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酪農学園同窓会だより
人生の道を知る同窓会
酪農学園同窓会
会長 小山久一
同窓生の皆様におかれましては日頃から酪農学園同窓会（以
下、同窓会）活動にご協力頂きまして
ありがとうございます。2018年は台風
や地震など全国的に災害の多い年で、
同窓会も残念ながら中止になるところ
も出ました。災害にあわれた方々に心
からお見舞い申し上げます。
さて皆様の中には、同窓会は年配者
が多く若者が少ないのではと思われる
かもしれません。私が全国の同窓会に参加してみると、若者も
かなり目につくのですが意外と遠慮してか静かにしているよう
に思われます。しかし、ある同窓会で出会った光景は若者を元
気にしました。自己紹介のときに突然会場から「自慢話をして
ほしい」との声がかかったのです。若者達から小さいが面白い
話が次々に出てきて、人数の少ない同窓会が一気に楽しくなり
ました。そこで気づいたのは、参加者に必要なのは自慢話だけ
ではなく自慢話を語る若者のエネルギーを自然と欲していたの
だと思いました。また若者の成長のプロセスを見守ることによ
り、そのエネルギーが聴く者の力となり、自分自身を変え、さ
らに明日への目標へと変わり同窓会からの帰路の歩みを軽くし
ているように思われました。同窓会は年配者から若者へ学園の
昔の事や仕事の事を伝えるだけではなく、若者から年配者へと
背中をおす力となっていることは間違いないようです。
一般に、同窓会に参加しない人の話を聞くと「どうせ行って
も同じ学校や学科・学年の卒業生がいがない」とか「知り合い
の先生がいない」というのを聞きます。しかし同窓生の中には
さまざまな職業の人がいます。一般には、酪農学園の卒業生は
酪農関係が多いと思いますが、家畜関係だけではなく人の分野
にも広く根を広げご活躍されております。

その様な人の話を特に改まることもなく気軽に聞けるのが同
窓会であります。たまたま選んだ仕事や会社であっても一生を
捧げる人はたくさんいます。また家業を継いで別の道に進んだ
人もいます。その様な人たちの話には「より善き人生」を歩む
人生が感じられますし、何よりも同じ酪農学園に学んだ者とし
て共通するのは建学の三愛精神であり、それがいつの間にか気
付かぬうちに「人生のひとすじの道」となっていると感じるの
であります。
同窓会は「親睦」を大切にし、北海道から沖縄まで都道府県
に支部があります。案内状が来たら一度は同窓会に参加してみ
ませんか。皆様にお会いできるのを楽しみにしております。

同窓会からのお知らせ
○高等学校同窓会の動向
・関東甲信越地区高校合同同窓会
11月25日（土）有楽町・東京交通会館内の酪農学園東京オ
フィスを会場に「高校合同同窓会」が開催された。本学から西
田校長、真田副校長、同窓会から浅野政輝副会長（高校同窓会
長）が出席した。

○短期大学部同窓会の動向
・１１月２５日（日）、短大Ⅱ同窓会「ふみあと会」総会・親
睦会が開催された。当日は内田和幸氏(Ⅱｺｰｽ５期）（ホクレン
会長）による記念講演も行われた。７０名を超える関係者が出
席し盛会裏に終了した。

○大学同窓会校友会の動向
・ホームカミングデーに合わせて７月７日(獣医学科以外)の同
窓生で卒業10, 20, 30, 40, 50周年を迎える皆さんにご案内。会
場は新札幌のアークシティーホテル。参加者は恩師を含め約40
名。

酪農学園同窓会の現況（卒業生数）
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２０１７年度

累計卒業生数

北海道１区：石狩 ３支部（１）(江別)

大学院 計

北海道２区：道央 ６支部（２）(空知1)(胆振2)

大 学

計

３０，１６０名

北海道３区：道南 ５支部（２）(後志1)(後志2)

短

大

計

９，４８７名

北海道４区：道北 ６支部（１）(留萌1)

高

校

計

２０，０４９名

北海道５区：道東 ６支部（０） ２６支部（6)

合

計

計

６１，３１７名

東北地区 ：

６支部（０）

酪農義塾 計

関東甲信越地区：１０支部（０）

酪農学校 計

中部地区：

７支部（０）

近畿地区：

６支部（０）

中国地区：

５支部（０）

四国地区：

４支部（０）

九州地区：

８支部（０）４６支部（0)

