
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 

三愛女子高校 

 ２９期同期会開催 

機農高校 

 昭和３７年卒業同期会 

 

○大学関連 

獣医学科 

 ３４期１０周年同期会 

 

〇地区支部同窓会関連 

 北海道第４区留萌支部

同窓会開催（公開講座

時） 

 北海道第３区道南地区

会開催(11/17)案内 
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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2012年10月31日(不定期)第1巻 第５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 

北畑 光男（埼玉県支部副支部長・酪農

７期）さん、第19回丸山薫文学賞受賞

に輝く 

 このほど芥川賞など数ある文学賞のなかで

も名高い、第19回丸山薫賞（事務局：愛知県 

豊橋市・丸山薫賞運営委員会）の栄誉に輝い

た。受賞詩集は『北の蜻蛉 』花神社発刊。 

 また、10月20日、埼玉県本庄市が主催す

る、本庄市図書館文芸講演会において、≪「孤

独の力」～詩人の作品をとおして≫と題して、

高村光太郎、金子光晴、宮沢賢治、村上昭夫等

の作品にふれ、人間誰しも孤独、孤立に遭遇し

たとき「他者への思いやりがあってこそ」自分

を見つめ直す機会となり、自分に力を得られる

ことと思うと解説、多くの聴衆者へ感動を与え

た。 

 （酪農学園大学入試アドバイザー、日本現代

詩人会、日本文芸家協会、埼玉詩人会、埼玉文

芸家集団などに所属。詩集の発刊多数） 

    (ご紹介 埼玉県支部 佐々木六朗氏） 

編集後記 4 
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短大同窓会より 

 2013年２月１５日 

 短大閉校記念式開催 

大学同窓会校友会より 

 組織会則財務検討委員会実施中 

高校同窓会より 

 １１月 ９日 

 機農会総会 

 １１月２３日  

 機農会/三愛会/とわの森会合同定期総会 

都道府県別卒業生数2012           ２０１２．６現在 

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－ 

 酪農讃歌歌碑周辺 

楓の紅葉 

 

