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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 

 ９月９日（日）１０：３０から姫路市

豊沢町にある「ホテル姫路プラザ」２階

を会場にして、同窓会近畿地区兵庫県支

部の第５回総会並びに懇親会が約３０名

の出席者により開催された。  

 本学からは石島力副学長、小山久一同

窓会長が出席した。近畿地区から近畿地

区会長 山本浩光氏、京都府支部長 向井 

裕氏、大阪府支部長 吉田文三氏、滋賀県

支部長 青木 清氏が出席した。  

 会は事務局長の河野雅晴氏の司会で進行

し、副支部長の伊南晋一氏の開会のことば、

支部長の小河晴夫氏から来賓者が紹介され

た。 

 総会では、藤木千森氏を議長に選出し、平

成２９年度事業報告、会計報告及び監査報

告、平成３０・３１年度役員、平成３０年度

事業計画が審議され、承認された。議長解任

後、その他では本学入試アドバイザーでもあ

る河野雅晴氏が大学の入試ガイドブックをも

とに農学系大学の設置状況と受験生の減少問

題、本学の入試概況等を説明し、更なる応援

を依頼した。総会後に「大学の近況及び北海

道におけるエゾシカ対策について」と題して石島

力副学長による講演が行われた。先日の北海道地

震による大学の建物被害、人的被害は無かったが

停電により通常勤務が出来なかったこと、ヨー

ロッパ獣医師協会の認定や体育館の改築、酪農学

園大学ＰＢワイン等、野獣被害は全国的に大きな

問題であり、参加者の関心も高く、獣害対策とし

ての捕獲と食・観光分野での有効活用に関する質

問が多く出るなど充実した講演会となった。 

 集合写真撮影を挟んで、同会場で懇親会が開催

された。小河晴夫支部長の挨拶に引き続き、小山

久一同窓会長より同窓会の近況説明を含めた祝辞

をいただき、山本浩光近畿地区長の発声により祝

会に入った。 

  

編集後記 4 
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２０１７年度 累計卒業生数 

 大学院 計  １， ６２１名 

 大   学 計   ３０，１６０名 

 短 大 計        ９，４８７名 

 高 校 計   ２０，０４９名 

 合 計 計   ６１，３１７名 

 酪農義塾 計           ３０３名 

   酪農学校 計    

       ＊９１，５１７名 

   総合計  

    １５３，１３７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) 

近畿地区兵庫県支部第5回総会報告 



緑風会宮城県支部（伊達な酪農OB会）総会報告 

 平成30年9月1日（土）宮城県仙台市：かこいや仙台駅前

店を会場に平成30年度緑風会・伊達な酪農ＯＢ会が午後

18：00から行われました。 

 昨年は、宮城県を会場に行われた全国和牛能力共進会の開

催に合わせ、酪農学園大学同窓会宮城県支部懇親会が行われ

た為、緑風会の総会・懇親会と2年振りの開催となりまし

た。総会は、匹田会長の挨拶「緑風会の組織の絆をさらに強

くし、多くの教え子を酪農学園大学へ入学させよう」で始ま

り、平成28年度事業・会計報告・平成29年度宮城県支部懇

親会の会計報告、平成30年度事業計画案・会計案が承認され

ました。 

 懇親会は、遠藤秀之（前会長：宮城県支部長）の乾杯の発

声で始まり、各自の近況報告や学生時代の思い出を語るなど

大いに盛り上がりました。有意義な総会・懇親会になった事

を報告いたします。  

 

 

2018年度白樺会セミナー報告  

  2018年9月30日（土）13時から有楽町にある酪農学園東

京オフィスを会場にして第21回を数える白樺会セミナーが参

加者１５名で開催された。 

 今年度は本学から樋口豪紀教授、前原誠也准教授をお招き

した。 

 講義①として樋口豪紀先生（獣医学群獣医学類衛生環境分

野）から13時～14時30分「牛のマイコプラズマ感染症」の

講義と「大学近況」を報告していただいた 

 講義②として前原誠也先生（伴侶動物医療学分野伴侶動物

内科学Ⅰﾕﾆｯット）から14時30分～16時「視覚維持のための

緑内障の治療について」の講義していただいた。 

（文責 大橋 透） 

 

職域ＯＢ会 紹介コーナー            
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風声雪語 －野幌だより－ 

第７回酪小獣麦の会総会研修会報告 

 第7回酪小獣麦の会総会研修会が、8月5日（日）15：

00より酪農学園大学動物医療センター3FのVetOSCE室に

おいて開催されました。夏休みの日曜日ということで何かと

お忙しい中26名の方に参加いただきました。 

 

 研修会は、玉井聡副会長の進行で行われ、本年度から本学

に赴任された華園究先生（画像診断）による「X線読影Q&A

～その所見どう解釈しますか？」というタイトルで画像を見

ながらQ&A形式で講演が進められました。 

 続いて同じく本年度から本学に赴任された伊丹貴晴先生

（麻酔・集中治療科）による「領域麻酔の実践」というタイ

トルで局所麻酔薬や神経伝達ブロックについて講演していた

だきました。続いて総会に移りました。 

 