１，６２１名

３０３名

９１，５１７名
総合計

１５３，１３７名
Page 1

酪農学園同窓会だより

地区支部同窓会の動向

ホームカミングデー開催報告

○全国地区支部同窓会の動向
・関東甲信越地区総会・交流会

４月２1日（土）群馬県の老神温泉を会場に平成３０年
度酪農学園同窓会関東甲信越地区総会および交流会が開催
された。総会には関東甲信越地区の支部長や事務局等の役
員３３名と本学から谷山弘行理事長、近雅宣常務、同窓会
から小山久一会長の総勢３６名が出席。（詳細は同窓会Ｈ
Ｐをご覧下さい）

・九州地区酪農学園同窓会総会（理事会）

今年度のホームカミングデーは、例年の９月開催から７月の白
樺祭（大学祭）時に変更となり、恒例行事となっていたバーベ
キューランチも大学祭の模擬店を利用していただくことになりま
した。
記念礼拝（物故者追悼）・記念講演は７日(土)１２時３０分か
ら黒澤記念講堂で開催され、司式は小林昭博宗教主任によって行
われました。讃美歌合唱のあと、聖書の朗読、今年度の物故者追
悼については司会者の加藤清雄校友会事務局長から同窓生、旧職
員一人一人の故人名が紹介されました。奨励では、小林宗教主任
が追悼の意味もこめて「メメント・モリ」とのテーマで説教をい
ただきました。礼拝の最後に全員での酪農讃歌を合唱し記念礼拝
を終了しました。礼拝には同窓生・学園関係者約８０名にご出席
をいただきました。
記念講演に先立ち、酪農学園を代表して谷山弘行理事長から学
園を取り巻く状況報告と講師への謝意が述べられました。記念講
演は、引き続き加藤校友会事務局長の司会で進行し、まず、同窓
生代表からは石田陽一氏（大学酪農学科４４期生）を講師として
お迎えして、「都市近郊酪農の可能性を追求する－６次産業化の
先へ－」をテーマにご講演いただきました。

去る６月１７日、福岡市において、平成３０年度九州地区
酪農学園同窓会の総会を開催しました。
九州地区酪農学園同窓会は、全九州８県の支部同窓会で
構成しており、今回の総会には、来賓として竹花一成学
長、小山久一同窓会長にご来駕をいただいての総会となり
ました。（詳細は同窓会ＨＰをご覧下さい）

・北海道第三地区（道南）地区会
毎年恒例行事となっている北海道第三地区会が八雲町の
「まるみ食堂」を会場にして１１月１７日（土）１１時か
ら開催された。会には都築信夫地区会長他が出席。昼食を
食べながら、各自近況報告や情報提供を行い、会の最後に
は恒例の酪農讃歌を全員で合唱して終了した。

石田さんは都市近郊酪農につ
いて、欠点を長所に発想の転換
をはかり、近隣の若手農家との
連携により副題である「６次産
業化の先へ」いく酪農経営の可
能性を追求していることをスラ
イドにより報告し、時間が足り
ないくらいの講演内容でした。
多くの方に聞いていただきたい内容でした。
続いて石田さんの恩師でもある
安宅一夫氏（大学名誉教授・元学
長）から「明治維新１５０年と酪
農学園８５年－地上の星とバイブ
ルとまぼろしを受け継ぐ者―」と
題してご講演をいただいた。安宅
先生は明治維新の功労者が本学創
立者黒澤酉蔵翁の思想に影響を与
えたことやさまざまな人物と酪農学園の関わりについて沢山のス
ライドにより丁寧に説明していただきました。特に北海道の命名
にかかる黒澤翁の見解やデンマーク酪農をめざした背景等もわか
りやすくご紹介していただいた。
質疑応答後、加藤校友会事務局長の閉会挨拶により記念講演を
終了しました（講演内容の詳細は同窓会ＨＰで動画配信中で
す）。
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役員の横顔
理事(地区会長等)・監事・支部長の交代・変更

