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同窓会連合会の現況（卒業生数） 

２０１２年度末 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/ 

発行日2013年10月10日(不定期)第２巻 第１号(通号13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 

酪農学園短期大学閉校記念碑除幕式挙行 

 短大は1950年に開学し、これまで9,487名の卒

業生を輩出してきたが、２０１２年３月末を

もって62年の歴史に幕を閉じた。 

  今年２月１５日に開かれた短大閉校記念式典

において、記念碑目録が短期大学部同窓会より

酪農学園に贈呈されていた。完成した碑文正面

には黒澤酉蔵翁自筆による「健土健民」が力強

く刻まれ、裏面には創生期から閉校に至るまでの

短期大学歴を記している。 

 ９月２８日（土）１１時から同窓生会館前庭に

おいて、除幕式が約１５０名の出席者により開催

された。伊藤真美学務部長の司会で進行。麻田信

二酪農学園理事長は挨拶の中で「短期大学関係者

のご苦労の上に今日の酪農学園がある」と感謝の

言葉を述べ、堀内信良短期大学部同窓会会長は

「酪農学園短期大学存在の証として「健土健民」

の記念碑をお贈りし建学の精神の啓発に役立てて

頂きたい」と述べた。 

  

編集後記 4 
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関東甲信越地区新潟県支部総会開催報告 

 １３日（土）１０時３０分より新潟東映ホテルを会場に、平

成２４年度関東甲信越地区新潟県支部総会が開催。出席者は１

９名。本学関係者からは、野村武同窓会連合会会長、福山二仁

常務理事、浦川。関東甲信越地区から岡田勉会長が出席。 

 

関東甲信越地区東京都支部総会開催報告 

 ７月２７日（土）、午後１時３０分より関東甲信越地区東京

支部総会が、東京交通会館１１階の酪農学園東京オフィスで開

催された。本学から福山二仁常務理事、榮忍とわの森三愛高校

長、講演会講師の吉野宣彦教授、野村武同窓会連合会会長、浦

川が出席。近隣支部（埼玉、神奈川）や関東地区からも役員が

出席し、出席者総数は２４名となった。 

緑風会(教員OB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３６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。 

同窓会紹介 活躍する同窓生紹介コーナー（地区支部同窓会開催報告等）            
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風声雪語 －野幌だより－ 

 北海道第１区札幌支部総会開催報告 

  

 ６月２２日（土）午後３時より札幌全日空ホテルあかつきの

間において、札幌支部の平成２５年度通常総会が開催され、１

４名の関係者が出席した。本学からは麻田信二理事長が来賓と

して出席した。また同窓会連合会からは堀内信良副会長が会長

代理として出席した。 

 

東北地区青森県支部総会開催報告 

 
 ６月２２日（土）午後４時から三沢市「ホテルグランヒルつ

たや」において青森県支部総会が２７名の出席により開催され

ました。学園からは、お忙しい中、仙北富志和学園長、干場信

司学長、榮忍高校長、同窓会連合会野村武会長にの４氏が御出

席されました。 

 

酪農学園貴農同志会総会・交流会開催報告 

 ２０周年の節目の年を迎えた酪農学園貴農同志会（職員ＯＢ

会）の第20回総会と交流会が6月２７日(木)、新札幌のアークシ

ティホテルにおいて、来賓に麻田信二酪農学園理事長、仙北富

志和酪農学園園長、福山二仁酪農学園常務理事、干場信司酪農

学園大学学長、榮忍とわの森三愛高等学校長、宮田勇酪農学園

後援会理事長、永田享酪農学園後援会常務理事、野村 武酪農学

園同窓会連合会会長の各位をお迎えし、会員５１名の出席のも

とで開催されました。 
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ﾎｯﾄﾆｭｰｽ 学園創立８０周年記念事業特集            
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酪農学園創立８０周年記念式典・祝賀会報告 

