
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 

 

○「トップリーダーの

今」で同窓生をwebで紹

介。 

○「同窓生就職情報」を

ＨＰで配信準備中 

 

○同窓会連合会総会案内 

 長野支部総会開催 

 理事会開催（右記） 

 山口県支部総会開催 

 京都支部総会開催 

 群馬県支部開催 

 山梨県支部開催 

 千葉県支部開催予定 

 長崎県支部開催予定 

 埼玉県支部開催予定 

 関東地区開催予定 

ＨＰでご確認下さい。 
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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）(胆振他) 

北海道３区：５支部（２）(後志他) 

北海道４区：７支部（４）(宗谷他) 

北海道５区：７支部（２） 

東北地区： ６支部（０） 

関東地区：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) 
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発行日2012年5月31日(不定期)第1巻 第３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 

 このニュースレターは、高等学校・短期大

学・大学の各同窓会、並びに地区支部の同窓会

の情報共有手段として発行しています。 

 最近の話題 

１．同窓会連合会理事会開催 

 3月23日（金）同窓会連合会理事会が事務本館

第一会議室において開催された。学園役員との

懇談会を最初に行い、記念撮影ののち理事会へ

と入った。主な議題は会則改訂と地区会長の選

任。新年度総会に向けての事業報告・収支決

算、事業計画と収支予算。財政問題と組織問題

（会則改訂含む）では活発な質疑応答が行われ

た。予決算は、５月総会前の理事会に再度審議

することとなった。会則改訂は代議員定数の変

更も含まれていたが原案を一部修正して承認さ

れた。地区会長選任については、報告事項とし

て扱うこととした。 

２．高校関連情報 

4月6日(金)全日制、14日(土)通信制の入学式が執

り行われた。（ＨＰ掲載済） 

３．短大関連情報 

 3月21日（水）学位記授与式で４３名の卒業生

を輩出し、６２年におよぶ短期大学の歴史を閉

じることとなった。今年度中に閉校記念式を実

施の予定。（ＨＰ掲載済） 

４．大学関連情報 

 4月4日(水)大学・大学院の入学式が本学体育館

で行われ、８０６名が入学 

５．本年度ホームカミングデー決定 

 日時：９月１５日（土）11:00～14:30 

   会場：今年は野外昼食会を企画中。講堂他 
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大学同窓会校友会より 

 ２０１２年度ホームカミングデーは、９月

１５日（土）、日本農業大賞受賞の長野県永

井進氏（学園の活躍する同窓生でも紹介）と

ノースプレインファーム 大黒宏氏による講

演会を企画しています。 

 詳細が決定しましたらＨＰ等でお知らせし

ます。当日は野外バーベキューを企画中。 

OＢの物産即売も用意したいと思いますので

奮ってご参加下さい。 

  

高校同窓会より 

 とわの森三愛高等学校同窓会では卒業生に

対して同窓会入会式が３月１日（木）礼拝堂0

において行われた。卒業生には同窓会浅野政

輝会長より入会の記念品が贈られた。 

短大同窓会より 

 短期大学部閉校記念事業実行委員会（委

員長：佐々木均教授）が記念式典や記念誌

発行等を実行委員会において検討してい

る。式典は９月～１０月中を予定。記念誌

は年度内発行を予定。 

同窓会連合会役員の横顔（会長・副会長・地区会長） 

高校・短大・大学同窓会から 

Page 2 

風声雪語 －野幌だより－ 

 希望の塔を望むﾌﾟﾗﾀﾅｽ並木 

ローン右手の桜の開花 

野村 武氏 

会 長（大学獣医１期卒） 

江別市在住 

 

南雲良三氏 

副会長（短期大学８期卒） 

関東甲信越地区会長 

埼玉県川越市在住 

 

石田貞夫氏 

副会長（大学酪農１期卒） 

札幌市在住 

 

堀内信良氏 

副会長（短大酪農２３期卒） 

札幌市在住 

 

浅野政輝氏 

副会長（とわの森三愛１期卒) 

石狩郡当別町在住 

 

紺野勝歳氏 

北海道第一地区会長 

（機農高農業科１０期卒） 

札幌市在住 

 

 都築信夫氏 

 北海道第三地区会長 

 （大学酪農９期卒） 

 二海郡八雲町在住 

 

澤口正義氏 

東北地区会長 

（大学農業経済９期卒） 

浅井健治氏 

中部地区会長 

（大学獣医１３期卒） 

愛知県名古屋市在住 

 