地区名 卒業生数 都府県名 卒業生数 都府県名 卒業生数 

石狩 12,685 青森 473 京都府 339 

渡島 475 岩手 609 大阪府 790 

檜山 149 宮城 563 兵庫 706 

後志 560 秋田 271 奈良 152 

空知 1,698 山形 288 和歌山 91 

上川 1,138 福島 387 烏取 72 

留萌 169 茨城 399 島根 95 

宗谷 394 栃木 459 岡山 200 

網走 1,447 群馬 438 広島 282 

胆振 775 埼玉 790 山口 120 

日高 475 千葉 744 徳島 85 

十勝 1,949 東京都 1,107 香川 80 

釧路 727 神奈川 751 愛媛 157 

根室 677 新潟 349 高知 83 

  富山 134 福岡 336 

  石川 96 佐賀 55 

  福井 64 長崎 101 

  山梨 78 熊本 285 

  長野 412 大分 89 

  岐阜 277 宮崎 122 

  静岡 524 鹿児島 161 

  愛知 786 沖縄 115 

  三重 205 外国 216 

  滋賀 168   

小計 23,318 小計 10,372 小計 4,732  

総合計    38,422  

 芝生と落ち葉 

 白樺と紅葉 

 とんがり帽子の紅葉 

構内 晩秋風景 

落ち葉 



ホームカミングデー開催報告特集 
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第1巻 第５号 

白樺並木の晩秋 

１．バーベキューランチ 

 9月15日（土）第２１回を数えるホームカミンデ‐が開催された。今年始めての試みとして本学

関連の食材によるバーベキューランチを11時より行った。天候にも恵まれ、１３０名を超える

方々にご出席いただき、残暑厳しい中ではあったがランチを楽しむことが出来た。食材は、本学元

野幌農場肥育された日本短角種や学内栽培のじゃがいも、乳製品製造の本学バター、アイスクリー

ム、屯田ファームのウインナー、野村武会長差入のとうもろこし等々。 

 ランチは永田享後援会常務の進行で開会し、野村会長から歓迎のメッセージ、後援会土屋令次副

会長、貴農同志会井上昌保会長からご挨拶を頂戴した。大学生協稲積店長より本日の食卓食材を紹

介いただいた。榮忍高校長には自慢の喉で讃美歌をご披露していただいた。 

 その後の懇談の中で、会場にお見えの方々からスピーチを頂戴した。 

このバーベキューランチには農業経済学科３期同期生が１６名ご参加いただいており、この後大高

全洋先生を山形よりお招きしての同窓会がＫＫＲで行われました。 

 天候にも恵まれ、おいしい食材をご用意いただいた大学生協の方々やお手伝いいただきた短大、

大学、高校の同窓生に厚くお礼申しあげます。  

２．記念礼拝・記念講演会 

 12時30分受付で、会場を黒澤記念講堂に移して、ホームカミングデーの記念礼拝（物故者追

悼）、記念講演が開催された。 

 記念礼拝の司式は藤井創宗教主任によって行われ、讃美歌合唱のあと、聖書の朗読、今年度の物

故者追悼が行われた。奨励では「共に泣き、共に喜ぶ」と題しての説教、祝梼、後奏、全員での酪

農讃歌合唱により式を閉じた。 

 記念講演会では麻田理事長より学園を取り巻く状況報告と講師への謝意の挨拶が述べられた。記

念講演会は工藤英一名誉教授の進行により、日本農業賞受賞の長野県永井牧場 永井 進氏と興部町

ノースプレインファーム大黒宏を講師としてお迎えした。「生産者と消費者を結ぶ心をつなぐ経営

とその信念」－酪農学園の精神を現代にいかす－をテーマにそれぞれに経営状況や抱負、現在に至

るまでの経過等を聴衆に判り易く述べた。永井さんは「自分の作った生産物の消費者が見える経営

がしたかった」と語り、大黒さんは「地域に根を生やした経営の思いを「農的不易流行」」と表現

した。 

 両講師の経営において、本学の建学の精神がバックボーンとなっていることを感じさせられた講

演内容であった。  

 

 

 

 



〒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. 

 お聞き及びとは存じますがアーサー神塚先生が2012年4月３日

ニューヨークのご自宅に於いて永眠なされました。 

 先生のご活躍は日本に止まらず全世界に於いて神の証し人として、た

えず弱者の為にお働きに成られ、又若者に新しい視点に立って示唆を与

え導いて下さいました。先生を知る皆様と祈りと追悼の意を共にしたい

と思います。 

 ジョンさんを知る皆様に是非参加して頂き共にアーサー神塚先生のご

功績を偲びたいと思います。尚、追悼記念会に併せて追悼記念文集を作

りたいと思っております。 

 アーサー神塚先生、ジョン神塚氏との出会いや先生に導かれた出

来事、先生やジョンさんとのエピソード等お書き頂ければ幸いで

す。アーサー神塚先生追悼記念会  発起人会代表  生出正実 

＜アーサー神塚先生追悼記念会＞ 

日 程：2013年3月1２日（火曜日） 

        （ジョン神塚氏のピアノコンサートを3月14日を予定） 

場 所：せたな町瀬棚区町民センター 

文 集： 一人1200字程度、原稿締め切り2012年1１月3０日  

          原稿は下記の事務局宛にお願いします。 

        （尚原稿はお返しいたしません、ご了承お願いします） 

主 催：アーサー神塚先生追悼記念発起人会  

協 賛： せたな三愛同志会  せたな町姉妹都市交流推進協議会  

     日本キリスト教団利別教会 

事務局：北海道久遠郡せたな町瀬棚区東大里385  

            電話とＦＡＸ：0137-87-3888 西川 求 

HP:http://rakuno.org/ 

 あとがき 

 前号に記載しましたが、通信連絡費が本部負担となります。

是非支部の活性化に向けてご尽力いただければ幸いです。 

 また受取人払返信はがきも地区支部でご利用いただいてお

り、本部事務局での受付作業枚数も増えて参りました。 

 事務局が多忙になることは同窓会活動が活発になってきてい

る証と思って嬉しく思う反面、てんてこ舞いになるほど忙しく

なるのも厳しいという矛盾した妙な気持です。 

 来年は学園創立８０周年、同窓会連合会４０周年となりま

す。また、年明けには短大閉校記念事業も予定されております

ので、皆様のご協力を重ねてお願い申しあげます。 

 

 

 

  

 

  

  

今後の主なスケジュール 

１１月 

 １０日（土）同窓会連合会福島県総会 

 １０日（土）高等学校関東連合同窓会 

 １１日（日）同窓会連合会石狩地区全体懇親会 

 １１日（日）酪小獣 兵庫設立総会 

 １６日（金）同窓会連合会栃木県支部同窓会（公開講座時） 

 １７日（土）同窓会連合会関東地区懇親会（公開講座時） 

 ２３日（金）とわの森三愛高校同窓会定期総会 

 ２５日（日）和歌山県支部設立総会 

１２月 

  ２日（日）中部地区小動物開業医会設立総会 

 

 

 

 

 

 

同窓会は卒業生を応援します 

アーサー神塚氏追悼記念会＆追悼論文集発行のお願い 
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白樺と落ち葉 

晩秋の同窓生会館 
晩秋の精農寮 


