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酪農学園同窓会の現況（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（２）(上川2)(留萌1) 

北海道５区：６支部（０）      ２６支部（8) 

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（１）(滋賀) 

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（１）(大分) ４６支部（3) 

HP:http://rakuno.org/ 

発行日2015年６月１２日(不定期) 第３巻 第３号（通号２７号） 

風声雪語 －野幌だより－ 
   酪農学園同窓会連合会ニュースレター 

 同窓会連合会   
理事会・代議員会
報告  
 ２８日（木）午後１

時から２時１５分ま

で酪農学園事務本館

４階第一会議室を会

場に「学園役員との

懇談会」が全国各地

から４９名の理事・

代議員と学園役員の

間で開催された。 

 野村会長の挨拶のあと、学園役員の自己紹介

が行われた。懇談会では麻田信二理事長から前

日の「酪農学園理事評議員会」で配付された２

０１４事業報告書を元に概要をご報告いただい

た。引き続き２時３０分から２０１５年度の理

事・代議員総会が同会場で４９名の理事、代議

員の出席により開催された。会は野村会長の挨

拶で開会した。                   

 議事は２０１４年度の事業報告並びに収支決

算、審議事項として１） ２０１５年度事業計画お

よび収支予算、２）役員改選について（案）、

３）会則改定について（案）、４）その他のとこ

ろで野村武会長の顧問推戴が提案され承認され

た。また各地区支部活動報告と出席者の自己紹介

が行われた。 新旧役員を代表して野村武会長から

退任挨拶が行われ、小山久一新会長から就任にあ

たり協力依頼が行われた。議長団解任のあと、岡

田勉副会長が閉会の挨拶を行った。 

編集後記 4 
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 次に、仙北富志和学園長が、「黒澤酉蔵先生から、「機農

とは人生の教えで、人生においてチャンスを逃すな」と言わ

れました。また、「チャンスのタイミングを掴むためには、

準備と努力と希望が必要」と教えられました。機農は学園の

精神の原点です。この精神はなくしてはならないと思いま

す」と祝辞を述べました。 
  また、酪農学園同窓会連合会の野村

武顧問が、「酪農学園の卒業生が15万人

を超えました。黒澤酉蔵先生は、農業者

を養成するため、実学教育を行う機農高

校を作りました。酪農家になって活躍す

る同窓生が全国にたくさんいます。これ

からも機農の精神を引き継いでいってく

ださい」と祝辞を述べました。 

 続いて、希望寮寮長の齊藤丈嗣さん

（３年）が、「機農寮で２年間過ごしました。不便なことも

あったけれども、思い出がたくさんあります。希望寮に建物

が変わっても、寮の先輩、後輩の絆を作っていきたい」とあ

いさつしました。記念礼拝の終了後、全員で寮の前で記念撮

影し、その後、食堂に移動して懇談会が行われました。  

 

 

 

高校・大学学事報告 紹介コーナー            
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風声雪語 －野幌だより－ 

 機農寮お別れの集い開催報告  

 とわの森三愛高校の男子寮「機農寮」は、今年３月31日を

もって閉寮となり、44年の歴史を閉じました。この寮を巣

立っていった同窓生にとっては、かけがえのない青春時代を

過ごした寮です。かつての寮生などが６月６日にお別れの集

いを企画し、元寮生、元教職員、高校教員、３月まで機農寮

で過ごした高校生など130名が、記念礼拝と懇談会に出席し

ました。 

 記念礼拝では、榮忍校長が、聖書のマタイによる福音書

の、イエスが自分のところに連れて来られた中風の人を治す

奇跡の物語を紹介し、「イエスは、中風の人を何とかしたい

と思った仲間たちの気持ちを受け止めて、中風の人の罪を許

して癒したというのが真実です。仲間がいてよかったと思

い、心がつながるのが寮です。卒業しても、仲間がいて、支

えあって困窮を乗り越えてきたことを思い出して、人生に立

ち向かってください。機農寮の役割が終わり、希望寮に引き

継がれます。受け継ぐべきものは何か、

考えてください」と奨励をしました。 

  続いて、お別れと感謝の集いを企画し

た浅野政輝実行委員長が、「機農寮は44

年の歴史を閉じましたが、ぜひ、先生や

卒業生の方々と寮の思い出を共有したい

と思い、集いを開催しました」と挨拶し

ました。    



単位同窓会・地区支部同窓会紹介コーナー            
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第３巻 第３号（通号２７号） 