山本浩光氏 

近畿地区会長 

（大学酪農８期卒） 

大阪府和泉市在住 

 

高蓋和朗氏 

中国地区会長 

（大学酪農６期卒） 

広島県神石郡神石高原町在住 

 

渡辺博文氏 

四国地区会長 

（機農高酪農経営科１期卒） 

愛媛県西条市在住 

古賀友英氏 

九州地区会長 

（短大酪農１０期卒） 

長崎県諫早市在住 

 

北海道第二地区(道央)会長、 

北海道第四地区(道北)会長、 

北海道第五地区(道東)会長は現在未定。 

（次年度に向けて選定予定） 

 

 

同窓会連合会役員の横顔（会長・副会長・地区会長） 

同窓会連合会理事会風景 



 従来、単位同窓会（高校・短大・大学）と

地区支部同窓会は、予算構造上から良好な関

係を構築しずらい状況にあった。 

 しかし２０１４年度を目標にして、単位同

窓会の予算管理の一元化を含めて実質的な

「酪農学園同窓会」の構築により、地区支部

活動支援は元より、学生・生徒への支援協力

も含めた組織となるべく、関係者との協議が

進行している状況です。 

  

 ２０１２年度事業において、地区支部活動

充実のため、地区支部総会等に掛る連絡通信

費を同窓会本部負担とすることが決定した。 

  これは大学同窓会校友会の予算一元化に伴

い地区支部活動充実のために予算化されたも

のである。 

 単位同窓会と地区支部同窓会は表裏一体で

あり、酪農学園同窓会地区支部の組織化が進

むことを望むと共に、連合会も２００９年に

制定された会則の実質化に向けて大きく踏み

出すことになった。 

同窓会連合会代議員一覧（単位同窓会・地区同窓会） 

2012年度に向けて 
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構内の桜開花 

京都支部設立総会集合写真 

氏 名 所 属 

板倉 敏雄 野幌機農高等学校卒 

新谷 良一 野幌機農高等学校卒 

大川 建雄 野幌機農高等学校卒 

上野 秀樹 野幌機農高等学校卒 

幸田 幸弘 酪農学園短期大学卒 

大同 勝則 酪農学園短期大学卒 

筒井 静子 酪農学園短期大学卒 

川端 幸枝 酪農学園短期大学卒 

伊藤 博之 酪農学園短期大学卒 

富井  清 酪農学園短期大学卒 

賀川 和子 三愛女子高等学校卒 

山崎 広子 三愛女子高等学校卒 

桂川 育美 とわの森三愛高等学校卒 

國松亜衣子 とわの森三愛高等学校卒 

加藤 由郎 とわの森三愛高等学校卒 

伊藤 俊文 とわの森三愛高等学校卒 

南部 公昭 酪農学園大酪農学科卒 

中田 和孝 酪農学園大酪農学科卒 

白倉 敏美 酪農学園大農業経済学科卒 

加藤  浩 酪農学園大農業経済学科卒 

加藤 清雄 酪農学園大獣医学科卒 

南    繁 酪農学園大獣医学科卒 

米田 保範  酪農学園大食品科学科卒 

大久保大悟 酪農学園大食品科学科卒 

西田  智 酪農学園大食品流通学科卒 

末藤 美哉 酪農学園大食品流通学科卒 

山崎 耕太 酪農学園大環ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学科卒 

永田 真弓 酪農学園大経営環境学科卒 

吉田 陽平 酪農学園大地域環境学科卒 

志田 和仁 酪農学園大地域環境学科卒 

齊藤真里恵 酪農学園大生命環境学科卒 

高松 純奈 酪農学園大生命環境学科卒 

氏 名 所 属 

村上 隆彦 北海道第１地区(石狩） 

藤本 謹也 北海道第１地区(石狩) 

未 定 北海道第２地区（道央) 

未 定 北海道第２地区(道央) 

安藤   廣 北海道第３地区(道南) 

片桐 哲男 北海道第３地区(道南) 

未定 北海道第４地区(道北) 

未 定 北海道第４地区(道北) 

未 定 北海道第５地区(道東) 

未 定 北海道第５地区(道東) 

