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同窓会の現況（卒業生数） 
２０１４年度 累計卒業生数 

 大学院 計  １，５２８名 

 大   学 計   ２７，９２５名 

 短 大 計        ９，４８７名 

 高 校 計   １９，２４６名 

 合 計 計   ５８，１８６名 

 酪農義塾 計           ３０３名 

   酪農学校 計    

  ９２，０００名 

   総合計  

 １５０，４８９名  

地区支部の設置状況（ ）は未設置        

北海道１区：３支部（１）(江別) 

北海道２区：６支部（３）(空知1)(胆振2)(日高2) 

北海道３区：５支部（２）(後志1)(後志2) 

北海道４区：６支部（１）(留萌1) 

北海道５区：６支部（０）      ２６支部（7) 

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２月２１日(不定期) 第３巻 第１１号（通号３５号） 

風声雪語 －野幌だより－ 
   酪農学園同窓会ニュースレター 

 平成27年度 沖縄県支部総会が開催さ

れました。  

 平成28年1月30日（土）沖縄県豊見

城市 瀬長島ホテルにて平成27年度沖縄

県支部が開催されました。冬でも気温

20℃と沖縄らしい天気に恵まれ、午後6

時より松園あかね氏の司会進行により開

会されました。  

   田中巧一支部長より開会宣言のあ

いさつのあと、小山久一同窓会長よりご

あいさつを賜り、母校からもっとも遠い

沖縄支部において盛況に活動していることは他

の支部にもたいへん励みになるとのあたたかい

お言葉をいただきました。続いて福山二仁常務

理事より母校の現況についてのご説明をいただ

きました。 

 続いて総会議案がすべて承認され次年度も支

部会員によって沖縄らしい活動と母校への応援

をひきつづき行っていく旨の意思統一がはから

れました。  

 小山久一酪農学園大学名誉教授による「黒澤

酉蔵と田中正造との出会い」と題するご講和に

おいて建学の精神をあらためて学ぶことができ、

聴講する時間の少ないことを惜しむ声がのちに多

く聞かれるほどでした。 

 総会終了後に懇親会場に移動して仲宗根忍氏に

より司会進行され、冒頭で九州地区同窓会会長古

賀友英氏より乾杯のご挨拶をいただき、大分県支

部の設立総会が実施されたこと、宮崎県での九州

地区合同同窓会が開催される予報等についての案

内をいただきました。荒川真人副支部長より閉会

のあいさつの後酪農賛歌を全員で肩を組んで合唱

後に別れを惜しみつつ散会となりました。 

                                        （文責 田中 巧一）  

編集後記 4 
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九州地区沖縄県支部総会報告  



北海道第５地区十勝支部総会 

１月23（土）１１時より酪農学園同窓会北海道第５地区十勝

支部第5回総会が若竹会館を会場に行われた。 出席者総数４

８名、沢本輝之支部長の開会のあいさつの後、総会では、2年

任期の役員改選に伴う次期役員が選出された。 

 現沢本支部長には顧問となっていただき、新支部長に飯島勝

さんが選出され、副支部長には鈴木洋一さん、安藤国廣さん

と共に、角倉了一さんが選出され、3名体制となった。役員改

選の後、総会の席で、今回の酪農学園の騒動の説明責任が、

学園側にあるのではないか。また、同窓会十勝支部一員とし

て、遺憾に思う、残念だなどの意見が出席者の中から出され

た。 

  今回は十勝バーク堆肥を中心に企業展開する、ＦＯＲＥＸ

代表取締役会長、森 雅三様に「40年を振り返って」と題

し、今までのいろいろな失敗（経験）をいかに糧にして経営

をし、今に至ることができたかについて、また、今後のさら

なる目標（西日本工場進出、販売）について講演していただ

いた。  

 講演の中で、会長の座右の銘はダーウインの「最も強いも

のが生き残るのではなく、最も賢いものが生き延びるのでも

ない。ただ唯一生き残るのは変化できる者だけである。」

（変化できる者＝挑戦する者）であった。  

 自身に置き換え、自分の糧となる、素晴らしい講演を聞く

ことができた。演者をご紹介いただいた、鈴木洋一副支部長

に感謝いたします。  

 その後、昼食会の席では、講演の演題をプロの書道家のご

とく直筆していただいた、安藤副支部長の乾杯のご発声によ

り昼食会がはじまり、出席していただいたみなさんが近況報

告をしながら時は過ぎ、次期支部長に選出された飯島勝新支

部長の思いの込められた今後に向けたご挨拶にて閉会した。  

 また、飯島新支部長の好意により、ご自身も参加、加工さ

れている、元気の会の「ヲロベの元気」（ハスカップジャ

ム）が参加者全員に配られました。 

               （文責 事務局長 清水泰久）  
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風声雪語 －野幌だより－ 

