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酪農学園同窓会連合会ニュースレター

高校・短大・大学
同会長就任挨拶
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同窓生関連の最近の話題

小山久一

酪農学園同窓会の会員ならびに関係者の皆様に
おかれましては、ますますご清栄のこととお喜
び申し上げます。
さて、2015年5月28日の酪農学園同窓会連
合会の理事・代議員会が開催され、この会議に
おいて同窓会の名称がこれまでの卒業学校を母
体とした「酪農学園同窓会連合会」から、出身
母体よりも全ての卒業生に共通している熱き青
春時代に野幌の地で学び、また建学の精神と出
会い、それを継承している仲間としての同窓会
である「酪農学園同窓会」へと名称を変更する
ことに決まりました。
その酪農学園同窓会の会長（連合会から第4
代目）を拝命いたしました小山でございます。
誠に、その責任の重さに身の引きしまる思いで
ありますが、これまで酪農学園同窓会連合会が
築き上げてきた歴史を継続し、それを更に発展
のために努力していく所存でございます。会員
の皆様のご支援を切にお願いする次第でありま
す。
さて、本同窓会活動の中心は全国に設置され
ている地区支部との連携と、2014年度から始

まった準会員制度に基づく学生への支援を積極的
に推進することであります。
地区支部活動については、全国12地区にある
75支部の活動が実りあるものとなるよう支援し、
まだ未設置の支部については地区との連携との中
で早急に設置できるよう対応していく必要があり
ます。
会員の学生に対しては、在学中からの同
窓会への帰属意識を高めてもらえるよう
に、従来からの基本である「会員相互の親睦」を
一歩踏み出し、地区支部の会員および保護者とも
連携しながら、有意義な学生生活を送れるような
方策を展開する必要があると考えております。
酪農学園同窓会は、その名にふさわしい実質的
な統合に至るまでには、まだまだ多くの解決しな
ければならない問題を抱えております。しかし、
これまで累計150,489名の卒業生に支えられて
きた、その歩みは確かなものであります。今後
も、この歩みを進めるためには、創立者達の思い
を継承できる同窓会としての役割を深く胸に刻
み、今後の運営に努めていく所存でございます。
会員ならびに関係者の皆様には、一層のご理
解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
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酪農学園同窓会の現況（卒業生）数）
地区支部の設置状況（
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２０１４年度
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１

同窓会現況

1

退任挨拶

2

単位・地区同窓会 3

累計卒業生数

大学院 計
大 学

１，５２８名

同窓会現状報告
編集後記

4

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)

計

２７，９２５名

北海道３区：５支部（２）(後志1)(後志2)

短 大 計

９，４８７名

北海道４区：６支部（２）(上川2)(留萌1)

高 校 計

１９，２４６名

北海道５区：６支部（０）

合 計 計

５８，１８６名

東北地区

酪農義塾 計
4

）は未設置

酪農学校 計
９２，０００名
総合計
１５０，４８９名

３０３名

：

２６支部（8)

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)
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前会長退任挨拶
退任挨拶

