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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  １，４４０名 

 大   学 計   ２５，９１７名 

 短 大 計        ９，４８７名 

 高 校 計   １８，２９９名 

 合 計 計   ５５，１４３名 

 酪農義塾 計           ３０３名 

   酪農学校 計    ９２，０００名 

   総合計    １４７，４４６名  

 

 

地区支部の設置状況（ ）は未設置 

            太字は重点支部 

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（２）(大分、沖縄) 

HP:http://rakuno.org/ 

発行日2013年2月10日(不定期)第1巻 第８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 

故原田勇学園長追悼礼拝報告 

 2012年12月16日、学園長 原田 勇 先生

（同窓生）のご召天は、惜しみてもなお余りあ

ります。謹んで哀悼の意を表します。 

 先生のご遺徳をお偲びしての追悼礼拝が下記

のとおり執り行われましたので、ご報告申し上

げます。 

 １月２９日（火）１５時３０分から黒澤記念

講堂（江別市文京台緑町582番地）を会場にし

てご遺族、学園役職員、後援会、育英会、同窓

会、貴農同志会、関係諸団体、卒業生の約３５

０名にお集まりいただき、追悼礼拝が執り行わ

れました。 

追悼礼拝は、藤井創大学宗教主任の司式で行わ

れ、讃美歌312番「いつくしみ深き」を会衆一

同で賛美、聖書「エフェソの信徒への手紙2章

14節から22節」の朗読、故人愛唱歌の讃美歌

298番「やすかれ我が心よ」を賛美、そして、

榮忍とわの森三愛高校長が奨励を行い、原田先

生の愛唱聖句からを先生を偲びご遺族の慰めを祈

りました。 

 その後、仙北富志和副学園長が追悼の言葉を述

べ、故人愛唱歌讃美歌121番「馬槽まぶねの中

に」を一同で賛美、麻田信二理事長が挨拶を述べ

た後、原田綾子様からの挨拶をいただきました。  

最後に、参列者ひとりひとりが献花を行いまし

た。  

編集後記 4 
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緑風会第７回総会・懇親会報告 

  毎年恒例の緑風会の総会（第７回）・懇親会が１月９

日(水)１８時より札幌市 中村屋旅館において、同窓生教員

等６１名と麻田信二理事長、谷山弘行学長、榮忍高校長、

野村武同窓会連合会会長他学園関係者１８名が出席して行

われた。 

 北澤住人会長より

新年のご挨拶のあ

と、議事にはいっ

た。事務局より２０

１２年度の役員、事

業報告、会計決算報

告が行われ、承認さ

れた。 

 今年は実態に即して会則を一部変更が提案され、承認さ

れた。また２０１３年度の役員、事業計画、予算が提案さ

れ、承認された。新会長に標茶高校 西田丈夫校長、副会

長に滝川高校 西村耕司校長、幌加内高校 二木浩志校長が

新任された。事業として８月３日（土）に中央研修会、２

０１４年１月８日（水）に総会を開催することとなった。 

  新役員を代表して西田新会長より今後の運営について

力強い抱負が述べられた。 

 引き続き行われた懇親会においては、麻田理事長は新年

のご挨拶の中で「緑風会への謝辞、８０周年での修学支援

募金事業の紹介や学園１００年に向けての取組紹介」を行

い、学園発展への協力をお願いした。  

 野村会長は祝辞において「同窓会連合会の現況報告や入

試アドバイザー」について紹介した。谷山学長は乾杯のご

発声において、「巳年に譬えて、脱皮半ばの大学再編への

協力」をお願いした。懇談の中で兵庫支部の河野雅晴支部

長のご挨拶、支部活動の取り組みについて各支部長からご

紹介、小野寺入試部長のご挨拶、新任教員３名のご紹介、

篠原先生のご紹介が行われた。和気藹藹の懇親会も、最後

は西村新副会長の万歳三唱で閉会した。 

同窓会連合会 

〇組織財務検討委員会開催。 

 １月１８日(金)連合会の組織財務検討委員会

を開催し、岡田勉氏を委員長に選任。 

 ４月に向けて、１～２回委員会を開催し、連

合会理事会への答申をまとめることとした。 

 