 九州地区鹿児島県支部総会 

１月３１日（日），小山久一同窓会長，古賀友英同窓会九州支

部長，酪農学園から福山二仁専務理事，食品流通学科柳京熙准

教授の出席を賜り鹿児島県支部総会を開催しました。今年の総

会には2013年卒業生5名も初めて出席し，久々に25名の出

席者となりました。 

 研修会では柳京熙准教授から「TPPで日本はどうなる？〜

米韓FTAの現状から日本の姿が見える～」と題し，米韓ＦＴ

Ａ後の韓国農業の現状から，今後の日本農業の将来像について

記念講演を頂き全員が聞き入りました。 

 また懇親会は，出席者全員が近況報告をし，最後は東洋生君

（酪農1982卒）伴奏の酪農讃歌を3番まで歌い，明日が月曜

日と言うことを忘れるくらい大いに盛り上がりました。 

                   (文責 宮下 浩秋） 

 

「福岡三愛会」開催報告 
 毎年2月4、5日と地方試験があり、それに合わせて2日に福

岡で同窓会を行いました。 

 今回参加された先生方は岡本先生、岩野先生、津川先生の3

名を含む総勢28名で、福岡で有名な“水炊き いろは”で開催

いたしました。 

 酪農の先生方からは大学の近況報告と、三愛同窓会費の未納

が多数で、三愛を発行ができなくなりつつあるため、卒後一括

で会費を徴収考慮中や、住所の届けがなく返本が多いことな

ど、問題点をお話しいただきました。 

 その後は食事をしながら皆さん語らいあっており2時間が

あっという間に終了となりました。 

 また来年も皆さん元気で開催を誓い合ってのお開きとなりま

した。（文責 福岡三愛事務局：大久保 利秀） 

地区支部同窓会・単位同窓会紹介コーナー            
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第３巻 第１１号（通号３５号） 

北海道２区空知第二（北空知）支部総会 

 ２月２１日（日）午後２時３０分より酪農学園同窓会北空知

支部総会が滝川市「福喜園」を会場に行われた。出席者総数１

４名。本学からは竹花一成学長、中出哲也教授、小山久一同窓

会会長、浦川の４名が出席した。 

 水口正之事務局長の司会で進行し、高谷富士雄北空知支部長

の開会挨拶が行われた。 

高谷支部長は１２月に発刊されたⅡコース記念誌「ふみあと」

にふれ、北空知支部総会での話題が実を結んだことに謝意を述

べた。 

 来賓として竹花一成学長は

自己紹介と学園現況を紹介

し、建学の精神を柱に寮教育

や考える力を育てることの重

要性を述べた。中出教授は地

元音江町出身で当会の顧問で

もあり、建築中の病院紹介や

新卒会員を紹介した。小山会

長は担当でもある建学原論の

紹介と同窓会現況を紹介した。 

 その後、３時過ぎから総会が行われ、議長に高谷支部長を選

任して議事に入り、以下の議事が審議された。 

 １）議案 第１号 平成２７年度 活動報告・収支決算は原案ど

おり承認された。  

 ２）議案 第２号 平成２８年度会員加入・脱退の承認につい

て  今期会費納入を以って本支部会員とし、会員名簿に登録す

ることが提案された。 

 ３）議案 第３号 平成２８年度活動方針・予算案について  
 ４）議案 第４号 規約の改正について  

 本部会則改正に伴い、支部会則から「連合会」を削除する提

案が行われた。また会計年度を２月１日から１月３１日の変更

することが提案され、承認された。  

 事業計画として白樺祭、ホームカミンデー時母校訪問が計画

されている。また高谷支部長から繰越金の一部を後援会や育英

会に寄付する提案が行われ了承された。 

 総会終了後、同会場において小山同窓会会長の乾杯発声によ

り、懇親会となった。支部内の各地区の代表者が集まっての和

やかな懇親会も、５時すぎに記念撮影ののち、北本清美顧問の

発声により懇親会を終了した。  
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 関東甲信越地区茨城県支部総会  

