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同窓会連合会の現況（卒業生数） 

２０１３年度 累計卒業生数 

 

 大学院 計  １，５１０名 

 大   学 計   ２７，２２３名 

 短 大 計        ９，４８７名 

 高 校 計   １８，９３９名 

 合 計 計   ５７，１５９名 

 酪農義塾 計           ３０３名 

   酪農学校 計    ９２，０００名 

   総合計    １４９，４６２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（４）(胆振) 

北海道３区：５支部（２）(後志) 

北海道４区：７支部（４）(宗谷) 

北海道５区：７支部（２） 

 

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) 

近畿地区： ６支部（２）(滋賀、奈良) 

中国地区： ５支部（２）(鳥取、島根) 

四国地区： ４支部（１）(香川) 

九州地区： ８支部（１）(大分) 
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発行日2014年4月30日(不定期)第２巻 第５号（通号１７号） 

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 

とわの森三愛高等学校女子ソフトボール

部 全国選抜大会優勝記念祝賀会報告 

 
 夏日の気温を観測した４月２６日（土）午

後６時から新札幌のシェラトンホテル札幌を

会場に学校法人酪農学園およびとわの森三愛

高等学校主催による高等学校女子ソフトボー

ル部の全国選抜大会での優勝記念祝賀会が開

催された。 

 会場には２５０名を超える選手や指導者、

ソフトボール協会関係者、学園および高校関

係者が出席した。 

 祝賀会は久保木教頭の司会で進行。麻田理

事長は挨拶の中で、「学園８０周年の記念の

年に北国のハンディキャップを超えた今回の

「全国優勝」の快挙を皆さんとお祝いした

い」と話し、選手や関係者へお礼を述べた。 

報告とお礼ではソフトボール部主将の手塚痲

菜美さんが関係者へのお礼とこれからの抱負

を述べた。矢端監督は「１試合を除き決勝まで

１点差の試合を勝ち抜いた選手を称えたい。今

後、追われる立場

になるが、チャレ

ンジャーとして臨

みたい」と話し、

応援いただいた関

係者にお礼を述べ

た。 

編集後記 4 
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近畿地区奈良支部・大阪支部合同設立総会報告 

 
 3月31日(日)、 大阪ベイエリアにそびえ立つ「ホテ

ル大阪ベイタワー」を会場に、奈良・大阪合同の支部

設立総会が、奈良県８名、大阪府２９名、兵庫県支

部、和歌山県支部から代表役員がそれぞれ１名出席し

て開催された。本学からは、仙北富志和学園長、榮忍

校長、同窓会連合会から野村武会長が出席した。 

  挨拶の中で、野村会長より同窓会連合会の現状、仙

北学園長、榮校長から学園や高校の近況報告がなされ

た。 議事では、両府県支部の会則ならびに、役員とし

て奈良県支部長に梶山佳秀氏(昭５０大学酪農卒)、大

阪支部長に吉田文三氏(昭和５１大学酪農卒)の提案が

され、それぞれ承認された。 
 

 

関東甲信越地区同窓会交流会報告 

 4月13日午後3時集合で、室町時代から５００年以上

も続く由緒ある伊香保「千明仁泉亭」を会場に標記交

流会が開催された。出席者は岡田関東甲信越地区会長

他、各支部の役員等総勢２２名。学園から福山二仁常

務理事、同窓会から野村武会長、浦川。安宅一夫名誉

教授にもご出席いただいた。 

 来賓挨拶で野村武同窓会長からは同窓会の現況につ

いて紹介した。福山常務理事は現在進行しているアク

ションプラン等含めて学園の現況について報告した。

とわの森三愛高校ソフトボール部の選抜での全国優勝

の快挙も報告された。また、関東甲信越地区における

平成２５年度上期・

下期の事業報告資料

が提示された。 

 

地区支部同窓会紹介コーナー            
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風声雪語 －野幌だより－ 

