
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 

 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 

 6.22 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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発行日2013年7月10日(不定期)第1巻 第１２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 

酪農学園創立８０周年記念事業関連 

 

１．映画観賞会が開催されました。 

 ６月２２日（土）黒澤記念講堂大ホールにお

いて、創立８０周年記念事業の一環が開催され

た。学園関係者や一般市民、約１００名の方々

が参加して田中正造の生涯を描いた「赤貧洗う

が如し」の映画観賞会

が行われた。 

 当日は白樺祭（大学

祭）、オープンキャン

パスも行われ、大勢の

学生、市民、関係者で

構内がにぎわった。 

 

２．構内に周年事業のフラッグがお目見え。 

 白樺通りや構内の街路灯に８０周年記念の 

フラッグ（旗）が取り付けられた。  

３．秋の周年事業 

９月２８日（土）記念講演会（黒澤記念講堂 

講師：水樹涼子氏（作家） 

演題：「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」 

１０月１日（火）記念式典・祝賀会 

            （札幌ｶﾞｰﾃﾞﾝﾊﾟﾚｽ） 

 詳細は「学園だより」でお知らせしています。 

奮ってご参加ください。なお、９月２８日は「短

大閉校記念碑除幕式」「野外バーベキューラン

チ」もホームカミングデー時に行われます。 

 

編集後記 4 
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北海道アルバータ酪農科学技術交流協会設立４０周年

記念式典・祝賀懇親会開催報告 

  
 2013年6月26日（水）午後3時30分より札幌ガーデンパレス

４階「平安の間」を会場に標記協会の40周年の記念式典・祝賀

懇親会が開催され、関係者４４名が出席した。カナダアルバー

タ大学からもK.Cambell学部長他３名の方が出席した。 

 

 記念式典は堂地修事務局長の司会により進行し、麻田信二会

長の主催者挨拶に続き、北海道庁農政部土屋俊亮次長、雪印メ

グミルク(株) 田中二三男取締役執行役員、酪農学園大学 干場信

司学長、アルバータ大学エクステンション学部K.cambell学部

長から、それぞれの立場から協会40周年に係るご祝辞を頂戴し

た。祝辞の最後にアルバータ大学より麻田会長へ記念品が贈呈

された。 

 

 その後2012年度第39回オールズカレッジ派遣留学生帰国報

告会が行われた。  

 次に派遣酪農青年ＯＢスピーチでは第９回1982年度派遣の泉

澤彰彦氏より当時の思い出話をお話いただいた。常任理事であ

るＥＸＣ佐々木均所長より閉会あいさつがあり、式典を終了し

た。 

 祝賀懇親会は会場を「白鳥」の間に移動して午後５時から開

催された。事務局の篠原朱輝子氏の司会で進行。前会長の平尾

和義氏、アルバータ大学ＥＸＣ学部ELP責任者M.Hui氏から祝辞

をいただいた。 

 谷山弘行前学長の祝杯で祝宴に入り、アルバータ州政府在日

事務所牧田賢二氏、アルバータ大学ＥＬＰアシスタントM.Bell

氏、菅沼英二理事からスピーチを頂戴した。特に  

 金川幹司副会長の閉会あいさつにより和やかな懇親会の幕を

閉じた。 

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会等）            
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風声雪語 －野幌だより－ 

第１４回酪農学園短期大学四期生同期会開催報告 

  

 天候に恵まれ、よさこいソーランも始まった６月６日（木）

～７日（金）、第１４回を数える短期大学四期生の同期会が札

幌：新さっぽろアークシティホテルを会場に行われ、全国各地

から２１名の卒業生、奥様が出席した。 

 ６日は１２時チェックインとし、１７時５０分に記念写真撮

影ののち同期会を開催した。物故者に黙祷の後、幹事代表から

経過報告後、祝会が行われた。 

  

 ７日（金）は９時にホテルを出発し、同窓生会館に集合した。

同窓会事務局から同窓会の現況をお話し、その後、野英二教授

から当時の様子について写真や資料をもとに約４０分の講話を

いただいた。 

 

  学内見学では当時４期生が制作に関わった野外礼拝堂や中央

館屋上、附属図書館、黒澤記念講堂等をゆっくり１時間半かけ

て構内を歩いた。同窓生会館前で記念撮影ののち、昼食とし再

会を約束して解散した。 
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ﾎｯﾄﾆｭｰｽ 同窓会総会報告他            
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第1巻 第１２号 

鈴木 透准教授よりテーマ「丹沢大山自然再生について」、約１時

間の講演を聞くことが出来た。  

  先生は１９９７年より神奈川県での研究活動に取り組んでお

り、主に丹沢大山自然再生、シカと森林の一体的管理、森林生態

系の総合評価の３つの視点からパワーポイントを利用してご講演

いただいた。丹沢での自然再生へ水源環境保全税の導入により、

自然環境が少し回復してきているとの貴重な報告をいただき、大

変興味深い有益な講演内容であった。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。 

 