   北海道第一地区札幌支部総会  

 5月21日（木）午後6時30分から札幌市内のホテルモント

レエーデルホフ１２階マーラーを会場に平成２５年度の札幌支

部通常総会が１７名の出席者により開催された。同窓会連合会

からは野村武会長、事務局が出席した。 

  熊谷真佐人事務局長の司会で進行し、紺野勝歳支部長から

開会挨拶が行われた。来賓挨拶では野村武連合会会長が同窓会

連合会の現況報告として、地区支部設立や短大Ⅱコースの記念

誌発刊のことやホームカミングデーへの参加協力を呼びかけ

た。また創立者生誕１３０年のため仙北富志和学園長編著の遺

訓集「健土と健民に虹をかけた農思想」が全員に配付された。  

役員改選では選考委員長の加藤隆氏より新役員の原案が書面で

提示され承認された。新支部長には下田尊久氏、副支部長には

須藤純一氏、照井例次氏、首藤恵氏、事務局長に中山博敬氏、

次長（会計）に児玉芳武氏、次長に石川志保氏、伊藤有輝氏が

それぞれ選任された。 

 

 北海道第５地区釧路第二（標茶）支部総会 

 去る５月２３日（土）午後７時３０分より標茶町内の藤花温

泉ホテルにおいて、標茶支部の総会が開催された。出席者は１

１名。設立総会後はじめての総会は、菊地誠道支部長並びに、

千葉健顧問からのご挨拶を頂いた後、議案に従い議事を進行し

た。議案第１号は平成２６年度事業報告及び収支決算報告。事

業報告として１２月２２日に標茶町三楽荘での忘年会開催（１

６名出席）と同窓会名簿の整理と役員会開催が報告された。 

 議案第２号は監査報告。議案第３号は平成２７年度事業計画

（案）及び収支予算（案）について審議され、それぞれ承認さ

れた。事業計画では、親睦会を９月下旬、忘年会を１２月中旬

に開催することになった。 

 松下哲也氏から閉会のことばを頂き、集合写真撮影ののち、

懇親会に入り、和やかな雰囲気で懇談を深めた。 

関東甲信越地区埼玉県支部総会  

 埼玉県支部では、6月7日（日）午前１１時から第20回目の

定期総会を開催しましたのでご報告いたします。 

  総会は、佐々木（裕）副支部長の総合司会で開会し、廣間支

部長が久しぶりに野幌を訪れて昔日の思い出を中心とした挨拶

があり、議長に城近副支部長を、書記に金子理事を選出して議

事に入りました。 

 第1号議案では平成26年度の事業報告と決算報告がそれぞれ

渡會事務局長と太田屋会計から報告され、原案通り承認されま

した。続いて第2号議案に移り、平成27年度の事業計画案及び

予算案が提出され、原案通り承認されました。第3号議案は、会

則の一部改正（同窓会本部の名称変更に伴う改正）、第4号議案

は、役員の一部改選が提案され、それぞれ承認され、総会は閉

会となりました。 

 続いてご来賓の挨拶となり、最

初に同窓会小山新会長が、「同窓

会連合会」から「酪農学園同窓

会」となった意味、規約の改正で

会長任期が1期3年、最大3期ま

でとし、会長選出は選考委員会で

行うことに変更したこと等やその

他新任としての抱負を語られまし

た。また福山学園常務からは、学長のリーダーシップ強化や学

長選出方法等ここ1～2年の動きについての報告があり、今後の

学生数減少に伴い学園の経営強化に鋭意取り組んでいますとの

お話がありました。さらに榮高校長からは、現在高校は入学者

数減少の時代に入ってきており対策に日々力を入れていますと

のお話があり、同窓会に高校の卒業生が増えて欲しいし増える

ように努力をしたいとのことでした。 

 研修会は、石井智美酪農

学園大学教授を講師とし

て、先生の研究部門である

モンゴルの食生活について

のお話でした。モンゴルで

はエネルギーの6～7割は

乳製品から摂っているこ

と、その乳はモンゴルの特

徴（特に塩分）ある土・草

からきていること、また馬

乳酒を1日6～10ℓ飲んでいること、馬乳酒1ℓで日本人の1日の

ビタミンが摂れること等々のお話があり、相撲が強いことと何

か関係があるのかもしれないと感じました。  
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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 

FAX ０１１（３８６）５９８７ 

Email: rg-dosok@rakuno.ac.jp. 

