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酪農学園同窓会連合会ニュースレター

酪農学園同窓会

役員の横顔（会長・副会長・地区会長等）

トピック
ＨＰの更新状況から
9.12 ホームカミング
デー
10.24 全共時同窓会

小山 久一氏
会 長（大学酪農９期卒）
大学校友会会長
札幌市在住

○高等学校関連

岡田 勉氏
副会長（大学酪農２期卒）
関東甲信越地区会長
千葉県柏市在住

〇短期大学関連
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堀内信良氏
副会長（短大酪農２３期卒）
短大同窓会会長
札幌市在住
浅野政輝氏
副会長（とわの森三愛１期卒)
とわの森三愛高同窓会長
石狩郡当別町在住

○大学関連
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7.26 酪小獣麦の会総会
8.01 緑風会中央研修会
10.18 酪小獣地塩会総会
〇地区支部同窓会関連
2015年
7.25 東京都支部総会
7.26 神奈川県支部総会
8.23 熊本県支部総会
9.27 宗谷支部総会

加藤 清雄氏
副会長（大学獣医５期卒）
大学校友会事務局長
札幌市在住

下田 尊久氏
北海道第一地区会長
（大学酪農１２期卒）
札幌市在住

大津 初司氏
関東甲信越地区副会長
（短大酪農１５期卒）
群馬県吾妻郡高山村在住

髙谷富士雄氏
北海道第二地区(道央)会長
（大学酪農７期卒）
滝川市在住

永井
勝氏
中部地区会長
（大学獣医４期卒）
富山県富山市在住

都築 信夫氏
北海道第三地区会長
（大学酪農９期卒）
二海郡八雲町在住

山本 浩光氏
近畿地区会長
（大学酪農８期卒）
大阪府和泉市在住

岸本 源正氏
北海道第四地区(道北)会長
（機農農業科１２期卒）
上川郡東神楽町在住

立原 英夫氏
中国地区会長
（大学農経７期卒）
岡山県倉敷市在住

沢本 輝之氏
北海道第五地区(道東)会長
（機農農業科１８期卒）
河西郡芽室町

渡辺 博文氏
四国地区会長
（機農高酪農経営科１期卒）
愛媛県西条市在住

杉山 篤弥氏
東北地区会長
（大学獣医１９期卒）
青森県上北郡野辺地町在住

古賀 友英氏
九州地区会長
（短大酪農１０期卒）
長崎県諫早市在住
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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
平成２７年度酪農学園長崎県支部同窓会総会報告

平成２７年７月１８日（土）午後３時３０分から長崎県諫
早市のＡコープ・レストランにおいて、本学から福山二仁常
務理事、同窓会会長の小山久一様をお招きし、１９名の会員
の出席で開催された。
総会では、小山同窓会会長及び福山常務の祝辞に次ぎ、平
成２６年度事業・会計報告、監査報告が行われ、平成２７年
度事業計画が審議され、承認された。続いて、役員改選が行
われ、初代長崎県支部長（現九州連合同窓会会長）の古賀友
英氏が顧問に就任。新支部長に松崎秀保氏が引き継ぐことに
なった。副会長には、長年、事務局長として支えてきた岩永
政弘氏と北村政巳氏が就任。事務局長を久保達彦氏が就任と
なった。
記念講演では、酪農学園 教育センター特任教授（建学原論
担当）の小山久一様より、『建学原論と上野幌で芽吹いたデ
ンマーク農業』をテーマとした講演を頂き、参加者みな、学
生時代にタームスリップしたように熱心に聞き入りました。
懇談会では、新会長の松崎秀保会長の乾杯の発声で懇談会
が開始され、終始和やかな雰囲気で大変盛り上がり出席者全
員による近況報告が行われました。大学時代の思い出話や大
学への思い、近況等も含め話を弾ませ、同じ酪農学園大学の
同窓生としてより団結が強まる懇談会となった。また、最後
には全員、肩を組んで酪農讃歌を熱唱、岩永副会長の閉会の
挨拶でお開きとなった。
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第１０回東京都支部定期総会終了報告

