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酪農学園同窓会だより 
   

 心が通じる返信用はがき 

酪農学園同窓会 

会長 小山久一 

 全国の同窓生の皆様、日頃から酪

農学園同窓会（以下、同窓会）の活

動にご協力いただき有難うございま

す。 

 同窓会の目標でありました「全国

に同窓会支部の設立を」のうち、本州方面が完成しまし

た。本年3月に中国地区島根県支部が設立されたのです。  

 さて、支部活動の基本は毎年または数年に1回開催され

る支部総会・懇親会の開催であります。そこでは母校に思

いを馳せながら、同窓生ならではの親睦が重ねられており

ます。各支部会員に送られる案内状には返信用はがきが付

いております。出欠の連絡をお願いいたします。 

 現状は、返信が少なく、担当している支部役員の方々は

大変残念に思っております。確かに出席したいと思っても

日程が合わない、返信用はがきを出しそびれた等はあるか

もしれません。しかし担当している支部役員は皆様に思い

を馳せながら案内状を発送しております。返信用はがきは

同窓生の心をつなぐ大切なものです。「欠席だから返信は

がきは出さない」という方も、ぜひ「通信欄」に近況等を

書いて出していただきたい。役員の方は欠席の理由を考え

ながら会員との心を通わせることができるのです。 

 今後の同窓会活動は同窓生一人一人のつながりを大切に

した活動になるものと考えております。皆様のご協力を心

からお願いいたします。 

  

○高等学校同窓会の動向 
 昨年11月18日(土)に、5年に1度行われる、とわの森三愛高等

学校同窓会 第5回定期総会（代議員総会）・定期懇親会が、ホ

テルエミシア札幌で行われました。 

 定期総会では、事業報告や決算報告、会則の一部改定などが

審議され、すべての議案が可決されました。 

 

○短期大学部同窓会の動向 
 5月14日（月）に「幹事代表員による総会」が開催され、

2017年度の事業報告及び決算報告および2018年度事業計画およ

び予算が承認されました。なお、総会後の学習会において「酪

農学園建学の精神と短期大学の存在」と題して元黒澤酉蔵翁秘

書の浅田英祺氏にご講演いただきました。 

 

○大学同窓会校友会の動向 
 5月18日（金）に新さっぽろアークシティホテルを会場に

2018年度の理事会・代議員会が開催されました。 

 2017年度の事業報告及び決算報告および2018年度事業計画お

よび予算が承認されました。 

 

○酪農学園同窓会の動向 
 5月30日(水)に新さっぽろアークシティホテルを会場に2018年

度の理事・代議員会が開催されました。詳細は裏面報告および酪農

学園同窓会HPをご覧下さい。 

編集後記 4 
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２０１７年度 累計卒業生数 

 大学院 計  １，６１３名 

 大   学 計   ３０，１６０名 

 短 大 計        ９，４８７名 

 高 校 計   ２０，０４９名 

 合 計 計   ６１，３０９名 

 酪農義塾 計           ３０３名 

   酪農学校 計    

        ９１，５１７名 

   総合計  

    １５３，１２９名 

地区支部の設置状況（ ）は未設置        

北海道１区：石狩 ３支部（１）(江別) 

北海道２区：道央 ６支部（２）(空知1)(胆振2) 

北海道３区：道南 ５支部（２）(後志1)(後志2) 

北海道４区：道北 ６支部（１）(留萌1) 

北海道５区：道東 ６支部（０） ２６支部（6) 

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（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) 

同窓会からのお知らせ 



2017年度同窓会総会開催一覧           
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酪農学園同窓会だより 

