クラス会等各
種同窓会の返信用として、また住所変更用としてご
利用することが可能ですのでご活用願います。　

今後の主なスケジュール
2020年

１月
　　25日（土）	 北海道第５地区十勝支部総会（別掲）
２月
　　２　日（日）	 関東甲信越地区茨城県支部総会（別掲）
　　４　日　５　日	 大学第１期学力入学試験
　　８　日（土）	 中部地区愛知県支部総会
　11日（火）	 近畿地区大阪・奈良・和歌山支部合同総会
　20日21日	 高等学校一般入学試験
　22日（土）	 北海道第２地区北空知支部総会（予定）
　28日（金）	 大学第２期学力入学試験
　29日（土）	 高等学校卒業証書授与式
３月
　19日（木）	 大学卒業式・学位記授与式
４月
　　４　日（土）	 大学入学式（予定）
　17日（金）	 酪農学園同窓会理事会（予定）
５月
　23日（土）	 酪農学園同窓会理事・代議員会（予定）

編集後記

　2019年を振り返ると、野幌森林公園への熊の侵入
や台風15号、19号、21号による全国的な風水害等、
同窓生に関わるさまざまな問題が身近で発生しまし
た。被災された方には心よりお見舞い申し上げます。
　同窓会では今、スマホ対応のため、同窓会HPのリ
ニューアルを進めております。この便りが届く頃に
は対応可能となっているかもしれません。左上部の
QRコードから各記事の詳細をご覧いただければ幸い
です。
　2020年が同窓生の皆様にとって良い年となります
ようお祈り申し上げます。

酪農学園同窓会は卒業生を応援します

◆第29回ホームカミングデーの予告◆
　第29回を数えるホームカミングデーは例年同様
に黒澤記念講堂等を会場として開催されます。
　次年度は下記の大学周年事業との合同開催を予
定しておりますのでお誘いあわせの上、多数の同
窓生のご参加をお待ちしております。
　当日は同窓生や教職員の永眠者追悼礼拝も予定
しています。
　なお、本年よりホームカミングデー参加者全員
に対して周年同期会も含めた懇親会にご案内する
ことになりましたので下記の祝賀会にもあわせて
ご参加をお願い申し上げます。

記
開催日時：2020年７月４日（土）午後
会　　場：黒澤記念講堂　他
内　　容：記念礼拝：物故者追悼含む

大学創立60周年記念事業のお知らせ
　2020年度は大学創立60周年の節目の年でもあ
り、周年記念講演や記念祝賀会が開催されます。
　記念事業は上記のホームカミングデー時の記念
講演や周年同期会との合同開催が予定されていま
す。
　（詳細が確定次第、同窓会HP等で後日お知らせ
いたします。）

　記念祝賀会は以下のとおり予定されています。
開催日時：2020年７月４日（土）
会　　場：ホテルエミシア札幌
　　　　　札幌市厚別区厚別中央２条５丁目5−25
　　　　　TEL　011−895−8811
会　　費：未定

同窓生の被災状況提供のお願い
　同窓生の皆様、平素からの同窓会へのご協力・ご支
援にお礼を申し上げます。
　昨年の15号、19号、21号台風は各地で猛威を振るい、
甚大な被害をもたらし激甚災害指定となりました。
　特に19号台風は、東海、関東、北陸、東北等の各
県で大雨による河川の決壊等で多くの死傷者を出しま
した。
　全国各地の同窓生で被災された方々も多いのではと
推測いたします。
　被災された皆様には心よりお見舞いを申し上げます
とともに一日も早い復興をお祈り申し上げます。
　関東甲信越地区圏では組織的に被害状況の調査も行
われております。
　同窓会事務局では、ホームページでも情報提供をお
願いしております。被害情報について、下記の同窓会
事務局までご一報をいただきたくお願い申し上げます。
〒069−8501
北海道江別市文京台緑町582　酪農学園同窓会事務局
　電話　011（386）1196
　FAX　011（386）5987
　Email:rg-dosok@rakuno.ac.jp.


