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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 

  本年度緑風会総会・懇談会が、１月11日

（水）に札幌第一ホテル「かしわ」の間で開

催されました。会員出席71名、学園・大学か

ら谷山弘行理事長、竹花一成学長、小山久一

同窓会長はじめ、関係職員10名のご参加をい

ただきました。 

 始めに総会が開催され、事務局提案のすべ

ての議題を承認していただいた後、これまで

４年間にわたり緑風会を牽引した、北海道岩

見沢農業高等学校長西田丈夫会長の定年退職

による退陣にあたり、後任として北海道旭川

農業高等学校長畠山佳幸校長が選出され承認さ

れた。 

 総会終了後、酪農学園および酪農大学、酪農

学園同窓会関係者のご臨席をいただき、河野雅

晴近畿地区会長はじめ全道各地から集まった総

勢81名による新春懇談会が盛大に行われまし

た。 

 西田丈夫会長挨拶の後、谷山弘行理事長、竹

花一成学長、樋元淳一教職センター長から各々

の立場から会員激励のご挨拶をいただきました。 

 また、小山久一酪農学園同窓会長から、黒澤酉

蔵翁と本年の酉年にまつわるお話をいただき乾杯

で懇談が進められました。懇談の中では、昨年４

月に採用された教員と本年４月に採用予定の若い

教員が紹介され、挨拶に中で決意を述べるなど和

やかな雰囲気で進められました。 

 最後は、初代会長である長谷川豊参与から、当

時の苦労と今後大学に寄せる期待、学園と大学を

発展させることを誓い万歳三唱で締めくくられま

した。   （文責 緑風会事務局長 岡田 正裕） 

編集後記 4 
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２０１５年度 累計卒業生数 

 大学院 計  １，５５９名 

 大   学 計   ２８，６８５名 

 短 大 計        ９，４８７名 

 高 校 計   １９，５０９名 

 合 計 計   ５９，２４０名 

 酪農義塾 計           ３０３名 

   酪農学校 計    

  ９２，０００名 

   総合計  

 １５１，５４３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) 

緑風会総会・新春懇談会報告  



北海道第５地区(道東)十勝支部総会報告  

例年になく雪の多い帯広市内の「若竹会館」を会場に１月２

１（土）１１時３０分から北海道第５地区十勝支部第６回総

会が出席者総数５０名で開催されました。  

 本学からは、仙北富志和学園長、矢野征男後援会理事長、

永田享後援会常務理事、同窓会から小山久一同窓会会長、浦

川が出席しました。  

 飯島勝十勝支部長の歓迎のご挨拶の後、来賓を代表して仙

北学園長、小山会長が来賓祝辞を述べました。 

 総会では、議事として１）収支決算報告が会計の持田誠

氏から行われました。２）次回総会開催について清水泰久事

務局長が説明し、次年度の役員改選に向けての協力が行なわ

れました。３）その他については１１月１１日（土）に理事

会の開催予定が報告されました。  

 その後、矢野征男後援会理事長のご挨拶と乾杯のご発声に

より昼食会が行われました。矢野理事長は低金利下での果実

減少のため酪農学園後援会への支援協力がありました。 

  