第二の人生を謳歌
副会長 加藤 清雄
副会長を仰せつかっております加藤清雄です。私は1972
年に本学獣医学科を卒業し、その後
東北大学大学院に進学して研究者へ
の道を歩み始めました。1977年4
月、博士課程修了と同時に農学博士
の学位を取得し、4月より牛島先生
の助手として採用していただき、37
年間奉職して2014年3月に定年退職
いたしました。
退職後は大学教員や研究者とは全
く異なるもう1つの人生を歩もうと
思い、最初に飛び込んだのがサッ
カーの世界です。若い頃には全く経
験が無く50代後半に始め、学園の若い職員のチームに混ぜて
もらってプレーしていたフットサルがきっかけで札幌のチー
ムに誘われ、札幌シニアリーグに参加するようになりまし
た。
次に飛び込んだのが合唱の世界です。サッカーチームのメ
ンバーが出演する男声合唱団ススキーノの結成10周年コン
サートを聴きにキタラ大ホールに行ったのがきっかけで、
「私もいつかこのステージに立ってみたい」と入団してしま
いました。
入団してみると札幌の文化や財界を支えるような面々が勢
ぞろいするすごい集団でした。京王プラザホテルで行うクリ
スマスディナーコンサートが主要な年中行事ですが、チケッ
ト販売の苦労もなく300席以上の会場を満席にしてしまいま
す。2年前には、加藤登紀子さんの「百万本の薔薇コンサー
ト」でバックコーラスを担当し、今年は池袋のサンシャイン
シティで開催された「北海道まるごとフェア」で応援コン
サートを行い、11月には台湾合唱団との交流で台北市と台南
市で合同コンサートを実施するなど精力的に活動していま
す。
退職後、仕事からは離れていましたが、2017年暮れにス
スキノのど真ん中で居酒屋を始めました。「D’s Kitchen」
と名前は横文字ですが、和食を中心に肉料理も提供していま
す。同窓生に支えられ出会いと再会を楽しみながら何とか１
年目を迎えられそうです。
退職後、新しい世界に足を踏み入れたことにより、素敵な
仲間との出会いがあり、その中には私の好奇心を刺激する人
がいて、新たな挑戦へと発展してしまいます。まだまだ終わ
らないチャレンジをこれからも楽しみたいと思います。

（2017.6～現在）（敬称略）

理事
大 学
髙橋俊彦（大学獣医11期）⇒ 中出哲也（大学獣医12期）
北海道第４地区会長
岸本源正（機農農業12期）⇒ 青木哲也（短大Ⅱｺｰｽ2期）
東北地区会長
杉山篤弥（大学獣医19期）⇒ 鈴木公男（短大酪農17期）
中部地区会長
永井 勝（大学獣医4期） ⇒ 村田耕一郎（大学獣医5期）
中国地区会長
未 定
⇒ 高蓋和朗（大学酪農6期）
監

事
菊池直哉（大学獣医8期） ⇒ 立川直生（大学地域4期）

支部長
上川第一（上川中央）支部
岸本源正（機農農業12期）⇒ 青木哲也（短大Ⅱｺｰｽ2期）
群馬県支部
三田孝幸（大学獣医6期） ⇒ 小林一太（短大酪農19期）
千葉県支部
唐仁原景昭（大学獣医2期）⇒ 鈴木邦夫（大学獣医11期）
東京都支部
須田利明（機農農経１期） ⇒ 福山二仁（大学獣医3期）
神奈川県支部
作田昌彦（大学酪農15期）⇒ 田村 滋（大学酪農9期）
新潟県支部
石月 晋（大学酪農1期） ⇒ 北原 良一（大学獣医10期）
島根県支部
2018.3.11設立
⇒ 勝部 忠（短大酪農8期）
*旧役員、旧支部長には同窓会運営にご尽力を賜り、紙面をお
借りして厚くお礼を申し上げます。

同窓会開催のご案内
十勝支部総会のご案内
日 時：２０１９年１月２６日(土) １１時～1３時３０分
会 場：若竹会館
議題：支部総会 事業報告、事業計画審議 等
終了後昼食懇親会（会費：３,５00円）
十勝地区在住で総会・懇親会にご出席いただける方は
同封の返信用葉書により、氏名、ヨミ、所属（大短高）、連
絡先と「１月２６日」「十勝支部総会」と明記の上、１月２２日
（火）までにお送りいただくか「rg-dosok@rakuno.ac.jp」ま
でご連絡をお願いします。
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HP:http://rakuno.org/
〒069-8501
北海道江別市文京台緑町５８２

今後の主なスケジュール

酪農学園同窓会

電話 ０１１（３８６）１１９６

1月

FAX ０１１（３８６）５９８７
Email: rg-dosok@rakuno.ac.jp.