 総会一覧２０１７      

no. 単位・地区・支部名 ＨＰ 総会実施日 会場 出席者（計） 代表者（支部長等） 

1 短大同窓会「幹事代表委員」総会 〇 4月17日 新札幌：ホテル「エミシア」 １６名 堀内 信良 

2 中部地区愛知県支部総会 〇 5月7日 名古屋市：ウィンクあいち １７名 加藤 正木 

3 関東甲信越地区総会・交流会 〇 5月14日 箱根：強羅静雲荘 ３０名 岡田   勉 

4 大学同窓会校友会理事・代議員会 〇 5月19日 新さっぽろアークシティホテル ２０名 小山 久一 

5 北海道第５地区釧路第二支部総会 ○ 5月19日 標茶町：憩いの家茅沼 １３名 菊地 誠道 

6 酪農学園同窓会理事・代議員会 〇 5月27日 新さっぽろアークシティホテル ５６名 小山 久一 

7 関東甲信越地区神奈川県支部総会 〇 6月4日 横浜市：煌蘭 ２３名 作田 昌彦 

8 関東甲信越地区埼玉県支部総会 〇 6月11日 さいたま市：別所沼会館 ２４名 廣間 善之 

9 近畿地区京都滋賀県支部合同総会 〇 6月11日 宇治市：宇治川 ２０名 青木   清 

10 九州地区福岡県支部総会 〇 6月24日 福岡市：博多表邸 ２４名 樺木野 昂 

11 九州地区連合総会 〇 6月25日 福岡市：リファレンス駅東ビル １０名 樺木野 昂 

12 四国地区高知県支部総会 ○ 7月1日 高知市：高知会館 １４名 宮本 勇清 

13 九州地区長崎県支部総会 ○ 7月9日 佐世保市：ホテルリソル佐世保 １４名 松崎 秀保 

14 関東甲信越地区千葉県支部総会 〇 7月15日 千葉市：生涯学習センター ２５名 唐仁原景昭 

15 関東甲信越地区東京都支部総会 〇 7月22日 有楽町：酪農学園東京ｵﾌｨｽ ３４名 須田 利明 

16 関東甲信越地区山梨県支部総会 〇 7月23日 甲府市：ＫＫＲ甲府 ニュー芙蓉 １３名 平島 勝教 

17 関東甲信越地区新潟県支部総会 〇 7月29日 新潟市・新潟東映ホテル ２４名 石月    晋 

18 近畿地区兵庫県支部総会 〇 9月10日 姫路市：ホテル姫路プラザ ４０名 小河 晴夫 

19 北海道第１区札幌支部総会・ミニ講演会 〇 9月10日 札幌市：厚別区民センター ４０名 下田 尊久 

20 東北地区宮城県支部同窓会 〇 9月10日 仙台市：仙台ガーデンパレス ３９名 遠藤 秀之 

21 九州地区鹿児島県支部総会 ○ 9月12日 鹿児島市：ｼﾞｪｲﾄﾞｶﾞｰﾃﾞﾝﾊﾟﾚｽ ３５名 竹中 勝男 

22 東北地区支部長会議 ○ 9月30日 十和田市：野の花 焼山荘 １５名 杉山 篤弥 

23 九州地区沖縄県支部総会 ○ 10月14日 那覇市：ﾎﾃﾙﾛｺｱﾅﾊ １２名 田中 巧一 

24 高等学校関東甲信越合同同窓会 ○ 11月12日 東京都：酪農学園東京ｵﾌｨｽ ２７名 半沢   司 

25 北海道第三地区地区会 ○ 11月18日 八雲町：まるみ食堂 １３名 都築 信夫 

26 中国地区鳥取県支部総会 ○ 11月18日 倉吉市：かば炉端 倉吉店 １６名 門脇 文生 

27 とわの森三愛高等学校同窓会総会 ○ 11月18日 札幌市：ホテルエミシア １４０名 浅野 政輝 

28 東北地区青森県支部総会 ○ 11月18日 三沢市：三沢シティホテル ２１名 杉山 篤弥 

29 九州地区宮崎県支部総会 ○ 11月25日 宮崎市：ﾎﾃﾙメリージュ １１名 小嶋   聖 

30 関東甲信越地区栃木県支部総会 ○ 12月2日 宇都宮市：ホテルニューイタヤ ６５名 益子   勲 

31 北海道第５地区釧路第二支部同窓会 ○ 12月13日 標茶町：寿々屋 １４名 菊地 誠道 

32 北海道第二地区日高第二支部総会 ○ 1月20日 静内町：つぼ八静内店 １９名 下川 孝志 

33 関東甲信越地区長野県支部総会 ○ 1月27日 塩尻市：ホテル中村屋 １６名 田中 清司 

34 北海道第五地区十勝支部総会 ○ 1月27日 帯広市：若竹会館 ４７名 飯島   勝 

35 九州地区熊本県支部総会 ○ 2月24日 熊本市：熊本和数寄 司館ホテル ２７名 藤崎 英廣 

36 関東甲信越地区茨城県支部総会 ○ 2月24日 つくば市：ホテルグランド東雲 ２６名 根本 久美子 

37 北海道第二地区北空知支部総会 ○ 2月24日 深川市：「アグリ工房まあぶ」 １７名 高谷 富士雄 

38 中国地区島根県支部設立総会 ○ 3月11日 出雲市：出雲ロイヤルホテル ２２名 勝部   忠 
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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 13,070 青森 499 京都府 367 

