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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
トピック
ＨＰの更新状況から
○高等学校関連
〇短期大学関連
2015年
2.20 Ⅱｺｰｽ編集委座談会
○大学関連
2015年
1.08 緑風会総会懇親会
1.10 酪小獣四国設立総会
2.08酪小獣大阪会
3.05酪小獣全国会議
〇地区支部同窓会関連
2015年
1.17十勝支部総会
1.24胆振支部総会
1.31沖縄県支部総会
2.14京都府支部総会
2.21北空知支部総会
3.01根室支部総会
3.14 長野県支部総会

同窓生関連の最近の話題

平尾和義先生叙勲祝賀会開催
このたび、平成２６年秋の叙勲に
おかれ「旭日中綬章」を受賞された
元学長・理事長の平尾和義先生をお
招きして、１２月１６日（火）、ホ
テル札幌ガーデンパレスを会場にし
て麻田信二理事長他の６名の発起人
による「平尾和義先生叙勲祝賀会」
が開催された。会場には同窓生や関
係団体、学園新旧教職員等約８０名
が全国各地からお集まりいただきま
した。
祝賀会は堂地修教授（研究室ＯＢ）の開会挨拶
で始まり、平尾先生ご夫妻を拍手でお迎えし
た。その後、麻田信二理事長が発起人を代表し
て平尾先生のご功績の紹介と参会者へのお礼の
挨拶を述べた。
ご来賓を代表して(社)北海道家畜人工授精師
協会会長の高橋芳幸様、(社)日本家畜人工授精師

協会副会長の中村陽二様、当同窓会連合会野村武
会長からご祝辞とご功績の紹介等を頂戴した。そ
の後、高橋茂教授から記念品贈呈が、また多数の
祝電が司会者から披露され、さらに酪農学園から
の花束贈呈、お孫様からの花束贈呈等が行われ
た。
平尾先生からお礼のご挨拶とともに、私学人と
して建学の精神とともに人（同窓生）づくりが重
要であることを述べ、少子化時代の私学サバイバ
ルを乗り越えてほしいとのご要望をいただいた。

同窓会連合会の現況（卒業生）
２０１３年度

累計卒業生数

地区支部の設置状況（

）は未設置
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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)
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最終講義・職域ＯＢ会・同期会 紹介コーナー
岩井洋教授最終講義

悪天候で授業実施が危ぶまれた１２月１８日（木）１０時
４０分から、本学Ｂ１－101教室（旧第二校舎１階）を会場
にして、授業科目「環境思想・倫理学」の中で「複雑系・生
物多様性の世界～最終講義に代えて～というタイトルで環境
共生学類 環境文化論研究室 岩井洋教授の最終講義が行われ
た。会場には履修している環境共生学類の学生に加えて、多
くの学園教職員が岩井先生の最終講義を熱心に拝聴した。
講義は継続講義の全体論②「複雑系の考え方（１９８０年
代～）と生物多様性～近代科学の成果には限界がある。～と
のテーマで行われた。
「複雑系」とは科学の探求されていない未開の地(フロン
ティア)であり、科学は今まで「ミクロ」と「マクロ」を探
求してきた。「複雑系」について分かりやすい例を用いてそ
の考え方を体系的に説明した。

酪小獣四国設立総会告

2015年1月10日，香川県高松市の香川県獣医師会館に
おいて酪小獣四国設立総会が開催された。参加者は，設立世
話人代表の入江充洋（21期卒業），久保剛（23期卒業）を
はじめ15名が参加した。
酪農学園大学よりご来賓として連合同窓会長 野村 武先
生，常務理事 福山二仁先生，病院長 中出哲也先生にご参加
いただき，酪小獣四国の設立趣旨を参加者全員一致でご理解
いただき，酪小獣四国が設立した。なお，参加者15名が酪
小獣四国の会員として入会した。
今後，年に1回の総会，年に2回の役員会と講習会を予定
している

