
高校・短大・大学 同窓生関連の最近の話題 

トピック 
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同窓会連合会の現況（卒業生数） 

２０１２年 累計卒業生数 

 

 大学院 計  １，４８１名 

 大   学 計   ２６，５６１名 

 短 大 計        ９，４８７名 

 高 校 計   １８，５９０名 

 合 計 計   ５６，１１９名 

 酪農義塾 計           ３０３名 

   酪農学校 計    ９２，０００名 

   総合計    １４８，４２２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) 

HP:http://rakuno.org/ 
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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 

細田治憲氏（大学酪農１期）、角倉了一氏

（機農高酪農経営４期） 

          宇都宮賞受賞決定。 

  公益財団法人宇都宮仙太郎翁顕彰会（北良治

理事長）は、１月９日（木）理事会・評議員会

において「第４６回宇都宮賞」の表彰者を決定

した。 

 ３部門の中の「酪農経営の部」には由仁町 細

田治憲氏（大学酪農学科１期生）が、「乳牛改

良の部」では大樹町 角倉了一氏（機農高校酪農

経営科４期生）がそれぞれ受賞することが決定

した。 

 表彰式は宇都宮仙太郎翁の命日である３月１

日（土）１４時から札幌パークホテルにおいて

開催される。同窓生の表彰に心よりお祝い申し

上げます。 

 

 

酪農学科１７期卒 田中義剛氏（花畑牧場）連

続受賞！ 

  

 

１２月４日（水）

午後６時半すぎ江

別市「笑山門」に

おいて、安宅一夫

特任教授の招集により、ゼミＯＢや関係者が集ま

り、田中義剛氏の第９回ALL JAPAN ナチュラル

チーズコンテスト（中央酪農会議主催）受賞のお

祝い会が開催された。 
 受賞作品は７１社１５８作品から、「十勝ゴー

ルデンゴーダ」が中央酪農会議会長賞に、「ラク

レット」（前回農林水産大臣賞）が優秀賞に選ば

れた。 

 今回のコンテストでは、田中氏の他に半田司氏

（短大）半田ファーム（大樹町）「チモシー」が

農畜産業振興機構理事長賞に選ばれている。 

編集後記 4 
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第８回 酪農学園「緑風会」総会・懇談会開

催報告 

 １月９日（木）６時から新年の恒例行事と

なっている第８回を数える「緑風会」総会・懇

談会が札幌市中央区の「中村屋旅館」を会場に

開催され、道内各地や道外からの会員６５名、

学園関係者１２名、合わせて ７７名の方々に

ご出席いただいた。 

  学園からは麻田信二理事長、仙北富志和学

園長、干場信司学長、榮 忍校長他 大学の教育

センター、入試部、教職センター等が出席。 

  

 議案は２０１３年度の役員支部長連絡員の追

認、事業報告、会計決算報告及び監査報告が行

われ拍手で承認された。２０１４年度の役員、

事業計画、予算の審議もそれぞれ拍手で承認さ

れた。新役員には畠山佳幸氏が副会長、杉田良

二氏、西村耕司氏が理事、大関俊郎氏が監事に

就任した。 

 続いて開催された懇談会では、来賓挨拶の中

で麻田信二理事長は新年のご挨拶に加えて、緑

風会への学生募集協力のお礼と推薦入試状況や

昨年の８０周年事業等についてお礼を述べた。 

  

 次に野村武同窓会連合会会長は同窓会連合会

の現状報告と今後の方向性について述べ、緑風

会研修会等への財政支援についてもふれた。 

  

 また懇談会の中では、長谷川豊参与が代表で

ある農業塾「風のがっこう」の北海道社会貢献

賞（国際協力功労賞）受賞報告も行われた。受

賞理由はJICA草の根事業によるモンゴルにお

ける農業指導者育成事業での貢献によるもので

ある。 長谷川先生からはご協力いただいた関

係機関へのお礼のご挨拶が述べられた。 

 

 

