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同窓生関連の最近の話題

関東甲信越地区総会＆埼玉支部総会開催

去る６月１５日（日）１３時３０分から平成
２６年度の埼玉県支部定期総会と関東甲信越地
区同窓会総会が別所沼会館を会場にして開催さ
れた。総会総出席者は３４名。本学からは麻田
信二理事長、干場信司学長、高澤東京オフィス
所長、同窓会から野村武会長、浦川が出席し
た。
埼玉県支部総会では、支部長の歓迎挨拶、来賓

紹介ののち佐々木裕之氏の進行
により城近副支部長を議長に選
出し、総会資料により議事を進
行した。
第１号議案では平成２５年度
事業報告および収支決算報告、
監査報告。第２号議案として平
成２５年度事業計画並びに収支
予算、審議され、原案どおりに
承認された。第３号議案では役
員の一部改選が提案され、追認
された。
関東甲信越地区総会では、城近事務局長の進行
で、岡田会長の挨拶のあと、総会資料により議事
を進行した。第１号議案として平成２４年度事業
報告および収支決算報告、監査報告。第２号議案
として平成２５年度事業計画並びに収支予算、審
議され、原案どおりに承認された。第３号議案役
員改選が行われ、会計に作田昌彦氏（神奈川）、
理事・監事に廣間善之氏（埼玉）が新任した。

同窓会連合会の現況（卒業生数）
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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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：７支部（４）

高 校 計

１８，９３９名

北海道５区：７支部（２）

合 計 計

５７，１５９名

酪農義塾 計

３０３名

温故知新

4

酪農学校 計

９２，０００名

編集後記

4

総合計

１４９，４６２名

北海道３区：５支部（２）(後志)

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（１）(三重)(11/01)

近畿地区：

６支部（１）(滋賀)

中国地区：

５支部（２）(鳥取(11/09)、島根)

四国地区：

４支部（１）(香川)(11/02)

九州地区：

８支部（１）(大分)
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地区支部同窓会紹介コーナー
四国地区高知支部設立総会報告

６月２１日（土）午後４時から高知会館内４階「やまも
も」において、標記会議が開催された。出席者は２３名。平
成１１年３月２７日に学生募集で高知を訪問した故安藤功一
教授を囲んで開催されて以来１５年ぶりの開催となった。学
園からは福山二仁常務理事、榮忍とわの森三愛高校長、同窓
会連合会からは野村武会長、浦川が出席した。
総会は橋田正人事務局長により進行。歓迎の挨拶を横畠増
吉支部長が述べた。来賓挨拶は学園を代表して福山常務がお
礼の挨拶を述べた。来賓紹介、自己紹介のあと、議事に入っ
た。会則の確認では議案書に添付されている原案について質
疑応答の結果、原案どおり拍手で承認した。

関東甲信越地区東京都支部総会報告

７月５日午後１時より酪農学園東京オフィスにて東京都
支部
定時総会並びに特別講演、懇親会が開催されました。当日暑
い中、およそ４０名の諸先輩方の出席を賜りました。
１） 定 時 総 会
総会を開会するにあたり事務局長佐藤より開会の辞が告げ
られ、須田利明支部長の挨拶を頂きました。その後須田支部
長が議長席に就き、事務局長の佐藤が書記を取らせて頂きま
した。
第１号議案から第３号議案まで審議され、出席者全員から
のご賛同を頂き拍手を以って承認されました。

関東甲信越地区神奈川県支部総会報告

近畿地区緑風会設立総会報告
６月２９日（日）１０：３０から神戸市元町地区にある
「パレス神戸」を会場にして、緑風会(教員ＯＢ会)近畿地区
設立総会が２４名の出席者により開催された。

