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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

関東甲信越埼玉県支部総会報告
トピック
ＨＰの更新状況から
○単位同窓会関連
07.06 ﾎｰﾑｶﾐﾝｸﾞﾃﾞｰ
○高等学校
○短期大学関連
○大学関連
〇地区支部同窓会関連
06.01 埼玉県支部総会
06.07 福岡県支部総会
06.08 関東甲信越総会
06.08 神奈川県支部総会
06.08 九州地区総会
06.29 千葉県支部総会
06.29 京都滋賀合同総会
06.30 東京都支部総会
06.30 緑風会近畿総会
07.27 新潟県支部総会
08.17 富山県支部総会
09.07 熊本県支部総会
09.08 兵庫県支部総会
09.14 全体総会in長崎

6月1日（土）１１時か
ら第24回目となる埼玉県支
部総会をさいたま市の別所
沼会館を会場として開催し
ましたのでご報告いたしま
す。
総会では、廣間善之支部
長が急用で欠席のため、会
則により北畑光男副支部長
が支部長代行として本会を
開催しました。
総合司会の佐々木裕之副
支部長の開会の挨拶に続いて、支部長挨拶を
行い、議長に北畑副支部長、書記に金子理事
を選出して議題に移りました。
議題では、2018年度事業実績・決算の報告
と2019年度事業計画・予算の案を審議。すべ
て提案通り承認されました。
総会終了後は、来賓のご挨拶で、小山久一
同窓会会長、西田丈夫とわの森三愛高等学校
長、岡田勉地区会長からお話をいただきまし
た。

休憩の後、加藤牧子氏（気象予報士・整理収納
アドバイザー）による「こころの天気予報」と題
しての講演会を開催。天気予報は、地元埼玉県に
関する興味深い話が聞けました。
整理に関しては、自分の周りにものが多くあ
り、そのほとんどが使用されない状況にあるにも
関わらず捨てられないことで、その捨てるテク
ニックの披露を著書を紹介しながらポイントを説
明。これを早速実行すればスッキリすると感じた
が果たしてやれるか？・・・。

酪農学園同窓会の現況（卒業生数）201９.4.1
目次：
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地区支部の設置状況（

）は未設置

１， ６５１名

北海道１区：石狩

３支部（１）(江別)

計

３０，８８５名

北海道２区：道央

６支部（２）(空知1)(胆振2)

短

大 計

９，４８７名

北海道３区：道南

５支部（２）(後志1)(後志2)

高

校 計

２０，３２７名

北海道４区：道北

６支部（１）(留萌1)

６２，３５０名

北海道５区：道東

６支部（０） ２６支部（6)

