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－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

2016年度酪農学園同窓会 理事会・代議員会報告
トピック
ＨＰの更新状況から
○高等学校関連
〇短期大学関連
4.21 短大同窓会総会

５月２８日（土）、
南は鹿児島支部、北
は宗谷支部までの地
区支部と単位同窓会
の理事・代議員が年
に１度集合して開催
○大学関連
される理事会・代議
2016年
5.19 校友会理事代議員会 員会が４５名の出席
7.03 緑風会近畿支部総会 により開催された。
まず、 ４月１５
7.31 酪小獣麦の会総会

日、５月２７日の２
回の理事会を経て、
報告事項（２０１５
年度事業報告並びに収支決算、地区支部活動報
〇地区支部同窓会関連
告・単位同窓会報告）、審議事項（２０１６度
2016年
事業計画並びに収支予算（案）と代議員改選）
5.27 同窓会理事会2
5.28 同窓会理事代議員会 が審議され、質疑応答の結果、原案どおり承認
された。
6.04 神奈川県支部総会
また、その他では熊本県・大分県地震への義
6.05 埼玉県支部総会
援募金実施が提案され、承認された。また仮称
6.12 山梨県支部総会
6.19 愛知県支部総会
7.23 東京都支部総会
8.06 緑風会中央研修会

関西事務所の提案や通信制酪農学校の取扱いにつ
いてそれぞれ活発な質疑応答が行われた。会議終
了後は、集合写真撮影ののち、会場を本学ＯＢ経
営の「笑山門」に移動し、６時から３６名の出席
者により懇親会が開催された。

酪農学園同窓会の現況（卒業生数）

２０１５年度 累計卒業生数
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風声雪語 －野幌だより－

地区支部同窓会 紹介コーナー
関東甲信越地区総会開催報告

第42回目となる酪農学園同窓会関東甲信越地区総会を母
の日である5月8日（日）14：30から開催しましたのでご
報告いたします。会場は、千葉県は九十九里にある国民宿舎
「サンライズ九十九里」で、当日は、千葉県支部の総会が
13：00から開催され、引き続いて関東甲信越地区の総会を
開催しました。
総会は、小宮事務局長代行（総会にて事務局長就任）の司
会で始まり、議長には慣例で岡田会長、書記には渡會事務局
次長が選任され、式次第に則り議事が進行しました。最初の
議題は報告事項（事業報告、決算報告）、次に提案事項（事
業計画案、予算案）が審議され、提案通り承認されました。
続いて会則の一部改正で、慶弔に関する細則を補則として追
加することが原案通り承認されました。
最後に役員一部改正で、城近理事（前事務局長）を原案に
追加し、任期を本部に合わせて３年とすることで原案通り承
認されました。会則も3年に修正すべきではとの質問があ
り、現在の任期期間との関連で次回総会にて改正することで
承認されました。また、本部から支部への助成について同窓
生から強い要望があり、小山会長より過去の分配の明細を調
査しており、前向きに検討しているとの回答があり、総会は
無事終了しました。
来賓のご挨拶では、初めに小山久一会長から熊本地震につ
いて発言があり、同窓会の対応についての詳細はHPを見て
ほしいとのことでした。また、同窓生の懇親を深めることの
意義を再確認したこと等。続いて福山二仁常務から学園の経
営は黒字を維持していること、前学長と公判で争っているこ
と、2025年問題を前にアクションプランを作成して実行し
ていること等の話があり、竹花一成学長からは、現在は大学
の内部改革に全力を尽くしていること、決めたことは必ず実
行すること等々改革の意欲を感じられました。
その後は交流会となり、新鮮でおいしい海の恵みを舌鼓し
ながら、アルコールで口も滑らかに懇親を深めました。二次
会では、地元唐仁原支部長の差入れのワインを堪能しまし
た。
天候にも恵まれ、ホテルの雰囲気もよく、食もおいしく、
出席者にとって大変有意義な会合であったと思います。(文
責 事務局 渡会福次郎）
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平成28年度千葉県支部総会報告
総会は,鈴木邦夫事務局長(獣医科11期卒)の司会進行によ
り乾昭志副支部長(獣医学科8期卒)の開会宣言に始まり,唐仁
原支部長(獣医科2期卒)挨拶に続き,千葉県支部会則第8条の
規定により支部長を議長に選出,書記に武石佳夫君(獣医科17
期卒)を任命した後議事に入り,第一号議案平成24年～平成
27年度事業報告並びに収支決算報告ついて審議され,原案通
り承認された。次いで第二号議案平成28年度事業計(案)並
びに収支予算(案)が審議され,計画案予算案ともに承認され
た。第三号議案会則の一部改正(案)および第四号議案役員改
選案についても原案通り承認された。
議事終了の後,来賓
の小山同窓会長,福山
常務理事,竹花学長か
ら夫々同窓会組織改
変に伴う活動の現状,
学園の経営状況が黒
字化の中で順調に推
移している現状,大学
の各種改革の現状に
ついての講話をいた
だいた。
総会終了後,農業経営の国際化に対応するための「農場
HACCP認証農場」としての認証申請をこのたび行った本学
文理短期大学卒業生の船橋市皆川牧場主皆川香理講師から認
証申請準備のための各種取り組みの現状について講演してい
ただいた。
千葉県支部総会終
了後，関東甲信越地
区総会に合流し，総
会終了後宴会場に移
動し交流会を開催し
た。冒頭に述べたよ
うに千葉県支部は数
年間の休眠期間が
あったため，久しぶ
りの再会に旧交を温
めあう光景にあふ
れ，時代は変わって
もそれぞれの野幌時代の思い出ばなしに花が咲き，時のたつ
のも忘れて語り合った次第である。
参加者には年配者が多く若い方々が少ないのが気になりま
したが，同窓会交流会は先輩から後輩への語り繋ぎという性
格がありますので，今後は若い卒業生の多数の参加をお待ち
しています。（寄稿：千葉県支部長唐仁原景昭）
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地区支部同窓会・単位同窓会紹介コーナー
近畿地区滋賀県支部設立総会・京都支部総会