本学からは干場信司大学学長、小山久一同窓会副会長、浦
川が出席した。緑風会本部から西田丈夫緑風会本部会長、同
窓会連合会近畿地区から山本浩光地区会長が出席した 。
会は吉田文三氏（大阪）の司会で進行し、澤竹孝幸氏（和
歌山）から開会のことばを頂戴し、来賓出席者を河野雅晴氏
（兵庫）が紹介した。
講話(１)では、「大学の近況」について干場学長が大学再
編の内容や現況をＰＰＴを利用してわかりやすく紹介した。
講話(２)では、「大学と緑風会の連携事業の紹介」と題し
て、西田本部会長から緑風会の成り立ちから現在までの主な
活動内容について配付資料により紹介した。
続いて行われた講演では「農ク、プロジェクト発表の指導
を振り返る」と題して、京都桂高校佐藤庸平教諭が全国大会
で最優秀賞を受賞した「京の伝統野菜「山科ナス」につい
て」の発表における生徒への指導経過を丁寧に判りやすく説
明していただいた。
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７月6日（日）11時より酪農学園東京オフィスを会場に
平成２６年度関東甲信越地区神奈川県支部総会が出席者総数
28名により開催された。
学園からは、福山二仁常務理事、干場信司学長、榮忍校
長、同窓会から野村武会長が出席した。関東甲信越地区から
は岡田勉会長、城近泰事務局長、須田利明東京支部長、廣間
善之埼玉支部長、高澤靖東京オフィス所長が出席した。
総会は岩寺信節事務局長の司会で進行し作田昌彦支部長挨
拶のあと、議長に作田支部長を選出して議事を進行した。
第１号議案の平成２５年度事業報告、収支決算報告、会
計監査報告。第２号議案の平成２６年度事業計画並びに収支
予算、第３号議案の役員一部改選について審議され、原案ど
おり承認された。
総会終了後、来賓紹介と来賓挨拶が行われた。学園の現状
や同窓会連合会の状況報告があった。
次に 元短大学長 坂本与市名誉教授から「私の北海道」の
演題により、先生の生立ちや学園創世期からの思いで深く、
ユーモアに満ちた内容の講演が行われた。参加者一同共感と
深い感銘を頂いた。
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単位同窓会・地区支部同窓会紹介コーナー
関東甲信越地区新潟県支部総会報告

台風8号の接近により飛行機便の欠航等も心配された７月１
２日（土）１５時００分、新潟東映ホテルを会場に平成２６年
度関東甲信越地区新潟県支部総会が出席者総数３２名により開
催された。学園からは仙北富志和学園長、榮忍高校長、浦川が
出席した。同窓会からは堀内信良副会長（連合会会長代理）、
関東甲信越地区からは城近泰事務局長（会長代理）、大津初司
副会長、廣間善之埼玉支部長、唐仁原景昭千葉県支部長（新潟
支部顧問）、高澤靖東京オフィス所長が出席した。
総会は高橋善親事務局長の司会で進行し石月晋支部長挨拶の
あと、議長に石月支部長を選出して議事を進行した。
第１号議案の平成２５年度事業報告、収支決算報告、会計監
査報告。第２号議案の平成２６年度事業計画並びに収支予算、
第３号議案の会費徴収に係る規約変更が審議され、原案どおり
承認された。第４号議案のその他では幹事の転出に伴う補充人
事として高橋正和氏を選任した。

酪農短期大学五期生の集い開催報告

７月７日（月）午後３時から定山渓温泉ホテル鹿の湯を会場
に第１３回となる酪農学園短期大学五期会が開催された。出席
者は２５名（うち夫人８名）。
本州から３組の学友夫婦が出席され、７月７日午後３時、Ｎ
ＨＫ横に集まり、４時温泉着。受付・部屋割りなど諸連絡とし
て６時集合写真、開会式。
宴会の中で詩舞の披露あり、二次会ではカラオケなど９０
分。各部屋を渡り歩いて１２時まで話し合い交流し情報交換を
深める。学園の二年間がその後の人生を決定づけ、同一職場で
最後まで勤め今はボランティアなど社会貢献している人が多
い。

酪農学園短期大学９期生同期会報告

北海道第四地区宗谷支部設立総会報告

昨年11月20日世話人会、３月26日設立準備委員会を経
て、7月19日（土）豊富町にある豊富町定住支援センター
「ふらっときた」を会場にして33名の出席者を迎え設立総会
が開催された。学園から干場信司大学学長、後援会から永田常
務理事。同窓会から野村武会長、板倉敏雄前副会長、浦川が出
席した。
総会は土谷恒男設立準備委員会代表の司会で進行した。まず
来賓挨拶では干場学長から設立総会のお祝いと大学の概況が述
べられた。続いて同窓会連合会野村会長は同窓会の現況等につ
いて報告した。永田後援会常務は日頃の後援会への支援お礼と
今後の協力依頼を行った。また設立までご協力いただいた板倉
敏雄前同窓会副会長からお祝いの挨拶を頂戴した。
総会では今日に至るまでの設立経過の説明が土谷代表から
行われた。次に準備委員会で協議されていた宗谷支部会則案が
口頭説明され、拍手で承認された。連合会の会則上では宗谷第
一支部、宗谷第二支部となっていましたが「宗谷支部」として
一本化し、また宗谷総合振興局内のため幌延地区を含めること
が拍手で承認された。

