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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 

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3月10日(不定期)第1巻 第９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 

 関東甲信越地区交流会開催 
 平成２４年度交流会が２

月１１日（日）、栃木県日

光市 「 ニューおおるり」

で開催された。出席者は１

７名。交流会は城近泰事務

局長の進行で行われた。開会挨拶では岡田勉関

東甲信越地区会長より平成２４年度における地

区会長の交代や副会長の選任等関東地区の取り

組みについて報告いただいた。 

 本部からは学園の現況や同窓会の現況につい

て紹介した。その後、事務局長より関東甲信越

地区における平成２４年度上期・下期の事業報

告が行われた。 

 近況報告では、自己紹介を兼ねて関東地区各

支部の取り組みや個々人の近況についてそれぞ

れ報告した。茨城県、山梨県、新潟を除く各支

部から出席しており、南雲良三前会長も出席し

ていただき、大変有意義な会議であった。会議

終了後は懇親会が行われ、和気藹藹とした雰囲

気の中で交流を深めた。 

     近畿地区(支部）幹事会開催 
 ２月２４日（日）１３：００より近畿地区(支

部)の役員等１３名の

出席者により近畿支

部幹事会が、シダッ

クス梅田茶屋町クラ

ブで開催された。 

 京都、和歌山支部が昨年設置され、残りは奈

良、滋賀、大阪となった。全支部が設立した段階

で各支部を近畿地区の傘下に置くこととなった。

また近畿支部の幹事会メンバーの報告が行われ

た。 

 次に近畿支部の会則について会費も含めて協議

された。会費は受益者負担として徴収はしないこ

ととした。次に大阪府支部長に府立農芸高校、吉

田文三氏を選任した。 

 また河野緑風会兵庫支部長からは役員会実施報

告と６月に緑風会近畿地区の設立準備委員会開催

予定の報告も行われた。その他として、各支部長

からの支部報告と学園並びに同窓会連合会からの

報告が行われた。 

編集後記 4 
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 酪小獣 大阪会設立総会開催報告 

２月１１日（月）午後３

時３０分より大阪国際交

流センターにおいて、

「酪小獣 大阪会」の設立

総会が開催された。 

 出席者は関係者３２

名。学園からは谷山弘行学長、福山二仁常務理事、野村武同窓

会連合会会長、獣医学群の中出哲也教授、内田英二教授、関東

から北村直人獣医学科同窓会会長が出席した。 

 設立世話人代表の山崎良三氏より開会の挨拶のあと、本学か

ら出席した来賓よりの祝辞が述べられた。 

 設立総会は議長に山崎良三氏を選出し、議事にはいった。 

  第１号議案 「酪小獣 大阪会」設立趣旨説明が行われた。第

２号議案において「酪小獣 大阪会」会則について提案され、了

承された。  

 第３号議案では「酪小獣 大阪会」役員選任が提案され、了承

された。会長には山崎良三氏、副会長には高橋輝宏氏、奥本利

美氏、幹事が１０名。その中から泉谷泰弘氏が事務局。監査に

横野信吾氏、大谷敏之氏が選任された。  

 第４号議案として平成２５年事業計画が提案され、研究会や

役員会の開催が提案された。  

 第５号議案として年会費が提案され、３０００円とすること

が了承された。 

 設立総会後は会場を移動して、懇親会を開催し、親睦を深め

た。 

 

