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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

高校・短大・大学
トピック
ＨＰの更新状況から
○高等学校関連

同窓生関連の最近の話題

九州地区連合同窓会・懇親会開催

〇短期大学関連
7.02 Ⅱｺｰｽ編集委員会1
9.13 Ⅱｺｰｽ編集委員会2
10.27 Ⅱｺｰｽ編集委員会3
○大学関連
9.28 酪小獣地塩会総会
10.17 獣医学科50周年
11.01 ﾜﾝﾀﾞｰﾌｫｰｹﾞﾙOB会
11.02 酪進会総会
11.08 獣医50周年講演会
〇地区支部同窓会関連
10.19兵庫県支部設立総会
11.01三重県支部設立総会
11.02香川県支部設立総会
11.08福島県支部総会
11.09鳥取県支部設立総会
11.30茨城県支部総会予定

全国各地で土砂災害等大きな被害が発生した
先週末の８月２３日、小雨模様の福岡市内天神
の「福岡ガーデンパレス」を会場に「酪農学園
九州地区連合同窓会」の総会・懇親会が午後５
時から７０名を超える会員、ご家族が出席し
た。学園から麻田信二理事長、竹花一成獣医学
類長、大杉剛生教授が出席した。同窓会からは

野村武連合会会長、浦川が出席した。
総会は福岡支部立川弘
一氏の司会で開会し、
古賀友英九州連合同窓
会会長より歓迎の会長
挨拶、講師紹介等が述
べられた。開催県会長
挨拶を樺木野昂福岡支
部同窓会会長が述べ
た。
麻田理事長から同窓会
への謝意や学園の概況
をご紹介いただいた。
野村同窓会連合会会長
は同窓会の現況を紹介や酪農学園小史の紹介とＨ
ＣＤへの参加呼びかけが行なった 。
記念講演では、「沖縄美ら海水族館の獣医師の
役割」と題して植田啓一講師（獣医学科２７期
卒）から水生動物の臨床治療や全国的に話題に
なったイルカ（Fuji）の人工尾びれ開発、ジンベ
エザメ、マンタの水中エコー診断等についてＰＰ
Ｔを用いてわかりやすく解説いただいた。

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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風声雪語 －野幌だより－

職域ＯＢ会紹介コーナー
「酪小獣九州ブロック」第２回技術研修会報告

「酪小獣大阪会」総会・講習会報告

酪小獣 大阪会では平成25年総会と学術講習会ならびに懇
平成２６年７月２０日（日）福岡市内において、「酪小獣
九州ブロック」第２回技術研修会が開催され、執取大幹氏に
より司会進行された。
はじめに福山二仁常務理事よりご挨拶があり、学園の将来
を取り巻く環境と対策について今後よりいっそう同窓会の役
割が重要との説明があった。続いて野村武連合同窓会長より
ご挨拶があり、酪小獣と連合同窓会の現況等について説明を
いただいた。
このあと研修会に入り、昨年に引き続き酪農学園大学 伴侶
動物医療学分野内科学Ⅱ 打出毅教授による講義「臨床兆候か
らのアプローチ 下痢 総論・各論」を聴講した。

「酪小獣麦の会」研修会・総会報告

去る８月３日（日）うだるような暑さの中、酪農学園大学
附属動物病院２階会議室を会場にして第３回となる定期総会
や研修会が３９名の出席者により開催された。学園からは福
山二仁常務理事、北澤多喜雄獣医保健看護学類長が、同窓会
からは野村武会長が出席した 。
総会に先立ち開催された研修会は、立花徹副会長の司会、
前谷茂樹幹事の進行により行われた。まず本学獣医学群獣医
学類伴侶動物内科学Ⅱユニット玉本隆司助教から「猫の炎症
マーカー：血清アミロイドＡを中心に」のテーマで約１時
間、ＰＰＴにより症例のＣａｓe１～５についてわかりやす
く講演いただいた。。
続いて獣医保健看護学類動物栄養学ユニット内田英二教授
から「４年目の獣医保健看護学類」と題して講演いただい
た。学類の入学者動向や出身地域別統計、授業科目等をご紹
介いただいた。また動物看護師国家資格への動きや６大学で
組織する全国動物保険看護系大学協会の活動内容や第１期生
の就職状況等も紹介いただいた。
研修会終了後に同会場で第３回となる定期総会が 開催さ
れ、議案審議が行われ、提案された諸原案を承認した。
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親会を開催した。
平成26年8月10日（日）午後1時時30分から大阪コロナ
ホテルにて、平成26年総会を開催。当日は台風11号の関西
上陸という最悪の天候の中、交通機関の不通などで出席でき
ない方も残念ながらおられましたが、17名の方に出席いた
だきました。総会では、平成25年事業報告・決算、平成26
年儀行計画案・予算案などの議題はすべて承認されました。
午後2時より学術講習会をおこないました。講師は島崎等
先生（千里桃山台動物病院）、「今一度見直そう！原点から
のＸ線撮影と診断－胸部・腹部を中心に」という演題で、レ
ントゲン画像診断の基本中の基本について、お話しいただき
ました。