酪農学園同窓会は卒業生を応援します

◆第２８回ホームカミングデーの予告◆
第２８回を数えるホームカミングデーを黒澤記念講堂
等を会場として開催します。昨年に９月から７月開催に
変更し、バーベキューランチも白樺祭模擬店をご利用い
ただきました。
今年も白樺祭（大学祭）にあわせて７月に開催されま
す。
当日は物故者の追悼礼拝、同窓生および恩師等による
記念講演会を予定しています。
お誘い合わせの上ご参加をお願い申し上げます。
なお、この機会にあわせて同期会やOB会の開催をご
検討願います。
記
開催日時：201９年7月６日（土）午後～
会

場：黒澤記念講堂

内

容：記念礼拝 ：物故者追悼含む

他

記念講演1：講 師 「草野竹史氏」
（npo法人

ezorock代表理事）

（大学経営環境学科１期生）
記念講演2：講 師 「金子正美教授」
（大学環境共生学類環境GIS研究室）
＊詳細は決定次第、同窓会ＨＰ等でお知らせします。

小冊子紹介：デンマークに学べー黒澤酉蔵翁・遺訓ー
編著者 仙北富志和（学園長） 発行 酪農学園後援会
８３ｐ １９ｃｍ 2018.7.1
目次 はじめに 黒澤酉蔵翁の遺訓
1節 人生の意義とは
2節 私のデンマーク論
3節 酪農の使命ー「健土健民」の実現
4節 デンマークに学べ－三愛精神
黒澤酉蔵翁の主な業績
本冊子は、酉蔵翁が残した多くの遺訓の中から、最晩年の昭和52
年1月から57年4月にかけて月刊専門誌「近代酪農」に「酪翁百
話」として口述連載（執筆：浅田英祺）したもののうち「私のデ
ンマーク論」と題した部分を中心に抽出し、意訳・改題したもの
です。
＊入手ご希望の方は、実費送料分240円を添えて、上記の事務局
まで申込下さい。
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２６日（土）北海道第５地区十勝支部総会（別掲）
２月
０４日５日 大学第１期学力入学試験
９日（土）中国地区広島県支部総会(予定)
１０日（日）中国地区岡山県支部総会(予定)
１９日2０日 高等学校一般入学試験
○○日（土）関東甲信越地区茨城県支部総会(予定)
○○日（土）北海道第２地区北空知支部総会(予定)
３月
０１日（金）大学第２期学力入学試験
０２日（土）高等学校卒業証書授与式
０９日（土）高等学校通信制課程卒業証書授与式
２０日（金）大学卒業式・学位記授与式
４月
４日（木）大学入学式（予定）
１９日（金）酪農学園同窓会理事会（予定）
５月
２５日（土）酪農学園同窓会理事・代議員会（予定）

-ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◆同期会やクラブ、研究室等での同窓会開催を計画される場合
は、幹事の方々はお手数ですが「助成金申請」を含めて上記
の同窓会事務局までご一報願います。
◆同窓会専用返信はがきと利用方法◆
同窓会では、「受取人払郵便はがき」を作成しています。
地区支部同窓会総会案内や同期会、クラス会等各種同窓会の
返信用にご利用することが可能です。
また「学園だより」に１枚同封されておりますので住所変更
等にも合わせてご利用いただければ幸いです。

--------------------------------------------------事務局からのお知らせ
・2019年度は代議員の改選年度となります。
代議員は任期３年で、各単位同窓会（高校１０名・短大６
名・大学１６名）から３２名と、全国１２地区から２名づつ
の支部長２４名を加えた５６名で構成されています。
選考は、２月初旬に単位同窓会長および各地区会長宛に次
期代議員候補者の選出依頼をお送りいたします。
４月末の理事会・５月末の理事会・代議員会において選出
されます。

編集後記
平素より同窓会活動にご協力を賜り紙面をお借りしてお礼
申し上げます。昨年は台風２１号や胆振東部地震による被害
や天候不順による農作物の不作等、本学も含め北海道にとっ
ては受難の年でした。特に台風は緑豊かなキャンパスに157本
の倒木の爪跡を残しました。
台風や地震で被害を受けた同窓生にはお見舞い申し上げま
すとともに、全国各地から本学および同窓会へのお見舞いを
いただき、心よりお礼を申し上げます。
「沖縄県支部総会」・「岡山県支部総会」・「九州地区全
体総会in長崎」は相次ぐ台風の影響で中止や延期となりまし
た。準備されてきた関係者の皆様には大変でしょうが再度の
開催についてよろしくお願い申し上げます。
平成最後となる2019年が皆様にとってよい歳でありますよ
う心よりお祈りを申し上げます。