緑風会兵庫支部役員会 

 ２月１６日（土）明日香本

店において、緑風会兵庫支部

役員会が開催された。河野雅

晴支部長の開会挨拶のあと、

１）緑風会（北海道）の動

き。２）緑風会近畿地区の設

立に向けて。３）同窓会連合会の動き等が報告された。  

 なお、２４日（土）において、連合会近畿地区の幹事会も開

催される予定である。 

 協議事項では平成２５年度酪農学園「緑風会兵庫支部」役員

について協議し、役員会での原案を決定した。 

 ８月上旬開催予定の総会において正式決定することとした。

２５年度総会は８月に弁慶において開催することとし、内容は

総会と親睦会を行うこととなった。 

同窓会連合会 

〇組織財務検討委員会開催。 

 3月08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 

〇2/15 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－ 

「くまモン」 酪農学園に現る。 

          「えべチュン」ともご対面。 

 ２月６日（水）、熊本県公式ゆるキャラ 「くまモン」が酪農

学園に現れた。 

 今回の訪問目的は、「くまもとから元気をプロジェクト」in 

北海道の一環でもある。熊本県酪連

本学ＯＢの仲介により、熊本出身の

本学で学ぶ酪農後継者（酪農学科４

年生乳牛研究会 富田崇仁さん）の

ご両親からのビデオレターをわざわ

ざ熊本県からの大使として「くまモ

ン」に届けていただいた。 

 富田さんの学生生活（乳牛研究会の部員達と）や大学の様子

を撮影して、ご両親にお知らせし、県民の紹介する企画も兼ね

ている。「くまモン」は今回は栗山町や雪祭り出演の忙しい合

間をぬっての来訪となりました。 

 また、せっかくの機会でもあり、地元の江別出身のゆるキャ

ラ 「えべチュン」と中央館ロビーにおいてご対面した。大勢の

学生やファンに囲まれて、記念撮影に応じていた。 

 「くまモン」は、 大学の概要撮影や乳牛とのご対面等短い滞

在時間の中で精力的に親善大使として人気を振りまいて雪祭り

会場に移動した。ご紹介いただいた竹本本部長始め熊本県酪連

ＯＢ、またご対面にご協力いただいた地元江別の関係者に感謝

申し上げます。 
 

 

研修館・精農寮の冬景色 



ﾎｯﾄﾆｭｰｽ 短期大学部閉校記念式典・懇親会報告           
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式典に引き続き記念講演会が行われ、株

式会社函館畜産公社 取締役会長の金子隆さ

ん（野幌高等酪農学校1955年卒業）に「酪

農家とともに歩んだおいしい牛乳づく

り」。 

農業生産法人 株式会社永井農場 代表取締

役社長 永井進さん（北海道文理科短大 

1991年卒業）に「I’m proud to be 

a・・・Farmer 〜これからの酪農 

学園に期待すること〜」と題して講演し

ていただきました。 

 

引き続き17時30分より懇親会が開催さ

れました。 

 

実行委員長の佐々木均教授より開会の

辞、高橋一教授による食前のお祈りの後、

懇談に入りました。 

 

同窓生を代表して、酪農１０期(s36)の

板倉敏雄さん、教養１期(s62)の伊藤明美さ

ん、酪農１期(s26)の石橋伝さん、酪農２コース３期(s43)の

上野裕幸さん、経営情報１期(h4)の川端幸枝さん、酪農１３期

(s39)の名久井忠さん、酪農９期(s35)の細田冶憲さん、酪農

５７期(h18)の松岡洋平さんよりそれぞれスピーチをいただ

き、短大の思い出や酪農学園への想いについてお話をいただき

ました。 

 

懇談の終わりに応援団OBの酪農２５期

(s51)の荒木幸造さんの指揮の下、参加者全

員が肩を組み、酪農讃歌を歌い懇談を終え

ました。 

 最後に酪農学園大学短期大学部同窓会事

務局長の酪農２５期(s51)の筒井静子准教授

より閉会の辞があり、和やかなうちに懇親

会を終了いたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

酪農学園大学短期大学部閉校記念事業報告 

 
  短期大学部は谷山弘行学長名で2012年３月

31日、４３名の最後の卒業生を送り出した。 

同年10月12日の田中真紀子文部科学大臣の認

可により酪農学園大学短期大学部は62年の輝かし

い歴史に幕を降ろすこととなった。 

 前年2011年12月14日、閉校に向けての記念

事業の実行委員会が発足し、佐々木均実行委員長

のもと、短期大学部の足跡を残すために写真集や

記念誌、式典の各専門部会が組織され、事業の詳

細について検討が進められてきた。 

 

 写真集(DVD)・記念誌は「酪農学園 短大

６２年のあゆみ」と題して、記念式典に合わ

せて2013年2月15日に発行された。 

 

 記念式典・懇親会は以下のとおり開催され

た。 

2013年2月15日（金）にホテル札幌

ガーデンパレスにおいて、2012年3月に

62年の歴史に幕を閉じた酪農学園大学短期

大学部の閉校記念式典並びに懇親会が開催さ

れ、1７７名の卒業生、教職員OB、教職員

関係者の方々に出席いただきました。 

 

 15時より閉校式典が藤井創宗教主任の司

式で行われました。 

 賛美歌斉唱、聖書朗読、祈祷、麻田信二理事長の式辞の後、

来賓の酪農学園同窓会連合会の高橋節郎顧問、酪農学園同窓会

連合会の野村武会長、酪農学園大学短期大学

部同窓会の堀内信良会長よりご挨拶をいただ

きました。 

  麻田理事長は、式辞の中で、「長い歴史

の中で農業系専門短大として果たしてきた役

割の大きさ」を述べられた。 

 高橋顧問は挨拶の中で「樋浦誠初代学長に

薫陶を受けた学生時代の思い出話と先生の功

績」を語った。 

 

