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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1月10日(不定期)第1巻 第７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 

「短期大学部」閉校記念式典のご案内 
 

酪農学園大学短期大学部は、２０１２年３月

に最後の卒業生を送り出し、６２年間の歴史に

幕を閉じました。この間、酪農学園大学部、酪

農学園短期大学、北海道文理科短期大学、酪農

学園大学短期大学部合わせて９，４８７名の卒

業生を輩出し、農業はもとより社会のさまざま

な分野において活躍しています。 

２０１２年１０月１２日付で文部科学省から

閉校の認可がなされました。 

つきましては、卒業生および学園関係者の皆

様と共に閉校に係る記念式典・懇親会を右記の

とおり、執り行うことにいたしましたのでお繰

り合わせの上、ご出席いただきたくご案内申し

上げます。 

   閉校記念事業 実行委員長 佐々木 均 

 

 

 

記 
 

日 時：２０１３年２月１５日（金） 

      【記念式典】午後３時から 

      【懇親会】 午後５時から  

             （会費5,000円） 

会 場：ホテル札幌ガーデンパレス 

       札幌市中央区北１条西６丁目 

お問合せ：酪農学園同窓会連合会事務局 

             (011-386-1196) 

 式典等の詳細は後日、同窓会連合会ホームペー

ジでお知らせします。 

 なお、式典並びに懇親会に出席希望者のみ、下記

の要領でお申し込み下さい。 

「学園だより」1月1日号に同封している「同

窓会連合会宛」の返信用はがきの同窓会欄に「短

大閉校記念式典・懇親会出席希望」と明記のう

え、２０１３年１月１８日（金）(締切厳守)まで

お願いします。また式典のみの場合は通信欄にそ

の旨記載願います。 

編集後記 4 
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〇獣医学群食衛生学ユニット特別講演会を

開催 

 

 2012年12月６日（木）に獣医学群食衛生

学ユニットの特任教授である辨野義己氏（獣医

６期）（独）理化学研究所）を迎えて、特別講

演会が開催しました。 

 辨野氏のライフワークである腸内細菌につい

て、先生が取り組んだ研究テーマを中心に、過

去・現在・未来について講演されました。講演

会には教職員や学生の約100名が参集し、こ

れまでの研究経過について熱心に耳を傾けた。

講演会終了後に参集者と熱心な質疑応答があ

り、盛会のうちに終了しました。 

（関東）写真５、写真６ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

酪農学園８０周年記念事業について 

〇８０周年の専用ホームページやロゴマークも 

完成し、具体的な取り進めについて進行中。 

〇記念講演会：2013年９月28日（土）（予定） 

（収穫感謝祭、ﾎｰﾑｶﾐﾝｸﾞﾃﾞｰと合同開催） 

〇記念式典等：2013年10月１日（火）を予定 

 

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に向けて準備中 

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            

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－ 

写真３ 優等３席きたひろこ 

写真１塩野谷孝二/久子夫妻 

 

〇塩野谷孝二氏（酪農３３期） 農林水産大

臣賞・内閣総理大臣賞ダブル受賞 

 

 2012年7月１３日、第５１回農林水産祭参

加の全国酪農青年女性会議全国酪農業協同組合

連合会共催全国酪農青年女性酪農発表大会にお

いて、塩野谷孝二氏が農林水産大臣賞を受賞。 

 2012年１１月２２日、農林水産省及び財団

法人農林漁業振興会主催第５１回農林水産祭参

加行事の畜産部門において内閣総理大臣賞を塩

野谷孝二氏が受賞。写真１、写真２ 

(洞爺湖町 レイクヒル牧場）（北海道） 

 