東北地区

６支部（０）

大 学

合

計 計

酪農義塾 計

３０３名

：

関東甲信越地区：１０支部（０）

酪農学校 計
＊９１，５１７名
総合計

１５４，１７０名

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)
Page 1

同窓会通信－野幌だより－

地区支部同窓会 紹介コーナー
関東甲信越地区＆神奈川県支部合同総会

６月７日、８日の両日、関東甲信越地区と神奈川県支部の
合同総会が、会場を箱根（地区交流会）と伊勢原市（合同総
会）において開催されました。入梅前で７日の交流会はあい
にくの雨でしたが、箱根の風情豊かな新緑と紫陽花を楽しみ
ました。
恒例の交流会は、宮下駅近くの「森メシ」で開催され、和
気藹々と歓談が弾んでいました。宿泊は「箱根離宮」。
翌日は、昨年のホームカミングデーの講師も勤めた石田牧
場（石田陽一氏 酪農2007卒）のHACCP認証を取得した衛
生的な臭気の少ない牛舎を見学。２７名の参加者全員で美味
しいジェラードをいただきました。石田さんには地域を意識
した様々な取り組みを紹介いただきました。次に伊勢原商工
会において１２時すぎから神奈川支部総会と関東甲信越地区
総会が合同開催されました。出席者は３０名。
神奈川支部総会は岩寺事務局長の開会で始まり、竹花一成
学長からは学園の現況等を紹介していただいた。議事は田村
支部長を議長にして平成３０年度決算報告並びに監査報告、
令和元年の事業計画・予算案が提案され拍手で承認された。
役員改選では事務局長、会計、監事が新たに選任された。
前任の岩寺信節様、大橋厳太様お疲れ様でした。また会則を
一部改定し、名誉会員を設け、坂本与市本学名誉教授、作田
昌彦前支部長を名誉会員とすることが承認されました。
続いて行われた関東甲信越地区総会は、早田俊輔事務局長
の進行により岡田勉会長を議長に選出して進められた。平成
３０年度決算報告並びに監査報告、令和元年の事業計画・予
算案が提案され承認された。役員改選では理事に田村滋神奈
川県支部長、鈴木邦夫千葉県支部長、小林一太群馬県支部長
が新たに選任され、酪農学園同窓会の代議員に福山二仁東京
都支部長、平島勝教山梨県支部長が選任されました。前任の
代議員だった廣間善之様、根本久美子様、お疲れ様でした。
その他では会則の第１６条に係る細則について、群馬、新
潟、山梨、長野の各県からの役員会参加旅費の半額支給が承
認されました。
総会終了後、同会場で講演が行なわれた。講師は大学食科
OB2001卒の大山哲生氏。
演題は「小田原城魔利支天像安置空間再現事業」。スライド
により約１時間弱、小田原城天守閣の耐震改修事業内容の紹
介と大山材木店の事業をわかりやすく説明していただいた。
総会終了後は、伊勢原駅前の「サイゼリア」を会場にして
懇親会が開催された。田村支部長の司会で進行し、小山会長
から酪農学園同窓会の現況等を述べた。岡田関東甲信越地区
会長からお礼のご挨拶を頂戴し、最後は北原新潟県支部長の
中締めで会を閉じた。
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九州地区福岡県支部総会懇親会

去る6月８日（土）、福岡市博多区博多駅前「志まづ」に
おいて、福岡県支部総会（懇親会）を開催しました。
県内各地より、約60年前に卒業された因礼二郎先輩（短
大1958年卒）から数年前に卒業された同窓生まで、老若男
女２8名の出席を得ての開催となりました。
立川弘一副会長（大学酪農16期生）の司会進行により開
会し、樺木野昂会長（大学酪農7期生）の開会挨拶の後、来
賓としてご出席いただいた野英二副学長、加藤清雄同窓会副
会長より、学園の近況や同窓会の活動報告いただきました。
樺木野会長より県内同窓生の状況報告を行い、福岡県で恒
例となっている最も早く卒業された同窓生（因礼二郎氏）に
よる乾杯の発声により懇親会に入りました。
懇親会は自己紹介で各自の近況を報告し、大道芸も飛び出
し時間も忘れるほどの大盛会となり、3時間半の長丁場の
中、三々五々の解散となりました。
本県の同窓生数は、約300名ですが、この内、約1/3を
獣医の卒業生が占めております。今回の出席者も半数は獣医
以外の卒業生でしたが、ほとんどが昭和時代の卒業生です。
今後、酪農学園同窓会の福岡県支部として、特に、若い世代
の全学科、学類同窓生の参集を図る方策を構築する必要を感
じる会となりました。（文責、樺木野昂）
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単位同窓会同窓会紹介コーナー
s42入学&s46卒業農業経済学科同窓会

