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同窓会現況（卒業生数） 
２０１５年度 累計卒業生数 

 大学院 計  １，５５９名 

 大   学 計   ２８，６８５名 

 短 大 計        ９，４８７名 

 高 校 計   １９，５０９名 

 合 計 計   ５９，２４０名 

 酪農義塾 計           ３０３名 

   酪農学校 計    

  ９２，０００名 

   総合計  

 １５１，５４３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（１）(島根) 

四国地区：    ４支部（０） 

九州地区：    ８支部（０）４６支部（１) 

HP:http://rakuno.org/ 

発行日2016年３月３１日(不定期) 第３巻 第１２号（通号３６号） 

風声雪語 －野幌だより－ 
   酪農学園同窓会ニュースレター 

 ３月２５日（金）午後５時

から新ひだか町静内の「天

政」を会場にして、標記の日

高第二支部設立総会が開催さ

れた。新ひだか町、様似町、

浦河町、えりも町の４町約２

５０名の会員で構成されてい

る。 

 設立総会には２６名の同窓

生会員と学園から仙北富志和

学園長、後援会から永田享常

務、同窓会から小山久一会

長、浦川の４名が出席した。 

 設立総会に至るまで２,３回

の世話人会、準備委員会が小野武二三氏（静内

農業元校長）、や静内農業高校二木校長を中心

に開催されており、総会に先立ち設立経過が小

野氏から報告された。 

 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。仙北学園長は学園の近況報告として入試の

状況や経営状況、創立者の生誕にちなんでの書

籍紹介を述べた。 
 総会は二木氏の司会、西村和夫氏（ＪＡしずない

組合長）を議長に進行し、日高第二支部会則およ

び役員案が拍手で承認された  

 その後、集合写真、休憩を挟んで同会場で懇親

会が開催された。支部長に選任された下川孝志氏

より就任の挨拶が行われ、「三愛塾」を通じての

出会いが今の人生に大きな影響を受けているとの

述べ、今後毎年総会を開催し、２期６年は勤めた

いと抱負を語った。  

編集後記 4 
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北海道第二地区日高第二支部設立総会報告  



関東甲信越地区長野県支部総会 
 

 2016年3月12日（土）午後1時から松本市中央公民館を

会場にして2015年度の総会と講演会が開催された。会員は

14名、関東、本学からの来賓講師6名の出席で総勢２０名に

ご家族を含めての総会となった。 

 総会では 議案書第1号議案、第２号議案について承認され

た。質疑において会員数について質問があり、長野県支部は

今年度の入会金49名と卒業生会員382名にご案内したことを

通知した旨を回答した。 

 総会終了後の講習会では小山邦武氏が「農の持つ力の大き

さを知って」をテーマに講演していただいた。酪農学園に来

て、樋浦先生より「君たちは虚学を学んでいる」との指摘

に、心が突き刺された思いになり、学園で学ことを決意。イ

リノイ州へ酪農を学びに行った際に、日本は資源の多い国と

の話を現地者よりされ、その回答から日本の見方が変わり、

いろいろな方面から物事を見るようになった。 

 飯山市で市長を行った際は、その見方が市の活性化に繋

がっている。小山先輩の語る人生史と人間模様は、後輩にい

ろいろな示唆と与えてくれた。    

 

 樋口豪紀教授の講演は「牛は微生物とどのように戦うか？

乳房炎の免疫とマイコプラズマ感染症のトピックス」のテー

マ。 

 スライドを用いて農家の方にも分かり易く説明があり、乳

房炎の機序やマイコプラズマ感染症について理解をすること

ができた。 

 講習会終了後には、皆さんより大変分かりやすくてよかっ

たとの好評で、別の機会に長野県に来ていただき、もっと多

くの方に話を聞いてもらいたいとのことであった。 

 講習会終了後は会場を移動して懇親会が開催され、和やか

な懇談が行われた。（文責 北條 博夫） 
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風声雪語 －野幌だより－ 