九州地区沖縄県支部総会報告 

 平成２９年１月２８日（土）に沖縄県支部総会が開催さ

れました。小山久一同窓会長と竹花一成学長が来賓としてご

出席くださり、２０名弱の支部会員が参加する盛会となりま

した。 

 松園あかね（とわの森三愛高）理事の司会進行により田中

巧一（獣医１４期）支部長の歓迎のあいさつに始まり、小山

同窓会長、竹花学長の温かいご祝辞を賜りました。総会に入

り、今年度活動報告と会計報告、新年度の活動計画と予算案

の承認をいただき、役員改選では１名のみ地域担当理事が入

れ替わるもその他は新任期を継続することで承認を得まし

た。ひきつづき竹花学長の酪農学園の現況についての講習会

があり、変わりゆく現在の学園の状況を興味津々で聴講する

会員諸氏の姿が印象的でした。次に小山同窓会長から創始者

黒澤酉蔵の教えについて講義を受け、三愛精神と健土健民の

建学の精神が普遍であることを懐かしくも心新たに聴講する

ことができました。 

 隣の会場に場所を移してひきつづき松園氏の司会進行によ

り懇親会が執り行われた。 

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－ 

四国地区香川県支部総会報告 

 香川県支部総会が12月17日（土）、高松市内のホテルに

て開催されました。来賓として、酪農学園同窓会より小山久

一会長、とわの森三愛高校より榮忍校長、愛媛県より渡辺博

文四国地区会長(愛媛県支部長兼任)をお迎えし、23名の出席

となりました。当支部は平成26年11月に設立されて以降、

初の総会開催となりました。 

 

 総会は入江充洋副支部長の司会で進行され、河田裕司朗支

部長の挨拶で開会、小山会長よりご挨拶をいただき、学園及

び同窓会の近況について詳細にご報告がありました。議長に

は藤井傳也副支部長が選任され、議事を進行、事務局より各

議案について説明、監事の光野貴文氏より監査報告がありま

した。役員については継続することとなり、議事を終了しま

した。 

 懇親会では榮校長からご挨拶と讃美歌をご披露いただきま

した。渡辺四国地区会長の乾杯の発声で懇談に入りました。

参加者全員の自己紹介、記念撮影ののち、最後は全員で「酪

農讃歌」を合唱し、藤井氏の万歳三唱により懇親会を閉会し

ました。 

 北海道第4地区(道北)宗谷支部総会報告 

去る11月26日（土）12時から例年になく雪の多い枝幸

町内南浜町の酪農振興センターを会場にして、第3回を数え

る宗谷支部総会が15名の会員のより開催された。本学から

は小山久一会長が出席した。総会は土谷恒男支部長の歓迎の

挨拶、小山同窓会長から酪農学園同窓会の現況を含め祝辞が

述べられた。議事は第1号：平成27年度活動報告の承認につ

いて、第2号：平成28から29年度事業計画について、審議

承認された。第3号：支部会則の改正については会計を廃止

し事務次長が担当することとした。また会計年度を2ヵ年分

とした。第4号：役員改選について審議された。土谷氏が支

部長を退任し顧問に推戴された。 

新たな支部長には事務局長の川口孝夫氏が、事務局長には

新岡琴瀬氏がそれぞれ選任された。また他の役員は再任と

なった。なお役員改選はこの後、2年に一度とすることとし

た。総会終了後は会場を移動して焼肉での懇親会が和気藹々



同期会ＯＢ会等紹介コーナー            
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第４巻 第８号（通号４４号） 

  とわの森三愛高校第２期生同窓会報告  

  去る12月3日（土）午後１時から札幌市内のホテルポール

スター札幌を会場に２期生同期会が卒業生２９名の参加により

開催されました。 

 高校からは井上初代校長、村山二代目校長をはじめ教職員Ｏ

Ｂと現校長、副校長、教頭と現教職員あわせて１２名が出席

し、合計４１名の参加でした。 

 卒業生は皆さん、まるで高校時代に戻ったように、楽しく賑

やかに昔を懐かしみ、そしてこれから新たに始まる同窓の絆を

深めていました。とても良い同期会となりました。 

 酪農学園同窓会からもご支援いただきありがとうございまし

た。 

 

とわの森三愛高校(平成１８年度)３年８組同窓会報告 

 去る１２月２９日（木）午後６時から札幌市内の肉モツバル

SUEZOアバアバを会場にして平成１８年度３年８組の同窓会

を開催しました。出席者は恩師の風岡先生を含めて１６名でし

た。 

 同窓会では卒業後の進路や現状報告をそれぞれ紹介し、和気

藹々とした和やかな雰囲気で時間が過ぎるのを忘れて談笑しま

した。（幹事：永木絵美理） 

 

