
高校・短大・大学 同窓生関連の最近の話題 
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ＨＰの更新状況から 

○高等学校関連 

 4.05 入学式（全日制） 

 4.20 入学式（通信制） 

〇短期大学関連 

○大学関連 

 4.04 入学式 

 

○単位同窓会 

 4.19 同窓会理事会   

 5.18 獣医学科代議員会 

 5.24 大学校友会総会 

〇地区支部同窓会関連 

   6.02 山梨支部総会 

   6.08 関東地区総会 

 6.08 神奈川支部総会 

   6.09 埼玉支部総会 

 6.22 青森支部総会 

 7.13 新潟支部総会 

 7.27 東京支部総会 
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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) 
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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 

 とわの森三愛高校硬式野球部 

     春季大会札幌支部 初優勝！ 

 ５月15日（水）高野連春季大会札幌支部予選

Dブロック決勝戦が麻生球場で行われ、とわの森

三愛高校は、4対2で札幌開成高校に勝利し、優

勝することができました。同時に、5月27日

（月）から開催される全道大会に駒を進めるこ

とになりました。 

 当日はあいにくの曇り空の下でしたが、全校

応援の体制を組み、全校生徒・教職員・保護

者・卒業生が一丸となって応援しました。 

 応援してくださった皆様、ありがとうござい

ました。（とわの森三愛高校ＨＰより転載） 

 野球部は２９日の全道大会において、全校応

援もむなしく強豪小樽北照高校に８対０で敗れ

ました。夏季大会(甲子園)を期待しましょう。 

 このあと、サッカー部も全道大会出場を果た

しています。合わせて応援願います。 

編集後記 4 
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 関東甲信越地区山梨支部総会開催報告  

 

 ６月２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、１９名の出席者により開催さ

れた。  

 「山笑う」新緑の緑が眩しい甲州ぶどうの里では、霊峰富士

もかすかに見ることが出来た。本学からの出席者は干場信司学

長、榮忍校長、野村武会長、浦川の４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、後藤久雄

副会長、満澤恵治長野支部副会長）が出席した。 

  来賓挨拶では榮校長は高校の現況について、野村会長からは

代議員総会や８０周年記念事業やホームカミングデーについて

紹介いただいた。  

 ８回を数える総会では、上田龍輔副支部長の司会で行われ、

平島勝教支部長より支部の概要報告とお礼の挨拶があった。議

事は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、原案どおり承認された。 

 

