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同窓生関連の最近の話題

連合会理事会、代議員会開催報告

翌日２９日（木）午後１時から２時すぎまで
酪農学園事務本館４階第一会議室を会場に「学
園役員との懇談会」が全国各地から出席した理
事・代議員と学園役員の間で開催された。野村
会長のお礼の挨拶のあと、学園役員の自己紹介
が行われた。懇談会では麻田信二理事長から前
日の「酪農学園理事評議員会」の事業報告概要
を包括的にご報告いただいた。

議員総会が同会場で４５名の理事、代議員の出席
により開催された。会は野村会長の挨拶で開会
し、会則上から「南 繁」氏を議長に、議事録署名
人に「筒井静子氏」「新谷良一氏」を選任した。
議事は報告事項として２０１３年度の事業報告
並びに収支決算、審議事項として１） ２０１４年
度事業計画および収支予算、２）組織財務検討委
員会答申案について、３）会則改定について、
４）代議員改選について審議され、質疑応答のの
ち、それぞれ承認された。その他のところでは単
位同窓会および各地区支部活動報告と出席者の自
己紹介が行われた。また終了後は懇親会も開催さ
れた。

午後２時５０分から２０１４年度の理事・代

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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単位同窓会・地区支部同窓会紹介コーナー
短期大学部同窓会幹事・代表委員総会報告

関東甲信越地区群馬支部総会報告

酪農学園大学同窓会校友会理事・代議員会報告

５月１７日（土）１５時３０分から、関東甲信越地区
群馬県支部総会が前橋市江木町の群馬県農業教育研修所
（ＪＡ群馬研修センター）において、２８名の出席者によ
り開催された。 本学から福山常務理事、榮高校長、野村
武同窓会連合会会長、浦川の４名が出席した。 関東甲信
越地区からも４名の役員（岡田勉関東甲信越地区会長、廣
間善之埼玉支部長、須田利明東京支部長、高澤靖東京オ
フィス所長の各氏）が出席した。
今年度の総会は、中島良伸副会長の進行により、三田孝
幸支部長を議長にして事業報告並びに収支決算、事業計画
並びに収支予算が提案され、拍手で承認された。
その後に行われた講演会の講師は本学循環農学類学類長
の發地喜久治教授（群馬出身）。第1講「TPP交渉の行方
と日本の食料・農業・生活への影響」。第2講「大学の教
育・大学のマナー」と題しての講演。TPP協定の概要、
戦後の自由貿易体制、TPP参加をめぐる論争について客
観的な観点から約１時間程度、わかりやすく講演いただい
た。

去る５月２３日（金）午後６時から新さっぽろアークシ
ティホテルを会場に２０１４年度の標記理事・代議員会が
３０名の出席により開催された。

5月21日（水）午後6時30分から札幌市内の「ホテルモ

すっかり春めいた４月２４日（木）午後６時からシェラト
ンホテル札幌を会場に標記の総会および学習会が１４名の
出席者により開催された。学園から麻田信二理事長、仙北
富志和学園長が出席。同窓会から野村武同窓会連合会会
長、浦川が出席した。 筒井静子事務局長の司会で進行し、
開会挨拶で堀内会長は昨年度行われた記念碑建立等にもふ
れながら短大同窓会概要を紹介した。総会は堀内会長を議
長に選出して進行した。平成２５年度業務及び決算報告、
会計監査報告が行われ原案どおり承認された。平成２６年
活動計画及び予算についても原案どおり承認された。
今年度は今後の短期大学部同窓会活動について提案さ
れ、２０１５年度からの仮称「酪農学園同窓会」への組織
統合に向けての方針提案が行われ承認された。

議事は第１号として２０１３年度事業報告、収支決算、
監査報告結果について。第２号２０１４年度事業計画と収
支予算がそれぞれ審議され、承認された。第３号は各学科
の事業報告と収支決算が報告され、承認された。
第４号は校友会会計と同窓会連合会会計の一元化につい
て、第５号として同窓会費改正に伴う退学者の同窓会費返
還について、第６号他大学からの大学院入学者の会費徴収
について、第７号校友会会則の改定についてそれぞれ審議
された。
会計の一元化については唐突な感があるので次年度に向
けて丁寧な説明がほしいとの意見があった。会費値上げ等
において会則との不整合是正の意見もあった。その他では
仙北学園長の著書購入や連合会支部活動助成での科目追
加、準会員（新入生）への記念品贈呈や入学式での同窓会
長挨拶や同窓会管理システムについて報告が行われた。
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北海道第1地区札幌支部通常総会報告