 酪農学園同窓会茨城県支部は、平成２５年に再発足しまし

た。今年度は、再発足後、第三回目となる同窓会の開催です。

当日は、穏やかな快晴にも恵まれ絶好の同窓会日和となりまし

た。 

 総会に先立ち、東京オ

フィスの高澤所長様から

「東京オフィスの現況に

ついて」ご講演をいただ

きました。東京オフィス

は、有楽町駅から数分と

いう一等地に事務所を構

えていることに驚き、高

澤所長様からは、都会の

殺到で目眩がしたときの

避難場所としてどうぞご活用下さいとのことでした。 

 総会では、小山同窓会長様から、これからの同窓会のあるべ

き姿についてご挨拶を頂きました。福山常務理事様からは、酪

農学園学長解任の経緯等のお話があり、同窓生一同緊張の面持

ちで話に聞き入っておりました。 

 議事については、

議長の円滑な進行に

より役員改選も含め

全ての議案が承認さ

れました。これまで

茨城県支部長として

会の活動にご尽力い

ただいておりました

上野支部長が退任さ

れました。ここに、

会員一同、厚く感謝

の意を表します。 

 懇親会では、関東甲信越ブロック岡田会長様から大学を含め

た組織のガバナンス体制等についてご挨拶をいただきました。

乾杯前からなぜか盛り上がり、途中、根本久美子新支部長の踊

りの披露あり、出席者全員からコメントコーナーありで、あっ

という間の２時間でした。根本新支部長を中心として、次回の

同窓会に賭ける期待が益々膨らんで散会となりました。 

                   （文責 前田 育子） 

 

 

 

 

 

地区支部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 

 

 節分が終わり、本州では季節が冬から春へと変わっていきますが

母校はこれから３月１８日の卒業式までは長く厳しい冬が続きま

す。しかし今年は例年に比べて雪が少なく過ごしやすい冬となって

います。 

 ２０１５年は創立者黒澤酉蔵翁の生誕１３０年ということで記念

出版や関連イベントも実施されました。 

 また、上記の短大Ⅱコースの２０年の軌跡を辿る「ふみあと」も

１２月に発行され、卒業生全員に配布されました。 

 貴重な写真や当時の思い出話が満載された非常に貴重な刊行物と

なりました。Ⅱコース以外の方々にも多少残部がありますので送料

実費分の３５０円切手を添えて同窓会までお申込願います。 

 さらに酪農学園後援会からは左記の「佐藤貢の生涯」も仙北学園

長の編集で刊行されました。こちらも実費送料分の３００円切手を

添えて同窓会までお申込願います。（在庫部数から１人１冊までと

させていただきます） 

 日差しの暖かさに春の訪れを少しずつ感じる季節になりました。 

 ２月は逃げる、３月は去るであっという間に一年が経過しました

が３月は卒業、４月は入学と別れと出会いの季節を向かえます。 

  

今後の主なスケジュール 

２０１６年 

２月 

１４日（日）Ⅱコース「ふみあと」発刊祝賀会 

２１日（日）北空知支部総会 

２７日（土）高校卒業式（全日制） 

２８日（日）酪小獣大阪会総会・学術講習会 

３月 

０５日（土）大学第二期学力入学試験 

０５日（土）高校卒業式（通信制） 

０６日（日）酪小獣中国設立総会 

０６日（日）埼玉県支部 春のイベントツアー 

１２日（土）関東甲信越地区長野県支部総会 

１８日（金）大学学位記授与式 

２０日（日）石川県支部総会 

４月 

 ６日（水）大学入学式 

１５日（金）酪農学園同窓会理事会（１） 

２３日（土）群馬県支部総会 

 

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） 

 短大Ⅱコース記念誌「ふみあと」発刊祝賀会＆ 

   「ふみあと会」設立総会報告 

  2月14日、新さっぽろアークシテイホテルにおいて、12月に

発刊された短大Ⅱコースの記念誌「ふみあと」～酪農学園短期大

学第Ⅱコース20年の軌跡～、発刊記念祝賀会がふみあと編集局と

新たに設立されたⅡコースふみあと会の共催で開催された。祝賀

会には記念誌発刊に関わった教職員、１～20期までのⅡコース同

窓生、編集委員など46名が参加した。  

 発起人あいさつで、ふみあと編集局代表の黒澤敬三氏（Ⅱコー

ス9期生）は、学園創立者である祖父・黒澤酉蔵翁に触れ、昭和

42年発行のⅡコース農ゼミ研究集録に掲載された寄稿文「短大二

部は実質的中核」を紹介  

 学問と実学を併せて行うという黒澤酉蔵が目指した実学教育の

一端を記録として後世に残すことができた、と寄稿者、座談会参

加者、取材者、編集担当者らへの感謝を述べた。  

 ふみあと会代表の山川勝氏（１期生）は、同窓生としてこのよ

うな立派な記念誌を作られたことに感謝をしたい、また黒い本表

紙は当時の学生会機関誌〝心友″を思い起こし感慨深いと話され

た。 祝辞を述べられた仙北富志和酪農学園長は「教育とは習った

ものをすべて忘れた後に残るものだ、それが教育なのだ」との言

葉を紹介し、Ⅱコース卒業生の存在はその成果そのものだと話さ

れた。ふみあと会設立についても、閉校から30年経ってこのよう

な同窓生の交流の場を作られたことに敬意を表する、今後の展開

に大いに期待したいと述べる。 