 麦の会事務局長松尾の進行で、南 繁会長のあいさつに始ま

り、総会議長は、中出哲也教授が選出されました。 

  議事進行は、議長により円滑に進められ、平成29年度事

業報告、決算報告、剰余金処分案、平成30年度事業計画

案、収支予算案、会費の徴収方法、役員改選について事務局

より説明がありすべての議案が承認されました。 

 また、会長からの報告事項として全国酪小獣の現状や入試

制度の変更などの説明がありました。 さらに南 繁前会長か

ら退任に際しての挨拶があり、最後に立花徹新会長からの挨

拶を頂いて総会は無事終了いたしました。 

 

 懇親会は例年通り野幌のトンデンファームに移動し、近藤

厚新副会長の進行でとても賑やかな懇親会となりました。 

酪小獣麦の会新役員は下記のとおりです。 

会 長 立花 徹 

副会長 玉井 聡 近藤 厚 

地区幹事 前谷茂樹 柄本浩一 寺澤元子 樋口 直 氏家葉月  

原田 圭 島崎博美 長屋伸幸 櫻庭義彦 永井辰弘 木村 真 

土屋英路 佐藤清和 南 繁 

事務局長 松尾直樹 会計 吉田充宏 

監事 星野佐登志 木村雅之 （文責 松尾直樹） 



単位同窓会紹介コーナー            
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第５巻 第７号（通号５５号） 

  酪農学園短期大学Ⅱコース1期生同期会開催報告 

 去る8月28日～29日、短大Ⅱコース1期生同期会を開催し

ました。 

 28日PM3:00、同窓生会館で仙北学園長より酪農学園創立

者・黒澤酉蔵先生の健土健民・身土不二の農思想に基づく農

民・国民教育にかけた生涯のお話をいただきました。 

 昭和39年、大冷害の年に開校されたⅡ部１期生は、実学優

先の要求強く、礼拝・英悟などいらない、作物専科の講師交替

を求めるなど、申命寮に酉蔵先生を呼んで直接談判が数回あり

ましたが、先生の深い教育理念に諭されたことと思います。 

 仙北学園長の講話で改めて酉蔵先生の農思想に接し、その

後、同窓会事務局長の案内で充実した学園全貌と黒澤記念講堂

など案内いただきました。 

なんぽろ温泉会食懇談会には２０名の級友が参加し、“あれか

ら５０年近況報告”や、「安来節どじょうすくい」など、５０

年振り再開の級友も多く、夜遅くまで当時の懐かしい話が続き

ました。次回は旭川地域での開会を申し合わせ、散会となりま

した。 （文責 第５回1期生同期会幹事 北 準一） 

  

野幌機農高農業科18期生・農経科6期生同期会報告 

 9月6日、胆振東部地震当日開催予定の標記同期会につい

て、幹事様からお送りいただいた記事を紹介して報告といたし

ます。黒田・西舘さんが、札幌に向かっている。ゴルフ場はク

ローズ。それでも行く、停電の為、食堂、自販機、水、トイ

レ、全くだめ、トイレは林の中でカートは貸します。料金半額

のキャディなし（本当に一人もいなかった）お前らは気違いゴ

ルファーか？ 

 山本英明（エイメイ）さんの顔見たさか？３年間寝食共にし

た機農魂がムズムズと、3年生の精農寮よ、お前どう思う、こ

の馬鹿たれを・・・・プレー中腹減った腹減った。工藤に電話

しろ、お前米作り農家だろう。おにぎり作って持ってこい、お

にぎり食べて反省会だ。残念でした。黒田さん工藤穂さん８～

９件廻ったが、食べるものなし、そしてホテルもトイレは、１

階だけ、食堂も水もなし、ローソクを囲み旅行者は暗いフロア

で静かにしてました。１６時３０分外は明るいのに、ホテル内

は暗く仕方なく７名は、散会（停電により都会は最悪状態） 

 獣医学科２期生５０周年記念同期会報告  

 獣医二期生は卒業して早５０年、振り返るとあっという間の

半世紀です。 同期会も３５周年までは５年毎に開催、以後２

～３年毎と短くなり、４４周年から今回の５０周年までは毎年

恒例の開催となりました。 

 初めは恩師をご招待して、道内での同期会でしたが次第に道

外の同期生を足掛かりに ３５周年は千葉県木更津市に山下名誉

教授夫妻・牛島名誉教授をお招きして盛大に開催しました。    

 この間、残念ながら戸島博昭さん（H14）、高田昇さん

（H27）、匂坂昭さん（H29）が亡くなり、今年は菅淳生さん

（１月）、森田正治さん（６月）、橋直美さん（８月）が亡く

なりました、ご冥福をお祈りいたします。 

 今回は５０周年目の記念同期会で、学園同窓会、大学校友会

と獣医同窓会から助成を受け、本来の計画では酪農学園のホー

ムカミングデーに合わせて開催予定でしたが時期が合わず、十

勝川温泉で開催することになりました。 

 同期会開催直前になり、９月４日の台風２１号による関西空

港の高潮等による空港閉鎖、６日未明に震度７の胆振東部地

震、北海道全域にわたるブラックアウト、JRの不通等々一時開

催が危ぶまれました。関空発の大堀さん夫妻は欠席となりまし

たが、便を変えたりJRから長距離バスに変えたりと高齢者には

大変な対応を迫られましたが参加予定者全員が十勝川温泉第一

ホテルまで無事たどり着きました。～後略～ 

 

