
高校・短大・大学 同窓生関連の最近の話題 

トピック 

ＨＰの更新状況から 

○高等学校関連 

 機農高校ＯＢ角倉氏 

 宇都宮賞受賞 

〇短期大学関連 

○大学関連 

 短大・大学卒業 

 細田治憲氏宇都宮賞受賞  

 

〇地区支部同窓会関連 

   2.16 関東甲信越地区 

    地区交流会 

 2.22 北空知支部総会 

 3.30 大阪・奈良支部 
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同窓会連合会の現況（卒業生数） 

２０１２年度 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) 
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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 

酪農学園大 ワンダーフォーゲル部ＯＢ 

森下氏・双樹氏 

           人命救助により感謝状受賞 

 雌阿寒岳における遭難救助活動に対して、

感謝状を頂戴しました。 

 (2月2日)、19時25分に捜索開始。読み通り

の地点にて遭難者を発見。低体温症の症状が

診られたので、ギリギリ間に合ったという状

況でした。 

 北海道の中でも特に寒い阿寒で、厳冬期。

遭難者は軽装備。さらには夜から荒天の予

報。この状況で翌朝まで生存の可能性は、ほ

ぼ無いと判断。迅速且つ冷静な判断をし行動

に移しました。自身の持つ能力を発揮した結

果、人命を救えました。 

 ハローポーターの山岳ガイド（酪農大ワン 

 

ダーフォーゲル部OB（森下・双樹）が現地に2

名いたからできたこと。反省点も含め、今後の

ガイディングに生きていくと思います。 

           （ 95年入部 森下氏）   
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 ２月１日（土）、九州地区沖縄県支部の平成２６年総

会が沖縄県前島の沖縄船員会館で開催された。出席者は同

窓生・本学関係者２６名。本学から干場信司学長、榮忍校

長、福山二仁常務理事、中出哲也教授、野村同窓会会長、

浦川の６名が出席した。 

 午後7時から総会を開催。進行は松園あかね氏。田中巧

一支部長が歓迎の挨拶を述べた。来賓を代表し野村同窓会

連合会会長が同窓会の現状等を述べた。干場学長は酪農学

園大学の概況や入試状況等を報告した。 

 