その後、記念撮影ののち懇親会が同会場で模様され、旧交を温め

る機会となった。  

 懇親会では、来賓として干場学長、榮忍校長のご挨拶のあと、

前会長の南雲良三氏の乾杯により祝会を開始した。各県支部長の

紹介やそれぞれの近況報告等をいただい、最後は神奈川支部理事

顧問の平岡征雄氏の発声により会を閉じた。その後は２次会（サ

イゼリア）や３次会に流れた方もいらしたようです 

同窓会連合会埼玉県支部総会開催報告 

 
   ６月９日（日）１０時３０分より埼京線中浦和駅から徒歩数

分の別所沼会館において第１８回を数える埼玉県支部総会が２３

名の出席者により開催された。  

 埼玉県支部総会では、佐々木副支部長の司会進行で行われ、後

藤久雄支部長を議長に選出し議事を進行した。第１号議案：平成

２４年度事業報告および収支決算報告、監査報告。第２号議案：

平成２５年度事業計画並びに収支予算が審議され、原案どおりに

承認された。  

 第３号議案：役員改選について審議され、新支部長に廣間善之

氏（酪農）、副支部長に横塚元幸氏（機農）、監事に平井正隆氏

（機農）、顧問に後藤久雄氏（機農）、野島加代子氏（三愛）が

新任した。  

 後藤支部長は３期７年ご尽力いただきましたがこのたび顧問に

就任されました。長い間お疲れ様でした。 

酪農学園同窓会連合会 

関東甲信越地区総会＆神奈川県支部総会開催報告 

 
  

 快晴の６月８日（土）１３時３０分より平成２５年度関東地

区同窓会総会と神奈川県支部定期総会が有楽町東京交通会館１

１階の酪農学園東京オフィスで合同開催された。総会出席者は

２７名。  

  本学からは麻田信二理事長、干場信司学長、榮忍校長、福山

二仁常務理事。後援会から永田享常務理事、同窓会から野村武

会長、浦川が出席した。  

  関東甲信越地区総会は城近事務局長の司会で進行し、岡田会

長の挨拶のあと、別添総会資料により議事に入った。第１号議

案：平成２４年度事業報告および収支決算報告、監査報告。第

２号議案：平成２５年度事業計画並びに収支予算、審議され、

原案どおりに承認された。第３号議案：役員改選が行われた、  

関東甲信越地区の総会終了後、来賓挨拶があり、麻田理事長、

野村会長、福山常務、永田後援会よりそれぞれの立場から現況

報告やお願いを含めてのご挨拶をいただいた。 

 

 引き続き行われた神奈川支部総会では、田中道明氏を議長に

選出し、総会資料により議事を進行した。第１号議案：会則の

変更が行われ、関東同窓会から関東甲信越地区への支部名称変

更。会計年度を４月１日から３月３１日へ変更することが承認

された。第２号議案：役員改選が行われ、副支部長に作田昌彦

氏（酪農）、理事・顧問に安達宗之介氏（酪農）が新任した。

第３号議案：支部活動報告、第４号議案：平成２４年度事業報

告および収支決算報告、監査報告。第５号議案：平成２５年度

事業計画並びに収支予算、審議され、原案どおりに承認され

た。 

 

  第二部として１１時５０分より特別講演が行われた。  

  酪農学園大学農食環境学群環境共生学類 保全生物学研究室 
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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） 

２００１年 同窓会連合会のホームページ開設。酪農公開講座、中

標津町及び帯広市で開催。７月埼玉県支部同窓会。８月九州連合同

窓会総会。９月札幌支部同窓会。１１月静岡県支部同窓会。１１月

近畿支部同窓会。１１月栃木県支部同窓会。１２月福島県支部同窓

会。１月関東同窓会拡大役員会。１月青森県支部同窓会総会。２月

関東同窓会総会。３月山形県支部同窓会総会。 

 

２００２年 酪農学園７０周年に向けての同窓会記念事業対応。

ホームページ開設による同窓会活動への活用。６月埼玉県支部同窓

会総会。６月札幌支部同窓会役員会総会。１０月近畿支部同窓会総

会。１１月熊本県支部総会。１１月石狩地区同窓会全体懇親会。１

２月福島県支部同窓会総会。１月中標津支部同窓会総会。２月青森

県支部同窓会総会。３月茨城県支部同窓会。 

２００３年 学園創立７０周年記念事業（記念式典・記念講演会）

への参加協力。６月埼玉県支部同窓会総会。９月群馬県支部同窓会

総会。１１月神奈川県支部同窓会総会。１１月関東同窓会総会。１

月関東同窓会拡大役員会。１月北空知支部同窓会総会。３月熊本県

酪農学園まきば会同窓会 
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         あ と が き 

 ７月の北海道。本州の暑さと違い、さわやかな初夏のイメージ

がありますがこのところ３０度を超える日もあります。温暖化の

影響でしょうか？。「ライラック」が終わり、「にせあかしあ」

の白い花も散って、構内では、「ライラック」と同じ「もくせい

科ハシドイ属」の植物である「ハシドイ」が咲いています。 

 「ライラック」は別名「むらさきハシドイ」とも呼ばれていま

す。（ウィキペデイアによると「ライラック」はヨーロッパ原産

で、ハシドイは日本原産の近縁種ということです。「ハシドイ」

の名前は木曾の方言に由来するそうです。） 

 小・中学校はそろそろ夏休みに入りますが、大学では前学期試

験が７月末から８月上旬に行われたのちに夏休みです（以前は夏

休み明けに試験がありましたが）。遠い昔、酪農実習や部活動・

アルバイトで過ごした夏休みが懐かしく思い出されます。 

 皆さんの学生時代の夏休みの思い出はいかがでしたか？ 

 （Ｕ） 

 

    

 

  

 

今後の主なスケジュール 

 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 

 ９月 

   ７日（土）緑風会日胆・道南支部研修会 

  ２２日（日）動物愛護フェステイバル in 江別 

  ２８日（土）ホームカミングデー 

  ２８日（土）短大閉校記念碑除幕式 

  ２８日（土）酪農学園創立８０周年記念講演会 

１０月 

  １日（火）学園創立８０周年記念式典・祝賀会

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.９ 
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学生サービスセンター裏 満開の「ハシドイ」 

同窓生会館 


