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同窓会連合会の現況（卒業生）

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/ 
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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 

 中部地区石川県支部総会  
 ３月２２日（日）午前１１時、北陸新幹

線開通１週間を迎え、観光客で賑わう金

沢駅前近くのホテル金沢を会場にして同

窓会連合会中部地区石川県支部総会が開

催された。支部総会は平成２０年以来、

８年ぶりの開催となり総勢２１名の出

席。本学からは福山二仁学園常務理事、

同窓会連合会から野村武会長、浦川が出

席した。 

 総会は戌亥一朗事務局長の司会で進行

し、長屋一ニ支部長から歓迎のご挨拶を

頂戴した。長屋支部長は初代樋浦誠の言葉を紹

介しながら学生当時を振り返った。  

 来賓祝辞及び学園及び卒業生の近況報告では

学園福山常務理事から学園の近況報告が「学園

要覧」をもとに大学、高校の再編内容を詳細に

報告し、入試状況や卒業生の就職状況、男子寮

新設や私学法改正に伴う学園の諸課題等にもふ

れた。野村会長は同窓会連合会の地区支部組織

化の状況を報告し、持参した黒澤翁生誕１３０

年を迎える遺訓集についても紹介した。  

 役員の改選では、長屋一ニ支部長が相談役に、

藤井敏夫副支部長が支部長に、副支部長に藤井謙

芳氏、高来直人氏、会計・監査の鳥本敏信氏、佐

藤春夫氏、西出 宏氏が理事、事務局長に戌亥一朗

氏がそれぞれ就任した。 

  総会終了後は記念撮影ののち会場を２階に移

し、事務局の大橋伸行氏の司会進行で懇親会が開

催された。  

編集後記 4 
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酪小獣大阪会総会・学術交流会  

 
 ２月８日午後2時より、酪農学園大学から伴侶動物外科学

Ⅱの遠藤能史先生を派遣していただき、「小動物獣医療にお

ける腫瘍外科の基礎と応用」という演題で、2時間30分に

わたり御講演していただきました。 

 続いて午後5時30分より、会場を同じく新大阪駅近くの

中国料理「ファンファン」に移し、懇親会をおこなしまし

た。今回は、初めての試みとして、特別ゲストとして解剖学

名誉教授である阿部先生御夫妻を北海道よりお招きしまし

た。また、「酪小獣兵庫」とはじめ、未だ小動物臨床の同窓

会が組織されていない奈良、京都、和歌山、滋賀にも、個人

的ネットワークを通じて広く呼び掛けたところ、講習会参加

者32名、懇親会参加者48名、というたくさんの同窓生にお

集まりいただきました。とくに解剖学教室ＯＢの方々は、阿

部先生とお会いできるということもあって、遠方からもたく

さん御参加いただきました。 

獣医学科「内科同門会」設立 

 第1回の獣医学科内科同門会（発起人代表：小岩政照8期）

が、2月21日（土曜日）札幌にて53名の参加にて開催され

た。内科同門会は卒業生600名で、獣医学科最大規模の同

門会です。しかし、今まで開催が無く、長く待ち望んでおり

ましたが、今回獣医学科が50周年を迎えた年度に初めて開

催されました。当日は、同窓生が全国各地から参集し、遠く

は九州からの参加でした。退職教員や旧内科教員も参加し、

大いに盛り上がりました。また、将来の会員である現役生産

動物内科の4，5年生10名も参加し、多方面で活躍をしてい

る先輩たちから様々なアドバイスを受け、貴重な時間を過ご

しました。 

 設立会では、田村豊先生（7期）が満場一致で会長に決定

し、来年の開催を約束して閉会し、それぞれ仲間たちと札幌

の街に散って行きました。 

最終講義・職域・部活ＯＢ会 紹介コーナー            
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風声雪語 －野幌だより－ 

 干場信司教授最終講義  

 ２月９日（月）午前１０時から大学内Ｃ１号館２０１番教
室を会場にして、大学農食環境学群循環農学類主催の干場信
司教授最終講義が「一人の教育・研究に携わった者の歩み」
と題して行われた。会場には研究室の学生や卒業生、学内教
職員等約１００名の方々が干場教授の最終講義を拝聴した。
森田茂教授の司会で始められた最終講義では小宮道士循環農
学類長から開会のご挨拶があり、干場教授の経歴等が紹介さ
れた。  
 最終講義では教授の研究歴と職歴を合わせながら丁寧に紹
介した。まず雪の研究を目指して大学に入り、農業物理の道
へ入ることとなった。最初の赴任が新得畜産試験場。そこで
畜産の現場を学ぶ。北大助手に戻りアメリカ留学で修士取
得。帰国後は農林水産省勤。北農試を経て酪農学園大学へ。
「カーフハッチの環境特性」の研究で学位取得。初期の導入
に関わったカーフハッチは道の普及推奨となり農家の方々か
ら評価されたことや現行基準の基となる畜舎等設計基準の緩
和への貢献等も紹介した。  