HP:http://rakuno.org/ 

 あ と が き 

 

 構内のニセアカシアの白い花が咲き、北海道にもさわやかな

初夏が到来しました。学生はヨサコイソーランに参加して青春を謳

歌し、１年生は基礎農園の畑づくりに精を出しています。 

 さて今年度の総会において同窓会の名称が変わりました。

「酪農学園同窓会」の名称に、「名は体を現す」の言葉どお

り、酪農学園の卒業したすべての同窓生が集う組織となること

を願っています。 

 野村武会長が勇退し、小山久一新会長の下、より充実した同

窓会活動をめざしていきたいと思っております。 

 機農寮お別れの集いも開催されました。閉寮後は旧創世寮、

旧北光寮とともに創世寮前

庭に建てられた高大統合寮

である「希望寮」に男子寮

がまとめられました。 

 来校のおりには資料展示

コーナーも設けられている

ようですのでお立ちより願

います。（Ｕ）  

  

今後の主なスケジュール 

６月 

  14日（日） 関東甲信越地区山梨県支部総会 

  20日（土） Open Campus (1) 

  27日～28日 白樺祭（大学祭） 

  28日（日）緑風会近畿地区総会 

  28日（日）九州地区支部長会議 

７月 

  11日（土） 関東甲信越地区新潟県支部総会 

  15日（水） 貴農同志会（教職員ＯＢ会）総会 

  25日（土） 関東甲信越地区東京支部総会 

  26日（日） 関東甲信越地区神奈川県支部総会 

  26日（日） 酪小獣麦の会総会研修会（本学） 

８月 

  1日（土） 緑風会(教員ＯＢ会)中央研修会 

９月 

  12日（土） ホームカミングデー（本学） 

10月 

  24日（土）全日本ホルスタイン共進会時同窓会(新札幌) 

        

 

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 
 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１５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８２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）。 

      「酪農学園同窓会」へ  
１．同窓会名称の変更と組織一元化 

 去る５月２８日（木）に開催された２０１５年度の同窓会連合

会理事会・代議員会において、会則が改正されました。 

 同窓会名称も「酪農学園同窓会」となり、「連合会」の名称が

とれました。 

 今まで、「連合会」は高等学校、短期大学、大学校友会（学科

同窓会含む）の単位同窓会の卒業生で組織する「集合体」の名称

でした。今回の名称変更に至る経過を多少述べてみます。  

 2012年１１月に高等学校同窓会がそれまで機農会、三愛会、

とわの森三愛会の３つで組織されていたものが一本化された。 

 短大同窓会も2011年度末の短大閉校に伴い、卒業生の輩出が

停止し、今後の同窓会活動を模索していました。 

 大学同窓会も２０１１年度からの学部学科再編とともに、それ

までの８学科同窓会を大学同窓会校友会に一元化することを

2012年度総会で決定していました。 

 よって、現在、単位同窓会は高校同窓会、短大同窓会、大学同

窓会はそれぞれ１つの同窓会に集約されています。 

 連合会は上記単位同窓会と地区支部同窓会で組織されています

が、2013年度総会において、組織財務検討委員会を立ち上げ、

単位同窓会を2015年度から段階的に一元化する方針を決定しま

した。そのことを受け、本年度から会則を改訂し、今後組織財務

の一元化を実施していく予定となっています。 

 現在、高校同窓会、大学同窓会は学生生徒へのさまざまな支援

を行っており、当面は卒業生に対しての活動や予算を「酪農学園

同窓会」が受け持つような形となっています。 

 会則に定める全国１２地区７２支部のうち、６１支部が設立さ

れ、残り１１支部（道内８支部、道外３支部）のみとなりまし

た。今年は大分県支部の設立がすでに予定されています。 

 

２．役員改選 

 2007年から８年間会長を務めていただいた野村武氏（獣医１

期）は今回の改選により顧問に就任し、新会長には小山久一氏

（酪農９期）が就任しました。副会長は浅野政輝氏（とわの森１

期）、堀内信良氏（短大２３期）、岡田勉氏（酪農２期）が再任

され、加藤清雄氏（獣医５期）が新たに加わりました。 

  