酪農学園同窓会連合会 

〇2015年度の同窓会一本化に向けての組織財務    

検討委員会開催。 

〇地区支部同窓会活動への支援強化 

〇未設置支部への組織化支援実施中。 

 

高校同窓会 

〇全国出場部活等への支援実施 

短大同窓会 

〇独自ＨＰで活動報告実施 

大学同窓会校友会 

〇2014年度から校友会一元化がスタート。 

 入学生準会員へ記念品を贈呈。 

地区支部同窓会・同期会・ＯＢ会紹介コーナー            

高校・短大・大学同窓会から 総会情報等 
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風声雪語 －野幌だより－ 

研修館の冬景色 

初雪と白樺並木 

農業経済学科現地研究会報告 

 X’mas 歳末商戦ムードと実業団女子駅伝前

日の１４日（土）、仙台市において第２５回を

数える農業経済学科同窓会主催の現地研究会が

仙台ガーデンパレスを会場に開催された。 

 講師は本年度で定年を迎えられる協同組合論

の村岡範男教授。講演テーマは「現代における

協同組合の役割」。同窓生は１０名で福島県か

らも出席いただいた。 

 なお学科同窓会主催での現地研究会は今回で

最終回となります。講義修了後には出席者の自

己紹介が行われ、所属ゼミや近況等を報告して

いただいた。最後に記念撮影ののち研究会を終

了した。その後は、会場を移動して村岡先生を

囲み懇親会が和やかに開催された。 

 

獣医学科同窓会 栃木県支部総会報告 
 １２月１４日（土曜日）１４時から宇都宮

市内のホテル ニューイタヤにおいて、獣医学

科同窓会栃木県支部総会が開催されました。ま

た以下のテーマで研修会も同時に開催いたしま

した。①「獣医学科同窓会栃木県支部の今後の

方向性について」 渡邊正信（酪農学園大学獣

医学科同窓会栃木県支部 支部長） 

 ②「栃木県酪農学園同窓会の活動状況につい

て」 斎藤達夫氏（栃木県酪農学園同窓会 事務

局長） 

中央館からの遠望 

同窓生会館 

精農寮と手稲山 

機農寮の朝焼け 

http://www.jica.go.jp/sapporo/topics/2013/ku57pq00000cqhw0.html
http://www.jica.go.jp/sapporo/topics/2013/ku57pq00000cqhw0.html
http://rakuno.org/wp-content/uploads/2013/12/DSC_0084.jpg
http://rakuno.org/wp-content/uploads/2013/12/8185980ecfbe.jpg
http://rakuno.org/wp-content/uploads/2014/01/DSC_0032.jpg


ﾎｯﾄﾆｭｰｽ 緑風会(教員ＯＢ会)組織化の現状報告           
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第２巻 第３号（通号１５号） 

