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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 

  

 2月23日（土）午後１時

から深川市「アグリ工房

まあぶ」を会場に平成31

年度北空知支部総会が開

催された。 

 例年にない程の降雪に

見舞われた昨年とは違

い、雪の少なさが会話に

のぼる北空知支部１２名

の会員が出席。 

 

 来賓として、酪農学園

大学 野英二副学長、酪

農学園同窓会小山久一会長を迎えて、水口正

之事務局長の司会、高谷富士雄支部長を議長

に進められ、30年度事業報告並びに決算･監査

報告に続き、31年度の事業計画・予算案が提

案され拍手で承認された。 

 また役員改選においては、現役員の再任と

監事に西村耕司氏が選出された。 

引き続き、同会場で行われた懇親会では、来

賓の野英二副学長、小山久一同窓会長より、

学園の近況やホームカミングデーの紹介を交えた

挨拶があり、北本清美顧問の乾杯の発声の後、和

やかな親睦のひとときを過ごした。 

編集後記 4 
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２０１７年度 累計卒業生数 

 大学院 計  １， 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) 

北海道第二地区北空知支部総会・懇親会報告 



 中国地区広島県支部総会 

 

 ５年ぶりの広島県支部総会と懇親会を開催いたしました。 

 季節柄、公私共にご多忙の中、同窓会小山会長と石島副学

長には気象の悪い中をご出席賜りました。感謝です。また、

同窓会支部会員皆様には、公私共にご多忙にも係わりませず

のご出席には、担当の会長、事務局は頭の下がる思いで一杯

です。ありがとう御座います。 

 

 さて、総会と懇親会ですが、会員２３名とご来賓２名と計

２５名ではありましたが、まずまず盛り上がった会になった

と自負しております。 

 総会は、事務局の力不足にて、ほとんど何も出来なかった

ことをお詫びして行事報告と新役員の選出致しました。新役

員について、会長は１９８１年度酪農学科卒の瀧奥拓二郎

君・事務局長に１９８２年酪農学科卒の大上浩也君、他役員

に１９６７年度獣医学科卒の竹信幹徳君と２００４年度農経

卒の敷本正毅君を選出して、一世代若くなったと思っていま

す。新役員をご支援くださいますようお願い申し上げます。 

 

 続いて、ご来賓のご挨拶として、お２人には、同窓会の近

況と学園（特に大学）の近況についてのお話を頂きました。

卒業以来、学園に足を踏み入れた事がない会員もおり、新鮮

な内容のお話だったように思います。 

 懇親会は、若い会員もおり、老若入り混じり、時間がオー

バーしてしまうのではないかとハラハラのひと時を過ごすこ

とができました。（その光景は添付写真をご覧下さい） 

 

 愉快な時の過ぎるは、瞬く間です。新会長から早いうちに

次回の支部総会・懇親会を計画することを誓い、元気で再会

できるよう祈念し散会しました。 

 （文責 前事務局 高蓋和朗） 
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風声雪語 －野幌だより－ 