「緑風会」（教員ＯＢ会）中央研修会報告

３０度を超える猛暑の８月２日（土）午後１時から大学Ｃ
一号館１０１番教室を会場にして第７回を数える緑風会（教
員ＯＢ会）中央研修会が開催された。出席者は本学関係者を
含めて３３名。
研修会は干場敏博事務局長の司会で進行し、二木浩史副会
長の開式の辞のあと、西田丈夫会長が挨拶した。来賓挨拶を
述べた仙北富志和学園長は学園概況を述べた。
講演では「酪農学園大学の現状と課題」と題して入試部
次長の小糸健太郎准教授から学群学類の特徴である基盤教育
や入試概況や制度変更点等の説明が行われた。
教育実践においては「帯広農業高校酪農科学科の実践と課
題」と題して同校教諭の織井恒先生がＰＰＴを用いて報告し
た。酪農科学科の変遷や実践内容を紹介しながら、今日的な
課題や高校現場の抱えるさまざまな問題点について報告いた
だいた。その後、施設見学として、本学「フィールド教育研
究センター」の「作物生産ステーション」の概要説明と施設
見学が行われた
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職域ＯＢ会・単位同窓会紹介コーナー
「緑風会」道東支部研修会報告

９月６日（土）、午後一時半から更別村を会場にして、緑風
会道東支部合同研修会（オホーツク支部、釧根支部、十勝支
部）が開催された。参加者は２７名。
開会では十勝支部 田村弘樹支部長が挨拶した。続いて、ご
来賓の大学農食環境学群長 荒木和秋教授より、大学の概況等
を紹介し、高校と大学との連携の重要性を述べた。
研修Ⅰとして、酪農学園大学 岡田正裕教授より、「生徒に
期待を持たせる農業教育」～楽しく学ぶプロジェクト学習、Ｔ
ＰＰをどう学ぶか等、新しい視点から授業実践力を高める～と
題して講演。続いて、酪農学園大学入試課 加藤浩課長より、
大学入試の現状等高校の進路指導にとって貴重な説明をいただ
いた 。
その後、更別村で１６０ｈａの畑作専業経営を行っている有
限会社「コタニアグリ」に場所を移し、視察研修を行った。
研修会終了後、帯広市「ふじもり食堂」で教育懇談会を行い
交流を深めた 。

「緑風会宮城県支部」設立総会報告

「食品科学科」学類移行記念式典・記念同窓会報告

酪農学園大学食品科学科は2014年3月に「食品科学科」、最
後の入学生の23期生が卒業され、新たに「食と健康学類」とし
て新たな教育体制が進められており、学科から学類への移行を
期に「食品科学科」及び「食品科学科同窓会」では「食品科学
科学類移行記念式典・記念同窓会」を企画した。
2014年8月23日（土）に京王プラザホテル札幌にて開催さ
れ、224名の同窓生、現・旧教職員が参加されました。記念式
典は「食品科学科同窓会」副会長の石田博樹（1期生）氏の司会
により、開式され、最後の学科長となりました竹田保之教授の
挨拶の後、名誉教授菊地政則先生より、「食品科学科」での思
い出などのお話を頂きました。また山本克博名誉教授より、学
科創設から現在までの学科の歴史について写真を用いて紹介頂
きました
記念同窓会は会場を移して、大久保大悟氏の司会により開会
され、同窓会会長上村篤正氏からの挨拶と乾杯によりスタート
しました。 歓談中、歴代の学科長の鮫島先生、塩見先生、中村
先生よりご挨拶を頂き、和やかに先生と同窓生との再会の時が
流れました。 会の最後では「食と健康学類」学類長の石下真人
教授より、閉会の挨拶と乾杯、その後、総勢224名＋αで記念
写真撮影が行われ、閉会となりました

「農業経済学科設立５０周年記念祝賀会報告

９月６日（土）午後６時３０分から「ホテル白萩」を会場
にして「緑風会宮城県支部設立総会」が開催された。地元から
遠藤秀之支部長、小山内正夫前支部長等１５名の教員が出席し
た。本学からは仙北富志和学園長、同窓会連合会小山久一副会
長、浦川が出席した。事務局の千葉隆氏より開会および進行が
行われ、発起人挨拶として遠藤秀之宮城県支部長が設立経過に
ついて昨年行われた。学園からの仙北学園長が学園概況を報告
した。設立総会では会則と役員を承認した。
顧問に鎌田明聡氏、小山内正夫氏、小山勝美氏、平岡良一氏
が就任。会長には遠藤秀之氏、副会長には匹田哲弥氏と小室恒
氏、監事に阿部茂夫氏と佐藤淳氏、会計に佐藤栄聡氏、幹事長
に千葉隆氏をそれぞれ選任した。総会終了後に集合写真の撮影
を行い、懇親会へと移った。