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 

〇短大閉校記念式典・懇親会開催 

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 

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－ 

家畜栄養学・飼料学研究室同窓会開催報告 

12月５日（水）午後７時から元野幌トンデンファームレス

トラン「松の

実」において、

研究室同窓生、

学園関係者約３

０名が集まり、

同窓会が開催さ

れた。 

 今回は世話人

の上野光敏氏（１４期）、野英二氏（１１期）の呼びかけ

により、楢崎昇先生の傘寿（８０歳）、塩野谷孝二氏の表

彰（全国酪農青年女性酪農発表大会農林水産大臣賞受賞

（2012年7月13日））（第５１回農林水産祭参加行事内閣

総理大臣賞受賞（2012年11月23日））、小林紀彦氏の表彰

（北海道ホルスタインナショナルショウにてリザーブ・

ジュニアチャンピオン受賞(2012年9月22-23日)）の３つの

お祝い会となり、本学で肥育された酪豚でのお祝いとなっ

た。 

 安宅一夫先生の開会挨拶ののち、出席者から先生には傘

寿のお祝いとして「傘」が贈られた。楢崎先生より答礼が

あり近況報告を含めてご挨拶をいただいた。 

 その後、厳しくも愛情ある恩師に対してのそれぞれの思

いを多くのＯＢが熱く語った。最後は一番若い４４期渡辺

氏の乾杯により会を閉じた。 

農業経済学科同窓会 現地研究会 報告 
 農業経済学科同窓会「現地研究会」が2012年12月15日

(土)15時より、酪農学園東京オフィスにて行われ、東京都

内、千葉県などから9名が参加した。 

 吉岡徹准教授よる講演「農業経営の生き残りを考える」

では、投票日を翌日に控えた衆議院議員選挙にも関わる各

政党のTPP交渉への方針について触れた後、実際の事例を紹

介しながら、今後

の農業経営のあり

方について流通の

多様性などが示さ

れた。 

 また、最後に農

業経済学科の近況

報告と循環農学類への改組について説明され、その後の質

疑応答では、実際の農業経営についての質問の他、改組の

意図や学生への影響について質問、意見が交わされた。 

 その後、17時より会場内で懇親会が行われた。各世代の

思い出話や、現在も続く伝統行事などの話に華が咲き、ま

た異業種間の情報交換も行われ、盛会のうちに19時半頃終

了した。 



ﾎｯﾄﾆｭｰｽ 単位・地区支部同窓会総会開催報告           
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 とわの森三愛高等学校同窓会総会開催報告 
  １１月２３日（金）午後５時からシェラトンホテル札幌

