
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 

 

○３月２３日（金） 

同窓会連合会理事会開催

予定。 

○「酪農讃歌」ＤＶＤ 

ＣＤが完成。 

○鹿児島県支部総会開催 

○北空知支部総会開催 

○根室支部総会開催 

○長野支部開催予定 

 

目次： 

最近の話題 １ 

同窓会現況 1 

役員紹介 2 

単位同窓会から 2 

酪農学園トピック 3 

新支部誕生 3 

温故知新no,2 4 

同窓会連合会の現況（卒業生数） 

２０１１年 累計卒業生数 

 大学院 計  １，４０９名 

 大   学 計   ２５，１９８名 

 短 大 計        ９，４４４名 

 高 校 計   １８，０７５名 

 合 計 計   ５４，１２６名 

（男子  計   ３３，６５０名） 

（女子  計   ２０，４７６名） 

 酪農義塾 計           ３０３名 

   酪農学校 計    ９２，０００名 

   総合計    １４６，４２９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（３)(滋賀、奈良、和歌山) 

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 

 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．学校法人酪農学園の寄附行為第２７条第１

項第２号に規定する評議員数のの変更が、１月

２４日（火）に開催された学校法人酪農学園 

理事会・評議員会において決定されました。 

 このことにより次期の評議員選出において

は、同窓生から選出される評議員総数が７～８

名から４～６名へと変更になります。高校、短

大、大学から選出される人数がそれぞれ、高校

３名→１名、短大１名→１名、大学４名→２～

４名となります。 

 また、評議員会の位置づけについても寄附行

為の変更が行われた。 

２．高校関連情報 

 3月1日(木)、3月3日

（土）、10日(土) 2011

年度卒業式 

３．短大大学関連情報 

 3月21日（水）学位

記授与式（卒業式） 

 左記の「酪農讃歌」ＣＤを全卒業生にプレゼ

ント予定（大学・短大同窓会より） 

 また、エクステンションセンター発行の「酪

農ジャーナル」についても学園および大学同窓

会校友会より進呈。 

４．３月理事会開催時に学園役職員との情報交

換会を開催予定。 

５．本年度ホームカミングデー概要決定 

 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。当日は懇親昼食会を天気がよければ野

外で実施したいと企画中です。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、 

 とわの森三愛高等学校創立２０周年事業の

一環として３月１日（木）13:30より礼拝堂に

おいて記念講演を実施。「チャレンジ精神を

忘れずに」講師は乙武洋匡氏。 

短大同窓会より 

 短期大学部の閉校記念事業検討が進行

中。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。式典は最後の卒業

生を輩出した翌年実施の予定。 

 

同窓会連合会役員一覧 

高校・短大・大学同窓会から 
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風声雪語 －野幌だより－ 

 201２年同窓生会館冬景色 

201２年黒澤記念講堂雪景色 

役職名 氏 名 所 属 

顧問 高橋 節郎 短期大学創期卒 

会長 野村  武 大学（獣医学科）卒 

副会長 浅野 政輝 とわの森三愛高校卒 

〟 堀内 信良 短期大学卒 

〟 石田 貞夫 大学（酪農学科）卒 

〟 南雲 良三 関東甲信越地区会長 

理事 長井 信之 機農高校卒 

〟 三宅 幸治 〟 

〟 中川  修 短期大学卒 

〟 伊藤 明美 〟 

〟 山﨑 惠子 三愛女子高校 

〟 野原 康一 とわの森三愛高校卒 

〟 大澤 宏一 大学（農業経済）卒 

〟 竹花 一成 大学（獣医学科）卒 

〟 上村 篤正 大学（食品科学）卒 

〟 松原 純子 大学（食品流通）卒 

〟 島田 恵子 大学（経営環境）卒 

〟 佐藤 恒平 大学（地域環境）卒 

〟 阿部 綾子 大学（生命環境）卒 

〟 紺野 勝歳 北海道第1地区会長（札幌支部長） 

〟 都築 信夫 北海道第3地区会長 

〟 ＊澤口 正義 東北地区会長（青森県支部長） 

〟 ＊浅井 健治 中部地区会長（愛知県支部長） 

〟 山本 浩光 近畿地区会長 

〟 ＊高蓋 和朗 中国地区会長 

〟 ＊渡辺 博文 四国地区会長（愛媛県支部長） 

〟 古賀 友英 九州地区会長（長崎県支部長） 

〟 後藤 久雄 埼玉県支部長 

〟 浦川 利幸 連合会事務局長 

      