〇青木春祐さん（酪農学研究科修了）が和

牛オリンピックで入賞！  

 酪農学園大学の卒業生、青木春佑さんが、

2012年10月25日～29日、長崎県佐世保市

のハウステンボスで開催された第10回全国和

牛能力共進会（和牛のオリンピックともいわれ

ています）に初出品し、第5区繁殖雌牛群（鹿

児島県肝属支所 群出品）で優等３席（第３

位）に入賞しました。  

牛名号:きたひろこ１（４産、第２平茂勝-金幸

-忠福）  

 青木春佑（あおきしゅんすけ）さんは現在、

鹿児島県鹿屋市で新規就農5年目の繁殖経営を

しています。  

（2004年3月酪農学園大学大学院酪農学研究

科修士課程修了）写真3、写真4（鹿児島） 

 
〇小林紀彦氏（酪農２６期）飼養牛がホル

スタインショウで表彰 

 2012北海道ホルスタインナショナルショ

ウにて小林牧場所有のローマンヒルビュー

ティープリビユアがリザーブ・ジュニアチャン

ピオンを受賞 （北海道） 
 

 

 

 

 

 

 

写真６辨野義己氏（獣医ＯＢ） 

写真５腸内細菌特別講演会 

写真４ 和牛審査風景 

HOLSTEIN 2012年11月

号より掲載 

写真２ 表彰状 

ナナカマドと農場 

中央館ととんがり帽子 



ﾎｯﾄﾆｭｰｽ 小動物臨床医会組織化の現状報告           
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第1巻 第７号 

 石狩地区「酪小獣 麦の会」設立総会報告 

  
 あいにくの小雨の８月5日（日）、午後2時より「酪小獣 麦

の会」が酪農学園本館

４階第一会議室を会場

に４２名の出席者によ

り開催された。本学か

らは谷山弘行学長、野

村武同窓会連合会会

長、林正信獣医学群

長、泉澤康晴動物病院長、北澤多喜雄獣医保健看護学類長、廉

澤剛教授、中出哲也教授が出席した。 

 この麦の会は、獣医学科OBで、石狩圏（岩見沢、苫小牧、

小樽を含む）在住の小動物開業獣医師によって新たに組織され

たもので、会員の親睦と獣医学術技能の向上、研修に努め併せ

て母校の発展に寄与することを目的としております。 

会は松尾直樹氏の進行で行われた。野村同窓会会長、谷山弘行

学長、林学群長より会設立に対し、それぞれの立場からお祝い

のご挨拶を頂戴した。 

 設立総会は中出哲也議長を選出して、設立世話人代表の南繁

氏より茂設立趣旨の報告や麦の会会則、役員、事業計画等が一

部追加も含めてほぼ原案どおり承認された。  

 会長は南繁氏、副会長は立花徹氏、北島哲也氏。事務局町に

松尾直樹氏。また各地区単位に幹事が選任された。総会終了後

に北澤獣教授、泉澤病院長より挨拶をいただいた。 

 その後に記念撮影を行い、第二部の研究会に入った。  

 講師は本学獣医学群の上野博史教授と遠藤能史助教。上野教

授 (伴侶動物外科学Ⅰ) の演題は「犬猫の脳神経疾患～症状と

解剖～」。遠藤助教 (伴侶動物外科学Ⅱ) は「悪性腫瘍に対す

る新たな検査法・治療法の模索～臨床腫瘍学研究室における取

り組みと現状～」。それぞれ１時間強の講演であった。 

獣医学科同窓生「白樺会セミナー」開催報告 

 