同窓会連合会茨城県支部再設立総会開催報告 

  
 去る２月１５日（土）午後２時からつくば市のホテル

グランド東雲を会場に茨城県支部の再設立総会が３８名

の出席者により開催されました。本学から福山二仁常務

理事、野村武同窓会連合会会長が出席しました。 

 茨城県支部同窓会は、平成７年に設立されましたが、

４年後の平成１１年９月３０日に、東海村のJCO臨界事

故が発生し、この影響等から活動休止状態になり現在に

至っておりました。このため、総会では、役員に同窓会

活動に困難が生じた際は、役員以外の者でも有志が事務

局となって同窓会を継続して開催することができるよう

な提案がありました。また、総会の開催時期や茨城県で

活躍している約４００名弱の卒業生の会員の定義などの

意見が交わされ議事を終了しました。 

北海道第二地区北空知支部総会報告 
 ２月２２日（土）１７時３０分から同窓会連合会北空

知支部総会が深川市「アグリ工房まあぶ」を会場に行わ

れた。出席者総数１５名。本学から干場信司学長、榮忍

校長、同窓会野村武会長、永田享後援会常務理事、中出

哲也教授、浦川の６名が出席した。 

 尾崎義憲副会長の司会で進行し、高谷北空知支部会長

のご挨拶ののち講演会が行われた。 

 講師は干場信司学長が「最近の酪農学園情勢」につい

て約２０分程度の講演を行った。内容は大学再編に伴う

学群学類の説明、配付資料による「健土健民」「循環農

法図」の説明、フィールド教育研究センター等最近の学

園動向を包括的に述べた。その後、来賓者の紹介のの

ち、榮高校長の来賓挨拶が行われた。 
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ﾎｯﾄﾆｭｰｽ 特集（宇都宮賞受賞式・卒業式等）           

Page 3 

第２巻 第５号（通号１７号） 

 同窓生の細田氏、角倉氏 第４６回宇都宮賞を受賞

 宇都宮仙太郎翁の命日である３月１日（土）、第４６回

宇都宮賞の受賞式並びに祝賀会が「札幌パークホテル３階

パークホールＣ」を会場に１４０名を超える酪農関係者が

列席して行われた。 

 宇都宮賞は北海道酪農の父と称される宇都宮仙太郎翁の

業績顕彰と道内酪農の振興に貢献した酪農家などを宇都宮

仙太郎翁顕彰会が毎年表彰しており、「酪農経営の部」、

「酪農指導の部」、「乳牛改良の部」の3部門で表彰が行

われている。 

 上記３部門について、「酪農経営の部」には空知管内由

仁町細田治憲氏（短期大学酪農科９期・大学酪農学科１期

生）が、「乳牛改良の部」では十勝管内大樹町 角倉了一氏

（機農高校酪農経営科４期生）がそれぞれ受賞した。 なお

「酪農指導の部」には近藤三男氏（オホーツク管内興部

町）が受賞した。。 
 

小阪進一教授退官記念（作物学・飼料作物学・草地

学）合同同窓会報告

 
 先生の誕生日でもある4月12日（土）午後5時から札幌グ

ランドホテル3階涼風の間において、小阪先生の退官記念

合同同窓会が開催され、全国各地から70名を超える同窓生

が集まった。 

 小笠原貴志氏の司会で進行し、発起人代表として小阪先

生と同期の秋田孝夫氏が挨拶した。出席者代表挨拶では埼

玉県から出席した龍前浩史氏が学生時代の研究室のエピ

ソードを披露した。 

 その後、花束・記念品が大山久美氏、杉山由吏氏から贈

呈された。杉山さんは「記念品のＪＴＢ旅行券で全国の研

究室の同窓生のところを訪ねて下さい」と述べた。 

 サプライズでバースデーケーキも用意されていた。小阪

先生のご挨拶では「39年間を振り返り、研究指導はともか

く、いまだに教育の難しさを感じている」と話された。 

とわの森三愛高等学校卒業証書授与式報告 

  

 天候に恵まれた３月１日（土）午前１０時、高等学校礼拝

堂を会場に２０１３年度の卒業証書授与式が挙行された。式

には卒業生３２８名と大勢のご父母および教職員、在校生、

酪農学園関係者が出席した。 

 聖歌隊の讃美歌に迎えられて卒業生が入堂し、前奏ののち

肥田信長宗教主任の招きの言葉、全員での讃美歌合唱、聖書

朗読並びに祈りが行われた。 

 榮忍学校長より卒業認定宣言が行われ、卒業証書授与では

各担任が一人一人を読み上げ、クラス代表に学校長から証書

が授与された。続いて校歌斉唱ののち、学校長より式辞、麻

田理事長より挨拶があった。 

２０１３年度 酪農学園大学学位記授与式報告 

 天候には恵まれたが例年になく残雪の残る３月２１日

（木）、大学・大学院合わせて６８４名が門出の日を迎え、

大勢のご父母、教職員参列のもと、酪農学園大学体育館にお

いて、１０時から学部学科として(獣医学科を除き)実質的に

最後となる学位記授与式が執り行われた。 

 藤井創宗教主任の司式により讃美歌、聖書朗読、祈祷を

以って始められた。大学学部学科・大学院のそれぞれの総代

に干場学長から学位記が授与された。 

 干場学長は式辞の中で、関係者への謝辞と卒業生へ「種は

３つ播け」という餞けの言葉を贈った。卒業生を代表して北

山祐介さん、藤原滉さんによる証詞では実習等をとおしての

経験や関係者へのお礼、学科が無くなることへの寂しさ等を

述べた。 

 次に麻田信二理事長は、挨拶の中で「酪農讃歌を共に歌う

同窓生であることに誇りを持ってほしい」と述べた。最後は

「酪農讃歌」を参列者全員で合唱して式を閉じた。 
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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. 

