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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５月１日(不定期) 第４巻 第１号（通号３７号） 

風声雪語 －野幌だより－ 
   酪農学園同窓会ニュースレター 

 熊本地震発生の翌日であいにくの悪

天候となった４月１５日（金）午後３

時から同窓生会館２階大会議室を会場

に２０１６年度第１回理事会が開催さ

れた。九州、中国、近畿、中部、関

東、道内の各地区会長を含め、２３名

（委任状９通）の理事監事が出席し

た。また当日は竹花一成学長にもご臨

席いただいた。 

 最初に小山久一会長は歓迎の挨拶と

酪農学園同窓会概況を報告した。竹花

学長からは日頃のお礼と今後の協力依

頼の挨拶が行われた。 

議事は会則により会議成立要件を確認後、小山

会長が議長を務めて進行した。報告事項では２

０１５年度の事業報告並びに収支決算、監査報

告が行われ、拍手で承認された。続いて各地区

同窓会、単位同窓会報告が行われ、北海道から

九州までの活動報告と高校、短大、大学校友会

の報告が行われた。  

 審議事項では２０１６年度の事業計画と収支予

算が提案され、原案が承認された。続いて代議

員改選案が審議され、原案が承認された。その他

では質疑応答が活発に行われ、最後に岡田勉副会

長の挨拶で閉会した。  

 多少遅れて懇親会がスタートしたが和気藹々の

雰囲気の中で行われた。浅野副会長の司会で進行

し、小山会長の挨拶後、福山二仁常務理事から学

園概況の来賓挨拶が行われた。  

 続いて後援会永田享常務理事から後援会へのお

礼とお願いの挨拶後、乾杯のご発声をいただき、

開始した。和やかな歓談や近況報告等も行われ、   

 ８時すぎに集合写真撮影ののち堀内副会長の閉

会挨拶で会を閉じた。  

編集後記 4 
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2016年度 酪農学園同窓会第１回理事会報告  



2016年度酪農学園大学・大学院入学式 

 ここ数年で一番早い雪解けの４月６日（水）１０時から、

本学体育館を会場にして、２０１６年度の入学式が執り行わ

れた。大学８２５名、大学院２９名・編入生２３名を含めて

８７７名の新入生と多くのご新入生ご父母、学園関係者が列

席した。  

 榮忍宗教主任の司式による招きの言葉で開式した。聖書で

はガラテヤの信徒への手紙 ５章１３～１５節「兄弟たち、あ

なたがたは、自由を得るために召し出されたのです。ただ、

この自由を、肉に罪を犯させる機会とせずに、愛によって互

いに仕えなさい。律法全体は「隣人を自分のように愛しなさ

い」という一句によって全うされるからです。だが、互いに

かみ合い、共食いしているのなら、互いに滅ぼされないよう

に注意しなさい」との教えをご紹介いただいた。  

 竹花一成学長は歓迎の式辞において、「出会い」の大切さ

から「隣の人に具体的に挨拶して下さい」と話し、友人の大

切さや本学の実学教育の特色と大学で学ぶ心構え等を述べ

た。 

 続いて賛美歌１５７番を全員で合唱ののち、麻田信二理事

長から挨拶を頂戴した。理事長は「田中正造翁の足尾鉱毒事

件から、国土保全における本学の建学の精神である『健土健

民』思想の重要性」や、「世界３大平地原始林である野幌森

林公園の讃美や１３２haの広大なキャンパス」を紹介し、ご

父母への祝辞を頂戴した。 

 最後に讃美歌とともに列席者全員で「酪農讃歌」を合唱し,

祝祷ののち式を閉じた。昨年に引き続き、大学同窓会校友会

準会員でもある新入生に対して、小山久一校友会会長が酪農

学園同窓会組織の概要を紹介した。新入生全員には式後の学

類別懇談会場で入学お祝いとしてパスケースが大学同窓会校

友会から贈られた。  
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風声雪語 －野幌だより－ 

 とわの森三愛高等学校入学式 

 記録的な少雪の４月７日（火）１０時から、とわの森三愛高

等学校礼拝堂を会場にして、第２６回(全日制)の入学式が生

徒、ご父母、高校関係者、ご来賓列席のもと、挙行された。 

 肥田信長宗教主任の招きの言葉で開会し、讃美歌第２編６０

番を全員せ合唱した。その後、聖書朗読・祈りのあと、２６７

名の入学生一人一人の点呼が担任から行われ、榮忍校長が入学

生に対しての入学許可宣言を行った。 

 校歌斉唱のあと、榮校長は式辞の中で今年から始まる「選挙

権」にもふれ、過去は変えられないが未来はこれからつくるも

のと話し、自身で体験したハンセン病教会での奇跡の出来事を

紹介した。「高校における学びの本来の意義や謙虚に学ぶこと

の尊さを語り、新入生に対して神から選ばれてこの場にいるこ

とを自覚してほしい」と述べた。  

 麻田信二理事長は挨拶の中で、本学の特色である三愛精神を

紹介し、土にふれながら、「夢をもって勉学やクラブに主体的

に取り組んでほしい」と励まし、「一度しかない高校生活を有

意義なものにしてほしい」と語り、またご父母や関係者に対し

て謝意を述べた。  

 ＰＴＡ齊藤暢一会長はお祝いの言葉として「さまざまな出会

いを大切にして充実した高校生活にしてほしい」祝福のメッ

セージを贈り、新入生代表の湯谷華子さんは「教員をめざし、

バスケットボールで全国大会出場を果たす為に故郷を離れて本

学に進学したので頑張りたい」と力強く誓いの言葉を述べた。 

 その後、讃美歌第２編１６７番を全員で合唱し、肥田宗教主

任から祝福の祈りが行われた、式を閉じた。終了後、榮校長よ

り学園役員紹介やクラス担任等高校関係者の紹介のあと、新入

生が退堂した。  

学事紹介コーナー            
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第４巻 第１号（通号３７号） 