  中国地区岡山県支部総会 

 朝陽映える梢に、小鳥たちの囀りが伝わってきます。 

 さて、過日２月９日(土)に開催された酪農学園同窓会岡山

県支部同窓会には、ご多用のところご出席くださいまして誠

にありがとうございました。 

 会は、酪農学園大学石島 力副学長、酪農学園同窓会小山 

久一会長、同中国地区高蓋 和朗会長にお越しいただき、１３

人の会員参加で滞りなく行われました。 

 総会では、新しい「会則」のもと「役員」も選出されまし

た。総会後は、農林水産大臣賞を授与された安富 照人 氏(有

限会社安富牧場 代表取締役)を講師に、「地域・信頼・思い

やり」 ～消費者に届ける、信頼と安全の酪農を目指して～と

題してお話しを聴きました。 

 創意工夫に満ちた経営管理と新しい事業展開、消費者との

信頼と地域連携、人材育成と働きやすい職場環境づくり等の

様子がいきいきと述べられ、示唆に富んだ講演となりまし

た。 

 また、石島 力副学長からは、挨拶を兼ねて酪農学園の現況

と動向が述べられ、(公・財)酪農学園後援会が取り組んでい

ることにも触れられました。 

 同窓会後半の懇親会では、参加者全員で自己紹介、近況報

告を行い、親しく旧交を温め合う和やかなひと時となりまし

た。 

 終わりに、「酪農讃歌」を全員で合唱し、元応援団長(橋

田 明彦氏)のパフォーマンス、鳥越秀二副会長の閉会挨拶を

もって中締めとなりました。 

 今回は、県内１８０名の会員にご案内し、返信７４名、う

ち出席者は１３名と少数ではありましたが、やむを得ない事

情での欠席も少なくなく、次回には、より多くの同窓生にお

会いできることを期待しています。 

 取り急ぎ、報告とお礼に代えさせていただきます。 

（文責 支部会長 安場 靖） 
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第５巻 第１１号（通号５９号） 

中国地区山口県支部総会  

 

平成31年2月11日、山口市小郡町にて10年ぶりに同窓会が

開催されました。来賓には小山久一同窓会長と石島力副学長に

出席いただきました。 

 総会は市岡副支部長の開会の言葉、山口支部長代理、藤本英

三先輩の挨拶。そして、小山久一同窓会長より同窓会近況と取

り組みについてお話をいただきました。 

 

 会長から黒沢酉蔵翁が昭和9年2月11日に北海道酪農義塾を

開塾した記念すべき日であったことを話していただけました。

その際に「健土健民」について塾生に話されたと言われまし

た。そして、その記念すべき日の山口県の同窓会に参加できた

ことに感動しているお伝えいただきました。 

 その後、新役員について協議され出席者全員により承認され

ました。また、今後この会を同窓生各位の大切な集まりにする

ことそして継続していくことを確認しました。司会は永田壮一

副支部長が担当しました。 

 

 懇親会は水藤先輩の音頭で開演されました。懇親会の際に、

石島力副学長より大学近況について報告をいただきました。出

席者は酪農PLUS＋のログインと大学への寄付について理解を

深めていました。そして、それぞれの近況と親睦を深めること

できる貴重な時間を共有できました。時間がたつのはあっとい

う間でした。最後は松井先輩の一本締めで同窓会の幕を閉じま

した。 

 山口県在住の同窓生の皆さまのご多幸を願っております。次

回またお会いできることを楽しみにしております。そして、来

賓の同窓会長と副学長そして同窓会事務局の方々に心より感謝

いたします。またお会いしましょう。 （文責 市岡貴典） 

 

 北海道第１地区千歳三愛会総会・懇親会報告 

  

 ２月１５日（金）１１時から千歳市内の「ベルクラシック・

リアン平安閣」を会場に、第３回を数える支部総会が２１名の

出席者により開催された。 

総会は中村由美子副会長の司会で進行し、藤本勤也支部長の歓

迎の開会挨拶では支部概況が報告された。その後来賓紹介が行

われ、代表しての祝辞では同窓会野村武顧問から同窓会の組織

状況等の現況が述べられた。 

 議長選出では戸田秀美氏を選出し、議事が進行した。平成

29・30年度の活動報告が大泉事務局長から、監査報告が黒澤

敬三監事から報告され、拍手で承認された。また平成31・32

年活動方針、予算案が事務局長から報告され同じく拍手で承認

された。また意見として若手会員加入のため、Line 等のＳＮＳ

の利用が出された。 

 役員改選では中村由美子副支部長を支部長に、登坂英樹氏が

副支部長に選任された。また藤本勤也支部長は顧問に推薦され

承認された。総会終了時に藤本支部長から退任のご挨拶と中村

新支部長から就任のご挨拶がそれぞれ行われた。 

 