顧問 野村

武

酪農学園同窓会を顧みて
この度、任期満了に伴い5月28日の理事会・代議員会で会
長を退任し、その間の役員皆様方のご協力と浦川事務局長の
心温まるご支援に心より感謝申し上げます。
平成19年会長就任して以来、8
年間に亘る会長職を通して同窓会
連合会を顧みるに、
農学園の歴史と共に歩ん
できた同窓会は、酪農義
塾、機農高校、短大、三愛女子高
校、大学の単位同窓会が各々独自
に活動しておりましたが、その活
動を結束、強化し「同窓生の親睦
と酪農学園の発展に寄与する」目
的で昭和48年其々の同窓会が大
同団結した酪農学園同窓会連合会
が設立して37年目を迎えており
ます。
同窓会連合会として前会長の高橋節郎氏（酪農学園副理事
長歴任）が卓越したリーダーシップにより33年間にわたり精
力的に全国を廻り県支部の設立、同窓会活動の活性化に尽力
され、その結果として平成27年現在では学園卒業生
150,489名（大学院1,528名、大学27,925名、短大
9,415名、高校19,246名、酪農義塾303名、酪農学校
92,000名）全国に61支部があり大きな組織に成長してきて
おります。
平成19年に高橋前会長よりバトンタッチされ私（獣医学
科１期生、昭和43年卒）が就任し、先ず、前会長の意志を継
承し実現化する為に「全国同窓生の意見が反映する開かれた
同窓会」を目指し、活動の根幹をなす「同窓会連合会の会
則」の改正に着手、2年間に亘り検討し平成21年の総会で承
認されました。
任後は積極的に各県支部の総会に出席し「先輩、同
僚、後輩が酪農学園を愛して、酪農学園を卒業した
ことにプライドを持ち黒澤酉蔵翁の教えを実践して地域社会
に貢献している」数多くの同窓生とお逢いして酪農学園の素
晴らしさを改めて実感した次第であり、特に多くの短大卒の
先輩が中心となり支部同窓会を長年にわたり支えてこられた
ことに敬意をもった次第であります。
現在は全国に61支部ありますが、更なる同窓会活動の充実
を図るため県単位の同窓会を地域的に集合した全国を12ブ
ロック化（地区同窓会）にする同窓会の組織再編成を実施い
たしました。
本会の初代会長に中西文夫氏（酪農義塾卒）が就任された
が東京への転任により翌年の1975年に第2代会長として髙橋
節郎氏（短大卒）が選任された。
同窓会連合会として前会長の高橋節郎氏（酪農学園副理事
長歴任）が卓越したリーダーシップにより33年間にわたり精
力的に全国を廻り県支部の設立、同窓会活動の活性化に尽力
された。特に全国の同窓生に対して募金活動を展開して
1983年に酪農学園同窓生会館を建設して、酪農学園創立50
周年記念式典において開館式をおこない学園へ贈呈した。そ
の後、同窓生会館は本会活動の中心として大きな役割を果た
して来ている。

酪

就
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現

在、同窓会連合会は全国に北海道を5地区、本州7地区
（東北、関東甲信越、中部、近畿、中国、四国、九
州）で12地区同窓会を設置、支部は北海道26支部、本州に
46支部の計画に基づいて進行中で本州未設置滋賀県、島根
県、大分県は今年度中に設置される予定で大きな組織に成長し
て来ております。
顧みますと、創始者黒澤酉蔵の生涯の処世観である水戸学
「知行合一」により日本の農業振興には優れた人材の育成が不
可欠である。北海道において昭和8年北海道酪農義塾から始ま
り昭和17年興農義塾野幌機農学校、昭和25年酪農学園短期大
学、昭和33年酪農学園女子高等学校、昭和35年酪農学園大学
が次々と開学された。キリスト教に基づく「神を愛し、人を愛
し、土を愛する」三愛精神を教育理念とし、健土健民の思想お
よび学理に基づく実学教育により日本におけるユニークな酪農
専門の教育機関として酪農学園は長年に亘り、その時代のニー
ズに応えて世に数多くの優れた人材を送り出し、我が国の農
業、産業、学術の発展に大きく寄与した功績は多大であり社会
において高く評価されていることに同窓会として誇りに感じる
次第であります。
一方、大学の教育改革の学群、学類、コース制の改組転
換、短大の閉校（短大ＯＢからの非常に残念である）による現
状・現場のニーズにあった実学教育の実施が可能か、校名の変
更（全国の同窓生より酪農学園の名称，愛着があり絶対に残し
てほしい）など同窓生から意見が出されていることも事実であ
ります。
この時期は酪農学園の100年後の存続を担う大きな転機で
ありますまさに黒澤酉蔵翁の教えの「機農」であります。組織
の改革にあたり「変えなければならないこと」「変えてはなら
ないこと」の判断が重要であると昔から格言としてあります
が、麻田理事長の深謀遠慮による決断とこれを支える教職員の
団結と英知を結集した実行力が必要とされる時であり心から期
待するものであります。
生「酪農学園同窓会」小山 久一会長のもと、全国
津々浦々で活躍する同窓生が共に酪農学園の学舎で学
び、青春のひとときを共有した同窓として、設置学校の垣根を
越えて親睦を強めると共に「絆の全国ネットワークの確立」
15歳の高校生から100歳に近い酪農義塾一期生まで、現在、
酪農学園に学ぶ学生・生徒すべての同窓生が集える「強い絆の
同窓会」を切望し、母校酪農学園100年に向けて同窓生一人
一人が支えていくことが必要であります。