を会場に、５年に１度の標記第４回定期総会＆懇親会が開催さ

れ、約１２０名の同窓生および学園関係者が出席しました。 

 総会では機農会、三愛会、とわの森三愛会の３同窓会の統合

が審議され、今後一本化することが承認されました。 

総会終了後の懇親会は伊藤俊文事務局長により進行し、浅野政

輝会長は歓迎のご挨拶と総会報告並びに学園１００年に向けて

の同窓会の飛躍を述べました。 

 学校長挨拶として榮校長から同窓会への祝辞と高校の状況報

告が行われた。 

 来賓祝辞では、麻田信二理事長よりお祝いの言葉と酪農学園

の人的ネットワークの広さを象徴するエピソードや来年の８０

周年に向けての協力依頼等が行われた。野村武同窓会連合会会

長からは同窓会の４０周年や同窓会連合会の現況について報告

が行われた。 

 三愛会 山崎惠子会長は「地上にはもともと道はない。歩く

人が多ければそれが道になるのだ」という魯迅の言葉を送り、

乾杯の発声を行い祝宴へと入った。今回はゲストとしてＨＢＣ

ラジオパーソナリティの大森俊治氏を迎え、トークショーとＨ

ＢＣの仲間を加えた歌もご披露いただき、和やかな懇親会と

なった。お楽しみ抽選会では、酪農学園や同窓生のところで作

られた乳製品や肉製品等が景品として送られた。 

 校歌斉唱では、とわの森三愛高等学校校歌と讃美歌４５３番

を参会者で合唱した。閉会では長井信之機農会会長が「機農」

の「機」の意味の重要性を語りつつ乾杯し、記念撮影ののち散

会した。 

近畿地区和歌山支部設立総会報告 
 １１月２５日（日）午後4時時３０分より２７名の出席者に

より近畿地区和歌山支部設立総会が和歌山市のダイワロイネッ

トホテルで開催された。酪農学園より谷山弘行学長、榮忍校

長、野村武同窓会連合会会長の出席をいただき、又、近畿支部

より、山本浩光近畿支部長はじめ7名の役員の方々も出席して

いただきました。 

 会場となったダイワロイ

ネットホテルから、徳川御

三家紀州藩和歌山城がすぐ

前に望めます。和歌山城

は、第8代将軍 徳川吉宗生

誕の地であります。庭園

は、今紅葉が見頃でした。 

 総会では澤竹孝幸和歌山県支部長から歓迎のご挨拶と支部発

足の経緯説明が行われた。来賓として野村武同窓会連合会会長

の挨拶、大学を代表して谷山弘行学長からの挨拶が行われた。 

 来賓紹介ののち、澤竹支部長他、和歌山県都支部役員が紹介

された。その後、集合写真撮影が行われた。 

短期大学同窓会臨時総会報告 
 １月２４日（木）午後６時より、シェラトンホテル札幌を会

場に、標記の短期大学同窓会臨時総会が開催された。出席者は

１５名で谷山学長にもご出席いただいた。 

  筒井静子事務

局長の司会で進

行し、堀内信良

会長の挨拶の前

に、１２月１６

日に急逝された

原田学園長、１

９日の牛島先

生、１１月２４日の山下先生のご逝去を悼み、黙祷を捧げた。 

  議事は議長に堀内会長を選出して行われた。事務局から総会

以降の経過として短期大学部閉校に伴う事業について意見書の

提出や実行委員会記録が資料に基づき報告された。 

 審議事項では、堀内会長から短期大学閉校に伴う記念事業に

ついて、総会決定を基に記念碑「健土健民」を学園に閉校記念

として贈呈することが提案され、承認された。 

  引き続き同会場で行われた新年会において、谷山学長は祝辞

の中で、巳年は脱皮の年でもあり、大学改革の継続の重要性を

述べ、短大閉校時の学長として短期大学の果たしてきた重要性

とお礼を述べた。会は中川修副会長の乾杯で始まり、出席者各

位の自己紹介が行われ、それぞれの立場から示唆に富んだス

ピーチが行われた。最後は伊藤明美副会長の乾杯により閉会し

た。 

北海道５区十勝支部総会報告  

 １月２６日（土）１１時より同窓会連合会北海道第５地区十

勝支部第2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５８名、本学からは、谷山弘行学長、同窓会から野

村武同窓会会長、浦川事務局長にご出席いただいた。会を始め

るにあた

り、昨年

12月16日

に急逝され

た学園長 原

田 勇 先生

の冥福を祈

り１分間の

黙祷をささ

げた。 

 沢本輝之支部長の開会のあいさつの後、野村 武同窓会会長、

谷山弘行学長にご祝辞をいただき、今後の大学と十勝支部同窓

生としての絆の重要性と結束を誓った。総会では、次回開催に

おける開催通知方法について事務局から説明があった。 

  その後、昼食会の席では、安藤国廣副支部長の乾杯のご発声

により昼食会がはじまり、今回は鈴木副支部長（士幌町）の働

きかけにより、士幌町出身の歌手、昨年1月28日の設立総会を

した１０日あまり後の２月８日に日本クラウンよりデビューさ

れた、戸川よし乃さんによる歌謡ショーが宴に花を添えた。プ

ロの歌声を堪能した後、昨年同様、O・B&O・Gが参加して収

録された酪農讃歌のＢＧＭが流れる中、昔を懐かしみ、和気

藹々のうちに閉会の時を迎えた。（文責 清水泰久） 
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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. 