 アイスホッケー部ＯＢＯＢ会 

 酪農学園大学アイスホッケー部ＯＢ・ＯＧ会が2月21日

（土）および22日（日）に開催されました。本学アイス

ホッケー部は男子部と女子部がありますが、毎年「ＯＢ・Ｏ

Ｇ会」として合同開催しております。 

 21日（土）は懇親会が開催され、21名の方々にご参加い

ただきました。今回は、卒業して数年から10年くらいの卒

業生の参加が多かったです。男子部顧問の岡本英竜先生や女

子部顧問の小宮道士先生にもご参加いただき、ＯＢ・ＯＧの

交流を深めることができました。 

 翌日の22日（日）には星置スケート場にて交流戦が行わ

れ、19名の参加がありました。その他、応援・見学の方も

数多くリンクに来ていただきました。交流戦は例年通り、現

役学生チームvs卒業生チームで行われました。男子は4-4で

引き分け、女子は2-1でOGチームの勝利という結果でし

た。どちらも接戦でアイスホッケーを楽しみベンチサイドか

らは応援や笑い声が絶えませんでした。    

http://rakuno.org/wp-content/uploads/2014/02/image0011.jpg
http://rakuno.org/wp-content/uploads/2014/01/DSC_00261.jpg


地区支部同窓会紹介コーナー            
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第３巻 第１号（通号２５号） 

   北海道第２地区北空知支部総会  

 ２月２１日（土）１７時３０分より同窓会連合会北空知支部

総会が深川市「アグリ工房まあぶ」を会場に行われ、１７名の

同窓生・学園関係者が出席した。本学からは仙北富志和学園

長、榮忍校長、野村武同窓会連合会長、永田享後援会常務理

事、中出哲也獣医学群教授、浦川の６名が出席した。  

 伊藤博明氏（理事）の司会で進行し、１月末に急逝された尾

崎義憲副会長を悼み黙祷で開始した。高谷北空知支部会長の開

会のご挨拶ののち、来賓を代表して仙北学園長が学園の近況紹

介と創立者の遺訓集から地元音江町出身の深澤吉平氏を紹介し

た。榮校長は高校の近況報告の中で入試状況や女子ソフトボー

ル部の選抜全国制覇を紹介した。 

 

