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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

高校・短大・大学

同窓生関連の最近の話題

九州地区長崎県支部総会報告
トピック
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４月１３日（土）１６：００から長崎県
諫早市の「Ａコープ・レストラン」を会場
にして、平成３１年度長崎県支部同窓会総
会並びに懇親会が、１７名の出席者により
開催された。
今回は、台風通過に伴い開催延期となっ
ていた九州地区大会酪農学園同窓会全体総
会が、本年９月に長崎県で開催されること
から本学から同窓会会長の小山久一氏の出
席を頂き、盛会に開催することができまし
た。
総会では久保事務局長の進行で、支部長の
松﨑秀保氏からの開会挨拶をはじめ、来賓と
して参加頂いた酪農学園同窓会会長の小山久
一氏のお祝いの言葉がありました。
総会では、平成３０年度事業報告及び収支
決算報告、会計監査報告、平成３１年度事業
計画及び収支予算案について審議を行い、全
会一致で承認された。その後、令和元年９月
１４日に開催予定の『九州地区酪農学園同窓
会全体総会in長崎』について、当日の進行、業
務担当の確認、会場のレイアウト、準備品、
参加者数の掌握などの協議を行い、共通認識
を高めました。

また、九州大会を開催するに当たり、更なる調
整が必要になることから、大会実行委員会のメン
バーとして、松﨑秀保支部長をはじめ、岩永政弘
副支部長、北村政巳副支部長、古賀友英顧問（前
九州地区会長）、久保達彦事務局長の５名が引き
続き選出された。今後、九州大会開催に向け、詳
細な内容について検討が重ねられるものと思われ
ます。懇親会の中では、若手女性の中嶋祐香氏の
乾杯からはじまり、参加者全員の近況報告が行な
われ、２時間の懇親会もあっという間に終了しま
した。最後は「酪農讃歌」を全員で合唱し、最後
は昭和４２年短大を卒業された岩永壽氏のご発声
による万歳三唱で閉会となった。（文責 長崎県支
部 事務局長）

酪農学園同窓会の現況（卒業生数）201９.4.1
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風声雪語 －野幌だより－

単位同窓会 紹介コーナー
短期大学部同窓会幹事代表委員総会

爽やかな芽吹きの季節を迎えた５月１３日（月）午後６時
から同窓生会館を会場にして、２０１９年度の短期大学部同
窓会の「幹事・代表委員」総会（出席者１３名）が特別展示
室で、学習会（参加者２４名）が大会議室で開催された。総
会には来賓として酪農学園から谷山弘行理事長が、酪農学園
同窓会から浦川利幸事務局長が出席した。
黒澤敬三同窓会会長の開会挨拶では、短大同窓会副会長で
もある幸田幸弘氏（短大酪農科25期）が社長を務める(株)丹
波屋の創業１００周年記念事業として、本学学生への給付型
奨学基金の創設が紹介された。
来賓挨拶は学園を代表して谷山理事長が、上記の協定によ
る育英基金創設への感謝やモンゴル出張に伴う日本語学校訪
問を紹介し、私学を取り巻く諸環境について述べた。
議事では古川豊記氏を議長に選出して進行し、第１号議案
として平成３０年度業務報告。第２号議案として決算報告
（川端事務局長）、会計監査報告（伊藤博之監事）が行わ
れ、原案どおり承認された。第３号議案の令和元年度予算に
ついても、同様に原案が承認された。役員改選については選
考委員長の横山明光氏から原案が紹介され、総会で現役員が
全員再任された。その他で会長から他団体の役員選出が紹介
され、総会を終了した。

総会終了後の学習会では、講師紹介も兼ねて黒澤会長から
再度挨拶が行われた。講演では「酪農学園建学の精神と短期
大学の存在」と題して、酪農学園大学前学長の干場信司氏が
４６枚のスライドを用いて短大の誕生や歴史経過。１７年間
の短大との係わり。黒澤酉蔵翁の建学の理念としての健土健
民、循環農法図の紹介。学園の諸課題等について、示唆に富
んだ内容を約１時間ご講演いただいた。
この講演内容は、後日、新年度事業として、昨年度講演の
浅田英祺氏とともに冊子として発行される予定となってい
る。
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大学同窓会校友会理事代議員会