監事 古川 豊記 短期大学卒 

〟 菊池 直哉 大学（獣医学科）卒 



  「楽農会」開催報告  
 
 去る10月26日（水）に札幌市において、北

海道内町村長で本学園ＯＢの町村長で結成さ

れた「楽農会」（代表北良治奈井江町長、会

員数12名）の情報交換会が開催されしまし

た。 

 第一部は、９名の町村長と本学園の麻田信

二理事長、原田勇学園長、谷山弘行学長、福

山二仁常務理事の４名が出席し北海道自治会

館５階会議室で行い、各町村長より各自治体

の紹介や麻田理事長より学園の近況報告、谷

山学長より大学の近況報告がされました。第

二部は、佐々木和見真狩村長（酪農学園短期 

 

 

大学卒）も加わり、場所を ポールスター地下

１階レストラン「サブール」に移して行わ

れ、意見交換と懇親を深めました。 

 

十勝支部の設立、周年事業での同窓生の多額

の寄附による「酪農讃歌」歌碑建立等が皆様

のご協力により諸事業が進められました。 

 ９月３０日にはとわの森三愛高校創立２０

周年の記念事業も盛大に行われ、その記念事

業の一環でもある講演会がご案内のとおり３

月１日に実施されます。 

２０１２年度もＨＰ等を活用しながら、同窓

生の応援団体として活動していきます。 

 ２０１１年度を振り返ってみますと、３月

１１日の東日本大震災の影響が大きく、本学

でも学生教職員での震災ボランティア派遣

（４月～１２月）や被災学生のための修学支

援資金寄附の実施等前号でも述べたような被

災地支援の取り組みが行われました。 

 

 同窓会連合会としては長野県支部の設立、

酪農学園とぴっく -学園のＨＰより抜粋-  

同窓会連合会（2011年度を振り返って） 

新支部誕生 -2011年度に発足した支部総会報告ー  

十勝支部設立総会 1月28日（土） 

 

１月２８日(土)１１時より十勝支部設立総会

が帯広駅前の帯広東急インで行われた。出席者

総数９５名、本学からは、谷山弘行学長、榮忍

校長、後援会 永田享常務、同窓会から同窓会

野村武会長、浦川、発起人の新谷良一様、板倉

敏雄様の７名が出席した。 

 議事では十勝支部会則、並びに十勝支部役員

が承認された。支部長には沢本輝之氏（芽室

町）、顧問には島田成司氏（大樹町）、福家康

芳氏（幕別町）、副支部長には鈴木洋一氏（士

幌町）、安藤国廣氏（清水町）、事務局長には

清水泰久氏（足寄町）が選出された。 

 酪農讃歌のＢＧＭが流れる中、和気藹々のひ

とときを持つことが出来た。次年度総会は同時

期での開催を予定。 

長野県支部設立総会 5月14日（土） 

  

１４日(土)１8時より、名跡国宝松本城の大手

門前の松本第一会館において、長野県支部設

立総会が関係者３３名で開催された。 

 設立経緯では獣医学科同窓会長である北村

直人氏の3年越しのご尽力によるところが大

きいことが紹介された。 

 会則について協議、確認が行われ、承認さ

れた。役員就任では、田中清司氏が支部長に

選任された。副支部長、事務局、会計等の３

役も選任した。 

 来賓挨拶では、野村同窓会連合会会長、南

雲関東同窓会長、福山常務理事、榮とわの森

三愛高校長、永田後援会常務より祝辞があ

り、最後に酪農讃歌を合唱して閉会した。 
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冬の白樺並木 

北良治 奈井江町長 長屋栄一滝上町長 

櫻庭誠二月形町長 川根章夫佐呂間町長 

田村光義中札内町長 水沼猛別海町長 

伊藤喜代志比布町長 中村博占冠村長 

松本博浜中町長 佐々木和見真狩村町

長野支部設立総会集合写真 

十勝支部設立総会集合写真 



〒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(2) 

