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酪農学園同窓会連合会ニュースレター
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１１月２２日（土）午後、北光寮４８周年並
びに閉寮式典が開催された。
１２時半から受付が北光寮で行われ、午後１
時から同食堂において昼食会が開催された。

午後３時から黒澤記念講堂に会場を移動して４８
周年並びに閉寮式典が開催された。式典には寮生
OB、寮生、教職員等学園関係者を含め、１３０
名を超える方々にご出席いただいた。

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

目次：
北海道１区：３支部（１）(江別)

最近の話題

１

同窓会現況

1

地区支部総会

2

支部・単位同窓会 3
温故知新
編集後記

4
4

大学院 計
大 学

１，５１０名

北海道２区：６支部（４）(胆振)(01/24)

計

２７，２２３名

短 大 計

９，４８７名

北海道４区：６支部（２）

高 校 計

１８，９３９名

北海道５区：６支部（０）

合 計 計

５７，１５９名

東北地区

酪農義塾 計

３０３名

酪農学校 計

９２，０００名

総合計

１４９，４６２名
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四国地区：

４支部（０）

九州地区：

８支部（１）(大分)
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地区支部総会 紹介コーナー
東北地区福島県支部通常総会

去る１１月８日郡山市・花ノ祥において第１０期通常総会
を開催いたしました。本学から干場信司学長、堀内信良同窓
会連合会副会長、山田容子酪農学園後援会総務主任をお招き
して開会し、提案議案は出席会員のご協力を賜り原案どおり
可決されました。
今回は第１０期事業報告、決算報告、第１１期事業計画、
収支予算に加えて第３号議案として任期満了に伴う役員改選
が行われました。
支部長に飯塚尚峯氏、副会長に久保明氏（留任）、監事に
三輪真人氏、事務局長に蛇石祐三氏が選任されました。支部
長の鈴木紀男氏、副支部長の糸川文常氏が顧問に就任しまし
た。今期も会員相互の親睦の向上を図れるよう努力して参り
ます。総会終了後、干場学長より「酪農学園の現状と未来創
造」と題して講演を行って頂き、大変有意義な研修を行って
貰いました。

東北地区山形県支部同窓会

１１月１７日（月）午前10時から山形県天童市、
NOSAI山形中央ホールにおいて「第48回酪農公開講座」が
開催された。テーマは「牛の飼養環境を考える」。参会者は
約１００名の出席者。講師は本学泉賢一准教授、及川伸教
授。泉准教授は「環境にやさしいウシの飼い方とは」、及川
教授は「乳牛の周産期疾病予防と飼養環境モニタリング」。
それぞれの専門の立場からテーマに沿ってわかりやすく解説
した。
講座終了後、午後６時から山形国際ホテルを会場にして、
酪農学園山形県支部同窓会が44名の出席者により開催され
た。第４８回公開講座の講師やEXC関係者を紹介しご挨拶
を頂戴した。その後、出席者全員から自己紹介を兼ねたス
ピーチがあり学生時代の思い出話や現在の職場の紹介等でな
ごやかな懇親会となった。

関東甲信越地区茨城県支部総会

東北地区宮城県支部同窓会

１１月１６日（日）、酪農学園大学講座終了後、会場を仙
台ガーデンパレスに移して、5時30分より酪農学園宮城県支
部同窓会が行われた。出席者は３５名で学園からは野村同窓
会連合会会長。公開講座に出席した干場学長、ＥＸＣ樋口次
長、後藤課長。講師の植田獣医師、泉准教授、岩野准教授に
も同席いただいた。
遠藤秀之同窓会宮城県支部長、後藤忠彦獣医学科宮城県支
部長の歓迎のご挨拶後、野村武会長から同窓会連合会の現況
を報告した。
来賓を代表して干場信司学長から学園の近況報告が行われ
た。その後上記講座の講師および学園関係者の紹介が行われ
た。続いて公開講座でお世話になった横山亮一宮城県畜産課
長（獣医OB）からの乾杯のご発声で懇親会に入った。次に
今回の公開講座で講演した上記の3名の講師に記念品が贈ら
れた。
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２０１４年１１月３０日（日）午後３時からつくば市内
のホテルグランド東雲を会場に第２回目となる、関東甲信越
地区茨城県支部設立総会が４０名の同窓生、学園関係者で開
催された。３部構成でⅠ部の講演会では前田育子氏の司会進
行によりスタートし、開会にあたり支部長の上野達氏から歓
迎のご挨拶が行われた。記念講演は「獣医寮を取まく社会情
勢」と題して獣医４期生、前衆議院議員の北村直人氏（獣医
学博士）が約３０分の講演を行った。
Ⅱ部では第２回総会が行われた。佐原聡氏の司会で進行
し、小島利男副支部長の開会挨拶後、上野支部長から改めて
総会挨拶が行われた。その後来賓を代表して福山二仁常務理
事から入試状況、財務状況等学園の現況を紹介した。来賓紹
介では野村武同窓会連合会会長、福山二仁学園常務理事、後
援会永田享常務理事、関東甲信越地区役員等が紹介された。
Ⅲ部の懇親会は前田育子氏の司会により山上忠敏氏の開会
挨拶ののち、蔵淵洋一副支部長の挨拶が行われた。次に来賓
挨拶として、野村会長が同窓会連合会の組織状況や同窓生数
等同窓会の現状を紹介した。
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地区支部・単位同窓会紹介コーナー
北海道第三地区道南地区会