九州地区鹿児島県支部総会並びに研修会報告 

 
 ２月８日（土），東京が４５年ぶりの大雪となり，野

村同窓会連合会長など来賓の皆さんが東京で足止めとなる

ハプニングが起こるなか，在校生保護者やＯＢ・ＯＧ２３

名が出席し，鹿児島県支部総会並びに研修会を開催しまし

た。このため，研修会講師として御出席いただいた獣医学

群獣医細菌学ユニットの菊池直哉教授（前日，鹿児島入

り）に，急遽，大学の近況報告から研修までお願いしまし

た。 

 菊池教授の「動物のレプトスピラ症について」と題した

研修会では，全国の抗体調査成績，その予防と対策など貴

重な講演があり，久しぶりの講義に全員聞き入りました。 

同窓会釧路第二（標茶）支部設立総会報告 

 ２月１５日（土）午後７時３０分から同窓会連合会標

茶支部（釧路第二支部）設立総会がコッタロ原野「憩いの

家 かや沼」を会場に行われた。出席者総数３５名。本学

からは永田享後援会常務理事、同窓会小山久一副会長、浦

川の３名が出席した。 

 設立総会は、下村善計氏の進行で行われ、最初に発起人

代表の菊地誠道氏より設立に係る経過等を含めてご挨拶い

ただいた。 

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－ 

北海道５区十勝支部総会報告 
１月18（土）１１時より同窓会連合会北海道第５地区十勝

支部第3回総会が帯広駅前の帯広東急インを会場に行われ

た。 

 出席者総数４８名、本学からは、干場信司学長、榮 忍と

わの森三愛高校長、同窓会から野村武同窓会会長、福山二

仁常務理事、永田享後援会常務理事、浦川事務局長の6名に

ご出席いただいた。総会では、2年任期の役員改選に伴う

次期役員が選出された。今回は干場信司学長に「酪農学園

大学の現状とこれからの役割」と題し、卒業から数年経過

した参加者に大学の現在の５学類構成、学長が理想とする

黒澤酉蔵の精神を継ぐ、「実学教育」、現場から学んで現

場に還すという輪に基づく循環農法について講和していた

だいた。 

近畿地区京都支部総会報告 

 １月２６日（日）１１：３０から２８名の出席者により

第2回近畿地区京都支部総会が聖護院御殿荘で開催された。

本学からは福山二仁常務理事、榮忍とわの森三愛高校長、

野村武会長、浦川が出席した。会場となった御殿荘は史跡

旧仮皇居でもあり修学旅行等での宿泊利用が多い。 

 総会に先立ち、１１時から２０分程度、近畿地区の役員

会が開催され、奈良県支部長に梶山佳秀氏が承認され、3月

30日（日）に大阪府支部、奈良県支部の設立総会が開催さ

れることになった。 

九州地区沖縄県支部総会報告 
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ﾎｯﾄﾆｭｰｽ 退職教授 最終講義特集           
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 森川純教授最終講義報告 

 1月15日（水）森川純教授（地域国際関係論研究室）の最終

講義（環境共生学類２年科目「国際関係論」）が10時40分か

らＡ３号館２０１番教室で開催され、約１５０名の学生、教職

員が出席しました。 

 

松中照夫教授最終講義報告 

 １月１７日（金）午後１時から松中照夫教授（土壌作物栄

養学研究室）の最終講義「土壌肥沃度論」（循環農学類農学

コース３年）が大学Ｃ５－２０１番（旧南２０）教室において

開催され、学生、教職員約７０名が出席した。 

 くしくも１月１７日は１９年前の１９９５年阪神淡路大震災

の日でもあり、兵庫出身の先生はこの年４月に本学に着任した

とのことでした。 

 最初に先生から学生に対して授業「土壌肥沃度論」の第１５

回目を最終講義とすることが述べられた。 

 

市川治教授最終講義報告 

 
 ２月１０日（月）午後１時から酪農学園大学Ｃ１棟１０１

（旧Ｃ１０）番教室において、酪農学部農業経済学学科主催に

よる農業会計学研究室市川治教授の最終講義が学生、教職員約

８０名の出席者により開催された。講義に先立ち相原教授の進

行により丸山明学科長の市川教授紹介が行われた。 

加藤清雄教授(獣医５期）最終講義報告 

 1月24日（金）午後２時から加藤清雄教授（獣医学科獣医生

理学ユニット、獣医保健看護学類動物理学療法学ユニット）の

最終講義「反芻動物の生理学的特性」が中央館学生ホールにお

いて開催された。教職員や学生、そして遠路駆けつけた同窓生

により会場は埋め尽くされた。 

 「酪農学園大学との出会い」で紹介さ

れた若き日の写真は、何と酪農学園大学

の受験票に添付された写真であった。 

 入学後直ちに牛島教室に出入りし、ゼ

ミ副読書「乳牛の科学」の序に記されて

いた梅津教授の言葉に感銘を受け東北大

学大学院に進学し、1977年に農学博士の

学位を取得後、直ちに本学に赴任したこ

とが紹介された。 

 

上田純治教授・小阪進一教授(酪農８期)最終講義報告 

 ２月１０日（月）１０時から酪農学園大学Ｃ１棟１０１（旧

Ｃ１０）番教室において、酪農学部酪農学科 家畜遺伝学研究室 

上田純治教授・草地学研究室 小阪進一教授の最終講義が約１５

０名の学生・教職員の出席により行われた。 

 最終講義は寺脇教授の進行で始まり小宮道士学科長が両教授

のご経歴を詳細に紹介した。 

 上田教授の最終講義は「遺伝子マーカーと家畜育種」と題し

て家畜育種の歴史、免疫・分子遺伝分野の遺伝子マーカー、北

海道和種馬やヘレフォード種での遺伝子、ＤＮＡマーカーと家

畜育種について等について、約５０分難解な遺伝子をＰＰＴに

よりわかりやすく説明した。 

 小阪先生は最終講義のテーマであ

る「草地を構成する植物たち」について

講義した。混播での刈取高や頻度、草種

の組合せによる影響、雑草の出現頻度、

元野幌農場での牧草地植生改善等につい

てＰＰＴを用いて実験結果データを報告

した。 
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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（４）2007年度 
 