 野村同窓会会長は「嚆矢となる大学部発足

時の功労者や輩出した卒業生の実名を挙げ、

本学短大同窓生の果たした役割」を述べた。      

 堀内短大同窓会長は「学園の歴史の中で短

期大学の果たしてきた役割と建学の精神の継

承」を話した。 

 

 酪農学園大学短期大学部同窓会より酪農学

園へ記念碑となる「碑文 黒澤酉蔵書 健土健

民」の贈呈があり、目録が堀内会長より麻田

理事長へ渡されました。記念碑は学園80周

年事業の一環として建立される予定となって

いる。 

 頌栄、祝祷の後、酪農学園大学の谷山弘行

学長より閉会の挨拶をした。 

 谷山学長は「短大最後の学長としての思い

と酪農学園大学への継承」を述べて式典を終

えました。 

 

Page 3 



〒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（４） 

１９９２年 ４月樋浦誠先生の召天追悼集記念礼拝および記念会 

３月１９９１年版大学、短大編名簿作成。４月栃木県支部を設立。 

５月平成４年度同窓会連合会理事・評議員会開催。５月会則第８条

の各会規程に慶弔規程を設定。 

１９９３年 ３月１９９２年度大学、短大編の名簿作成。３月千葉

県支部を設立。５月平成５年度同窓会連合会理事・評議員会開催。 

６月上川中央支部を設立。８月佐賀県支部を設立。９月同窓会連合

会支部長会議を開催。９月同窓会連合会２０年のあゆみ発刊。１０

月酪農学園創立６０周年記念式典、祝賀会開催。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 １９９４年～２００３年（１） 

１９９４年 ４月栗山町同窓会開催。５月平成６年度同窓会連合会

理事・評議員会開催。７月栃木県同窓会総会。１１月関東支部同窓

会総会開催。１１月岡山県支部を設立。１１月根室支部同窓会総

会。２月石川県支部総会。２月酪農学科一期生卒業３０周年同窓会 

３月短期大学代表委員会総会。３月１９９５年大学、短大編名簿作

成。 

１９９５年 遊佐孝五理事長 勲三等旭日中綬章受章 ５月標茶支

部同窓会総会。５月平成６年度同窓会連合会理事・評議員会開催。

６月三愛女子高校同窓会が三愛会として新発足。８月農業経済学科

関東支部設立。８月九州連合同窓会総会開催。１１月根室支部同窓

会開催。１１月茨城県支部を設立。２月群馬県支部を設立。２月青

森県支部総会開催。 

HP:http://rakuno.org/ 

       あ と が き 

  ３月に入り、台風並みに発達した暴風雪が北海道を通過しまし

た。同日、日本最南端の沖縄県では支部設立総会が行われました。 

 ３月をもって任期満了となる谷山弘行学長をお迎えして沖縄県在

住の半数に近い同窓生が集まってくれました。 

 ５日は啓蟄ですが、例年にない大雪で江別の積雪は１ｍを超えて

います。それでも日差しの暖かさに春の訪れを感じる季節になりま

した。３月２日、９日は高校の卒業式。２１日は大学の学位記授与

式。それぞれの課程を修了して、進学や社会に巣立つ卒業生にとっ

ては、別れの春でもあり、また出会いの春でもあります。 

 各々の思いを胸に青春のひとときをこの学び舎で学んだ卒業生と

して、今後は同窓生として新しく仲間に入っていただきたいと思っ

ています。 

 「教えるとは理想を語ること」「学ぶとは誠実を胸に刻むこと」 

 ４０年近く経ちますが、恩師が最終講義で引用したフランスの詩

人ルイ・アラゴンの言葉を、巣立つ若者

達に送りたいと思います。（Ｕ） 

 

 

今後の主なスケジュール 

 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 

  ２日（土）九州地区沖縄県支部設立総会 

  ８日（金）同窓会連合会組織財務検討委員会 

  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 

 １６日（土）原田先生を偲ぶ会（研究室主催） 

 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 

  ５日（金）とわの森三愛高等学校入学式 

 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.７ 

Page 4 

同窓生会館の冬景色 

研修館の冬景色 