短期大学部同窓会幹事・代表委員総会 

 記録的に早い雪解けを迎えた４月２１日（金）午後６時から

新札幌の「ホテルエミシア」を会場にして、標記の総会および

学習会が１８名の出席者により開催された。学園から麻田信二

理事長、仙北富志和学園長が出席。同窓会から小山久一会長、

浦川が出席した。会は筒井静子事務局長の司会で進行し、開会

挨拶で堀内会長は短大同窓会概要とともにⅡコース記念誌「ふ

みあと」の出版等を紹介した。  

 総会では堀内会長を議長

に選出して進行し、第１号

議案として平成２７年度業

務報告（議長）。第２号議

案として決算報告（伊藤明

美副会長）、会計監査報告

（伊藤博之氏）が行われ原

案どおり承認された。第３

号議案の平成２８年予算

は、第４号議案の酪農学園

同窓会との事務財務移管統合を先に審議した。酪農学園同窓会

への一元化では活発な意見交換が行われ、結論として短大同窓

会の資産移管は白紙に戻し、再考していくこととし、今年度検

討していくこととした。また２８年度予算は、負担金や総会運

営雑費等が追加計上され、原案を修正して承認された。 

  第５号議案の酪農学園同窓会代議員選出は、６名の候補者が

提案され承認された。第６号議案の酪農学園評議員の候補者の

推薦については、協議の結果、副会長の黒澤敬三氏が候補者と

して選任された。  

  懇親会は、時間の関係上、仙北学園長の乾杯で開始され

た。来賓挨拶で麻田理事長

は学園の入試を紹介し短大

同窓生に述べた。小山久一

同窓会会長は、酪農学園同

窓会の現状を紹介した。そ

の後、和やかな雰囲気の中

で懇談が行われ、最後は黒

澤敬三副会長の挨拶で閉会

となった。  
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 関東甲信越地区群馬県支部総会  

  第９回酪農学園同窓会群馬県支部定期総会を４月２３日

（土）に前橋市内にあるＪＡぐんま研修センターで２３名の出

席者により開催しました。 

 本学から小山同窓会長、福山常務理事、関東甲信越地区から

岡田会長並びに東京･埼玉支部会長、東京オフィースから高澤所

長を向かえ、盛大に

行われました。 

  

 総会では事業報告

並びに計画について

承認されました 

  

 記念講演では

フィーディングシス

テムの野英二教授か

ら、「大学付属農場

と農場実習の変遷」

と題して、昔懐かしい多くの写真を使っての講演でした。 

 その後、懇親会でも1人1人が大学時代の思い出や現在の仕事

に大学時代の勉強がいかにやくだっているかなど、活発な意見

交換があり、県内だけでなく来賓の方たちとも親睦を深めるこ

とができ、実りの多い総会となりました。 

                 （文責 事務局 宮内 誠） 

  

地区支部同窓会・単位同窓会紹介コーナー            



〒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 

 

 １４日（木）に熊本地方を襲った震度７の地震は、１５日の理事

会後も１６日にあらためて本震が起こり、その後も震度４以上の大

きな地震を繰り返し、死者も４０名以上、２週間を経過したがいま

だに予断を許さない状況が続いている。 

 ３００名に近い熊本県在住の同窓生の安否や被害状況が十分に把

握されず、心を痛めている。 

 早く小康状態が尾と訪れ、一日も早い復旧作業が開始されること

を願っている。 

 同窓会も５月末に控える総会において、被害にあった同窓生への

お見舞い等を考えていきたいと思う。 

 母校のある北海道はこれから一年で一番さわやかな季節を迎え、

桜も満開に咲いているが今

年だけは手放しに喜べない

気持ちである。 

 数年前に本学学生へご両

親のメッセージを携えて尋

ねてきてくれたクマもん含

めて被災者された方々を応

援していきたいものです。 

  

今後の主なスケジュール 

２０１６年 

５月 

 ８日（日）関東甲信越地区総会交流会（千葉県） 

 ８日（日）関東甲信越地区千葉県支部総会（千葉県） 

１４日（土）近畿地区滋賀県支部設立総会（近江八幡市） 

１４日（土）近畿地区京都支部総会（近江八幡市） 

１９日（木）大学同窓会校友会理事代議員会（札幌市） 

２７日（金）酪農学園理事評議員会（札幌市） 

２７日（金）酪農学園同窓会理事会（２）（札幌市） 

２８日（土）酪農学園同窓会理事会代議員会（本学） 

 

６月 

 ４日（土）関東甲信越地区神奈川県支部総会（横浜市） 

 ５日（日）関東甲信越地区埼玉県支部総会 

                   （さいたま市） 

１１日（土）獣医学科同窓会代議員会（本学） 

１９日（日）中部地区愛知県支部総会（名古屋市） 

２６日（日）緑風会近畿地区総会（神戸市） 

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） 

熊本地震へのお見舞いとお願い  

酪農学園同窓会 会長 小山久一 

同九州地区 会長 古賀友英 

 熊本地震は現在も大きな揺れが続き、熊本県支部長は

じめ多くの本学同窓生がいまだに不安と被害の中にあるこ

とに対し、心よりお見舞い申し上げます。 

 酪農学園同窓会では九州地区事務局を中心に熊本県

支部同窓生２８５名と近隣県被害者の安否確認や被害

状況の調査を進めております。 

 

 同窓生の皆様で友人、知人の安否情報等をお持ちの

方は、同窓会までお知らせいただければ幸いです。 

 

 この地震が一日も早く小康状態になり、これ以上被害が

拡大しないことを心から願っております。 