ントレエーデルホフ」１３階ドナウを会場に、平成２６年
度の札幌支部通常総会が１４名の出席者により開催され
た。同窓会連合会からは野村武会長、浦川が出席した。
総会では第１号議案として「会則の変更について」代議
員定数の増員が提案され、承認された。第２号議案では平
成２５年度事業報告が提案され、承認された。第３号議案
では決算報告、監査報告が提案され承認された。
第４号議案として２６年度事業計画が提案されたが３．
札幌支部全体懇親会を平成２７年度に開催する提案につい
ては保留とした。第５号議案の収支予算案については原案
どおり承認された。支部組織では石狩地区として江別、千
歳の組織化が遅れているため、当面札幌支部の活動をもっ
てあてることも提案された。
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単位同窓会・地区支部同窓会紹介コーナー
中国地区岡山県支部総会開催報告

“酪農学園同窓会連合会岡山県支部総会と同窓会”を平成２６
年５月３１日（土）１６時より岡山市北区駅前町２丁目３番３
１号 ホテルサンピーチ岡山に於いて開催いたしました。
同窓会には、酪農学園同窓会連合会々長 野村武様、仙北酪
農学園園長様 干場酪農学園大学学長、田村豊酪農学園大学獣
医学群長、高蓋和朗酪農学園大学同窓会連合会中国地区会長の
ご出席を始め、県内各地より１５名の同窓生が集いました。役
員改選のご提案が出席者よりあり、岡山県支部会長に、酪農１
９６９年度卒業 安場靖。岡山県支部副会長に、酪農１９７３
年度卒業 荒嶋弥寿夫。事務局長に引き続き立原英夫が選任さ
れました。
田村豊酪農学園大学獣医学群長より、現在の入学者、獣医師
国家試験合格者等のお話に続き、「生態系における薬剤耐性菌
の循環（ヒトに至る伝播経路）」の基調講演をして頂きまし
た。

中国地区広島県支部総会開催報告
夏も近づく6月1日久方ぶりに広島県支部会を開催いたしま
した。野村同窓会連合会会長、仙北学園長・干場学長、講師に
田村獣医学群長を迎え、広島県在住の卒業生27名と在学生の
保護者2名で総勢33名の出席を得て、広島県支部設立30周年
を祝う支部会となりました。

ご来賓の園長、学長、同窓会連合会会長にはそれぞれの立場
でのご挨拶を頂ました。今回は、獣医学科卒業生からの強い希
望もあり、獣医学群長に『生態系における薬剤耐性菌の循環』
という基調講演をお願いした。
支部会開催にあたりまして、学園・同窓会連合会からお祝いと
助成金を頂きました。感謝致しております。最後に酪農讃歌の
ＣＤを流しながら皆肩を組んでの合唱で幕を閉じました。

関東甲信越地区長野県支部研修会・総会報告

6月7日（土）午後2時30分から松本市歯科医師会館を会場に
長野県支部研修会が開催され24名の出席者であった。
講演は地元の野田謹一氏（機農OB）の「牛と歩んだ私の人
生」、本学獣医学群桐澤力雄教授の「口蹄疫とインフルエン
ザ」の２題が行われた。野田氏は受精卵移植への取り組み等を
含めて自身の経営内容を紹介した。桐澤教授は口蹄疫とインフ
ルエンザについて詳細なデータを基に講演した。
5時30分から開催された総会
では田中清司支部長を議長に、
平成25年度の事業報告並びに
収支決算報告が行われ、拍手で
承認された。平成26年度事業
計画並びに収支予算では具体的
な研修計画も提案され、承認さ
れた。