１４日、近江八幡駅近くのホテルニューオウミを会場に総会
が開催された。総会前の１０時すぎからは近畿地区幹事会も開
催された。
１１時から標記滋賀県支部設立総会と京都支部総会が合同で
行われた。合同総会には総勢２４名の同窓生会員と学園から福
山二仁常務理事、榮忍高校長、同窓会から小山久一会長、浦川
が出席した。近畿地区からは山本浩光会長や各県支部長他１１
名が出席した。
会は永福裕一京都支部副支部長の司会で進行した。最初に
「酪農学園大学の現状と入試状況」をテーマにした研修会が行
われ、近畿地区緑風会会長河野雅晴氏（入試アドバイザー）が
入試動向を報告した。女子学生比率の増加や近畿地区から約１
割の在学生がいることも紹介し、配布資料により概要を述べ
た。
次に合同総会が行われ、滋賀県支部青木淸支部長、京都支部
向井裕支部長がそれぞれ歓迎のご挨拶を述べた。来賓挨拶では
小山会長が酪農学園同窓会の現況を報告し、支部設立に対して
の謝意を述べた。福山常務は学園の近況報告として学長解任問
題や全共等も含め、昨年度の学園概況を報告した。
滋賀県支部総会では青木支部長から役員案の紹介が行わ
れ、副支部長浅居正信氏、事務局長里田春男氏、幹事木下秀輝
氏、顧問山本浩光氏が提案され、拍手で承認された。また滋賀
県支部の会則も承認された。
次に京都支部総会が開催され、奥羽健二副支部長から平成２
６年度、２７年度２ヵ年の事業報告、会計報告が行われ、拍手
で承認された。その後、集合写真を挟んで同会場で懇親会が開
催された。山本浩光近畿地区会長は挨拶で４６番目となる滋賀
県支部の設立を祝福した。次に乾杯を兼ねての挨拶で榮校長は
自慢の喉を披露したのちに乾杯のご発声をいただき、祝会に
入った。
懇親会では出席者全員がスピーチを披露し、和気藹々とした
中で懇談が続けられた。閉会の挨拶は近畿地区顧問の清水良昭
氏から行われた。最後は全員で酪農讃歌「黒土」を合唱して終
了した。また午後２時過ぎからオプション企画の「近江八幡水
郷めぐり」も開催された。

大学同窓会校友会理事・代議員会

爽やかな新緑の５月１９日（木）午後６時から新さっぽろ
アークシティホテルにおいて２０１６年度の理事・代議員会が
理事・代議員１９名の出席により開催された。
会議は加藤清雄事務局長の司会で進行した。小山久一会長は
開会挨拶の中で校友会が事業計画どおりに推移していることに
加え、酪農学園同窓会の現状等も報告した。議事は恒例により
小山会長を議長にして行われた。議事録署名人には佐藤元昭理
事、栃原孝志代議員が選出された。
議事は第１号(報告事項)と
して（２０１５年度事業報
告、収支決算、監査結果）、
第２号(審議事項)として（２
０１６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、審議の結果、承認さ
れた。
第３号は同窓生関係費の具
体的な内容について提案され
承認された。
また報告として一般会計と基金の説明、6名の学園評議員候補
者推挙、16名の酪農学園同窓会代議員候補者推挙が行われそれ
ぞれ承認された。その他、獣医保健看護学類からの代議員選出
について検討することに
なった。
その後、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、総
会終了の謝意が述べられ、
最年長の高橋健理事の乾杯
の音頭で祝会に入った。
懇親会では南繁理事（酪小獣麦の会会長）の酪大生（なま）
ビールの紹介や野英二代議員（学生部長）のスピーチも行わ
れ、和気藹藹とした懇談が続けられた、最後は加藤事務局長の
指導により全員で酪農讃歌を合唱して閉会となった。
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HP:http://rakuno.org/
２０１６年７月
義援募金ご協力のお願い
〒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.