 北海道第５地区根室支部設立総会 

 ２月２８日午後７時から「寿宴」を会場に根室支部懇親会が

１７名の同窓生が出席して開催された。あいにく悪天候のため

中標津空港閉鎖の影響で本学から出席することが出来なかっ

た。１日は１１時から同会場で総会と昼食会を挟み、研修会

が２８名の出席により開催された。本学からは福山常務理事、

永田享後援会常務理事が出席した。同窓会からは野村会長代理

で堀内信良副会長、浦川が出席した。   

 総会は佐藤良文事務局長の司会進行に開始し、まず水沼猛根

室支部長から開会挨拶が行われた。その後、司会者からの来賓

者や講師紹介のあと、酪農学園の近況報告として福山二仁常務

理事から学園の現状について詳細に報告した。高校・大学の入

学状況、男子寮の建設、フィールド教育研究センターや私学法

や学校教育法改正に伴う諸課題について述べた  

 埼玉支部いちご狩りツアー他 

 埼玉県支部では、３月１日（日）小雨（傘がいらない程度）の

中、行事を開催しましたのでご報告いたします。 

 参加者は２１名（内子供３名）で、目的地までの移動は同窓

生の横塚元幸さんが借りていただいたサロン型小型観光バス

（定員２８名）で、ドライバーもやっていただきました。外は

少し肌寒い小雨でしたが、バスの中は快適そのものでした。車

内は、アルコールがまわり出すと特に元気が出てくるようでお

しゃべりが弾み、渋滞の道路も気にしていない様子でした。

（中略)熊谷市にある「山ノ下いちご園」（同窓生の吉田香さん

の旦那さんが経営）に行きました。広いハウスの中は赤く熟し

たいちごがいっぱい！ ３０分間食べ放題に挑戦。しかし、みん

な１５分位でお腹いっぱいとなったようです。種類は、章姫・

やよいひめ・紅ほっぺの３種で、中でもやよいひめが最も甘

かった。大人も子供も大満足のいちご狩りでした。私も１０年

分位のいちごを食べた気がしました。 

 
関東甲信越地区長野支部総会  

 ３月１４日（土）午前１１時から松本勤労者福祉センター２

階会議室を会場にして、同窓会連合会関東甲信越地区長野県支

部の第４回総会・研修会が開催された。 

 本学からは福山二仁学園常務理事、榮 忍とわの森三愛高校

長、講師の堂地修教授、浦川。関東甲信越地区同窓会から岡田

勉地区会長、高澤靖東京オフィス所長に出席していただいた。

出席者数は総会が１７名。講演会は同窓生以外の関係者も含め

て２６名であった。 

 １２時過ぎから昼食を摂りながらの総会が行われた。総会に

先立ち、来賓挨拶として同窓会事務局からは同窓会連合会の現

況を紹介させていただいた。福山常務理事は学園の近況報告と

私立学校法等の変更に伴う学内諸課題について紹介した。田中

支部長を議長に２０１４年度の事業報告および収支決算、２０

１５年度事業計画および収支予算、役員等について審議され、

提案どおりに承認された。役員は現体制がほぼ留任し、渡辺敬

文氏が事務局に就任した。  
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〒069-8501 

北海道江別市文京台緑町５８２ 

            酪農学園同窓会連合会 

電話 ０１１（３８６）１１９６ 

FAX ０１１（３８６）５９８７ 

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

HP:http://rakuno.org/ 

 あ と が き 

 

 3月20日大学の学位記授与式が行われました。高校はそれに先

立ち2月28日（全日制）、3月7日（通信制）の卒業式が挙行さ

れた。友と別れ、それぞれの道をそれぞれの思いで進む学生・

生徒に熱いエールを送りたい。 

 酪農学園同窓会は、共にこの野幌で学んだ同窓として、この

先永くお付き合いさせていただきます。いつでも母校は貴方を

温かくお迎えします。 

 

 今年は例年より雪解けが早く、ふきのとうも顔を出し、牧草

地やデントコーン畑の土も顔を出し始めました。 

 ３月は別れの月ですが、４月は出会いの時。６日に大学の入

学式、７日に高校全日制の入学式が行われます。 

  

 また昨年１年かけて建設された高大統合寮である「希望寮」

もオープンします。それに伴い閉鎖される創世寮、北光寮。高

校の機農寮については創世寮の旧棟が早めに解体されるそうで

す。思い出の多い寮生ＯＢには、解体される前に是非一度、野

幌の地に足を運んでいただければと思います。 

     

今後の主なスケジュール 

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）青年海外協力隊ＯＶ会設立総会 

 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 

   ７日（火）とわの森三愛高校全日制入学式 

 10日（金）短大同窓会幹事代表委員総会 

  １２日（日）関東甲信越地区総会＆交流会 

  １７日（金）同窓会連合会第1回理事会 

  １８日（土）とわの森三愛高校通信制入学式 

  ２４日（金）校友会事務局長会議 

  ２６日（日）中部地区愛知県支部総会 

5月 

 24日（金）校友会理事代議員会 

 27日（水）同窓会連合会第2回理事会 

 28日（木）連合会理事・代議員会 

               

同窓会は卒業生を応援します 

温故知新～同窓会連合会の歴史より～no.２０ 
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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。（再掲） 

 同窓会４０周年記念誌から その２ 

          髙橋節郎 前同窓会連合会会長 

  同窓生すべてに募金案内を発送したが、みんな快く応じてくれ

たし、知名度のある仲間には応分のお願いも。不思議なことに、

余裕のある奴ほど渋かった。 

 改修は松村組にかなり値切って契約した。工事を始めてから、

営業部長に「ひどい建物だ、いつ崩れてもおかしくないですよ」

「補強も頼むよ、金は増やさないけど」。 

 建物が完成、調度品やショーケースも整備、募金はかなり残っ

て同窓会の基金へ、ホクレンにはかなり無理を言ったと思う。 

 

昭 和５８（１９８３）年１０月１日、酪農学園５０周年記念日

の朝玄関前で、佐藤理事長、樋浦元学長、そして私の３人で

テープカット、酪農学園に寄贈した。 

 「全国各県に支部を創って同窓生の連帯の中で志望者を増や

す」連合同窓会設立以来の悲願である。ある全ての県支部の毎年

の総会はもちろん、設立の準備のためにも、随分足を運んだもの

だ。ホクレンの仕事を犠牲にしたこともあり「同窓会がそんなに

大事なのか？」と皮肉も。大阪まで、日帰りしたことも。 

 

 そんな中で、特徴的だったのは獣医学科の卒業生の動きが目

立ったことだ。裏方として大変なご苦労に感

謝したい。 

 全国すべての府県の支部の設立を、私は道

半ばで引退したが幸い後を継いでくれたのが

野村武さん（獣医学科１期）、精力的に支部

の設立、組織整備等の行動力には、目を見張

るものがあり嬉しい限りである。 

 同窓会の思い出は尽きないが、今後の発展

を願ってやまない。 

 