渡島 485 岩手 641 大阪府 844 

檜山 138 宮城 625 兵庫 741 

後志 519 秋田 294 奈良 155 

空知 1,844 山形 305 和歌山 92 

上川 1,134 福島 407 烏取 83 

留萌 173 茨城 429 島根 107 

宗谷 387 栃木 499 岡山 209 

網走 1,422 群馬 448 広島 293 

胆振 795 埼玉 835 山口 116 

日高 487 千葉 771 徳島 90 

十勝 1,956 東京都 1,159 香川 86 

釧路 740 神奈川 839 愛媛 161 

根室 667 新潟 356 高知 78 

    富山 149 福岡 333 

    石川 109 佐賀 61 

    福井 70 長崎 110 

    山梨 71 熊本 288 

    長野 439 大分 103 

    岐阜 289 宮崎 124 

    静岡 522 鹿児島 180 

    愛知 811 沖縄 125 

    三重 227 外国 158 

    滋賀 172    

小計 23,817 小計 10,966 小計 4,904 

総合計 39,687 

地区名 大学 短大 機農高 三愛 とわの森 大学院 地区計 酪農義塾 

石狩 4,683 1,193 422 2,722 3,793 248 13,070 9 

渡島 288 88 40 16 41 11 485 1 

檜山 62 36 21 6 12 0 138 1 

後志 284 103 50 37 34 9 519 2 

空知 764 329 133 181 410 27 1,844 0 

上川 592 225 201 29 50 34 1,134 3 

留萌 82 37 25 8 14 7 173 0 

宗谷 142 112 73 5 48 7 387 0 

網走 566 357 353 15 92 34 1,422 5 

胆振 408 142 105 47 71 21 795 1 

日高 217 113 71 16 61 9 487 0 

十勝 926 513 334 31 116 33 1,956 3 

釧路 299 160 149 10 108 12 740 2 

根室 268 189 109 7 83 10 667 1 

小計 9,581 3,597 2,086 3,130 4,933 462 23,817 28 

都道府県別卒業生数201８（判明分）2018.04現在            

新潟県支部総会研修会のご案内 
日 時：２０１８年７月２８日(土) 午後４時～ 

会 場：新潟東映ホテル  TEL  025-244-7101  

    〒950-0901 新潟県新潟市中央区弁天２丁目１−６                                  

総 会：事業・予算・決算等の報告、審議等 

講演会：演題「公衆衛生と獣医師のかかわり」 

講  師：北原良一(獣医１１期）  

懇親会：総会終了後（総会会場ビアガーデン） 

会 費：4,000円 

 出席希望の方は７月１４日までに返信用葉書に 

日付・支部名等を記載し投函下さい。  

お問い合わせ先：高橋善親    

         e-mail: yoshichika.takahashi86@gmail.com 

兵庫県支部第５回総会のご案内 
 
日時：２０１８年９月９日(日) 午前10時30分～14時30分 

会場：ホテル姫路プラザ 

    〒670-0964 姫路市豊沢町158 

                                    TEL 079-281-9000 

総 会：事業・予算・決算等の報告、審議等 