 続いて第二部として講演が行なわれた。講師はガイヤ動物病

院長 南繁氏。テーマは「東南アジアの畜産事情について」。

南先生はＪＩＣＡでの派遣経験後、ベトナムやミャンマー、イ

ンドネシア等へ獣医師として派遣され、その後も現地でのボラ

ンティアとして大動物診療に携わり、今日も続けている。基礎

的な獣医療の伝播と後進の育成に努めている経験から東南アジ

アの食文化や宗教、国民性も交えて洒脱で、聞き足りないくら

い内容の濃いご講演でした。 

 記念撮影後に同会場におい懇親会が開催された。明石匡史氏

の司会で進行し、中村支部長のご挨拶で開会した。本部事務局

から最近の同窓会近況をご報告させていただいたのちに、野英

二副学長から学園の近況紹介や資料説明ののち、乾杯のご発声

をいただき、懇談に入った。最後に下田尊久北海道第一地区会

長から地区概況の報告と〆の乾杯が行われた。その後恒例の

「酪農讃歌」を全員で合唱して閉会した。 
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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） 

2019年 

 3月02日 高校卒業式 

 3月20日 大学学位記授与式・卒業式  

 3月23日 関東甲信越地区長野県支部総会 

 4月04日 大学入学式 

 4月08日 高校入学式 

 4月13日 九州地区長崎県支部総会 

 4月19日 酪農学園同窓会理事会 

 4月22日 大学同窓会校友会理事会 

 5月17日 大学同窓会校友会理事・代議員会 

 5月25日 酪農学園同窓会理事会・代議員会 
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あ と が き 

  

 久々に２月２１日夕刻、震度４強の地震がありました。 

 9月6日の胆振東部地震の余震とのことで、まだ続きそうで

予断を許さない状況です。 

 しかし、３月下旬になり、日差しも暖かくなり、春の気配

を感じる季節になりました。 

 同窓会も3月末の長野県支部総会を残し、残り半月となり

ました。年度末で別れと出会いの季節を迎えます。 

 

 親睦と母校支援の目的のため、また自立する同窓会として

組織・財政基盤を確立して全国ネットワークを形成して同窓

生のお役に立ちたいと思います。 

 今後ともご支援ご協力をよろしくお願い申し上げます。  

 中部地区三重県支部総会報告 

 平成31年２月２４日に津市で開催しました。 

 １９名の参加、同窓会から加藤清雄副会長、大学から竹花一成学

長が参加してくださいました。村田支部長、杉本さんと加藤副会長

は同期生で、三重県での再会を楽しんでおられました。加藤副会長

は、総会での挨拶の中で、昨年9月と2月21日におきた北海道地震

の時の全国の同窓生からの気遣い等に対する感謝を述べられており

ました。総会の主な議題は、規約の一部改正と役員改選で、現役員

が留任となりました。 

 その後、竹花学長より「酪農学園の現状について」と題して講演

がありました。 

 はじめにドローンによる大学と周辺の空撮、いまの学生たちが自

主的に作った「YOUは何しに酪農へ？」、「大麻駅から大学まで徒

歩１５分は本当か？」などの映像が紹介され、自分たちが学生だっ

た頃に比べて、大学構内、周辺が大きく変わっているところなどが

垣間見えて、会場内から驚きの声があがっていました。大学と高校

の近況では、高大一貫教育の推進、農業だけでなく地球環境に関す

る研究、教育などの話をうかがい、特に高校ではアスリートコース

の話が印象に残り、あとから調べてわかったことですが、昨年開催

された高校総体は東海地区が会場で、そのうち三重県ではソフト

ボールが熊野市で、ソフトテニスが鈴鹿市で、バレーボールが伊勢

市の会場でおこなわれ、とわの森三愛高校が出場していたというこ

とでした。 

 そして懇親会へ、原始林ボウルがなくなったとか、野幌駅前が驚

くほど変わったとか、話題は尽きることなく、時間は瞬く間に過

ぎ、最後は輪になって酪農讃歌を歌って解散となりました。この報

告の終わりに、総会のみ参加された方からの感想を、「加藤先生と

は、少しではありますがお話できました。卒業時から10年以上経つ

のに、変わらぬお姿で、またお元気そうで、好きなことにとことん

打ち込んでおられる様子も在学中のままで、それが元気の秘訣なの

かな、と思いました。 

 竹花先生のご講演も興味深く、拝聴しながら酪農大生でよかった

な、と改めて感じました。」 

 これからも酪農学園と同窓会がますます発展しますように！ 

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１８０円を添えて、上記の事務

局まで申込下さい。 


