
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 

 

○「東日本震災ボラン

ティア現地スタッフ募

集」をwebで紹介中 

○「ホームカミングデー

2012」をＨＰで配信中 

 

○同窓会連合会総会案内 

・Open campus 盛況 

・白樺祭実施（6/23,24) 

・北空知支部母校訪問 

・熊本支部役員会 

・酪小獣 麦の会設立 

・校友会事務局長会議 

・南雲さんご苦労さんの 

 集いの開催 

・農業経済学科同窓会  

 理事会総会開催 
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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://dousoukai.rakuno.org/ 
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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 

 同窓会連合会 

    第１回 理事会・代議員会開催！ 

 去る５月２９日（火）午後２時４０分より 

２００９年度改正の会則に基づく、初めての代

議員総会が開催された。本学の事務本館４階第

一会議室において４８名の出席者により理事

会・代議員会合同開催となった。 

 議題は2011年度の事業報告並びに決算。2012

年度の事業計画並びに収支予算が審議され、了

承された。加えて５０名の代議員が選出された

ことが報告された。質疑応答では、代議員数等

の組織問題、財政問題について議論され、検討

委員会を設置して検討することが決定された。     

主な内容としては、大学同窓会校友会総会時の

予算配分において、新年度よりの地区支部の総

会等での連絡通信費が本部負担とすることが決

定したことを受け、連合会代議員会で報告した。 

 連合会の事業報告・事業計画の詳細は同窓会連

合会ＨＰの「事業報告」をご覧下さい。 

 総会は、冒頭に学園役員との懇談会を約１時間

半行い、休憩を挟み約３時間。全国各地の地区支

部の活動状況を交えた自己紹介が行われ、貴重な

情報共有の場となった。なお、南雲良三副会長(関

東同窓会会長)が、体調不良のため辞任し、後任に

岡田勉氏が就任した。総会終了後は「屯田ファー

ム」に会場を移し懇親会が開催された。  

編集後記 4 
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大学同窓会校友会より 

 ５月２５日校友会総会開催 

 組織会則財務検討委員会発足 

 ホームカミングデー企画中 

 ７月９日校友会事務局長会議 

 上記の会則財務検討委員会実施 

 ８月 ホームカミングデー運営委員会 

  

高校同窓会より 

 ５月３０日  

 機農会/三愛会/とわの森会合同役員会開催 

１１月２３日に定期総会を開催予定 

短大同窓会より 

 ６月６日 総会開催 

 短大閉校記念式の開催予定 

 学園８０周年に向けての要望書提出 

地区支部等の総会等開催に係る通信費の助成について 

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 

ローン右手の桜の開花 

今年度より地区支部における総会案内等にかかる通信費（発送費用、返信費用含む）につい

て、大学同窓会校友会から地区支部同窓会活動活性化のために経費負担面でご協力をいただくこ

とになりました。以下に具体的な取り進め方法を記載しますのでご不明な点がありましたらお知

らせ願います。 

○地区支部から地区支部会員宛に総会案内を発送する場合 

１．案内状の郵送料を支部で一時立替していただき、郵送に要した分の領収書と(他銀行等から

の)振込先口座名口座番号を同窓会連合会事務局までお知らせ願います。後日指定口座に振込し

ます。 

１に同封する総会出欠確認用の返信用はがきは、汎用性のある「料金受取人払郵便はがき」（２

カ年有効）を連合会事務局で必要枚数を作成し、地区支部での必要枚数を支部事務局宛に

郵送いたします。一斉発送会員数の上限は５００名程度を考えていますが状況に応じて対

応します。また「料金受取人払郵便はがき」は受取人を同窓会連合会宛とし、これに係る

経費も同窓会連合会で負担します。 

○地区支部から希望がある場合・１０００名を超える場合 

上記の「料金受取人払郵便はがき」は「学園だより」にも同様のものを年２回同封します。地区

支部事務局から総会案内が発送出来ない場合は、「学園だより」同窓会欄において、総会

開催案内告知を行うことも可能です。（学園だよりは年２回例年６月・１２月に発送予

定）その場合には同封のはがきを出欠返信用に利用することが可能です。また、学園だよ

りに併せて、新聞等も無料掲載等も活用しての総会告知をお願いします。 

 

 注意点として同一人が上記２、３において重複して発送した場合は、途中までチェックが出来

ません。事前策として地区支部事務局からの同封はがきには「総会名」を押印する等の工

夫をお願いします。また受取人払いのため、はがきは一度連合会本部に戻りますので締切

日等を１週間程度早めに設定いただく必要が生じます。 

  