近畿地区緑風会設立準備委員会開催 
６月２９（土）１

１：３０より近畿地

区各県の代表者より

８名の出席者により

第２回酪農学園「近

畿地区緑風会設立準

備委員会員会」がホ

テル大阪ベイタワー

２０階日本料理「磯

風」で開催された。 

 協議事項として「近畿地区緑風会」の設立を決定し、１２月

に役員会を開催することとした。また、各支部の設立について

は、①兵庫支部、②大阪・奈良・和歌山支部 ③京都・滋賀支

部として３支部で組織することが確認された。総会日程案につ

いては２月下旬の土曜日を候補とすることとした。 

 
東北地区宮城県支部同窓会（教員）開催 
 ７月５日（金）

同窓会連合会宮城

県支部同窓会（教

員）が行われ、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

らは福山二仁常務、同窓会連合会野村武会長、浦川が出席し

た。 

 今回の会議の目的は、同窓会連合会宮城県支部の活性化と東

北地区同窓生教員の組織化（緑風会）について。仙台駅前の

「かこいや」１９：００より２１：００まで実施した。  

 まず、野村同窓会連合会会長より挨拶があり、都道府県にお

ける地区支部の立上や全国での支部活動状況等同窓会連合会の

現況を報告した。 

第６回緑風会中央研修会開催報告 
 第６回を数

える「緑風

会」中央研修

会が去る３日

（土）午後１

時、本学Ｃ１

号館１０１教

室を会場に３

６名の出席者

により開催された。開会式は西村耕司副会長の司会進行で行わ

れ、西田丈夫会長が主催者を代表しての開会挨拶を行った。本

学の仙北富志和学園長が歓迎の挨拶を行った。学園長は北海道

夏季大学を例に、本学の教育力、感化力について樋浦誠初代学

長とのエピソードを交えて紹介した。また寺脇良悟教職セン

ター長は教職コース概要や教員採用状況を紹介した。 

 講演１では、「酪農学園大学の現状と課題」と題して、小糸

健太郎入試部次長。 

 次にＪＩＣＡ草の根事業「モンゴル国で生かされる北海道農

業・農業教育の手法」と題して、風の学校長谷川豊理事長（本

学酪農学科１期）より教育実践活動の報告。   

 講演２では「ＴＰＰ問題－問われるこの国のかたち」と題し

て本学名誉教授 中原准一先生より講演いただいた。先生は

「ＴＰＰ」と「通商交渉」の違い等を紹介した。 

平成２５年度 緑風会兵庫支部総会並びに親睦会報告 

８月３日（土）１７：

００～加古川市「弁

慶」において、平成２

５年度の標記総会並び

に親睦会を会員１４名

の出席により開催し

た。総会では役員会報

告として平成２５年度の新役員が以下のとおり承認された。顧 

問 河野雅晴 、支部長 岩田 薫他 

 

2013年度緑風会日胆・道南支部研修会報告 

９月７日（土）午後１

時３０分より２０１３

年度緑風会日胆・道南

支部研修会が倶知安町

「第一会館」を会場に

行われた。参加者総数

２７名。開会式は田村

弘樹倶知安農業高校長の進行により、主催者挨拶を日胆支部の

小野武二三氏、緑風会からの挨拶を岡田教授が行った。 

研修１として、酪農学園大学市川治教授が「多様な担い手とし

ての農業生産法人の形成・展開と課題」。研修２として、「大

学生の就職戦線の現状と課題について」と題して同大学就職部

十倉宏次長が報告した。 

 

緑風会(教員OB会)道東地区支部研修会開催報告 

１０月５日

（土）、緑風会

第６回２０１３

年度道東地区支

部研修会（美幌

会場）が北見経

済センターを会

場に行われ、２

６名が出席し

た。１３時３０分から杉田良治別海高校長の進行で開会式が行

われた。主幹校挨拶を畠山佳幸十勝支部長、緑風会本部から二

木浩史副会長が西田会長に代わり挨拶した。本学代表挨拶を森

田茂教育センター長が行い、周年事業出席へのお礼や収穫感謝

祭を紹介した。 

研修１として、各参加校より１５分程度の高校の現況紹介を

行った。研修２として、本学の先生方より以下の内容につい

て、資料やＰＰＴを利用して報告した。 

 まず森田茂教育センター長より大学の再編に伴う農食環境学

群の循環農学類と食と健康学類の概要報告を資料により行っ

た。引き続き金子正美教授は同農食環境学群の環境共生学類の

紹介とご専門のGIS関連分野での研究教育の取組を紹介し、協定

等による具体的な産業応用事例も紹介した。 

 その後、質疑応答を行い研修会を終了した。また、５時より

会場を変更し研修会参加者による懇親会が和やかに開催され

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. 