 ２００４年～２０１３年（５）200８年度 

HP:http://rakuno.org/ 

         あ と が き 

  桜の開花が道内あちこちで聞かれる時期になり、GWも天候に 

恵まれて穏やかな晴天が予想されています。 

 同窓会も２０１５年度からの「酪農学園同窓会」に向けての組織

統合が少しずつですが進んでいます。 

 昨年は学園創立８０周年の節目の年で、周年事業がいろいろと行

われました。今年も獣医学科の創立５０周年記念事業等もあり、あ

ちこちでさまざまなイベントが予定されています。 

 とわの森三愛高等学校女子ソフトボール部が全国選抜大会優勝を

果たし、北国のハンディキャップを克服した素晴らしい快挙を成し

遂げました。 

 今後も神奈川県で７月に開催される

インターハイや長崎県で開催される国

体等に出場すると思いますので地元の

同窓生は応援いただければ幸いです。 

 全国区の「酪農学園同窓会」ならで

はの応援体制が構築出来ればと思って

います。 

今後の主なスケジュール 

４月 

  ７日（月）大学入学式 

      ８日（火）とわの三愛高校入学式 

 １２日（土）小阪進一教授退職記念同窓会 

 １３日（日）関東甲信越地区交流会 

 １８日（金）同窓会連合会理事会 

 １９日（土）とわの森三愛高校通信制入学式 

 ２０日（日）九州地区熊本県支部総会 

５月 

 １７日（土）関東甲信越地区群馬県支部総会 

 ２３日（金）大学同窓会校友会理事・代議員会 

 ２８日（水）同窓会連合会理事会 

 ２９日（木）理事・代議員会総会 

 ３１日（土）中国地区岡山県支部総会 

６月 

  １日（日）中国地区広島県支部総会 

  ７日（土）関東甲信越地区長野県支部総会 

 １５日（日）関東甲信越地区総会＆埼玉県支部総会 

 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 

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.１４ 
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マイクロドロンズ空中写真 

優勝祝賀会の様子 

全体（地区支部）：理事・副会長の補充選任。学園「教育改革計

画」決議。「財政健全化方策」の検討。同窓生会館の解放。 

５月山梨県支部総会。６月千葉県支部総会。６月埼玉県支部総会。

７月札幌支部総会。７月鹿児島県支部総会。７月東京支部総会。８

月九州連合同窓会。１０月神奈川県支部総会。１１月新潟県支部総

会。１２月福島県支部総会。１２月山口県支部総会。１月関東地区

同窓会交流会。２月北空知支部総会。３月栃木県支部総会。 

高校：６月野幌機農高校１０期１０期同期会。７月野幌機農高校５

期同窓会。８月旧三愛女子高校２５期同窓会。８月高校関東地区合

同同窓会。９月野幌機農高校５０周年。９月旧三愛女子高校２期同

期会。１１月大学附属高校４期同期会。１１月旧三愛女子高校６期

同窓会。 

短大：５月短大同窓会総会。５月短大５期同期会。９月短大ホーム

カミングデー模擬授業。１０月短大４期同期会。 

大学：５月同窓会校友会総会。５月獣医学科長野支部同窓会。６月

獣医学科香川県支部同窓会。７月獣医学科千歳支部同窓会。８月雄

武町デーリイクラブ同窓会。９月獣医学科白樺会。９月ホームカミ

ングデー酪農学部学科合同同期会。獣医学科３０期生１０周年同期

会、２０期生２０周年同期会、２期生４０周年同期会。９月獣医学

科７期生３５周年同期会。９月獣医学科宮崎県支部同窓会。１０月

獣医学科１２期３０周年同期会。９月大学・短大開拓同志会ＯＢ

会。９月緑風会研修会。９月酪農学科３期同期会。１０月種池教授

退任記念同窓会。１１月獣医学科神奈川県支部同窓会。１１月獣医

学科５期３７周年同期会。１１月獣医学科宮城県支部同窓会。１月

緑風会総会・懇親会。１月獣医学科岩手県支部同窓会。２月獣医学

科福岡県支部同窓会。２月農業経済学科現地研究会。２月酪農学科

酪進会「家畜管理・家畜行動学ゼミ」総会研修会。２月酪農学科旧

害虫学研究室同窓会。３月獣医学科釧路支部同窓会。 


