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同窓会通信－野幌だより－ 
   酪農学園同窓会ニュースレター 

 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）１

２時半から黒澤記念

講堂を会場に開催さ

れ、７０名の同窓

生・学園関係者にご

出席いただきまし

た。あいにくメイン

ゲストの上演時間と重なり学生の参加が少な

かったようでした。 

 

 当日は、１２時半から小山久一同窓会長の

開会挨拶に続き、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

合唱のあとし、聖書の朗読後、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

会事務局長が読み上げました。その後、朴美

愛主教主事からご自身のことや同窓生の追悼

の意味もこめて「帰郷」のテーマで説教奨励

をいただきました。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。 

   （裏面４頁につづく） 

編集後記 4 
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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 

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) 

2019酪農学園Homecoming Day 報告 



 関東甲信越地区東京都支部懇親会 

 第１４回東京都支部総会が６月３０日（日）、酪農学園東

京オフィスで開催されました。同窓会本部からは小山会長、

生涯学習講座特別講師として酪農学園大学教授農食環境学群

長の堂地修先生にお越しいただきました。 

 総会には、短大創期生宗像雅輔先輩を始めとし、平成１７

年卒業の小久保和俊さんまで幅広い同窓生に参加を頂き、ま

た、堂地先生の講演を、是非、聴講したいとの要請により、

業界紙の老舗である酪農経済通信社の加藤氏（元専務）にも

参加頂きました。 

 総会は、福田豊事務局長の総合司会のもと、岡本富雄副支

部長の開会の辞、一号議案２０１８年度事業報告は佐藤晴美

事務局次長が説明、２０１８年度決算報告は田中可子副支部

長兼会計が説明、２０１８年度監査報告は須田顧問が説明

し、了承されました。 

 二号議案２０１９年度事業計画（案）は福田豊事務局長が

説明、２０１９年度予算（案）は田中可子副支部長兼会計が

説明し、了承されました。 

 続いて、ご来賓のご祝辞を、同窓会長 小山久一様、関東

甲信越地区会長兼同窓会副会長 岡田勉様から頂きました。 

 総会終了後、東京都支部生涯学習講座を開催し、講師とし

てお越し頂いた、堂地教授から、「酪農・肉牛における技術

開発と大学における専門教育について」と題し、①酪農・肉

牛を取り巻く情勢、②乳牛および肉牛におけるゲノミックス

評価および繁殖技術を活用した牛群整備、③肉牛における保

育・育成の改良、④肉用牛におけるエコフィードの活用、⑤

酪農学園らしい教育現場としての肉牛農場の利用、について

講演を頂きました。 

  聴講した各位から、肉牛の肉質は遺伝形質が占めるもの

と考えていたが、アルファルファ、エコフィード（ビールか

す・米）の利用により、Ａ４・Ａ５ランクが可能であること

を知る事が出来、堂地教授の技術開発の素晴らしさを実感し

た時間でした。 

 その後、場所を移し西井義昭副支部長の司会のもと、懇親

会を開催し、野田修平顧問（画伯、参議院議長賞受賞）によ

る乾杯の後、懇談の時を過ごさせて頂き、中締めを盛田宏一

理事による一本締めにより終了することが出来ました。 

 ご出席頂きました同窓生各位に、ご協力をいただきました

こと感謝に堪えません。   

 （文責 東京都支部長 福山 二仁）              

地区支部同窓会 紹介コーナー            
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同窓会通信－野幌だより－ 

  関東甲信越地区千葉県支部総会 

 令和元年度の千葉県支部総会が、6月29日(土)午後2時から

「ホテルプラザ菜の花」で開催しました。当日は雨模様でし

たが、酪農学園同窓会から小山会長、本学から野副学長、関

東甲信越から岡田会長、東京都支部から福山支部長、埼玉県

支部から横塚様にお越しいただき、計26名の参加を得て盛会

に開催することができました。 

 総会は、山田事務局長の進行で、議事は平成30年度事業実

績並びに収支決算、令和元年度事業計画(案)並びに収支予算

(案)について審議し、全会一致で承認されました。その後、来

賓として小山会長、野副学長、岡田会長からご挨拶をいただ

くとともに、恒例の支部講演会では、野副学長から、高等学

校、学園の歴史と近況について詳細な報告をいただきまし

た。 

 例年、参加される方はだいたい同じような顔ぶれでした

が、今年の総会には新しく5名の方の参加があり、少し同窓会

の輪が広がった感がありました。これを機に、次回はさらに

多くの卒業生が参加されることが期待されます。 

 