 
 10月１日（火）、札幌市のホ

テル札幌ガーデンパレスにて創立

80周年の記念式典および祝賀会

を開き、道内を中心に全国から教

育および酪農界の関係者など340

名が出席した。 
 式典は午後３時30分から藤井

創宗教主任の司式により礼拝形式

で行われ、オルガンの前奏と讃美

歌の合唱で始まった。肥田信長宗

教主任の聖書朗読、祈祷の後、麻

田信二理事長が式辞を述べた。 

 麻田理事長は「本学園は、北海

道酪農義塾にはじまり、約15万

人の多くの人材を送り出し、社会

の第１線で活躍がみられることは

地方の中小規模の学校としては特

筆すべきことである。しかし、その80年の道のりは平坦なもので

はなく、今日を迎えることができたのは、偉大な先人達の献身的

な努力、企業、団体、同窓生のみなさまはじめとする多くの方々

のご支援・ご協力のおかげでございます」と謝辞を述べた。 

 また、建学の精神に触れ、健土健民、三愛精神は永遠不滅の真

理であることを強調し「北海道を東洋のデンマークにと北方寒地

農業の確立に力を注いだ先人達の熱い思いを今一度思い出し、持

続可能な真の文明社会の担い手を数多く育成し、地域の発展と世

界の平和のために貢献してい

くことが酪農学園の使命であ

る」と力強く語った。 

 この後、酪農学園に功労の

あった方々 に対して麻田理

事長から感謝状が贈呈された    

 引き続き、高橋はるみ北海

道知事より「80周年を契機

に、土を愛するという建学の

精神とこれまで培ってきた伝

統を末永く受け継がれ、チャ

レンジ精神あふれる心豊かな若者の育成を通じて、北海道の発展

にご協力いただきたい」と祝辞をいただいた。 

 三好市長は「酪農学園は江別市に欠かすことのできないパート

ナーです。建学の精神のもと、世界の農業をけん引する人材の育

成と街づくりの支援をお願いしたい」と述べた。 

 森本議長は「食糧難や食品の安心・安全が注目されている今、

専門教育を受けた人材育成の必要性が増しており、酪農学園への

期待はますます高まっている。80年の成果をこれまで以上に発展

させていくことを期待します」と述べた。 

 その後、同会場において、大勢の同窓生も参列の中、祝賀会が

盛大に開催された。同窓会連合会の野村武会長は祝辞で「現在あ

る55の同窓会支部を全国75としネットワークの完成が目標であ

る。入試や就職の面も含めて、今後も同窓会は酪農学園の発展に

総力をあげて支援していきたい」と強調した。 

               (酪農学園公式HPより転載） 

酪農学園創立８０周年記念礼拝・記念講演会報告 

 酪農学園創立80周年記念礼

拝・記念講演会が９月28日

（土）、黒澤記念講堂で行われ

ました。記念礼拝が藤井創宗教

主任の司式で捧げられたのち、

記念講演会が行われ「田中正造

翁の今日的意味～黒澤酉蔵氏と

の出会いも含めて」と題して、

栃木県の作家、水樹涼子氏が講

演し、約250名の参加がありま

した。 
 本学創立者の黒澤酉蔵は、16歳の時に日本初の公害事件と言

われる足尾銅山鉱毒事件を知り、直ちに学生視察団に加わり、

鉱毒被害者救済運動に参加。20歳までの４年間、田中正造に直

接師事しました。後に黒澤酉蔵は「私の一生を支配する根本的

なものの考え方は田中先生に負うところが非常に大きいもので

あります」と言い切っていま

す。 

  講演で水樹氏は、今回の講演

に至るまでの経緯、田中正造の

人物像、黒澤酉蔵と田中正造と

の出会いから、黒澤酉蔵がその

教えを建学の精神とし酪農学園

創設までの活動について話しま

した。  

 田中正造が死の直前の病床で「皆、私の病気に同情している

だけで、私のやろうとしていることに理解してくれようとしな

い。しかし、これはここだけの問題ではなく、人類すべての問

題なのだ、天地が滅びれば田中

正造も滅びざるを得ない」と何

度も訴え続けたことを紹介し、

「正造は本当に孤独だった。大

勢の人に見守られながらも、そ

の心は荒涼としており、一本の

ぽつんと立つ野原の大樹のよう

であったと思う。田中正造をこ

のまま孤独にしてはいけない」

と声を詰まらせました。 