7月7日（月）岩手県平泉町ホテル武蔵坊を会場に、短期大学
9期生の同期会が2年ぶりに7回目が開催された。
遠くは熊本県、香川県、大阪府等々全国各地から31名（同伴
者10組）が飛行機、フェリー、新幹線、自家用車等の交通機関
を駆使しての出席となった。
開演は、秋田の佐藤篤右氏の司会で進行され、東北ブロック
発起人代表佐藤栄光氏による歓迎のご挨拶。北海道せたな町か
らの出席者、生出正実氏の乾杯（開宴スターター）で祝宴とな
り、昭和33年の入学当時の学生寮（ダビデ、ヤコブ、マルコ、
ヨハネ、ペテロ）での、よい子、悪い子、普通の回顧に一喜一
憂の歓談となる。
その後、テーブル毎に自己紹介（近況報告）が行われ、お互
い健康で参加出来たことに感謝し合いました。一次会の〆で
は、北海道由仁町の細田治憲氏が、次回、2年後の熊本県での8
回目にも健康を保ちつつ全員で参加しようと〆られた。
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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

創世寮と新寮建設工事

今後の主なスケジュール
８月
２日（土）緑風会中央研修会
３日（日）酪小獣麦の会総会研修会
１０日（日）酪小獣大阪会学術講習会
２３日（土）九州地区総会
９月
６日（土）緑風会道東地区研修会
６日（土）酪小獣四国地区準備会
１３日（土）酪農学園ホームカミングデー
１３日（土）農業経済学科５０周年同窓会
１９日（金）獣医学科１５期３０周年同期会
２１日（日）動物愛護フェステイバル
２７日（土）収穫感謝祭
２８日（日）酪小獣地塩会総会・研修会
１０月
４日（土）大学オープンキャンパス
１１日（土）大学父母懇談会
１７日（金）獣医学科５０周年祝賀会
１８日（土）酪農公開講座（遠軽町）
１９日（日）兵庫県支部設立総会
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２０１０年度
全体（地区支部）：北海道地区特別委員会決定による地区再
編。徳島県支部設立。短大６０周年・大学５０周年。とわの森
高校再編。
５月山梨支部総会。６月埼玉支部総会。６月近畿支部総会。７
月新潟県支部総会。７月東京都・関東合同総会。９月札幌支部
総会。１０月神奈川支部総会。１１月福島県支部総会。１１月
東北地区準備会。１１月北海道第三地区設立準備会。２月岡山
県支部総会。２月徳島県支部設立総会。２月北空知支部総会。
高校：１０月三愛女子高校２７期同期会。１０月機農高校農村
経済科３４期同期会。１０月高校関東地区合同同窓会。３月機
農会総会。
短大：５月短大同窓会総会。６月短大５期同期会。９月短大昭
和３８年卒同期会。９月短大４期１１回同期会。１１月短大Ⅱ
コース３０周年同窓会。
大学：４月獣医学科京都支部総会。４月獣医学科岐阜県支部総
会。５月大学同窓会校友会総会。５月菊地先生退任記念同窓
会。５月馬術部５０周年記念同窓会。５月柔道部記念総会。７
月獣医学科空知支部総会。８月緑風会研修会。８月剣道部５０
周年祝賀会。９月酪進会総会。９月獣医学科白樺会セミナー。
１０月酪農学科・農業経済学科第６期同期会。１０月農業経済
学科４６年同窓会。１１月獣医学科大分県支部総会。１２月農
業経済学科現地研究会。１２月獣医学科広島県支部総会。１月
緑風会総会。１月獣医学科２１期２０周年同期会。１月北村直
人氏学位取得祝賀会。２月獣医学科福岡県支部同窓会。２月獣
医学科岐阜県支部同窓会。２月酪農学科酪進会同窓会。２月獣
医学科１１期同期会。２月獣医学科長野県支部同窓会。３月獣
医学科解剖学教室同門会。３月アイスホッケー部ＯＢ会。

あ

と

が

き

去る７月１９日に最北端の宗谷支部が誕生した。２年前に沖縄県
支部が発足しているので稚内から沖縄県まで、あと数県を残し、酪
農学園の全国ネットワークが完成する予定です。
一番卒業生の人数の少ない県は佐賀県で５８名。多いのは地元の
石狩地区で１万３千名近くを数えます。
来年中には本州の都府県すべてに支部を配置したいと考えていま
す。未設置の大分県、滋賀県、島根県に同窓生の友人がいる方は是
非ご紹介下さい。世話人会、準備委員会と段階を踏んで支部を設置
していきたいと思っております。
今秋には三重県（中部地区）、香川県（四国地区）、鳥取県（中
国地区）が誕生予定です。
猛暑が続く日本列島ですが、学内で
は新寮も建築中であり、一方では北光
寮では閉寮記念式典も企画されていま
す。学科が閉鎖した食品科学科や農業
経済学科も記念式典も予定されていま
す。ホームカミングデーとともにご参
加下さいますようお願いします。

新寮工事現場