７月２５日午後１時より酪農学園東京オフィスにて東京都支
部定期総会並びに記念講演、懇親会が開催されました。当日暑
い中、２９名の方々の出席を賜りました。
１）定期総会
総会を開会するにあたり事務局長佐藤より開会の辞が告げら
れ、須田支部長の挨拶を頂きました。その後須田支部長が議長
席に就き、事務局長の佐藤が書記を取らせて頂きました。
第１号議案から第４号議案まで審議され、出席者全員からのご
賛同を頂き拍手を以って承認されました。
２）ご来賓ご挨拶
ご来賓のご挨拶には酪農学園同窓会副会長 堀内信良様、学
園酪農同窓会関東甲信越地区会長 岡田勉様よりご挨拶および
近況報告を賜りました。
３）記念講演
学校法人酪
農学園学園長
仙北富志和様
より「黒沢酉
蔵翁西端１３
０年 遺訓を聴
く」と題して
酪農の本質、
目的、重要性
ということに
ついて拝聴致しました。
酪農への情熱と一人の人間として生きていく本質を教えて頂
いたような気がしています。あの激動の時代を大きな野望と信
念を以て生き抜いた黒沢酉蔵翁に感動致しました。
講演後は副支部長の田中可子様の指揮で「讃美歌３１２番」
を歌い、そして記念撮影。理事の福田豊様にお願いし撮影して
頂きました。
４）懇親会
初めに副支部長岡本富雄様より開会の挨拶をお願いし、続い
て顧問野田修平様からお礼のご挨拶がありそして草地道一様に
乾杯の音頭を取って頂きました。
ご歓談の中で神奈川県支部長作田様、千葉県支部長唐仁原
様、茨城県支部長上野様、新潟県各支部長石月様、東京オフィ
ス所長高澤様からご祝辞、近況報告を頂きました。
和やかな時間が過ぎていく中、新たに参加頂きました成田今
日子様、藤崎由明様からも近況報告を頂き、その後中締めとさ
せて頂きました。中締めは顧問野田様にお願いして爽やかに締
めて頂きました。
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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総会

九州地区理事会（支部長会議）

猛暑の関東地方。２７日午前１１時から横浜西口の「煌蘭」
において神奈川県支部第１４回定期総会が開催された。出席者
は神奈川県支部会員１８名、関東地区３名、学園役員５名の２
６名。本学からは仙北富志和学園長、福山二仁常務理事、堀内
信良副会長、高澤靖東京オフィス所長、浦川が出席。
総会は岩寺信節事務局長の司会で進行し、作田昌彦支部長の
歓迎のご挨拶のあと、議案が審議された。第一号議案として支
部活動経過報告、平成２６年度収支決算報告・会計監査報告が
行われ拍手で承認された。第二号議案として平成２７年度事業
計画（案）および予算（案）が審議され、承認された。第３号
議案では役員一部改選が行われ、作田支部長のもと、副支部長
に図書輝夫氏、田村 滋氏、また会計に大橋厳太氏、監事に柏木
誠氏、早田俊輔氏、顧問に音成洋司氏がそれぞれ新任された。
総会閉会後、来賓挨拶が行われ仙北学園長から挨拶の中で

平成27年6月28日、福岡市「AQUA博多」会議室におい
て、平成27年度総会を開催した。九州地区同窓会は、規約によ
り各県支部長全員が理事に就任し、年度初めに開催する理事会
（支部長会）を総会とすることとなっており、今回は総会とし
て開催した。
樺木野副会長兼事務局長の司会により開会された。古賀会長
の挨拶の後、司会者より、去る6月21日、懸案となっていた大
分県支部の発足式が開催され、県会長（支部長）に北村裕和氏
（獣医1973年度卒）が選任されたことが報告された。議事
は、平成26年度事業報告、平成27年度事業計画、並びに規約
の一部改正が提案どおり議決され、更に、来年度、宮崎県にて
開催予定の全体総会も再確認した。また、本部同窓会の名称変
更に関連し、本会の名称も「九州地区酪農学園同窓会」とする
ことに決定した。