新
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単位同窓会・地区支部同窓会紹介コーナー
関東甲信越地区山梨支部総会

関東甲信越地区新潟県支部総会
平成２７年７月１１日（土）１５時より新潟市内の新潟東映ホ
テルで新潟県支部定期総会が開催されました。

空梅雨の山梨県は、あいにくの曇りで霊峰富士は車窓からも
拝めなかった。第１０回を数える節目の支部総会は、甲府市の
ＫＫＲ甲府ニュー芙蓉を会場に１５名の出席者により執り行わ
れた。本学からは福山ニ仁常務と浦川が出席した。関東甲信越
地区から岡田勉会長、高澤靖所長、廣間善之埼玉県支部長、須
田利明東京都支部長にご出席いただいた。
上田龍輔副支部長の司会で進行。平島勝教支部長が歓迎の挨
拶を述べた。来賓挨拶では岡田関東甲信越地区会長が本部の理
事会・代議員会報告も含めて挨拶した。「酪農学園同窓会」へ
の名称変更や役員改選での小山久一新会長就任や野村武会長の
顧問就任等々
総会では平島支部長を会則から議長に選出し、議事を進行し
た。議事（１）平成２６年度事業報告並びに会計報告（監査報
告含む）。（２）平成２７年度事業計画が渡辺仁事務局長から
説明があり、それぞれ承認された。（３）その他では役員改選
が口頭で提案され、全員留任として改選した。その他では本部
から支部会則上から「連合会」名称部分の削除を次年度に向け
てお願いした。上田副支部長から閉会の挨拶があり、総会を終
了した。
記念講演では「酪農学園の近況報告」を福山ニ仁常務理事か
ら約３０分の講演が行われた。2011年度から寄付行為改訂に
着手してきた。2013年の学園創立８０周年事業を契機に、
「酪農学園のめざす姿－創立１００年に向けて－」のアクショ
ンプランを策定し、継続中。学園経営上、学長のガバナンス強
化のため、監督官庁の指導もあり、学則改訂、学長選考規程、
学群長選考規程の改訂に着手していることも紹介した。大学の
施設設備状況として男子寮の建設やフィールド教育センター等
の施設建設にもふれた。

平成２７年６月２８日（日）１０時３０分から午後２時３０分
まで神戸市パレス神戸を会場に行われた。出席者は１５名。本
学からは福山二仁常務理事、干場信司学長、岩森昭憲課長補
佐。同窓会から小山久一会長、近畿地区山本浩光会長が出席し
た。
１．大学の説明並びに質疑応答について、干場学長より大学
概要説明ののち岩森入試課課長補佐より入試説明が行われた。
特に獣医保健看護学類、獣医学類、教職コース、管理栄養士
コースの詳しい説明があり、参加会員から本年度教員採用者の
データについて、現役採用だけでなく、臨時講師からの採用者
も加えて欲しいとの要望や臨時講師の採用に緑風会を活用して
欲しい等の意見が出された。