11月15日（土）11時から八雲駅傍の「まるみ食堂」にお
いて、第３回となる道南地区会が開催された。この会は北海道
第３地区の役員や関係者が昼食会の形で、毎年１１月の第三土
曜日に開催している。
今回は地区会長の都築信夫氏が八雲酪農の重鎮加藤孝光氏の
死去のより急遽欠席となったが安藤廣事務局長の司会進行で進
められた。渡島第一支部長の安藤廣氏、渡島第二支部長の吉田
英明氏、檜山支部長の片桐哲男氏を含めて八雲を中心にした１
６名の出席者から自己紹介と近況報告が行われた。後志支部準
備会から中園稔氏が出席の予定であったが吹雪の為、欠席と
なった。

北海道第一地区千歳支部総会

大学・短大フェンシング部ＯＢ会

２０１４年１１月１日（土）札幌市内の札幌第一ホテルを会
場にして大学・短大フェンシング部OB会が全国各地から３２名
のOB、OGが出席して開催された。
OB会は牧信男氏（３期）の事務局報告のあと、長澤政明氏
（４期）から物故者に対する黙祷が捧げられた。
熊谷茂典氏（１期）から乾杯挨拶が行われ、お礼とお祝いの
言葉を述べた。その後、懇親会に入り出席者によるスピーチで
は、現役当時の思い出話等が紹介された。
また式次第には、OB会に出席出来なかったOB、OGからの
近況報告を兼ねたメッセージが紹介され、創成期OB会や現役時
代の懐かしい写真も掲載されていた。
全員での酪農讃歌合唱のあと、西田丈夫氏（１３期）の中締
挨拶でOB会を閉会し、最後はフェンシング部エールで会を閉じ
た。

大学・短大ワンダーフォーゲル部ＯＢ会

１１月２４日（月）午後１時から千歳市内の「ＡＮＡク
ラウンプラザホテル千歳」において、石狩地区千歳支部が３０
年数年ぶりとなる総会を３０名の出席者により開催した。会則
案と役員案を審議し再構成の設立総会となった。学園からは干
場信司学長、同窓会から野村武会長、紺野勝歳第一地区会長
（札幌支部長）、浦川が出席した。
設立総会は中村由美子氏の司会で進行し、発起人代表の藤本
謹也氏から今回の設立総会に至るまでの経過報告が行われた。
来賓紹介のあと来賓を代表して同窓会連合会野村会長が祝辞を
述べた。野村会長は同窓会の現況報告と千歳支部に係る過去の
経過等もご紹介いただいた。
議事は藤本謹也氏を議長に、藤田勝久氏を書記にして行わ
れ、１）千歳三愛会の設立について名称を承認した。２）酪農
学園千歳三愛会会則案を審議し、質疑応答ののち原案どおり拍
手で承認した。３）役員の選出については役員案が配付され、
原案を承認した。

去る11月1日(土)定山渓ホテル鹿の湯にて創部50周年を記念
し、正式にOB・OG会を設立すべく、歴代顧問を含むOB・
OG26名に7名の現役部員が参集し酪農学園大学体育会・ワン
ダーフォーゲル部OB・OG設立総会が開催されました。
総会では、まず物故者への黙祷でご冥福をお祈りさせていただ
きました。
その後審議に入り会則案に対し建設的な意見交換が行われ、
一部修正を踏まえて承認され、正式にOB・OG会設立承認とな
りました。
創部以来幾多の存続の危機は有りましたが、その都度献身的
なOBの支援等により、北の山に抱かれたワンデリング活動は
脈々と現役に引き継がれています。
懇親会では参加者の個性あふれる近況報告に時の経過を感じ
るとともに、伝統の飲み会の様相となり、OB・OGは現役時代
にタイムスリップ???、最後は肩を組んでの部歌唱和、その後
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つわもの達は2次会、3次会で盛り上がりました
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〒069-8501
北海道江別市文京台緑町５８２
酪農学園同窓会連合会
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