 総会終了後に記念講演が行われ、干場学長が「酪農学園の現

状と未来」と題して、３０分の講演を行った。干場学長は経歴

紹介ののち、資料に基づき本学の建学の精神の持つ社会的使命

の重要性を述べ、現場で活躍する同窓生との関係を「熱い想い

で繋がっている」と述べ、産業界等での現場との繋がりの重要

性を強調した。  

 記念写真のあと、岡田関東甲信越地区会長よりご挨拶をいた

だき、後藤副会長のご発声で和気藹藹の懇親会が同会場で行わ

れ、最後は高澤所長の一本占めで散会した。    

同窓会連合会 

〇組織財務検討委員会開催。 

 同窓会連合会の組織財務検討委員会を3回開

催し、連合会理事会への答申案をまとめ、岡田

委員長より報告した。 

〇５月２８日（火）理事会開催 

○５月２９日（水）理事会・代議員総会開催 

高校同窓会 

〇機農会、三愛会、とわの森会が一本化 

短大同窓会 

〇5/9 短大「幹事・代表委員」総会開催 

大学同窓会校友会 

〇2014年度からの校友会一元化に向けて検

討委員会で具体案を検討中 

同窓会紹介 活躍する同窓生紹介コーナー（学科、研究室、教員ＯＢ会）            

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－ 

アジア酪農交流会のつどい開催報告 

 ５月２４日（金）１１時から研修館においてアジア酪農交流

会が開催され、同窓生を含む会員約４０名と留学生１７名が出

席した。 

 集いは發地喜久治事務局長の進行し、野英二会長が経過報告

を含め歓迎の挨拶を行った。総会に入る前に全員でご逝去され

た原田勇名誉会長、牛島純一特別会員、菊地正一氏への黙祷を

行った。 

 事務局長より２０１２年度決算報告、事業報告が行われ、承

認された。２０１３年度事業計画並びに予算案について提案さ

れ承認された。新年度はＨＰの開設を予定している。 

  その他では原田勇先生の業績を顕彰し、原田賞を設けてアジ

ア酪農交流会に多大な功績があった者を表彰することが提案さ

れ、承認された。２月２８日～３月９日にかけて１３名が参加

したネパール視察ツアー報告も行われた。 

総会終了後、留学生より原田先生の奥様に記念品が贈呈され

た。 

 その後、原田勇追悼講演が行われ、アジア酪農交流会顧問細

田治憲氏と前会長安宅一夫先生が約１時間の追悼講演を行っ

た。 昼食会では留学生の自己紹介と会員から原田先生の思い出

話等が披露され、なごやかな雰囲気の中で行われ、集合写真撮

影ののち会を終了した。 

  

 

 

 

 

精農寮の風景 
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ﾎｯﾄﾆｭｰｽ 同窓会総会報告他            
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 役員改選では、副会長が石田貞夫氏（大学酪農）から小山久

一氏、理事の中川修氏（短大）から幸田幸弘氏、阿部綾子氏

（大学生命）から齊藤真里恵氏、後藤久雄氏（関東甲信越）か

ら田中道明氏、監査が古川豊記氏から黒澤敬三氏へ交代した。

退任される役員の方々お疲れ様でした。

 

 会議終了後は、会場を屯田ファームに移動し３６名の出席者

によりて懇親会が開催された。野村会長の挨拶後、麻田理事長

の乾杯の発声により懇親会を開始した。松山社長のご厚意で昨

年から実施している本学ブランドの「酪豚」を参会者にご賞味

いただいた。  

  和やかな雰囲気の中で、後援会永田享常務、とわの森三愛高

等学校榮校長の挨拶等が行なわれ、最後は干場信司学長の乾杯

の発声で会を終了した。 

 

 

 

 

酪農学園同窓会連合会 

理事会＆理事会・代議委員会開催報告 

 
  

 ２０１３年５月２８日（火）理事会（札幌ガーデンパレス高

砂 ２３名）、２９日（水）理事会・代議員会（学園事務本館４

階第一会議室 ４９名）が開催された。全国各地の理事代議員に

お集まりいただいた。  

  議題の２０１２年度事業報告並びに収支決算、２０１３年度

事業計画並びに収支予算（案）、組織財務検討委員会報告につ

いては前回の４月１９日（金）の理事会で審議済。  

 

 ２８日（火）の理事会では役員改選が審議された。理事選任

における会則との整合性についての質疑応答があり、今後の検

討課題とすることとした。理事会終了後は学園関係４団体(学

園・後援会・育英会・同窓会)による合同懇親会が開催された。 

 

 ２９日（水）では、午後1時からの「学園役員との懇談会」に

おいては、麻田信二理事長、干場信司学長、榮忍校長、福山二

仁常務理事、近雅宣理事の出席のもと、前日開催された学園理

事評議員会の事業報告等について麻田理事長よりご説明いただ

いた。自由懇談の中では実学教育や学園への要望について有意

義な意見交換が行なわれた。 

 
 
 休憩を挟んでの第２回となる理事会・代議員会では、先にご

逝去された諸先生への黙祷で開始した。  

 ４月１９日、５月２８日の理事会を受けて、２０１２年度事

業報告並びに収支決算、組織財務検討委員会報告、２０１３年

度事業計画並びに収支予算（案）と役員改選、その他では地区

支部報告があり、それぞれ活発な質疑応答の結果、原案が承認

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. 