同窓会は卒業生を応援します

図書進呈のお知らせ
公財）酪農学園後援会から仙
北富志和学園長編集により「天地人の恩澤に感謝-佐藤貢の
生涯」という書籍が発行されま
した。ご承知のとおり本学の名
誉理事長で雪印乳業の創立者で
もあります。
希望者は３００円分の切手
（郵送費実費分）でお送りしま
す。必要事項をご記入のうえ、
上記同窓会事務局までお申込み
下さい。（A5版 2０7頁ハー
ドカバー）

今後の主なスケジュール（ＨＰ参照）
６月
04日（土） 関東甲信越地区神奈川県支部総会（横浜）
05日（日） 関東甲信越地区埼玉県支部総会（さいたま）
05日（日） 酪小獣四国総会研修会（高松）
12日（日） 関東甲信越地区山梨県支部総会（甲府）
12日（日） 九州地区支部長会議（福岡）
18日（土） Open Campus (1)（本学）
19日（日） 中部地区愛知県支部総会（名古屋）
25日～26日 白樺祭（大学祭）（本学）
７月
03日（日） 緑風会近畿地区総会（神戸）
15日（水） 貴農同志会（教職員ＯＢ会）総会（札幌）
23日（土） 関東甲信越地区東京支部総会（東京）
30日（土） 関東甲信越地区新潟県支部総会（新潟）
31日（日） 酪小獣麦の会総会研修会（本学）
８月
6日（土） 緑風会(教員ＯＢ会)中央研修会（本学）
９月
17日（土） ホームカミングデー（本学）
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酪農学園同窓会会長
小山 久一
酪農学園同窓会九州地区会長 古賀 友英
ご承知のとおり、４月１４日（木）から熊本地方を中心に大き
な地震が群発し、熊本県・大分県周辺に甚大な被害が広がってお
ります。多くの皆様が厳しい被災生活を余儀なくされることとな
りました。酪農学園同窓会を代表し、心からお見舞いを申し上げ
ます。酪農学園同窓会では、被災された県内および隣県同窓生の
方々へのお見舞いのために、義援金募集を行います。同窓生およ
び酪農学園関係者の温かいご支援、ご協力をよろしくお願いいた
します。
記
１．義援募金の名称
「酪農学園同窓会熊本・大分地震義援募金」
２．義援募金の目的
平成28年熊本・大分地震で被災した酪農学園同窓会会員へのお見
舞い金等
３．募集期間
２０１６（平成２８）年７月１日（金）～８月３１日（水）
４．義援募金の払込方法
＜酪農学園同窓生への義援金受付口座＞
◆振込先
名称 酪農学園九州地区連合同窓会
銀行 たちばな信金
支店 本店営業部
普通 １６２３８２７
フリガナ ラクノウガクエンキュウシュウチクレンゴウドウソウ
カイ
＊なお、お振込や払込票の際に、振込依頼人の前に「義援金」と
明記をお願いします。
５．備考
頂いた義援募金に対しましては、酪農学園同窓会ホームページで
経過をご報告することでお礼に代えさせていただきます。なにと
ぞご了承ください。
６．義援募金申込窓口・ご連絡先
ご不明な点、ご質問等ございましたら、下記までお問い合わせ下
さい。酪農学園同窓会事務局
Tel：011-386-1196
Fax：011-386-5987
E-mail：rg-dosok@rakuno.ac.jp
http://rakuno.org
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北海道では高温だった５月上旬に比べ、６月になり肌寒い日が続
いております。
５月２８日（土）には全国各地から理事・代議員の方々にお集ま
りいただき、２０１６年度の総会が無事終了いたしました。厚くお
礼申しあげます（羽田での大韓航空機の火災やＪＲの不通等に運悪
く遭遇しご苦労されたＯＢもおりましたが）。。。
今回、熊本・大分地震への義援募金協力をお願いすることになり
ました。詳細は上記をご覧願います。
また、通信制酪農学校の修了生についての同窓会参加希望を頂き
ました。ご参加いただける方を１名でも多く呼びかけていただきた
いと考えておりますので皆様のご協力をお願い申し上げます。
沖縄支部から宗谷支部まで実質的な
全国ネットワークが完成するのももう少
しです。
学生生徒募集や就職支援等の母校支援
に加え、全国ネットワークをいかした
ユニークな同窓会活動を皆様と模索して
いきたいと思います。