 １９８３年～１９９３年（３） 

 １９８９年 ２月同窓会連合会高橋会長北海道社会貢献賞受賞。 

３月 岐阜県支部設立。４月とわの森三愛高等学校同窓会釧路支部

設立。５月同窓会理事・評議員会を北海道経済センターで開催。 

５月 窪田副会長辞任、後任に小山内豊美氏就任。１０月冨山支部

設立。１１月大学学部同窓会を「大学同窓会校友会」に改組発足。

１１月とわの森三愛高等学校関東支部設立。１１月同窓会連合会高

橋会長黄綬褒章受章。１２月高橋会長黄綬褒章受章祝賀会を札幌で

開催。１２月北海道文理科短期大学経営情報学科増設認可。１２月

小林秀子氏事務職員退職。 

 １９９０年 ３月名寄支部設立。４月木村栄子氏事務職員勤務。

５月同窓会理事・評議員会を北海道経済センターで開催。 

 １９９１年 １月酪農学園短期大学酪農学校廃止。３月大学附属

高等学校の廃止認可。同校廃止に伴い、機農高等学校同窓会を改組

し、同窓会の名称を機農会として発足。３月１９９０年度版大学・

短大編名簿を学科別に分冊作成発刊。４月短期大学酪農学校廃止

後、大学エクステンションセンターとして発足。５月佐藤名誉理事

長、遊佐学園長理事長就任、牛島常務理事の学園長就任、菊池事務

局長常務理事就任。５月同窓会連合会理事・評議員会を北海道経済

センターで開催。５月会則の役員構成員数を変更し、理事２０名、

評議員５０名とした。５月高倉副会長辞任、中井保博氏就任。 

８月法人事務本館新築落成記念式典において連合会より「学園内風

景画」贈呈。１１月牛島名誉会長北海道社会貢献賞受賞。１２月同

窓会附帯施設「旧短大校舎」を創草期当時の教室に修復復元。１２

月樋浦誠先生の「遺稿追悼集」発刊記念行事に協力 

HP:http://rakuno.org/ 

       あ と が き 

 

 大寒を過ぎ、厳冬の日差しにも春の兆しを感じる季節となりまし

た。皆さまにはいかがお過ごしですか。 

 巨星落つ。本学の礎を築いて来られた先達が相次いでご永眠され

ました。9/25元常務理事菊地正一様（９９歳）、11/24元獣医学科

長山下正亮氏（９８歳）、12/16原田勇学園長（８５歳）、12/19牛

島純一元学長（８９歳）。謹んでお悔やみ申し上げます。 

 さて、2013年は、1933年10月１日開設した酪農義塾から数え

て、学園創立８０周年を迎えます。また、同窓会連合会も1973年に

連合会として発足し、４０年の節目の年を迎えます。 

 ２月１５日（金）には、短期大学の閉校記念式典・懇親会が札幌

ガーデンパレスで執り行われます。長い歴史と伝統を持ち、９,４８

７名の卒業生を輩出し、２０１１年度の卒業生を持って６２年の歴

史に幕を降ろすことになります。８０周年記念事業の一環として、

短期大学の記念碑の建立が予定されております。秋には周年事業が

執り行われることになっておりますので 

同窓生に皆様におかれましても、ご家族同伴で

母校に足を運んでいただきたくお願い申し上げ

ます。 

今後の主なスケジュール 

  ２月 

  ４日～５日 大学第一期学力入学試験日 

  ９日～11日 日本獣医師会学術研究学会 

  ９日（土）獣医学科同窓会（大阪 上記大会時） 

 １１日（月）酪小獣大阪会 設立総会 

 １５日（金）短期大学部閉校記念式典・懇親会 

 ２３日（土）北空知支部総会 

 ３月 

   １日（金）安宅一夫先生宇都宮賞受賞式 

  2日（土）とわの森三愛高等学校全日制卒業式 

  ９日（土）とわの森三愛高等学校通信制卒業式 

  ９日～10日 大学第二期学力入学試験日 

 １２日（火）アーサー神塚氏追悼記念会 

 ２１日（木）大学学位記授与式 

 ２３日（土）長野県支部総会 

 ４月 

  ４日（木）大学入学式 

 ２６日（金）校友会理事・事務局長会議 

 

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.６ 
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精農寮の冬景色 

圃場の冬景色 