  １９９４年～２００３年（２） 

１９９８年 会則の一部「評議員数の増」の改正 公開講座が熊本

及び宮崎で開催された。ホームカミングデーが全学的取組に変更。 

「酪農学園」「後援会」「大学同窓会校友会」「同窓会連合会」の

４者行事となる。遊佐理事長より「酪農学園創立理念の継承」講

演。７月埼玉支部総会開催。１０月広島県支部総会 １１月関東・

千葉県支部合同総会 １１月宮崎県支部設立総会。１１月栃木県支

部酪農セミナー開催。１月根室支部総会。３月近畿支部総会。 

１９９９年 酪農公開講座を宮城県と福島県で開催。 

「同窓会写真・印刷物」の収集整理。福岡、長崎両県設立発会済、

高知県支部設立承認。７月青森県支部総会開催。７月埼玉県支部と

関東同窓会合同卒後教育講座開催。８月九州連合同窓会記念講演。

１１月近畿支部同窓会。１１月愛知県支部設立発会。１１月茨城県 

支部同窓会。１２月関東・神奈川県支部合同同窓会。 

１２月宮城県支部同窓会。１２月福島県支部同窓会設立総会。１月

根室支部同窓会。２月群馬支部同窓会。 

２０００年 短期大学創立５０周年、大学４０周年記念事業。酪農

公開講座を岐阜県、愛知県で開催。 

７月埼玉県支部同窓会。１０月近畿支部同窓会。１１月福島県支部

同窓会。１１月岐阜県、愛知県同窓会開催（公開講座時）。１月根

室支部同窓会総会。１月青森県支部同窓会総会。２月北空知支部同

窓会「新規設立総会」。 

HP:http://rakuno.org/ 

 

         あ と が き 

 ６月、北海道はライラック祭り、よさこソーランの季節を迎え

ました。本学学生も毎日の練習成果が表れることを期待したいと

思います。「大賞めざして頑張ろう！」 

 リラ冷えという言葉がありますが、新緑で一番いい季節とは言

え、クールビズに変更したら真面目に風邪ひきそうなくらい寒い

初旬です。やっと田植えや畑の作付が始まりましたが、例年より

２週間以上遅い異常な低温続きの春でした。 

 同窓会では単位同窓会の総会が終了し、これから地区支部の総

会等が左記のとおり開催されます。 

 白樺並木の街路灯にも８０周年記念のフラッグが付けられまし

た。９月２８日（土）にはホームカミングデー（記念講演）、１

０月１日（火）には記念式典が開催されます。同窓生にはお誘い

合わせのうえ、母校訪問をご検討いただければ 

幸いです。（Ｕ） 

 

    

 

  

 

今後の主なスケジュール 

  ６月 

  ２日（日）関東甲信越地区山梨県支部総会 

  ８日（土）関東甲信越地区総会 

  ８日（土）関東甲信越地区神奈川県支部総会 

  ９日（日）関東甲信越地区埼玉県支部総会 

 １６日（日）九州地区宮崎県支部総会 

 ２２日（土）東北地区青森県支部総会 

 ２２日（土）８０周年記念映画観賞会 

 ２２日（土）北海道第一(石狩)地区札幌支部総会 

   ２７日（木）貴農同志会（教員ＯＢ会）総会懇親会 

 ２９日（土）緑風会（教員ＯＢ会）近畿地区世話人会 

 ３０日（日）酪小獣（開業獣医師会）大阪学術講習会 

 ７月 

  ５日（金）東北地区宮城県支部役員会 

 １３日（土）関東甲信越地区新潟県支部総会 

 ２７日（土）関東甲信越地区東京支部総会 

 ８月  

  ３日（土）緑風会（教員ＯＢ会）中央研修会 

  ４日（日）酪小獣麦の会総会 

 

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.８ 
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同窓生会館の春景色 

同窓生会館 