渡辺東四郎 東北地区 

鈴木 紀男 東北地区 

田中 道明 関東甲信越地区 

石月  晋 関東甲信越地区 

永井  勝 中部地区 

天野  忍 中部地区 

向井  裕 近畿地区 

澤竹 孝幸 近畿地区 

立原 英夫 中国地区 

温泉川寛明 中国地区 

本田  武 四国地区 

横畠 増吉 四国地区 

樺木野 昂 九州地区 

竹中 勝雄 九州地区 

支部総会実施報告 

京都支部は、２０１２年５月６日

（日）京都市、聖護院御殿荘で設立 

総会を行った。支部長：向井 裕氏 

群馬県支部設立総会集合写

群馬県支部は、２０１２年５月１２日

（土）前橋市、JA群馬研修センターで 

総会を行った。支部長：三田 孝幸氏 

山梨県支部設立総会集合

山梨県支部は、２０１２年５月１３日

（日）甲府市、甲府ニュー芙蓉荘で総

会を行った。 支部長：平島勝教氏 



〒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. 

 1972年～1983(３) 

   １９８１年1月「学園だより新年号」に会館建設を掲載。５月全国

の卒業生宛同窓生会館建設の「趣意書、振替用紙、各単位同窓会の募金

お願い書」を同封して募金協力要請。７月山下正亮事務局長機農高校校

長に栄転、後任の事務局長を機農高校事務長深谷正男氏が兼任。1982

年.2月黒澤酉蔵園長ご逝去。５月卒業生名簿コンピュータ入力作業開

始。1983年３月酪農義塾創立５０周年記念、同校同窓会開催。５月同

窓生会館工事着工。８月同窓生会館工事完成。.１０月酪農学園創立５０

周年記念式典、記念誌発行。同窓生会館贈呈並びに開館式。全国支部長

会議開催。 

～「同窓会連合会１０周年のあゆみ」深谷正男氏のあとがきから～ 

 同窓会連合会が、発足当初より目標の一つにかかげてきた同窓生会館

が学園創立５０周年という、大きな節目に見事落成をみて、その姿を学

園キャンパスに現わしたのが丁度本会の１０周年目でありました。 

 初代事務局長の故辻田先生を中心に、各単位同窓会の幹事の方々と、

北光寮の一室で本会設立を相談していた折、「卒業生は学園の果実だ

よ」「学園も同窓会の育成に力を入れてもらうが、同窓会も社会に出た

らみんなこの学園の出身者同志、親睦を深めて仲良くしなければならな

い」と口にされ、その熱意に動かされて、設立に踏み切った訳です。あ

れから１０年をすぎて、会館も出来、支部も増え、会員名簿も充実、

着々と稔って参りました。 

HP:http://dousoukai.rakuno.org/ 

てお礼申し上げます。 

 今年は例年になく、地区支部の総会が連休明けから目白押し

です。３月の理事会でお決めいただいた代議員総会も実現出来

そうです。今後は同窓会組織の基盤整備と財政問題が大きな課

題です。2014年年度までに何とか目途をつけるべく検討委員会

を設置の予定です。 

 北海道の５月は、桜と梅が一緒に咲きます。今年は早春は寒

さもきつく、雪解けもなかなか進みませんでした。やっと連休

明けに土も乾燥し、農場の圃場整備も進んでいます。 

 １２号線沿いの鉄道林の桜も見ごろを迎えました。白樺並木

の新緑が目に鮮やかな季節を迎え、遅かった春の草花が一斉に

開花し、一番いい季節を迎えています。 

  2012年度に向けても  メール、ＦＡＸ、お手紙等でのさま

ざまな同窓生のご意見をお待ちしています。今年は昨年以上の

地区支部の設立を応援したいと考えています。 

 

 

 

 

今後の主なスケジュール 

５月 

   ６日（日）京都支部設立総会 

１２日（土）群馬支部総会 

１３日（日）山梨支部総会 

１９日（土）千葉支部総会 

２０日（日）長崎県支部総会 

２０日（日）札幌支部総会 

２０日（日）～２１日（月）一成会同窓会（福島県） 

２５日（金）大学同窓会校友会理事・代議員会（総会） 

２８日（月）同窓会連合会理事会 

２９日（火）同窓会連合会理事会・代議員会（総会） 

６月 

 ３日（日）関東甲信越地区・埼玉県支部総会 

 ６日（水）短大同窓会理事・代議員会 

１５日（金）貴農同志会総会 

２３日～２４日 大学祭（白樺祭) 

 あとがき 

 昨年の９月にリニューアルしたホームページも固定ユーザも

１０００名近くになり、見ていただけるために更新頻度を上げ

たいと思っています。辛抱強くご覧いただき、紙面をお借りし

編集後記 

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.３ 

Page 4 

2012年５月７日 構内の桜開花（IT牛舎を望む 