全体（地区支部）：高橋節郎会長の退任。６月新潟県支部設

立。会長、副会長の選任。「組織検討委員会」再編成。 

５月山梨県支部総会。６月埼玉県支部総会。６月新潟県支部総

会。７月札幌支部総会。７月東京支部総会。８月青森県支部総

会。１０月神奈川県支部総会。１１月近畿支部総会。１１月鹿

児島県支部総会。１２月長崎県支部総会。２月北空知支部総

会。３月熊本県まきば会。３月関東支部総会。 

高校：６月旧三愛女子高校２４期同窓会。８月旧三愛女子高校

１２期同窓会。９月高校関東地区合同同窓会。１１月高校同窓

会総会。 

短大：４月短期大学部同窓会平成１９年度総会。４月短大９期

同期会。 

大学：５月大学同窓会校友会役員総会。６月酪農学科家畜栄養

学・家畜飼料学研究室同窓会（東京） 

６月獣医学科三重県支部同窓会。７月酪農学科家畜栄養学・家

畜飼料学研究室同窓会（札幌）。７月獣医学科埼玉県支部同窓

会。８月雄武町デーリイクラブ同窓会。８月獣医学科釧路支部

同窓会。９月獣医臨床繁殖学教室ＯＢ会。９月獣医学科白樺

会。９月獣医学科１９期２０周年同期会。９月酪農学部合同同

期会。９月緑風会研修会。１０月獣医学科１１期生３０周年同

期会。１０月獣医学科２９期生１０周年同期会。１０月獣医学

科６期生３５周年同期会。１０月獣医学科山形県支部同窓会。

１１月獣医学科福島県支部同窓会。１１月獣医学科岡山県支部

同窓会。１１月獣医学科岩手県支部同窓会。１月緑風会総会。

２月獣医学科福岡県支部同窓会。２月獣医学科１５期２５周年

同期会。２月獣医学科四国地区合同同窓会。 

HP:http://rakuno.org/ 

         あ と が き 

  

 今年もまだ大雪で春は遥かに遠いが、あと一カ月足らずでで2013

年度が終了する。３月に入ると高校・大学の卒業式があり、生徒・

学生はそれぞれ巣立ちの季節を迎える。 

 同窓会連合会も２００９年の会則改正以来、地区同窓会の設置や

代議員制の導入等組織化が積極的に進められてきた。 

 財政的にも組織的にもまだ課題山積ではあるが、会長のめざす

「開かれた同窓会」づくりのため少しづつ前進しているのではと 

思っている。 

 冬季ソチオリンピックが開催中である。努力の成果を一瞬で完璧

に表現することが要求される選手にとって、「リラックスし、楽し

んで競技することが自分の最大のポテンシャルを発揮出来る」と信

じているように感じる。 

 私たちも肩の力を抜いて、学び舎を

共有する仲間として「ネクタイをはず

して、気楽な格好で集い会える同窓

会」とはどういうものか、ない知恵を

しぼって考えてみたい。 

（Ｕ） 

今後の主なスケジュール 

２月 

 ２２日（土）北海道２区北空知支部総会 

３月 

   １日（金）角倉了一氏・細田治憲氏宇都宮賞受賞式 

   １日（土）とわの森三愛高等学校全日制卒業式 

   ７日（金）一期生同期会 

   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 

  ３０日（日）大阪支部・奈良支部設立総会 

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 

 １８日（金）同窓会連合会理事会 

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 

 

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.１３ 
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同窓生会館の冬景色 

白樺並木 