大学・短期大学牛歩会（柔道部ＯＢ会）報告

大学・短期大学の柔道部同窓会（正式名称：酪農学園柔道部
牛歩会）が201９年６月８日、札幌市内のＴＫＰガーデンシ
ティＰＲＥＭＩＵＭで開催されました。同会は３年に一度開催
元号が令和になって２２日後、令和元年５月２２日に「昭和
４２年入学及び昭和４６年卒業 酪農学園大学農業経済学科同
窓会」を札幌市で開催しました。今年で６回目 (１回目は卒業
後３９年目の平成２２年) の開催となりました。
最近４年間は皆の総意により毎年の開催となっております。
この数年毎年数名の人が亡くなっており今年も４名が新たに逝
去されました。年々増える物故者を偲び黙とうを行ってから同
窓会を開催しました。しばらく懇親を行った後、参加者の近況
報告をそれぞれからしてもらいました。

キャンパス内の道場（健身館）に現役部員に加え、卒業生十数
名が集まり、対面式、合同稽古を行いました。240畳の広さの
道場では、現役学生の稽古風景に触発を受けた先輩も急きょ加
わる光景もあり、お互いにさわやかな汗を流している様子があ
りました。
合同稽古後は、会場を札幌市内に移し総会・懇親会を行いま
した。これには卒業生及び来賓45名、在学生29名の計74名が
出席しました。総会開会に先立ち過去3年間でなくなった卒業生

仕事を続けている人、趣味を持って楽しんでいる人、健康を
維持しながら余暇を楽しんでいる人、など様々な生活を送って
いるようです。

２名に対して黙祷を捧げました。続いて飯田進作会長（短大
1970年卒）の挨拶の後、議事に移り、事業報告、会計報告、
事業計画が了承されました。その後、役員改選が行われ、会長

今回欠席した人からのメッセージを見ると、体調を崩して療
養中で出られなかった人や仕事等の日程が重なって出られな
かった人など数名いましたが、その人達も次回は是非参加した
いと強い意思を持っていることが伺えました。
１７時に始まった同窓会も２時間半の予定時間 (１９時３０
分) となり次回の開催をどうするかを確認したところ満場一致
で開催 (令和２年５月２０日) する事が決まり、各自再会を約
束して６回目の同窓会を閉会しました。

されており今回で９回目を迎えました。懇親会に先立ち、大学

（文責・請川利久）

短期大学第１８回卒業５０年目クラス会

には引き続き飯田会長が再選されました。
今回で５回目となった卒業生による記念講演では２つの講演
がありました。加藤智香子さん（食品科学科1997年卒）から
は「今幼児教育に求められているもの」と題して、幼児教育を
取り囲む課題についてお話しがありました。～中略～
次に講演されたのは北海道の道南に位置する人口7,800人の
せたな町で養豚経営を行っている髙橋洋平さん、佐和子さん夫
妻です。「地域に愛される豚肉をつくる」と題して、就農後の
養豚経営の現在までの発展ぶりを述べてくれました。
～中略～
現在、髙橋畜産は母豚150頭、種雄豚４頭、年間出荷頭数
4,200頭の規模。JGAP認証農場、農場HACCP認証、SPF豚
認定農場を得ている養豚場として「若松ポークマン」のブラン
ドで毎週土曜日に直売所で地元の方々に新鮮な豚肉を提供して
います。①衛生管理、②生産技術、③地域との係わりの三本柱
でますます発展している様子です。
講演後は、会場を移し懇親会を開催。懇親会では、中出教
育センター長、安宅一夫名誉教授（元柔道部顧問）からご挨拶
をいただき、太田一男名誉教授（元柔道部顧問）から乾杯の発

２０１９ 年５月２６日（日 ）午後６時から熱海ニューフ
ジヤホテルを会場にして参加者１4名で短期大学第１８期生の
卒後５０周年目を迎えてのクラス会を開催しました。
当日は、坂本与市名誉教授（元短大学長）をお迎えし、関東
在住の畠山則一幹事長の急逝で延びていたクラス会の開催とな
りました。参加者は坂本与市先生他、計１４名でした。（幹
事：菊地晴彦、長谷部和利、見良津一久）

声をいただきました。
懇談では、終始懐かしくも和やかな時間を過ごすことができ
ました。前回に引き続いて参加いただいた先輩からは、当時コ
ンパなどで歌ったという「酪農音頭」が披露されました。ま
た、終わりには酪農讃歌を歌い、閉会は、青森県三沢市在住の
澤口正義さん（農経1972年卒）が乾杯し、次回の再会を約し
ました。（文責 十倉 宏）
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九州地区酪農学園同窓会令和元年度総会（理事会）報告
〒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.