近畿地区幹事会

「干場信司学長の職務執行に係る対応について」概要説明を
行った。福山常務も挨拶の中で補足説明を行った。
講演ではハーゲンダッツ ジャパン（株）生産部マネージャー
の大橋厳太氏（食科１９９２年卒）がテーマ「ハーゲンダッツ
おいしさの秘密」と題して約３０分講演した。会場の出席者
に、ハーゲンダッツのアイスクリームが配られ、美味しく賞味
しながら大橋氏の講演をお聞きした。
創立者ポーランド人ルーベンマッタスが妻ローズとともにア
メリカに渡りアイスクリームの行商を始めたことが起源で、本
物であることを基本に、素材にこだわり、厳選したものを使用
し、さらにおいしさ優先で顧客のニーズを聴き、２０歳～３０
歳代の女性をターゲットにしていることや万人受けすることを
しない等示唆に富んだ講演内容であった。また道東の浜中町の
牛乳を使用し、本物にこだわったアイスクリームは本当に美味
しいものでした。残念だったのは地下のためスライドでの画像
紹介が出来なかったことでしょうか。
講演後の懇親会は田村副支部長の司会で進行し、堀内信良同
窓会副会長、浦川、高澤所長から挨拶が行われた。その後、関
東甲信越地区会長の岡田勉氏の発声でタカナシ乳業の４％牛乳
で乾杯した。
歓談の中で出席者全員のスピーチが行われ、和気藹藹の雰囲
気の中で、平岡征雄神奈川支部顧問から中締めが行われ、仙北
学園長の指導で「酪農讃歌」を全員で合唱し、田村副会長の閉
会挨拶とお開きとなった。

７月２５日午前１１時３０分から京都市左京区の聖護院御殿
荘において近畿支部（地区）の幹事会を開催しました。出席者
は近畿支部（地区）３名（清水顧問・山本支部長・森山会
計）、府県支部長５名、京都副支部長２名、滋賀県１名。近畿
支部副支部長・事務局及び近畿緑風会会長・大阪酪小獣幹事は
所用のため欠席でした。
幹事会は、1)本年度の理事会・代議員会の報告を澤竹和歌山
県支部長が行いました。2)かねてより、滋賀県において活動し
ていた青木清氏の支部長就任を承認しました。
3)近畿地区６府県支部長が揃ったことで、近畿支部の役割が
終了したことにより名称を近畿地区にすることとしました。4)
近畿地区の組織として顧問に清水氏をお願いし、地区長・副地
区長・事務局・会計・幹事に６府県支部長・近畿緑風会会長・
酪小獣担当幹事で運営する。以上が承認されました。
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〒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

第２４回ホームカミングデー開催案内（予告）
９月１２日１１時から同窓生会館前庭、黒澤記念講堂を会場
に下記の内容でホームカミングデーが開催されます。お誘い合わ
せのうえ、ご出席願います。

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
仙北富志和学園長（酪農学科１期
生）が創立者黒澤酉蔵生誕１３０年
を記念して「『健土と健民」に虹を
架けた農思想」という書籍を１月１
５日に発行した。
創立者の「遺訓を聴く」との副題
でまとめられています。希望者は８
２円切手２枚（郵送費実費分）でお
送りします。上記同窓会事務局まで
お申込み下さい（再掲）。

今後の主なスケジュール
８月
1日（土） 緑風会(教員ＯＢ会)中央研修会
23日（土） 九州地区熊本県支部総会
９月
5日（土）緑風会宮城県支部総会
5日（土）酪小獣四国研修会
12日（土）ホームカミングデー（本学）
27日（土）北海道第４区宗谷支部総会
10月
18日（日）酪小獣地塩会研修会
24日（土）全日本ホルスタイン共進会時同窓会(新札幌)
11月
07日（土）関東甲信越地区高校合同同窓会
15日（日）近畿地区兵庫県支部総会
15日（日）中国地区鳥取県支部総会
21日（土）中国地区岡山県支部同窓会（公開講座）
12月
06日（日）酪小獣九州ブロック診療技術研修会
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北海道らしくない湿度の高い夏となり、デントコーンの成長
に見られるように作物にとっては高温多湿でいい環境のようで
ある。
さて同窓会では「任期途中での学長解任」というショッキン
グな出来事が新聞にも掲載され、大学同窓生の皆様にはご心痛
をおかけしています。学生やご父母のためにも、一日も早く、
運営が正常に戻ることを願っております。
同窓会では９月１２日開催のホームカミングデーに向けての
準備を進めていきます。今年は岐阜県にお住まいの獣医ＯＢの
山のハムゴーバルに勤務の石原潔氏にご講演いただくことに
なっています。
お誘い合わせの上、ご出席いただければ
幸いです。本学農場で育った日本短角種の
お肉と牛乳等でのバーベキューランチもあ
ります。
また今年は５年に１度開催される全日本
共進会が地元北海道で開催されます。
１０月２４日に記念同窓会が開催されま
すのでそちらにもご出席をお願いします。