  

 

  

 
 

 

 

 

 

定年を迎える教授の最終講義が行なわれました。 
 

詳細は同窓会HPをご覧願います。上から獣医学類菊池直哉教

授、循環農学類佐々木均教授、獣医学類田村豊・横田博両教

授、循環農学類荒木和秋教授、野英二教授    
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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/ 

 あ と が き 

 

 2017年に入り、１月下旬から毎週のように全国各地で同窓会

が開催されています。異常気象の影響からか局地的な寒波や大

雪が 発生しています。      

 母校周辺は寒さは厳しいときもありますが、積雪は平年以下のよ

うな気がしています。 

 同窓会も内実の段階を迎え、いろいろと思案中です。酉のように

大きく羽ばたく一年でありたいと願っていますが、まずは１２地区

７２支部での定期的な総会開催や会員への同窓会活動の周知等地道

に一歩づつ進めていきたいと思っております。 

 岡田勉関東甲信越地区会長が「縦割りプラス横の価値を高めてい

けるような同窓会をつくっていただきたい」と「あるまめーと２３

号」に書いておられました。 

 これからの時代は「豊かさ」「幸福」とは何かが真の意味で問わ

れる時代となるような気がしています。地域に根ざした酪農学園同

窓会の全国ネットワーク形成を進め、さまざまな「情報交流の場」

として、「文化創出の場」として位置づけられるような諸活動を企

画してみたいと思っています。ご協力をお願い申し上げます。 

今後の主なスケジュール（ＨＰ参照） 

  2月 

  4日 5日  大学第一期学力入学試験日 

    5日（日） 関東甲信越地区茨城県支部総会（つくば市） 

  10日（金） 北海道1区千歳支部総会（千歳市） 

  11日（土） 九州地区大分県支部総会（大分市） 

  17日18日  高校一般入試日 

  18日（土） 北海道5区根室支部総会（中標津町） 

  18日（土） 北海道２区北空知支部総会（深川市） 

  18日（土） 九州地区長崎県支部新年会（佐世保市） 

  19日（日） 酪小獣大阪会総会研修会 

  25日（土） とわの森三愛高校通信制課程卒業式 

  

  3月 

  4日（土） 大学第二期学力入学試験日 

    4日（土） 高校全日制課程卒業式 

  12日（日） 中部地区三重県支部総会（津市） 

  17日（金） 大学卒業式・学位記授与式 

 

 

 

 

酪農学園同窓会は卒業生を応援します 
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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。 

 12月11日(日)15時～12日(月)9時30分まで札幌第一ホテル

（札幌市中央区南7条西1丁目）を会場にして12名 (雪のため遅刻

者2名あり)により開催された。 

 41年卒業の機農高校酪農経営科第一期の道内卒業生同期会は十

勝支部（近年は旭川支部と合流）、札幌支部の2支部である。札幌

支部は、1年半ぶりの開催であった。前日から記録的な大雪にもか

かわらず、伊達や真狩からの参加者を加え12名の同期会となっ

た。 

 卒業後およそ50年を迎え、農業、酪農を経営している方が比較

的時間の取れる時期に同期会を開き、懇親を深めた。酪農学園概要

のパンフレットをいただき懐かしく寮生活や恩師・仲間の想い出を

語り合った。 

 一人ひとりから近況報告、特に、和牛経営の実践や農協活動の苦

労話と離農、後継者問題など話は尽きなかった。また、70歳を迎

え健康問題が話題となり、前回の同期会で片田氏から「黒ニンニ

ク」の作り方や体に良いとの実体験があったので。その後、4人の

方が実際に取り組んでいるとの報告などで大変盛り上がった。次回

の再開を確認して散会した。 

（代表幹事：片田 顕、幹事：田頭 吉治、佐藤幸一（文責）） 

機農高校酪農経営科１期生同期会報告 