２０１４年９月１３日（土）新さっぽろアークシティホテル
にて農業経済学科設立５０周年記念祝賀会が開催されました。
当日は約７０名の参加者がありました。
現学長の干場先生にもご出席を賜りました。昼間は大学で
ホームカミングデー、夜はこの祝賀会に出席という方も多数い
らっしゃいました 。
退職された先生や卒業生からスピーチを頂戴したり、ビンゴ
大会、大学パンフレットから見る農業経済学科の歴史スライド
ショーなどとても２時間では時間が足りなくなるぐらい盛り上
がりました。
また当日はこの日のために作られた特製エコバッグや農経
５０周年記念誌、農経会報復刻版（創刊号から最終号までの全
３２部セット）が参加者全員にプレゼントされました。
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第２３回ホームカミングデー開催報告

〒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

９月１３日（土）１１時４５分から、２３回を数えるホー
ムカミンデ‐が開催され、今年で３回目を迎える本学関連の
食材によるバーベキューランチが行われた。
２、３日前の大雨や前日まで江別市内の断水等、不順な天
候で開催が危ぶまれたが、１６０名を超える方々にご出席い
ただき、多少火起こしに時間を要したがランチを楽しむこと
が出来た。
食材は、本学フィールド教育センター肉畜生産ステーショ
ン（元野幌）で肥育された日本短角種や本学乳製品製造の牛
乳・アイスクリーム、トンデンファーム（本学OB経営）のウ
インナー、野村武会長差入のとうもろこし等。

今後の主なスケジュール
９月
２１日（日）動物愛護フェステイバルin えべつ
２７日（土）大学収穫感謝祭
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
５日（日）長野県支部秋の視察研修会
１０日（金）獣医学科三愛賞授賞式
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）ＥＸＣ酪農公開講座（遠軽町）
１９日（日）近畿地区兵庫県支部設立総会
２４日（金）北海道４区上川第一(中央)支部幹事会
２６日（日）「酪小獣兵庫」総会・研修会
１１月
１日（土）中部地区三重県支部設立総会
１日（土）ワンダーフォーゲル部ＯＢ・OG会
３日（月）四国地区香川県支部設立総会
８日（土）東北地区福島県支部定期総会
９日（日）中国地区鳥取県支部設立総会
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バーベキューランチは永田享後援会常務の進行で開会し、野村
武同窓会連合会長から主催者挨拶、干場信司大学学長からの歓迎の
ご挨拶を頂戴して昼食に入った。
ブルーグラス研究所（本学学生6人構成）にも出演いただき、野外
バーベキューに合った軽快な演奏（ｶﾝﾄﾘｰ＆ｳｪｽﾀﾝ）していただい
た。
演奏を挟みながら、後援会矢野征夫理事長、貴農同志会井上昌保
会長からそれぞれご挨拶を頂戴した。 その後の懇談の中で、本学堂
地修教授から食材の牛肉の紹介、同窓会関東甲信越地区大津初司副
会長、大学生協吉田健治専務からそれぞれスピーチを頂戴した。最
後は仙北富志和学園長から閉会のご挨拶をいただき、お開きとなっ
た。

１３時３０分から会場を黒澤記念講堂に移して、ホームカミング
デーの記念礼拝（物故者追悼）、記念講演が開催された。
記念礼拝の司式は榮忍高校長によって行われ、讃美歌合唱のあ
と、聖書の朗読、今年度の物故者追悼が行われた。奨励では、榮校
長が「何を知っているかが問われる」とのテーマで説教した。礼拝
の最後に全員での酪農讃歌を合唱し式を閉じた。
記念講演会は、竹花一成校友会事務局長の司会で進行し、麻田理
事長より学園を取り巻く状況報告と講師への謝意の挨拶が述べられ
た。今年は酪農とちぎ農業協同組合技術顧問 齊藤達夫氏を講師とし
てお迎えして、「牛飼い教員のあゆみ」をテーマにお話しいただい
た。

あ

と

が

き

今年は、夏から秋にかけて、日本列島を襲った台風やゲリラ豪
雨は各地に被害をもたらした。地元江別でも水瓶の千歳川上流が大
雨で濁り、３日の断水をもたらした。雨での断水は盲点だったに違
いない。関係者談では「水洗トイレが使用出来なかったことが一番
辛かった」とのこと。
同窓会では、１１月に三重県、香川県、鳥取県に支部が設立され
る予定です。本州は４３県に支部が設置され、３県を残し、ネット
ワークが整備されていきます。
支部設置が遅れていた北海道でも、上川支部、胆振支部、千歳支
部に設置の動きがあり、少しづつ組織化が進んでおります。
９月１３日には母校でホームカミングデーも開催され、１６０余
名の同窓生、教職員がバーベキューランチを楽しみました。午後の
記念礼拝では物故者を追悼し、栃木県在住の酪農４期生齊藤達夫氏
の講演を拝聴しました。
北海道の短かった夏も終わり、山々
の初冠雪とともに、秋から冬へと慌た
だしく変化していきます。
デントコーンも実り、構内のななか
まどの実も赤く色づき、裏の原始林も
紅葉の季節を迎えております。
母校に来訪の際は、是非同窓生会館
にもお立ち寄り下さい。
ブルーグラス研究所