九州地区長崎県支部同窓会

緑風会第９回総会＆新春懇親会

猛吹雪の余波が残る１月８日の午後６時半、例年の中村
屋旅館からセンチュリーロイヤルホテルに会場を移して第９
回目を迎えた緑風会総会・新春懇談会が開催された。会場に
は麻田信二理事長、干場信司学長はじめ１５名の学園関係者
を含む６７名の同窓生教員等が出席した。
ニ木浩志副会長の司会で進行し、主催者を代表して西田丈
夫会長から開会のご挨拶を頂戴した。西田会長は農業高校で
の進学動向の変化、母校への貢献、質の高い教員育成の重要
性を述べた。
総会議長は畠山佳幸副会長が担当した。議事について２０
１４年度のⅠ役員支部長、連絡員報告、Ⅱ事業報告、Ⅲ会計
決算報告が干場敏博事務局長から報告された。また宮本匠監
査から監査報告が述べられた。近畿支部や宮城県支部の設立
についても報告された。
２０１５年度のⅣ役員案、Ⅴ事業計画案、Ⅵ予算案が審議
され、拍手で承認された。次年度の中央研修会は８月１日
（土）、総会は１月７日（木）となった。西田会長から新役
員紹介と挨拶が行われ、総会を終了した。
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さる１月１１日（日） １７時３０分から佐世保市下京町
６－１５ ＹＹビル１Ｆ、Ｂ１において酪農学園同窓会長崎
県支部県北地区新年会も兼ねての同窓会が１２名の会員の出
席により開催された。
古賀友英支部長から新年の挨拶に加えて、酪農学園同窓会
活動報告として昨年８月２３日に開催された九州連合同窓会
他の活動内容が報告された。
また平成２７年度の長崎県支部活動計画として総会の開催
予定（６月、役員改選、支部会員名簿の整備）が述べられ
た。情報交換では国内外での家畜伝染病発生情報等が話題提
供として報告された。
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地区支部同窓会紹介コーナー
北海道第５地区十勝支部第４回総会

大学入試センター試験初日と重なった１月17日（土）１１
時より同窓会連合会北海道第５地区十勝支部第4回総会ならび
に懇親会が帯広駅前の帯広東急インを会場に行われた。出席者
総数４４名、本学からは、干場信司学長、榮忍校長、後援会
永田享常務、後援会 理事長矢野征男 同窓会から同窓会野村武
会長、浦川利幸事務局長と酪農学園大学名誉教授 安宅一夫先
生の７名が出席した。
4回目となる総会も持田誠会計の司会により十勝支部2期目
を務める沢本輝之支部長の挨拶、野村同窓会会長、干場信司学
長来賓挨拶を頂いたあと議事へとはいる形をとった。議事では
収支決算報告ならびに今後の総会・懇親会の開催方法のアン
ケート調査について説明され、結果としては、現行維持の開催
方法を指示する方が多数を占めた。次回理事会は7月11日に

九州地区沖縄県支部第３回総会

１月３１日（土）、同窓会連合会九州地区沖縄県支部の第３
回総会が１６名の同窓生の出席により沖縄県豊見城市のホテル
グランビューガーデン沖縄で開催された。本学からは福山二仁
常務理事、小糸健太郎准教授（講師）、野村武同窓会連合会会
長、浦川の４名が出席した。
まず、午後６時から総会が開催され、司会進行を松園あかね
(三愛卒)氏が務めた。田中巧一支部長から歓迎のご挨拶と沖縄県
支部組織状況の報告が行われた。
来賓挨拶では野村武同窓会連合会会長が酪農学園同窓会の現
況と仙北富志和学園長編著による創立者生誕１３０年記念出版
物「『健土と健民』に虹をかけた農思想」を紹介した。福山常
務理事が入試状況等を含めての学園概況と現在進めている取り
組みを紹介した。

近畿地区京都支部第３回総会

決定した。

北海道第２地区胆振(伊達)第１支部設立総会

１月２４（土）１１時より同窓会連合会北海道第２地区胆振第
一（伊達）支部設立総会が伊達市内のローヤルホテルを会場に
総勢２７名の出席で開催された。
本学からは、干場信司学長、永田享常務理事、同窓会から浦
川が出席した。干場学長は講師としても酪農学園の現状を紹介
した。４月２２日の世話人会、６月２４日の準備委員会を経
て、当初の予定どおり１月２４日に設立総会を開催した。胆振
地区で初めての支部設立であり、今後周辺市町村との連携も考
慮していきたい。
設立総会は金田光弘氏の総合司会で進行し、まず準備委員会
代表の篠原一寿様から設立経過と歓迎のご挨拶の後、来賓紹介
が行われた。総会議事として１）支部会則（案）について審議
され、拍手で承認された。２）支部役員（案）についても資料
により原案が報告され、拍手で承認された

２月１４（土）１２時より同窓会連合会近畿地区京都支部第３
回総会が宮津市の天橋立荘を会場に行われ、１８名の同窓生・
学園関係者が出席した。本学からは、福山二仁常務理事、榮忍
とわの森三愛高校校長、同窓会から野村武同窓会会長、浦川が
出席した。
永福裕一副会長の司会進行で行われ、まず、総会に先立ち藤
田研氏（獣医学科1976卒）による講演が行われた。テーマは
「京都府丹後地域における犬レプトスピラ症－臨床現場からみ
た人と動物の共通感染症－」。
講演会終了後、総会に入り向井裕京都支部長から開会の際し
ての歓迎のご挨拶が行われた。今回は藤田夫妻に依頼して宮津
市開催となったこともご紹介いただいた。
同窓会連合会野村会長は同窓会連合会の組織状況等現況報告
と創立者の生誕１３０年の仙北学園長編著の遺訓集を紹介し出
席者にお配りした。
福山学園常務理事は、施設建設状況や関係法令改正に伴う検討
事項等を含め、学園の近況を報告した。 Page 3
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温故知新～同窓会連合会の歴史より～no.１９