新緑が眩しい５月１７（金）午後６時から新さっぽろ
アークシティホテルを会場に、２０１９年度の理事・代議員
会が理事・代議員他関係者２６名の出席により開催された。
最初に加藤清雄事務局長の司会で進行し、小山久一会長か
ら開会挨拶が行われた。
議事は恒例により会長を議長にして行われ、議事録署名人に
は佐藤元昭理事、吉田陽平代議員が選出された。
議事は第１号(報告事項)として（２０１８年度事業報告、
収支決算、監査結果）、第２号(審議事項)として（２０１９
年度事業計画と収支予算）がそれぞれ事務局から提案され
た。
第１号では同窓会支部活動助成費と獣医同窓会活動費の具体
的な内容開示要望があり、次年度関係資料を回覧することに
なった。
第２号では今年度から新たに追加された代行徴収手数料や同
窓生会館施設管理費（基金）を含めた予算案（一部訂正）が
提案され、承認された。
その後、集合写真撮影ののち、会場を移動して出席者によ
る懇親会が行われた。加藤事務局長の司会で進行し、小山会
長より改めて開会挨拶が行われた。
会長は黒澤酉蔵翁が札幌で酪農を始めた頃の同窓生に係わる
秘話が紹介された。その該当者の高橋健氏から乾杯のご発声
をいただき、祝会に入った。
懇親会では和気藹藹とした懇談が続けられた、最後は南繁
理事の閉会挨拶後、加藤事務局長の指導で酪農讃歌を合唱し
て閉会となった。
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単位同窓会・地区支部同窓会紹介コーナー
酪農学園同窓会理事会・代議員会