 ９月２３日（日）、酪農学園大学獣医学科卒業生の関東近

郊に居住する小動物臨床家等で組織する第１５回を数える「白

樺会セミナー」が酪農学園東京オフィスを会場に行われた。出

席者は２４名。セミナーに先立ち、当日講師として参加された

田村獣医学類長から組織再編内容、入試状況、獣医国家試験結

果等大学の現状につい

てご説明いただいた。 

 セミナーでは、 第

１部においては酪農学

園大学獣医学群 衛

生・環境学分野 田村

豊先生に「伴侶動物病

院におけるMRSA汚

染の現状と対策」 と題してご講演いただいた。 

 第２部では、酪農学園大学獣医学群 精算動物医療教育群 鈴

木一由先生に「体液管理と輸液計画の基本」と題してのご講演

いただいた 。 

 第３部では農林水産省消費・安全局水産安全管理課 課長補

佐（獣医事班担当）の荻窪恭明先生に「獣医関連法規につい

て」と題してのご講演をいただいた。  

  セミナー終了後は講師を囲んでの懇親会が和やかに開催さ

れ、最後は鈴木先生のご発声で会を終了した。また今回、大阪

より石井万寿美氏（本学ＯＢまねきねこ動物病院）もご参加い

ただき、近刊著書「老犬との幸せな暮らし方」もご紹介いただ

いた。  

「酪小獣 兵庫」設立総会報告 

 
 １１月１１日（日）午後２時より三宮市「ＴＫＰ三宮会議

室」において、酪小獣兵庫の設立総会が開催され、約３０名の

関係者が出席した。本学から

野村武同窓会連合会会長、福

山二仁常務理事、山下和人獣

医学群教授が出席した。 

 総会は同窓会連合会兵庫県

支部 小河晴夫支部長より世

話人会代表としてご挨拶が行

われた。議事では１号：酪小獣兵庫 会則（案）、２号：役員

（案）、３号：会費（案）、４号：事業計画（案）、５号：予

算書（案）が審議され、ほぼ原案どおりに了承された。 

 役員については会長に小河晴夫氏、副会長に酒井邦博氏、１

０名の世話役（事務局長に中田 暁氏、会計に天野武志氏）、

監事に山取洋彦氏、福山二仁氏がそれぞれ選出された。 

 総会に引き続き、午後３時から２０１２年度第１回講習会が

開かれた。講師は山下和人獣医学群教授（獣医麻酔学）。演題

は「周術期疼痛管理の極意教えます」。山下教授は周術期にお

ける疼痛管理についてＰＰＴを利用してわかりやすく解説して

いただいた。 

  

「小動物臨床医会中部 地塩会」設立総会報告 

 １２月２日（日）午後１時からウインクあいち１０Ｆの

1008会議室において小動物臨床医会中部設立総会が開催され

た。学園からの出席者は福山二仁常務、中出哲也教授、遠藤能

史助教、浦川。総会出席者は３５名。 

 まず、総会は中部地区

浅井健治会長のご挨拶と

提案により加藤正木氏を

議長として進行した。報

告事項では、永井勝氏

（冨山支部長）から小動

物臨床医会の設立趣旨説

明が行われた。審議事項では、会の通称について協議し、「地

塩会」とすることとした。会則は原案を一部修正のうえ承認さ

れた。役員については、顧問に中出哲也氏、会長に永井勝氏(４

期)、副会長に藤村宗道氏(５期)、飯田恒義氏(５期)、加藤正木

氏(４期)が選出された。また事務局は加藤正木氏が兼任すること

となった。会計、監事は次回までに選出することとした。  

 なお、幹事は７県（冨山、石川、福井、岐阜 各２名、三重、

静岡 各３名、愛知６名）で２０名を配置することとし、追加人

選を行い、事務局に報告することとした。事業計画では本総会

を役員会とし、第１回研究会はこのあと２時より開催すること

とした。 

 休憩を挟み、午後２時１５分から５時まで小動物臨床医会中

部研究会が開催された。講師は中出哲也教授（伴侶動物画像診

断）で演題は「画像診断の各症例」、別添レジュメとＰＰＴに

より、腫瘍等の症例をＣＴ＆ＭＲＩを利用した画像診断につい

て３Ｄ映像も含めてわかりやすく解説した。 

 遠藤能史助教（伴侶動物外科学Ⅱ）は「悪性腫瘍に対する新

たな検査法・治療法の模索」と題して、ＰＰＴによる臨床腫瘍

学研究室の取り組みと現状について説明した。特に肥満細胞腫

（ＭＣＴ）に対する化学療法、外科療法について、各種治療薬

の感受性マーカーの検索結果を症例等により紹介した。 
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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. 