 中部地区石川支部総会 

 3月20日（日）11時からホテル金沢を会場にして第二回と

なる中部地区石川県支部総会が県内同窓生、藤井敏夫支部長以

下13名、中部地区から永井勝会長、学園から福山二仁常務、

小山久一同窓会長が出席して行われた。 

 総会は藤井敏夫支部長の挨拶の後、小山久一同窓会長から全

国の同窓会の開催状況や学園が近代農業系大学に生まれ変わり

つつある今こそ同窓会の役割が重要であることなど、福山二仁

学園常務理事からは、昨年学園から黒澤酉蔵翁生誕130年記

念事業の一環として発刊された「酪翁自伝」の紹介、学園の近

況、今後の方向性等について、永井勝同窓会中部地区長から中

部地区の同窓会の開催状況等についてのお話を含めたご挨拶で

はじまりました。 

 その後藤井支部長を議長として県内の同窓生の動向及び支部

活動状況並びに会計状況の報告があり、会則の改正について審

議され全ての報告及び議案が承認されました。 

 会議形式の会合を終えたあと大橋伸行氏の司会進行で懇親会

が開催されました。藤井支部長の挨拶に続き長屋一二同窓会支

部相談役の乾杯の音頭で和やかに懇親会がはじまりました。宴

席の途中、来賓の方々も含めたすべての参加者からそれぞれの

学園時代の想い出や近況の報告がありました。 

 最後に高来副支部長の指揮により全員での酪農賛歌の合唱で

仲締めお開きとなりました。今年の同窓会は、参加者それぞれ

の言葉から、私たちを育てて頂いた学園とその先生方への感謝

の思いを強く感じる会となりました。学園と先生方への感謝の

気持ちを忘れずに、酪農学園の卒業生としての誇りと自覚を

もって社会に貢献していかねば再認識する会となりました。

（文責 事務局長 戌亥一朗） 

 

地区支部同窓会紹介コーナー            
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第３巻 第１２号（通号３６号） 

とわの森三愛高等学校卒業証書授与式報告 

 天候にも恵まれた２月２７日（土）１０時から、同校礼拝堂

を会場に２０１５年度の卒業証書授与式が多くの保護者、在学

生、酪農学園関係者列席のもと、挙行され、２４０名の卒業生

が巣立った。 

 聖歌隊の讃美歌453番に迎えられて卒業生が入堂し、前奏の

のち肥田信長宗教主任の招きの言葉、全員での讃美歌２編167

番合唱、聖書朗読並びに祈りが行われた。 

 

 榮忍学校長より卒業認定宣言が行われ、卒業証書授与では各

担任が一人一人を読み上げ、クラス代表に学校長から証書が授

与された。続いて校歌斉唱ののち学校長より式辞があった。 

  

 学校長は学園８０周年や黒澤翁生誕１３０周年、全共を経験し

た学年であると紹介したうえで、３ヵ年での内面の成熟の重要

性を述べた。また今日的な諸課題に対し、三愛精神に立脚し自

ら深慮して生きることの重要性を述べた。  

 

 麻田信二理事長は自らの５０年前を振り返りながら「内村鑑

三」の「後世の最大遺物」を紹介して「人生に何を残すか？」

の問いに「真面目な生活を送ること」の重要性を述べた。卒業

生には「卒業生であることに誇りを持ってよき人生を歩んでほ

しい」とエールを贈った。最後に保護者や関係者への謝意を

持って挨拶を閉じた。 

  

 続いて齊藤暢一PTA会長から祝辞をいただいた。齊藤会長は

「卒業生として誇りを持ってほしい、負けるな、頑張れ」と

エールを送った。讃美歌494番を合唱のあと、送別の言葉を在

校生代表伊藤彩花さんが、卒業生からの別れの言葉を向山康貴

さんが生徒会長としての経験等を述べた。  

 

 また卒業生代表の溝井安紗美さんからテントの記念品目録が

榮学校長に贈呈された。讃美歌440番を挟み、祝福の祈りが肥

田宗教主任から行われ、在校生、教職員の讃美歌405番に送ら

れて卒業生が退堂した。  
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 酪小獣中国地区設立総会  

 2016年３月６日岡山国際交流センターにて酪小獣中国の設

立総会および記念公演を開催いたしました。酪小獣としては最

後の地域となった中国地方での開催を実現することができまし

た。設立総会は鳥越会長の挨拶から始まり、川上副会長を議長

として会則の確認や役員会の決定、2016年度の活動予定が確

認され、E-learningシステムの説明が山下教授よりなされまし

た。山下教授による心肺蘇生のガイドラインという内容のセミ

ナーで、多くの質問があり非常に有意義な講演となりました。 

（文責 事務局長 大石太郎） 

 