 総会終了後の懇親会は、会場を千葉駅近くに移し、夜景を

楽しみながらの歓談、参加者全員からの近況報告、記念写真

を撮り、最後に「酪農讃歌」を合唱し、閉会となりました。

（文責 千葉県支部長） 
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第６巻 第２号（通号６２号） 

近畿地区京都府支部＆滋賀県支部合同総会 

「京都府支部・滋賀県支部合同総会」を6月29日（土）に

「月の蔵人」を会場に行いました。 

 出席者は近畿地区、京都府支部、滋賀県支部から１６名、本

学から竹花一成学長、西田丈夫校長、飛谷淳一准教授、同窓会

から加藤清雄副会長の総勢２０名での開催となりました。 

 今年の講演では、「月桂冠大倉記念館」の見学を致しまし

た。日本酒は、Ｇ２０サミットでも一押しされた注目のクール

ジャパンの一つです。その日本酒界のトップを走る月桂冠の歴

史を学びました。 

 アイデア社長が生み出した瓶容器や積極的な女性雇用など、

今日では当たり前のことを作り出した想像力に感服すると同時

に、グローバル化で変化を求められる自分たちに活を入れられ

た気分になりました。 

 緑風会近畿地区第６回総会・懇親会 

 令和元年６月３０日（日）、京都市内の聖護院御殿荘を会場

にして第６回総会・懇親会が開催された。まず１０時半から大

学説明、高校の情報提供、総会。１２時４０分から懇親会が行

われた。 

 出席者は17名。大学からは竹花一成学長、西田丈夫附属とわ

の森三愛高校校長、飛谷淳一教職センター准教授、同窓会から

加藤清雄副会長、山本浩光近畿地区長が出席された。 

 講演では本学教職センター農業科教育研究室准教授 飛谷淳一

准教授が「教職コースの新しい取組・学習内容の紹介」と題し

て、教職コースの特色ある学習内容、ビニルハウス・土壌改良

等による野菜の周年栽培技術の研究、収穫した農産物の販売、

ＧＡＰ（農業生産工程管理）導入へのチャレンジ等について、

グラフや写真を活用したパワーポイントで分かり易く説明され

た。 

 高校の情報提供では、大阪府立農芸高校 田中怜教諭が

「（１）畜産教育の紹介と課題」と題し、大阪府立農芸高校の

畜産教育と生徒の成長、大阪府農政との連携による飼育技術の

研究等について説明された。 

 次に「（２）食品製造教育の紹介と課題」と題し、近畿地区

緑風会副会長 澤竹孝幸氏が和歌山県立南部高校「食と農園科」

における梅の生産から加工、販売までの食品製造教育の歴史と

現状についてユーモアたっぷりに説明された。 

 引き続き行われた総会では、平成３０年度事業・会計報告、

監査報告。令和元年役員の承認。令和元年・２年度事業計画の

審議。その他：入試状況と学生募集の依頼が行われた。また、

次年度は令和２年度総会決定：７月５日（日）に今回同様に聖

護院御殿荘（京都）で開催されることとなった。 

 記念撮影に引続き、同会場で懇親会が開催された。河野会長

の開会の挨拶、竹花学長、加藤副会長の祝辞に続き、山本地区

長の乾杯の発声で懇親会が開始され、終始和やかな雰囲気で大

変盛り上がった。 

 全員がスピーチ！！出席者の大学時代の思い出話、大学や緑

風会への思い、近況等がユーモラスに話された。最後は酪農讃

歌を熱唱、澤竹副会長の一本締めでお開きとなった。 

 

（懇親会の様子は左記のとおり）  
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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 

 

 7月27日 関東甲信越地区新潟県支部総会（新潟市） 

 7月28日 酪小獣麦の会総会懇親会（本学） 

 8月03日 緑風会中央研修会（本学） 

 8月17日 中部地区富山県支部総会（富山市） 

 9月07日 九州地区熊本県支部総会（熊本市） 

 9月07日 緑風会宮城県支部総会研修会(仙台市） 

 9月08日 近畿地区兵庫県支部総会（姫路市） 

   9月14日 九州地区全体総会in長崎（諫早市） 
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あ と が き 

 ホームカミングデーも終了し、北海道も本格的な夏を迎

える季節になりましたが皆様いかがお過ごしですか？ 

 原始林の熊騒動もいろいろな波紋が広がっていますが、

なかなかいい解決方法が見当たらず、箱ワナでの捕獲を試

みるようです。 

 学園や関係団体では各総会で役員交代が行われていま

す。学校法人酪農学園の常務理事に石島力氏、後援会理事

長に町村均氏、常務理事には近雅宜氏が選任されました。 

 永田享後援会前常務理事には同窓生への小冊子贈呈等、

大変お世話になりました。 

 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Ｓ

ＤＧｓ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。校歌とも言うべく「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（講演内容の詳細は後日、同窓会ＨＰで動画配信の予定で

す）。 

 酪農学園大学 

ブランドマークと 

キャッチフレーズ 