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）
2019年

7月06日 ホームカミングデー（本学）
7月06日 大学校友会周年同期会（新札幌）
7月07日 酪小獣東北総会研修会（宮城県松島）
7月20日 大学獣医学科20期30周年同期会
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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去る６月９日14時より、福岡市博多区、エイムアティン博多
駅前会議室において、令和元年度九州地区酪農学園同窓会の総会
を開催しました。
九州地区酪農学園同窓会は、全九州８県の県支部同窓会で構成
しており、今回の総会には、来賓として野英二酪農学園大学副学
長、加藤清雄同窓会副会長のご来駕を賜り、挨拶のなかで、学園
の近況などをつぶさに報告をいただきました。
総会は、樺木野昂会長（福岡県支部長、酪農‘69年卒）、小嶋
聖副会長（宮崎県支部長、獣医‘94年卒）、竹中勝男理事（鹿
児島県支部長、短大‘60年卒）、北村裕和理事（大分県支部
長、獣医‘73年卒）、藤崎英廣氏（熊本県支部長、酪農‘66年
卒）、田中功一理事（沖縄県支部長、獣医‘80年卒）、松崎秀
保理事（長崎県支部長、獣医‘78年卒）、南川藤夫理事（佐賀
県支部長、獣医‘79年卒）の出席を得ての開会となりました。
開会に先立ち、小嶋副会長より定数の2/3以上の出席があり、
本日の総会が成立したことを宣した後、樺木野会長より、5月25
日開催の本部同窓会理事・代議員会の報告と合わせ、開会の挨拶
を行い、協議に入りました。
会長より、議案1.「平成30年度事業報告・収支決算」並び
に、議案2.「令和元年度事業計画・収支予算」の説明があり、原
案通り可決されました。
議案3.「九州地区全体総会in長崎」は、昨年、台風25号の接近
により急遽、翌年度に延期としましたが、今年度の開催につい
て、松崎長崎県支部長より詳細な企画が説明され、9月14日
（土）、長崎県諫早市において開催することを正式決定しまし
た。来賓の招請案内は、後日、学園・大学・本部同窓会と打合せ
のうえ、開催県支部長と会長に一任することとしました。
議案4.「全体総会次回開催について」は、令和3年に大分県に
て開催することを決定しました。
議案5.昨年度で任期満了となった会長・副会長の選出について
は、昨年の総会で決定できず今年度に持ち越しとなっていました
が、協議の上、現会長・副会長を再任することで決定しました。
以上、上程しました事項の協議・決定をすることが出来、会長
より謝辞を述べ、予定どおり17時に閉会となりました。
会議後、出席者全員により懇親会が開催され、和気あいあいの
なか、最長老の竹中鹿児島支部長の発声により、万歳三唱を全員
で唱和し全日程を終了しました。（文責；樺木野）
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初夏の構内は、爽やかな風が、日々生長するデントコーン
とニセアカシアの香りに牛舎の香りを混ぜ、本学らしい雰囲
気を醸し出します。一番牧草が終わり、共進会出場のため、
学生におめかししてもらう牛たちの表情も晴れやかに見えま
す。６月１１日、裏の野幌森林公園(2000ha)に熊が７８年ぶ
りに入ったとの情報がありました。隣接する構内はいつもど
おりに馬場も牛舎も行きかう学生も世間の喧騒何処吹く風の
様子。さすが神を愛し、人を愛し、土を愛する三愛精神は、
熊も愛する？