北光寮閉寮式典（つづき）
式典は司会を舩戸一典さん、伴奏を木内裕也さんが務めた。礼
拝では讃美歌４１２番「昔主イエスは」を全員で歌い、聖書は司
会者からコリントの信徒への手紙１２章１２節～２６節を朗読し
た。最後は酪農讃歌を全員で合唱した。
続いて来賓挨拶が行われ、仙北富志和学園長、干場信司学長、
諏佐幸夫（営繕）氏からそれぞれのお立場から寮の歴史やご祝辞
を頂戴した。
次に西岡鷹佑実行委員会委員長、渡辺雄生寮長からお礼のご挨
拶を述べた。最後に声高らかに「ふみあと」を合唱し、集合写真
を撮影して式典を終了した。

今後の主なスケジュール
１月
８日（木）緑風会総会・懇親会
１０日（土）酪小獣四国設立総会＆記念セミナー
１７日（土）北海道第５地区十勝支部総会
１７日１８日大学入試センター試験日
２４日（土）北海道第２地区胆振（伊達）支部設立総会
３１日（土）九州地区沖縄県支部総会
２月
４日５日 大学学力入学試験日
８日（土）酪小獣大阪会学術講習会
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
３月
１日（日）北海道第５地区根室支部総会
２０日（金）大学卒業式
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西岡北光寮長挨拶

２０１２年度
全体（地区支部）：代議員総会実施。５月京都支部設立総会。９
月熊本県支部総会。１１月和歌山県支部設立総会。１２月牛島純
一名誉会長逝去。２月沖縄県支部設立総会。２月短期大学部閉校
記念式典。
５月京都支部設立総会。５月群馬支部総会。５月山梨県支部総
会。５月千葉県支部総会。５月長崎県支部総会。５月札幌支部総
会。５月連合会理事会代議員総会。６月関東地区・埼玉県支部総
会。８月九州地区総会。８月東京支部総会。８月新潟県支部総
会。９月熊本県支部総会。１１月福島県支部総会。１１月栃木県
支部総会。１１月和歌山県支部総会。１１月石狩地区全体懇親
会。２月北空知支部総会。３月沖縄県支部設立総会。３月長野県
支部総会。
高校：６月機農高校４１期同期会。９月機農高校農業科１８期農
経科６期同期会。１０月三愛女子高校２９期同期会。１１月高校
関東地区合同同窓会。１１月機農高校機農会総会。１０月三愛女
子高校６期同期会。１１月とわの森三愛高校同窓会定期総会。３
月とわの森三愛高校１８期同期会。
短大：５月短大２１期同期会。６月短大同窓会理事会代議員総
会。７月短大９期同期会。１月短大同窓会理事代議員臨時総会。
大学：４月獣医学科山口支部同窓会。５月大学一期生（一成会）
同期会。６月獣医学科６期同期会。６月応用繁殖学研究室ＯＢ
会。７月農業経済学科理事会総会。８月緑風会中央研修会。８月
酪小獣麦の会総会研究会。８月獣医学科復興支援同期会。９月農
業経済学科３期同期会。９月獣医学科岩手県支部同窓会。９月獣
医学科２４期２０周年同期会。大学・短大剣道部ＯＢ会。１０月
開拓同志会ＯＢ会。１０月獣医臨床繁殖学創立３５周年式典。１
０月獣医学科３４期１０周年同期会。１１月酪小獣兵庫設立総会
研究会。１２月酪小獣中部設立総会研究会。１２月家畜栄養飼料
学研究室同窓会。２月酪小獣大阪会設立総会。２月酪進会ＯＢ
会。２月大学アイスホッケー部ＯＢ会。２月大学短大ボランティ
ア部ＯＢ会。３月安宅一夫先生宇都宮賞受賞記念祝賀会。

あ

と

が

き

師走に入りました。先月八雲で開催された道南地区会に出席する
機会があり、八雲酪農の先達の太田正浩氏の「無終の理想、前にあ
り」という言葉を紹介していただいた。
また八雲地区は尾張徳川家が入植した由緒あるところでその系譜
が受け継がれていることを学習した。
絆を強くして全国ネットワークを構築したいという会長の熱意か
ら、気がつくと全国４６都府県に未設置支部が残すところ３県と
なった。
事務局では単位同窓会という学校別の縦の同窓会と全国地区支部
同窓会という横の組織に、部活や研究室、ゼミ、同期会、職域ＯＢ
会等ものを織り交ぜて「酪農学園同窓会」というひとつのものに集
約していきたいと考えている。
そのためには個人情報を守りながらの住所録の整備や全国各地区
支部の組織強化と財政支援が不可欠と考えている。
まずは身近なところから同期会や部活ＯＢ会開催等について、情
報をお寄せいただければ同窓会ＨＰや本小冊子でご紹介して欠席者
等への情報共有を計っていきたいと思っています。
皆様からの季節の便りや近況報告もお待ちしています。（Ｕ）