 酪小獣大阪会総会・学術講習会  

「酪小獣 大阪会」は平成28年総会ならびに学術講習会・懇親

会を開催しましたので御報告します。  

平成28年2月28日午後、大阪コロナホテルにておこないまし

た。酪農学園からは同窓会副会長で酪小獣担当の加藤清雄先生

と理事の福山二仁氏にお越しいただき、総会ののち酪農学園大

学の前原誠也先生を講師にお迎えし「眼科の基本的な検査と前

眼部疾患について」と言う演題で御講演いただきました。この

日は天候にも恵まれ、大阪を中心に兵庫、奈良、和歌山、滋賀

からも参加者があり、24名集まりました。また、1週間後に酪

小獣中国の設立総会を控えた岡山の鳥越秀二先生も遠路はるば

る視察を兼ねてお越しになりました。講習会終了後、場所を変

えて懇親会がおこなわれました。参加者はさらに増えて32名と

なり、締めの「酪農賛歌」まで盛大で楽しいひと時を過ごすこ

とができました。今後の課題としては、近隣府県への連絡情報

網の充実が挙げられます。また、会場変更などでさらなる経費

削減に努めなければいけません。 

 最後に、新たに中国地方で発足する酪小獣中国の今後の発展

をお祈りします。これはおまけですが、翌29日は北海道が記録

的な暴風雪に見舞われ航空便は軒並み欠航となり、北海道から

お越しいただいた先生方は1日大阪で足止めか、と心配しました

が、午後に一時的な天候の回復があり、運良く再開した便に無

事乗ることができてお帰りになりました。（文責 事務局長 泉谷

泰弘） 

職域ＯＢ会・学事紹介コーナー            



〒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/ 

 

あ と が き 

 

 １８日（金）に酪農讃歌を歌って卒業した７７７名の新同窓生を

見送った３月。年度が改まり４月にはまた新入生が狭き門をくぐっ

て入学する。 

 ２０１５年度を振り返ると創設者の生誕１３０年にちなんだ書籍

も刊行され、１０年ぶりに開催された全日本ホルスタイングランプ

リでは本学の入賞も含めて多くの卒業生が活躍した。 

 学長の解任や新学長の誕生もあり、さまざまな問題を残したが２

０１６年度はどういう年になるのでしょうか？  

 ３月も末になり、三寒四温と言われるような日が続き、寒い日は

吹雪気味の日もあり、暑い日は１０度を超えることもあり、冬と春

が行きつ戻りつの状態の状態である。 

   

  

 

   

今後の主なスケジュール 

２０１６年 

４月 

 ６日（水）大学入学式 

 ７日（木）高等学校入学式（全日制課程） 

１５日（金）酪農学園同窓会理事会（１） 

１６日（土）高等学校入学式（通信制課程） 

２１日（木）短大同窓会総会 

２３日（土）群馬県支部総会 

 

５月 

 ８日（日）関東甲信越地区総会交流会 

 ８日（日）関東甲信越地区千葉県支部総会 

１４日（土）近畿地区滋賀県支部設立総会 

１４日（土）近畿地区京都支部総会 

１９日（木）大学同窓会校友会理事代議員会 

２７日（金）酪農学園同窓会理事会（２） 

２８日（土）酪農学園同窓会理事会代議員会 

 

同窓会は卒業生を応援します。 
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 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） 

 大学学位記授与式報告 

 記録的なほど雪が少なく穏やかな１８日（金）午前１０時か

ら、大学再編後、獣医学科を除く学群学類の第２期生や学部生、

大学院生等卒業生（７７７名）への学位記授与式が挙行された。 

 式は１０００名を超える卒業生、ご父母および学園関係者の列

席の下、大学体育館を会場にして行われた。前奏に続き司式の榮

宗教主任の招詞のあと、讃美歌３３８番を起立して合唱した。聖

書はローマの信徒への手紙１２章３～８節が朗読され、祈祷が行

われた。 

 続いて学位記授与式が行われ、竹花一成学長から農食環境学群

の各学類や大学院の総代、三大学連携の大学院修了者や学部学科

卒業生に対して学位記を授与された。 

 讃美歌２４番（第二編）のあと竹花学長から式辞が述べられた。

学長は「酪農讃歌」の「窮乏の底に沈める国起こせ」という言葉

を引用し、食糧生産の重要性と本学卒業生としての使命を述べ

た。  

 証詞では卒業生代表の吉村茉佑さんは、応用微生物学研究室出

身で学生生活の思い出を振り返り充実した学生生活を振り返り恩

師や学友に謝意を述べた。 また松倉大樹さんは、幼年期から畜産

獣医師をめざして本学を志望。入学後も海外留学経験等を経て身

につけた経験や技術をもって、今後、兵庫県職員として但馬牛の

育成をめざす抱負等を述べた。 

 麻田信二理事長は挨拶の中で、「三愛精神」と「健土健民」は

これからの時代の転換期に生きる人たちに重要な教えであること

を述べた。「酪農讃歌」をともに歌える仲間がいることに誇りを

持って人生を歩んでほしいとエールを贈った。最後に酪農讃歌を

全員で合唱し、榮宗教主任の祝梼、後奏ののちに式を閉じた。  