とわの森三愛高等学校第二期生同期会報告 

 平成３０年９月１５日（土）午後７時から「ホテルモントレ

エーデルホフ札幌」１２Ｆマーラーを会場に、とわの森三愛高

等学校第二期生・８組９組合同クラス会を開催しました。 

 両クラス合同でのクラス会は初めてで、高校卒業以来２５年

ぶりの再会となりました。恩師の泊出先生、黒畑先生にもご出

席いただき、遠方は大阪や東京から駆け付けてくれた方もお

り、１８名が集まりました。 

 会では出席者一人一人から近況報告をし、初めはクラス毎で

したがいつの間にか高校生の頃のようにクラスを越えて語り合

い、和やかな雰囲気の中、楽しい時間を過ごすことができまし

た。最後には、また５年後の再会を約束して盛大のうちに閉会

しました。（文責 榎本・高橋）  

Page 3 



〒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） 

１０月２８日（日） 札幌支部ミニ講演会・総会 

１１月１０日（土） 東北地区福島県支部総会 

   １１日（日） 中部地区岐阜県支部総会 

   １７日（土） 道南地区会 

   １７日（土） 道北地区上川第二支部総会 

   １７日（土） 九州地区熊本県支部総会 

   １７日（土） 中国地区鳥取県支部総会 

   ２５日（日） 関東甲信越高校合同同窓会 
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あ と が き 

 今年は相次ぐ台風や久々の大地震で校内の街路樹等も１５

０本を超える被害がありました。 

 全国各地で大雨や洪水、台風、地震の影響で多くの方々が

被災された大変な年でした。収穫の実りの秋を迎えても災害

の爪あとが大きく残されました。 

 同窓会でも沖縄県支部や岡山県支部総会、全体総会in長

崎と相次ぐ台風で中止され、延期となりました。 

 被災された同窓生には心よりお見舞い申し上げます。 

 １０月になり、2018年度も折り返しとなります。農繁

期をさけた各地での同窓会が予定されています。当該県等

での開催の折にはお誘いあわせのうえ、ご出席をお願いし

ます。本学の現況をお伝えするため、ご来賓や同窓会役員

も可能な限り参加させていただく予定でおります。 

 今年度は「支部一覧」を同窓会ＨＰで作成しております

（進行中）。過去の地区支部総会等を紹介しておりますの

で是非ご覧いただければ幸いです。（Ｕ） 

北海道第４地区宗谷支部総会報告 

 ９月２９日（日）12時半から猿払村にある村営牧場管理事務

所会議室を会場にして２１名の出席者により第４回を数える宗

谷支部総会が開催された。酪農学園大学から野英二副学長、酪

農学園同窓会から事務局(浦川)が出席した。 

 総会は澤正樹事務局次長の司会で進行し、川口孝夫支部長か

ら歓迎のご挨拶と宗谷地区の今年の作柄や懸案の支部内会員家

族の心臓移植経過について紹介した。来賓祝辞では、野英二副

学長が学園の現況や入試状況、大学、高校の動向等について資

料により詳細に紹介した。 

 

 総会では議案１号として2年分の事業報告と収支報告が行わ

れ、拍手で承認された。議案２号では事業計画と収支予算が提

案され、承認された。また議案３号では役員改正が提案され、

事務局長の新岡琴瀬氏と事務局次長の澤正樹氏の交代が提案さ

れ、新たに澤正樹事務局長が選任された。 

 

 総会終了後は近くの別会場で懇親会が開催された。北海道ら

しく焼肉バーベキューを囲んで、和やかな雰囲気の中で、歓談

が行われた。最後は土谷恒男前会長（顧問）の発声により懇親

会を終了し総会を閉じた。 

小冊子紹介：デンマークに学べー黒澤酉蔵翁・遺訓ー 

編著者 仙北富志和（学園長） 発行 酪農学園後援会 

８３ｐ １９ｃｍ  2018.7.1  

目次 はじめに 黒澤酉蔵翁の遺訓 

1節 人生の意義とは 

2節 私のデンマーク論 

3節 酪農の使命ー「健土健民」の実現 

4節 デンマークに学べ－三愛精神 

黒澤酉蔵翁の主な業績 

本冊子は、酉蔵翁が残した多くの遺訓の中から、最晩年の昭和52

年1月から57年4月にかけて月刊専門誌「近代酪農」に「酪翁百

話」として口述連載（執筆：浅田英祺）したもののうち「私のデ

ンマーク論」と題した部分を中心に抽出し、意訳・改題したもの 

です。 

＊入手ご希望の方は、実費送料分240円を添えて、上記の事務局

まで申込下さい。 