  1976年辻田事務局長ご逝去のあと、安藤功一氏が事務局長代理で就

任。1978年道内農業関連業界就職名簿を作成。1979年安藤先生カナ

ダ留学のため、杉田文雄氏が事務局長に就任。同年大学・短大編名簿が

完成。 

 1980年杉田氏が酪農学校校長就任のため、後任に山下正亮氏が就

任。この年第二回全国支部長会議を開催。また短大創立３０周年・大学

創立２０周年記念式典も開催された。同年12月、前号でお知らせした

同窓生会館建設要望について理事長より同意の了承を得た。 

 １９８１年1月理事・評議員会において「同窓生会館建設を決定」 

 建設募金目標額３０００万円。 

～同窓会連合会設立時の中西文雄初代会長のごあいさつより抜粋～ 

 （酪農義塾）１期生は合わせて80名でありましたが、全寮制にて朝

の起床から屋外での点呼、体操、食事、学習、作業合図、夜の点呼、消

灯迄すべてラッパが合図で塾生活も流汗悟道、スパルタ教育を自認して

居ただけに節度があり、規律の厳しいものでありました。 

 春風秋雨茲に４０年時代の移り変わりと共に幾多の変遷、苦難を乗り

越えて今日の酪農学園に迄発展して参りましたことは洵に御同慶の至り

であります。酪農義塾として蒔いた一粒の種が酪農学園という環境の中

で酪農大学、酪農短期大学、酪農学園機農高等学校、三愛女子高等学校

などに逞しく成長し、各校の卒業生は1万1千数百名を教えるに至って 

居るのであります。 

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

 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

６００名を超えるところまできました。辛抱強くご覧いただ

き、紙面をお借りしてお礼申し上げます。 

 さて、札幌雪まつりも終わりましたが、今年の北海道は空知

管内での豪雪による交通機関がマヒや、自衛隊も出動、寒波の

影響から例年にない寒さが続いています。 

 それでも雪の多い年ほど春は待ち遠しいもので、少しづつ日

差しに暖かさが感じられるようになってきました。 

 

 2011年度を振り返ると 

 3月の東日本大震災、5月の定期総会、5月中旬長野県支部の設

立、7月関東地区同窓会総会、8月豪雨のあとの新潟総会、9月

ホームカミンデー、10月酪農讃歌歌碑建立式典、安藤先生偲ぶ

会、1月十勝支部設立総会、2月根室支部総会等々の主な行事に

加え、この間にの総会数１９回。地区支部会議１１回。同期会

１２回。研修会９回、記念事業７回を数え、会長には総会等は

ほとんど出席いただいている。 

 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 

３月 

 ３日（土）とわの森三愛高等学校 卒業式 

１７日（土）関東地区長野県支部総会 

１８日（日）獣医学科３１期１０周年同期会 

２１日（水）大学・短期大学部 学位記 授与式 

２２日（木）学校法人酪農学園 理事・評議員会 

２３日（金）同窓会連合会理事会 

３０日（金）牛島純一先生米寿祝賀会 

４月 

 ４日（水）大学入学式 

２７日（金）大学同窓会校友会理事・事務局長会議 

５月 

１９日（土）同窓会連合会千葉支部総会 

２５日（金）大学同窓会校友会理事・代議員会（総会） 

２８日（月）学校法人酪農学園 

      理事・評議員会 

２９日（火）同窓会連合会理事・ 

      代議員会総会予定 

６月 

２３日～２４日 大学祭（白樺祭) 

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.2 
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