 １９８３年～１９９３年（２） 

 １９８５年 3月 「同窓会連合会１０の歩み」発刊。6月 雪印

パーラーにおいて60年同窓会連合会理事会、評議員会開催。8月 深

谷事務局長、附属高校事務長に専念のため退任し、木村敏雄氏が新

事務局長として就任。9月に道内新冠支部が設立。１０月同窓会連

合会初代会長の「中西文雄氏」がご逝去。11月佐藤貢名誉会長が勲

二等瑞宝章受章。 

 １９８６年 1月細川事務局員が退任し、小林秀子氏事務局勤

務。3月には道内鶴居支部、山口県支部が設立。6月には定例の61

年同窓会連合会理事・評議員会を北海道会館で開催。同6月道内釧

路地域連合同窓会が設立し、高橋節郎会長と松井幸夫教授が出席さ

れた。 

 １９８７年 1月道内標茶支部が設立。2月石川支部設立。３月に

は同窓生名簿（大学、短大編）（59年、６０年版）追録名簿作成。 

6月に定例の同窓会連合会理事・評議員会を北海道会館で開催。7月

に同窓会選出の国会、道議、自治体の長、議員を「学園だより」に

紹介。11月遊佐孝五名誉会長北海道社会貢献賞受賞。12月大学酪

農学部に「食品科学科」増設の設置認可がおりる。 

 １９８８年 3月に１９８８年版大学、短大同窓会名簿作成。 

同窓会建設募金寄付活動の終結。同3月「三愛女子高等学校」を

「とわの森三愛高等学校」に校名変更の認可がおりる。５月に定例

の同窓会連合会理事・評議員会を北海道会館で開催。8月福井県支

部を設立。１０月同窓会連合会全国支部長会議を開催。佐藤理事

長、遊佐学園長との意見交換懇談会開催。１０月とわの森三愛高等

学校記念式典に役員、支部長が出席。また「創立３０周年記念」央

総会名簿を作成。同１０月道内剣渕支部を設立。 

HP:http://rakuno.org/ 

 

        あ と が き 

 

 早くも２０１３年が幕を開けます。今年は学園80周年の年でもあ

りますが、同窓会連合会も40周年の節目の年となります。 

 ８０周年事業の予定をお知らせします。９月２８日（土）（予

定）に収穫感謝祭と合同開催のホームカミングデーにおいて、周年

事業の記念講演会が開催されます。また翌週の１０月1日に記念式

典、懇親会が開催されることになっております。秋の旅行を兼ねて 

母校への訪問をご計画願います。 

 特にホームカミングデーでは、同窓生歓迎のため、昨年よりバー

ベキューランチを開催しており、今年も本学農場で肥育した日本短

角種や牛乳乳製品を用意する予定です。詳細は近くなりましたら

ホ－ムページでご案内いたします。 

 高校同窓会も昨年11月に機農会、三愛会がとわの森三愛会に一本

化されました。大学同窓会校友会も２０１

４年から学科同窓会を統合して一元化され

ます。同窓会連合会も前述の2団体に短大

同窓会を加えて、新たな再編をおこなうべ

く検討委員会で協議の予定です。 

今後の主なスケジュール 

 １月 

  ９日（水）緑風会（教員ＯＢ会）総会・懇親会 

 １８日（金）同窓会連合会組織財務検討委員会 

 ２６日（土）同窓会十勝支部総会 

 ２９日（火）学園長 原田勇先生 追悼礼拝 

 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 

  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 

 

 

同窓会は卒業生を応援します 
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圃場からの狭き門 

ＩＴ牛舎の冬景色 