 最後に「自然はどこまでも大きく、人間はとても小さい。自

然環境を守り、共存しながら生きていかなければならない。価

値観、人生観、文明観の転換が必要である。その大切な時が今

であり、それを知ることが今日、田中正造を学ぶことの意味で

ある」と強調しました。 

 閉会のあいさつで仙北富志和 

学園長は、「私は田中正造の行

動が黒澤酉蔵に乗り移ったと考

えており、田中正造は足尾で死

んでおらず、北海道で生き返っ

たと言える。今日は酪農学園の

源流をたどることができる80周

年記念にふさわしい講演だっ

た」と水樹氏にお礼を述べまし

た。(酪農学園公式HPより転載） 
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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（１） 

２００４年度 

全体（地区支部）：木村敏雄事務局長５月３１日付退任。６月

１日付で新谷良一氏が就任。 

５月近畿支部同窓会。６月静岡県支部総会。６月埼玉県支部総

会。６月上川支部総会。９月札幌支部総会。１月札幌支部・校

友会合同新年会。1月福島県支部通常総会。1月関東同窓会拡大

役員会。 

高校：6月三愛女子高校21期同期会。８月高校関東合同同窓会。

10月機農高校9期同窓会。10月三愛女子高校第６期同窓会。 

 

短大：５月短期大学部同窓会平成１６年度総会。5月短大5期生

会。5月短大2部2期生同期会。3月短期大学11期生会。 

 

大学：6月獣医学科1期生会。7月酪農学科２０期同窓会。7月獣

医学科１６期同期会。7月獣医学科釧路支部総会。8月獣医学科8

期生同期会。８月雄武町デーリイクラブ同窓会。10月獣医学科

２６期生１０周年同期会。11月獣医学科三愛福島総会。11月大

学・短大育種学埼玉同窓会。11月獣医学科第13期２５周年同期

会。1月獣医学科岩手県支部同窓会。2月獣医学科11期生同期

会。2月酪農学科酪進会「家畜管理・家畜行動学ゼミ」研修交流

会。(４０年のあゆみより転載） 

HP:http://rakuno.org/ 

         あ と が き 

 ９月２８日に行われた同窓会のメイン事業でもあるホームカミ

ングデーが昨年同様にBBQランチ（元野幌農場の日本短角種や大

学の牛乳、アイス）で２００名を超える学園関係者にお集まりい

ただきました。お礼申し上げます。また、同日開催として短期大

学閉校記念碑除幕式や学園創立８０周年記念礼拝・講演会も行わ

れました（別掲）。 

 なお、１０月１日に行われた同記念式典・祝賀会には多くの同

窓生役員の方々には遠くは鹿児島、広島、大阪、愛知等々全国各

地からご出席いただきました。重ねてお礼申し上げます。 

 今回の「野幌だより」は、上記事業や同窓会連合会の「４０周

年のあゆみ」編集等のため２カ月ほど発行が遅れました。 

 同窓会連合会「４０年のあゆみ」は５００部ほど、手作り感の

ある小冊子として１１月に向けて現在発行準備中です。ご希望の

方はメール等で送付先をお知らせいただければ残部のある限りお

送りします。（Ｕ） 

今後の主なスケジュール 

 １０月 

 １３日（土）大学父母懇談会（本学） 

 ２３日（水）大学同窓会校友会事務局長会議（本学） 

 ２７日（土）中部地区地塩会研修会（名古屋） 

 ３０日（水）短大１４期同窓会（島根） 

１１月  

  ２日（土）関東甲信越地区高校合同同窓会（東京） 

  ３日（日）酪小獣兵庫研修会（三宮） 

 １０日（日）九州地区福岡支部同窓会(公開講座)（福岡） 

 １１日（月）九州地区熊本支部同窓会(公開講座)（熊本） 

 ２０日（水）北海道第４地区宗谷支部世話人会（豊富） 

 ２３日（土）創世寮５０周年OB会（本学） 

 

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.１０ 
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短期大学部閉校記念碑除 

同窓生会館前庭でのBBQランチ ブルーグラス研究所の演奏 