関東甲信越地区山梨県支部総会報告

６月８日（日）１１時から関東甲信越地区山梨県支部総会が
ＫＫＲ甲府ニュー芙蓉において、１８名の出席者により開催さ
れた。
あいにく梅雨入りのため雨雲が多く霊峰富士を拝むことは叶
いませんでした。本学からの出席者は仙北富志和学園長、野村
武会長、浦川の３名。関東甲信越地区から４名の役員（岡田勉
会長、高澤靖東京オフィス所長、須田利明東京都支部長、廣間
善之埼玉県支部長）が出席した。
会は平島支部長から開会挨拶があり、出席者へのお礼が述べ
られた。来賓挨拶では、野村会長が代議員総会や８０周年記念
事業等同窓会の現況について紹介した。
９回目となる総会では、上田龍輔副支部長の司会で行われ、
平島勝教支部長を議長として支部の平成25年度事業報告並びに
収支決算、平成26年度事業計画の議案が提案され、原案どおり
承認された。
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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

酪農讃歌歌碑と櫻

２００９年度
全体（地区支部）：役員改選。新会則を制定。「北海道地区同
窓会設置特別委員会」設置。「財務検討特別委員会」設置。
４月群馬県支部総会。５月山梨県支部総会。５月札幌支部総
会。６月関東＆埼玉支部総会。８月東京都支部総会。９月青森
県支部総会。９月静岡県支部総会。９月鹿児島県支部総会。１
０月神奈川県支部総会。１０月広島県支部総会。２月愛知県支
部総会。２月北空知支部総会。２月札幌支部懇親会。
高校：７月機農高校５期同期会。８月三愛女子高校２６期同期
会。１０月高校関東地区合同同窓会。
短大：５月短大同窓会総会。５月短大９期同期会。短大１１期
同期会。短大７８４の会。９月マルコ寮同窓会。
大学：５月大学同窓会校友会総会。４月獣医学科栃木県支部総
会。６月酪農学科家畜繁殖学研究室同窓会。６月獣医学科石狩
支部同窓会。７月獣学科３期４０周年同期会。８月緑風会研修
会。８月獣医学科兵庫県支部同窓会。８月雄武町デーリイクラ
ブ同窓会。８月獣医学科１３期３０周年同期会。９月酪農学科
作物育種学研究室同窓会。９月酪農学部学科合同同窓会。９月
白樺会セミナー。９月獣医学科２１期２０周年同期会。９月山
下先生特別三愛賞会。９月獣医学科鳥取県支部同窓会。１０月
酪農学科家畜繁殖学研究室同窓会。１０月酪農学科・農業経済
学科４４年卒合同同期会。１０月獣医学科山形県支部同窓会。
１１月獣医学科静岡県支部同窓会。１月緑風会総会。１月獣医
学科三重県支部同窓会。１月獣医学科解剖学教室同門会。２月
酪農学科酪進会同窓会。酪農学科岡本全弘教授退任記念同窓
会。２月獣医学科福岡県支部同窓会。２月獣医学科愛知県支部
同窓会。２月獣医学科道南支部・後志同窓会。２月獣医学科１
１期同期会。３月獣医学科生化学教室３０周年記念同期会。３
月獣医学科関東支部同窓会。
あ

今後の主なスケジュール
６月
２０日（金）貴農同志会（職員OB会）総会
２１日（土）四国地区高知県支部総会
２８日～２９日 大学祭（白樺祭）
２９日（日）近畿地区緑風会設立総会
７月
５日（土）関東甲信越地区東京都支部総会
６日（日）関東甲信越地区神奈川県支部総会
１２日（土）関東甲信越地区新潟県支部総会
１９日（土）北海道第４地区宗谷支部設立総会
２０日（日）酪小獣九州ブロック研修会
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
２３日（土）九州地区総会
９月
６日（土）緑風会道東地区研修会
１３日（土）酪農学園ホームカミングデー
２１日（日）動物愛護フェステイバル
２７日（土）収穫感謝祭
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北海道も先月は高温でなかなか雨が降らず作付時期が難しかったの
に比べて、６月に入り蝦夷梅雨と云えるような記録的な長雨が続
き、牧草等農作物への影響が心配されています。
同窓会連合会では５月末の代議員総会において、組織財務検討委
員会答申が承認され、地区支部活動助成等具体的な支援が可能にな
りました。
支部設立の動きもあり、秋には三重県支部が立ちあがりそうで
す。また道内でも宗谷支部が７月に、上川や胆振にも動きが出てき
ています。最終課題として活動内容も問題が残っています。いかに
同窓生に身近な同窓会であり、かつ出
席者が参加して満足のいく同窓会とは
どのようなものか試行錯誤しながらの
日々が続いています。

大学ローンの桜