総会は髙橋善親事務局長の司会、議長に石月 晋支部長、書記
に髙橋正和幹事を選出し事務局提出の議案をとどこおりなく承
認し１５時４０分に閉会した。今回は、中央の同窓会名称の変
更に伴い、当支部も名称を酪農学園同窓会関東甲信越地区新潟
県支部とした点が目新しいところでありました。
閉会後ご臨席の福山常務理事、榮校長、新任の小山同窓会長に
お言葉を頂き、又、講演は大学獣医学群の谷山弘行教授により
本学の建学精神をもちつつ教育を推し進める等のお話をしてい
ただきました。
次に関東甲信越地区同窓会長の岡田 勉氏の乾杯の音頭で懇親
会となり、和やかな雰囲気の中、当支部設立の立役者、当支部
顧問の千葉県支部長唐仁原氏、東京オフィス所長の高澤氏のス
ピーチを頂き盛会のうち当支部の鷲澤副支部長の一本締めで散
会となりました。

２．総会では平成２６年度事業・会計報告、監査報告が行わ
れた。また平成２７・２８年度事業計画が審議され、承認され
た。平成２８年度総会は６月２８日の予定。記念撮影ののち懇
親会が開催された。福山常務の祝辞に次ぐ小山会長の乾杯の発
声で懇親会が開始され、終始和やかな雰囲気で大変盛り上がり
出席者全員によるスピーチが行われた。大学時代の思い出話や
大学や緑風会への思い、近況等がユーモラスに話された。同じ
酪農学園大学の同窓生としてより団結が強まる懇親会となっ
た。最後は肩を組んで酪農讃歌を熱唱、澤竹副会長の閉会の挨
拶でお開きとなった。
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酪農学園同窓会の今後の活動について

〒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.

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
７月
15日（水） 貴農同志会（教職員ＯＢ会）総会
18日（土） 九州地区長崎県支部総会
25日（土） 関東甲信越地区東京支部総会
25日（土） 近畿地区幹事会
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
23日（土） 九州地区熊本県支部総会
９月
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
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（土）近畿地区兵庫県支部総会
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・２０１５年度理事会・代議員会において、「連合会」がとれて
「酪農学園同窓会」と改称した。このことは従来の単位同窓会
（高校・短大・大学）が一つになり、酪農学園で学んだものがす
べて同窓という絆で結ばれることを意味している。
・組織的にはここ数年で全国的な地区支部ネットワークが構築さ
れ、財政的にも一元化により安定的な運営を目指す基盤が整えら
れようとしている。
組織財務基盤が固まった暁には、長期的な同窓会の活動目的な
り、事業方針の策定が不可欠と考える。サロンや親睦団体も大い
にけっこうですが、その他に社会貢献、地域貢献のための公開講
座やセミナー企画等も必要と思っています。
貴農同志会（学園教職員OB会）との全国的な連携や講師派遣等
も含めての共同事業立案も検討する必要があると思います。
縦糸の単位同窓会に横糸の地区支部同窓会、それに同期会や部
活・クラブOB会、ゼミ研究室OB会を交えての複合的な同窓会を
形成し活性化を図る必要があると思います。
また絶えずリピータが増えるような仕組みを考える事も重要と
思っています。
母校支援としての入試や就職支援に加えて、在学生父母も含め
ての懇談会開催等の企画も進めていきたいと思っています。
同窓会が地方にいる同窓生に年に１度でも母校の情報をお持ち
してともに酪農学園で学んだ同窓生の絆を強固にする日になって
いただければとも思っています。

あ

と

が

き

７月に入り北海道もライラックからアカシアに変わり、圃場のデ
ントコーンも勢いよく生長し、暑い夏に突入します。
１１日留学生２０数名とともに富良野にラベンダー見学のバスツ
アーがあり、写真をとってきましたのでご覧下さい。
温暖化の影響からか北海道の夏もそれなりに暑くなってきていま
す。蝦夷梅雨と言われる６～７月は湿度も高くなります。しかしお
盆近くになるとトンボが飛び、風も涼しくなり短い夏の終わりを告
げます。同窓会では９月にホームカミングデー、１０月に全日本ホ
ルスタイン共進会に合わせた同窓会を予定しています。
夏休み等で来道の際には是非、同窓生会館にお立ち寄りねがいま
す。タイミングがあえば、基礎農園で収穫した豆をお土産に差し上
げたいと思っています。
（Ｕ）