〒069-8501
北海道江別市文京台緑町５８２
酪農学園同窓会連合会

同窓会４０周年記念誌から

電話 ０１１（３８６）１１９６

髙橋節郎 前同窓会連合会会長

FAX ０１１（３８６）５９８７

酪農大学部を卒業したのが昭和２５年だ
から、それから６２年経った。

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１３
０年を記念して「『健土と健民」
に虹をかかた農思想」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。

今後の主なスケジュール
２月
１４日（土）近畿地区京都支部総会
２０日２１日 高校入学試験日
２１日（土）北海道第２地区北空知支部総会
２８日（土）とわの森三愛高校全日制卒業式
３月
１日（日）北海道第５地区根室支部総会
５日（木）酪小獣全国会議
７日（土）とわの森三愛高校通信制卒業式
１２日（木）ＪＩＣA ＯＢ会設立総会（予定）
１４日（土）関東甲信越地区長野支部総会
２０日（金）大学卒業式
２２日（日）中部地区石川県支部総会

４月
６日（月）大学入学式
１２日（日）関東交流会
１７日（金）理事会
２６日（日）愛知支部総会
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事務本館・渡り廊下を望む

井上錦次さん（故人）等と相談して、短大
同窓会をつくった。この時、創立者黒澤酉蔵
から「これからは、酪農短大を育ててゆくの
は君たちだから、頑張ってくれよ」ずっしり
重い言葉だった。
酪農学園同窓会連合会を設立しようという
動きには、私は直接タッチしなかったが、安
藤功一さん（故人）が中心になってご苦労されて昭和４８（１９
７３）年設立、初代会長中西文雄さん、そして昭和５０年から私
が会長に就任した。それから３２年、平成１９（２００７）年引
退するまで３２年、長い道のりだったが、やりがいのある仕事
だった。
その中で幾つか思い出に残ることを書いてみたい。最も印象に
残るのは「酪農学園の５０周年記念事業として旧短大本館を同窓
生会館にしたい」と云うことになって発起人会の中では、「この
ぼろい建物を解体して新しく建てよう」と言う者もいた。私は
「そういう奴は出ていけ！」すべての経費は同窓生の募金でやる
ことに決めたものの、実務は事務局長の深谷さんにお任せしご苦
労をおかけしたと思う。
このころ佐藤理事長から会いたいと伝えられた。お互い多忙と
いうこともあって、正月２日佐藤理事長の自宅を訪ねたが「高橋
君、同窓生の募金は大変だよ。私も、札幌１中の同窓生会館の建
設募金では、金が集まらなくて大変だったよ。ところで相談だが
今、学園では黒澤記念講堂を建てようと思う。その中の１室を同
窓生の為に解放してやりたいのだがどうだろう」「先生のお気持
ちは有り難いのですが、お断りします。同窓会にお任せくださ
い」。（次号につづく）
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き

立春も過ぎ、ようやく日差しに春の気配を感じる季節になった。
しかし低気圧通過に伴う暴風雪は北海道東部やオホーツク地域に
大きな被害をもたらしている。
２月初旬の暴風雪で、牛乳の集荷が出来ず、大量の廃棄を余議な
くされたばかりであったが、１５，１６日には同様の雪害が報告さ
れている。自然の猛威の前には、なす術がないのだろうか？
同窓会連合会では２月、３月とまだまだ事業は続く。先先週の沖
縄総会が１７度ぐらいだったかと思うが、今朝の冷え込みは－１７
度。実に３４度差。同じ日本ながらこうも気温が違うと身体も変調
をきたす。
同窓会のネットワーク形成も地道に進められている一方、高齢化
や出席者の固定化等から出席者が減少し、活性化委員会をつくって
いる支部もあり、現状打開のためには知恵をしぼる必要を感じる。
「同窓会はサロン」「母校支援」「募集協力」「就職支援」さまざ
まな考えのもとに「酪農学園同窓会」に集う同窓生に、次回も出席
したいと思っていただくにはもっと工夫が必要なのではと痛感して
いる。酪農義塾、高校、短大、大学の卒業生で構成する特異な団体
のために希薄になりがちな絆を強くして、この野幌の大地で多感な
青春時代を共有した仲間として繋がっていくことの大切さを再認識
したい。（Ｕ）