新緑の季節を迎えた２５日（土）午後４時から新札幌の「新
さっぽろアークシティホテル」アークホールを会場に２０１９
年度の理事会・代議員会が開催されました。

総会終了後、出席者全員とご来賓をお迎えしての集合写真撮
影が同会場において行われた。
その後、懇親会が行われ、浅野政輝副会長の司会で進めら

南は鹿児島から北は宗谷までの地区支部役員と単位同窓会役員

れ、最初に小山会長からお礼の挨拶が述べられた。

総勢５５名の出席により開催された。また総会後の懇親会には

来賓祝辞では谷山弘行理事長から同窓会への謝意のご挨拶、近

来賓として谷山弘行理事長、近雅宜常務理事、竹花一成大学

雅宜常務理事からの乾杯のご発声により祝会が始められた。祝

長、西田丈夫高校長、永田享後援会常務理事にご出席いただい

会では竹花一成学長、西田丈夫校長、永田享後援会常務からそ

た。

れぞれ祝辞が述べられた。

会議に先立ち、前年度にご逝去された同窓生、特に６月に逝

その後、新旧代議員のご挨拶をいただき、和気藹々の懇談の

去された森田正治代議員や平尾和義前理事長等恩師への黙祷が

のち、最後に加藤清雄副会長の指導のもと、酪農讃歌を全員で

行なわれた。

合唱して懇親会を終了した。

理事会・代議員会の成立要件の確認後、議長に南繁氏、議事
録署名人に志田和仁理事、加藤浩代議員を選任した。南議長の
進行により議事が進められた。
報告事項では１）２０１８年度事業報告並びに収支決算につ
いて。事務局から事業報告、決算報告ののち、伊藤明美監事か
ら監査報告をいただいた。
２）各単位同窓会・地区支部活動報告については各地区会長・
支部長や単位同窓会長等からそれぞれの地区や単位同窓会の活
動内容が報告された。
審議事項では１）２０１９年度事業計画と２）酪農学園との協
定締結等について（案）
説明ののち、収支予算案が提案され、拍手で承認された。今
年度から４つの業務委託契約を学園と結ぶこととなった。
３）任期満了に伴う代議員改選案が提案され、新代議員には中
村由美子氏、吉田忠朗氏、平島勝教氏、福山二仁氏、仲村和典
氏、岩佐達男氏、門脇文生氏、藤井傳也氏、南川藤夫氏が選出
された。
４）会則の一部改定について提案され、原案を承認した。
５）その他では、ご意見や同窓会へのご要望をいただいた。
最後に議長解任のあと、岡田勉副会長から閉会挨拶が行われ
た。
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北海道江別市文京台緑町５８２
酪農学園同窓会
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FAX ０１１（３８６）５９８７
Email: rg-dosok@rakuno.ac.jp.

酪農学園大学
ブランドマークと
キャッチフレーズ

今後の主なスケジュール（ＨＰ参照）

４月１９日（金）午後３時から同窓生会館２階大会議室を会場
に２０１８年度の理事会が開催された。遠くは愛媛県、大阪府、
三重県、関東からもご出席いただき、２０名での開催となった。
午後１時半からは学園役員との懇談会も約１時間開催され、竹花
学長、近常務から学園や大学等の現況を紹介していただき、約１
時間の自由懇談を行った。
３時からの理事会では小山久一会長の開会挨拶が行われ、酪農
学園同窓会の動向等について報告した。議事は会則により会長が
議長となり、進行した。議事録署名人には佐藤元昭理事と中出哲
也理事を選出した。
報告事項では２０１８年度事業報告並びに収支決算報告が行な
われ、事務局より議案書に基づき、事業報告を行なった。内容
は、全体概要および事業計画に基づく収支決算報告として一般会
計および特別会計について説明した。次いで伊藤明美監事より一
般会計および特別会計の監査結果が報告され、原案通り承認され
た。
次に各単位同窓会・地区支部活動報告では各単位同窓会会長並
びに地区会長から資料に基づき約３分程度での活動報告が行われ
た。
審議事項では２０１９年度の事業計画と収支予算について
（案）が事務局より議案書に基づき、事業計画案を説明した。ま
た酪農学園との協定締結等について（案）も予算との関連上、概
要説明を行い、その後、収支予算案について提案し、原案通り承
認された。
なお、本年度予算から業務委託契約に基づく事業や同窓生会館
施設管理の基金等も新たに追加された。
また本年度は代議員改選期であり、資料により提案され、原案ど
おり承認された。次に前年度総会等でご指摘の会則の一部改定も
行われた。
理事会終了後、同窓生会館同会場で集合写真撮影が行われた。
多少早めに終了したため本学学生考案のお弁当はお持ち帰りいた
だいた。
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6月01日 関東甲信越地区埼玉県支部総会
6月08日 関東甲信越地区神奈川県支部総会
6月08日 関東甲信越地区総会交流会
6月08日 九州地区福岡県支部総会
6月09日 九州地区総会（理事会）
6月29日 関東甲信越地区千葉県支部総会
6月30日 関東甲信越地区東京都支部総会
6月30日 緑風会近畿地区総会
7月06日 ホームカミングデー
7月07日 酪小獣東北総会研修会
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例年同様に構内のこぶしの白い花は春を告げ、１０日間の
大型連休も終わり、桜もあっという間に散りました。
令和に入り、短期大学部同窓会、大学同窓会校友会の各総
会のあと、５月２５日に酪農学園同窓会の理事会・代議員会
が開催されました。
南は鹿児島県支部から、北は宗谷支部まで全国各地から理
事、代議員の方々にお集まりいただき、盛会裡に終了するこ
とが出来ました。厚くお礼を申し上げます。
多くの同窓生が集う同窓会が全国津々浦々で開催され、同
窓会組織が益々充実していき、同窓の絆が強くなることを
願っております。