   ＊本部へ返信はがきが戻りますので、総会出欠確認作業（出欠名簿作成）も業務が重複し

ない限り本部で協力します。（EXCELで集計して支部事務局に連絡しますのでメール受取

が可能な体制を作って下さい）返信用はがき（本部精算）（サンプル事例） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 メインステージの様子 

 留学生と一緒にハイチーズ 

 牛柄エプロンが目立ちます 

 白樺祭のワンカット 



出すことになった。 

 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。 

酪農学園同窓会の今後の方向性 

 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

Home Coming Day 2012 

2012年度に向けて 
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第1巻 第４号 

白樺並木の春 

千葉支部設立総会集合写真 

地区支部総会実施報告 

千葉支部は、２０１２年５月１９日

（土）千葉市、ホテル菜の花で総会を

行った。支部長：増田澄夫氏 

長崎県支部設立総会集合写真 

長崎県支部は、２０１２年５月２０日

（日）諫早市、JAホールで総会を行っ

た。支部長：古賀友英氏 

埼玉・関東地区合同総会集合写真 

埼玉県支部・関東地区同窓会は、２０

１２年６月３日（日）浦和市、別所沼

会館で総会を行った。 支部長：後藤

久雄氏・地区会長：南雲良三氏 

 



〒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. 

  198３年～1993年（１） 

 １９８３年１０月「学園だより」に募金協力を要請。１０月現在の募

金総額20,522,797円 

 １９８４年 １月「学園だより」募金収支仮決算報告を掲載。 

同年１２月 黒澤記念講堂開堂式が行われる。同窓生会館２階特別展示

ケース寄贈。酪農学園短期大学に女子教養学科設置認可。 

 新校名を北海道文理科短期大学に改めた（１９８５年４月より） 

 １９８５年３月 『同窓会連合会１０年のあゆみ』発刊。同６月１９

８５年度（６０年度）同窓会連合会理事・評議員会を雪印パーラーで開

催。８月深谷事務長 附属高校事務長に専念にため退任し、木村敏雄氏

が新事務局長として就任した。同９月北海道に新冠支部が設立。同１０

月同窓会連合会初代会長中西文雄氏が逝去。同１１月佐藤貢名誉会長勲

二等瑞宝章受章。 

～「同窓会連合会２０周年のあゆみ」牛島純一名誉会長の寄稿から～ 

 緑溢れる広々としたキャンパスで、青春のひとときを過ごした思い出

を持つ方々が全国津々浦々で、個性豊かに活躍されている様子は、想像

するだけでも心強くなるではありませんか。 

 連合会発足１０周年にできた同窓生会館には、事務局が設置され、事

務局長と職員１名でコンピュータをフルに使って、同窓会の充実と各支

部との連絡に当たっています。おかげさまで同窓会の支部結成も各地で

進んでおります。（続く） 

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

 あとがき 

 ５月末の代議員総会が終了し、新年度がスタートしました。

今年、来年は２００９年度に大幅に改訂した会則の実質化をめ

ざして、地道に地区支部活動の活性化に向けて、ご協力をお願

いするとともに、同窓会事務局でも可能な限りのお手伝いをさ

せていただきたいと考えています。 

 差し当たっては、未設置である支部の設置推進と、総会実施

や役員体制が厳しい支部のお手伝いをさせていただきたいと考

えております。 

 各支部長さんにもお知らせしましたが、今回の会報で記載し

ましたが、通信費が本部負担となります。是非支部の再活性化

に向けてご尽力いただければ幸いです。 

 来年は学園創立８０周年、同窓会連合会４０周年となりま

す。記念の年までに組織体制が出来上がればと考えておりま

す。周年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 

６月 

 ３日（日）関東甲信越地区・埼玉県支部総会（終了） 

 ６日（水）短大同窓会理事・代議員会（終了） 

１５日（金）貴農同志会総会（終了） 

２０日（水）獣医学科６期同期会（終了） 

２３日（金）Open Campus 2012 (1)（終了） 

２３日～２４日 大学祭（白樺祭)（終了） 

２４日（日）北海道北空知支部母校訪問日（終了） 

７月 

 ３日（火）獣医学科酪小獣 麦の会役員会（終了） 

 ７日（土）同窓会熊本県支部役員会 

 ９日（火）短期大学９期生同窓会（学内見学） 

１４日（土）南雲前関東同窓会会長ご苦労さん会 

８月 

 ４日（土）同窓会連合会九州地区連合総会 

 ４日（土）同窓会連合会東京支部総会 

 ４日（土）緑風会研修会 

 ５日（日）酪小獣 麦の会設立総会 

１１日（土）同窓会連合会新潟支部総会 

 

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.4 
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６月２４日 白樺祭（ステージ） 

白樺祭でのよさこい応援チーム） 