 ２００４年～２０１３年（３） ２００６年度 

全体（地区支部）：連合会組織財務検討委員会設置。同窓会連合会有限

責任中間法人化の見送りを決定。 

４月山口県支部同窓会。４月広島県支部同窓会。５月東京都支部設立総

会。５月山梨県支部設立総会。５月札幌支部総会。６月石狩地区酪農学園

同窓会連合会全体懇親会。６月埼玉県支部総会。７月長崎県支部総会。７

月千葉県支部総会。８月鹿児島県支部総会。８月九州連合同窓会。９月愛

媛県支部設立総会。１０月神奈川県支部総会。12月福島県支部総会。１月札

幌支部・校友会合同新年恒例会。1月関東支部拡大役員会。2月愛知県支

部総会。2月北空知支部総会。3月熊本県酪農学園まきば会研究会。3月山

口県支部総会。3月新潟県支部設立準備発起人会。 

高校：6月旧三愛女子高校23期同窓会。7月旧三愛女子高校9期同窓会。9

月高校関東地区合同同窓会。12月機農会役員会及び総会。 

短大：８月短期大学部同窓会平成18年度総会。3月短大11期同期会。 

大学：５月大学同窓会校友会役員総会。８月雄武町デーリイクラブ同窓会。9

月獣医学科5期３５周年同期会。9月獣医学科１０期３０周年同期会。9月マル

コ寮生同窓会。9月ホームカミングデー酪農学科1972年卒３５周年同期会。

酪農学科１９77年度卒生３０周年同期会。酪農学科１９８７年度卒生２０周年

同期会。1997年度卒生10周年同期会。農業経済学科1972年度卒生35周年

同期会。9月獣医学科白樺会。１０月酪農学科6期同期会。10月獣医学科28

期１０周年同期会。11月獣医学科3期生同期会。１１月酪農学科酪進会「家畜

管理・家畜行動学ゼミ」第7回総会研修会。11月獣医学科福島支部同窓会。

11月獣医学科13期同期会。12月獣医学科宮城県支部同窓会。1月獣医学科

解剖学教室同門会。1月農業経済学科現地研究会。1月獣医学科福岡県支

部同窓会。2月獣医学科１８期２０周年同期会。2月獣医学科愛知県支部総

会。2月獣医学科静岡県支部同窓会。 

HP:http://rakuno.org/ 
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 ２０１４年がスタートしました。今年は大学同窓会校友会が一元

化に向けた実質的なスタートの年度になります。学生は従来と異な

り、入学時から準会員として位置付けられ、会費も入学時からの徴

収に変わります。校友会としては学生支援も含めて同窓会への帰属

意識の高揚を図っていきたいと思います。 

 同時に従来８学科で分散管理していた予算も完全に一元化して運

営していくことになります。そのため予算や広報、事業等において

委員会を設置して効率的な事業実施を進める必要性があります。 

 連合会では２００９年からスタートした現会則による運営もやっ

と組織財務の方向性が見え始め、今後いろいろな形で地区支部同窓

会の充実発展を支援していきたいと考えています。 

 組織・財務問題は、上記校友会等の単位同窓会と連携しながら、 

全国的な同窓会活動への支援強化を進めていきたいと思います。 

 また母校支援も同窓会の大きな柱です。 

 今年は春に中国地区、夏に九州地区、秋に

は東北地区で同窓会が開催される予定です。

特に九州地区は２年越しの計画ですので多く

の同窓生の結集を希望しています。 

今後の主なスケジュール 

 １月 

  ９日（木）緑風会（教員ＯＢ会）総会・懇親会 

 １８日（土）同窓会十勝支部総会 

 ２４日（金）同窓会連合会組織財務検討委員会 

 ２６日（日）近畿地区京都府支部総会 

 ２月 

  １日（土）九州地区沖縄県支部総会 

  ４日～５日 大学第一期学力入学試験日 

  ８日（土）九州地区鹿児島県支部総会 

 １５日（土）関東甲信越地区茨城県支部設立総会 

 １５日（土）北海道第５区釧路第二(標茶)支部総会 

 ２１日（金）日本獣医師会獣医学術研究学会in千葉 

 ２２日（土）北海道第２区北空知支部総会 

 ３月 

  １日（土）とわの森三愛高等学校全日制卒業式 

  ８日（土）とわの森三愛高等学校通信制卒業式 

  ９日（日）大学第二期学力入学試験日 

 ２０日（木）大学学位記授与式 
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精農寮遠望 手稲連山を望む 

馬術部練習風景 