講演会：講師 阿部茂氏「食品関係新技術の紹介」 

懇親会：総会終了後 

会 費：6,000円 

 出席希望の方は９月１日までに返信用葉書に 

日付・支部名等を記載し投函下さい。  

お問い合わせ先：河野雅晴    

         e-mail: kouno-m@galaxy.ocn.ne.jp 

札幌支部総会および懇親会のご案内（予鈴）  
 
日 時：2018年9月中旬 

会 場：札幌市内  

総 会：事業、予算、決算等の報告、審議等 

懇親会：4,000円程度  

※札幌支部は、現在は札幌市内及び江別市、石狩市、当別

町、新篠津村にお住いの方々で 構成されております。代議員

制をとっておりますが酪農学園出身者であればどなたでも総 

会・懇親会のご出席を歓迎いたします。なお、昨年に続きミニ

講演会の同時開催も企画中 です。 

詳細が決まり次第、札幌支部HP等に掲載いたします 

http://rakuno-sap.com/  

お問合せ先：中山博敬（ひろゆき） 携帯電話：090-2050-3757 

e-mail: rg-sap@rakuno-sap.com                             



〒069-8501 

北海道江別市文京台緑町５８２  酪農学園同窓会 

電話 ０１１（３８６）１１９６ 

FAX ０１１（３８６）５９８７ 

Email: rg-dosok@rakuno.ac.jp. 

HP:http://rakuno.org/ 

酪農学園同窓会は卒業生を応援します 
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７月 

２１日（土） 関東甲信越地区東京都支部総会（東京） 

２２日（日） 関東甲信越地区山梨県支部総会（甲府） 

２８日（土） 関東甲信越地区千葉県支部総会（千葉） 

２８日（土） 関東甲信越地区新潟県支部総会（新潟） 

８月 

 ５日（日） 酪小獣麦の会総会研修会（本学） 

１１日（土） 緑風会中央研修会（予定）（本学） 

９月 

 ９日（日） 近畿地区兵庫県支部総会（姫路） 

  

今後の主なスケジュール 

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 

 ○全国地区支部同窓会の動向（１頁から続く） 

  

○本年度は役員（理事・監事）の改選期となっております。 

 酪農学園同窓会ＨＰの役員欄からご覧下さい。 

代議員 

 東北地区   鈴木公男氏から遠藤秀之氏 

支部長                      

 上川中央支部  岸本源正氏から青木哲也氏 

 新潟県支部長  石月 晋氏から北原良一氏 

 群馬県支部長  三田孝幸氏から小林一太氏 

  

上記のとおり交代されましたのでお知らせします。 

-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。 

2018年度 酪農学園同窓会理事会・代議員会報告 

 
 ５月３０日（水）午後４時から新さっぽろアークシティホテ

ル５階を会場に２０１８年度の理事会・代議員会が全国各地か

ら４７名が出席して開催された。 

 会長の歓迎の挨拶に続き、報告事項では２０１７年度事業報

告並びに収支決算報告が行なわれ、事務局より議案書に基づ

き、事業報告を行なった。 

 内容は、全体概要および事業計画に基づく収支決算報告とし

て一般会計および特別会計について説明した。次に監査結果が

報告され、原案通り承認された。 

 各単位同窓会・地区支部活動報告では各単位同窓会会長並び

に地区会長から資料に基づき活動報告が行われた。 

 審議事項では２０１８年度の事業計画と収支予算について

（案）が事務局より議案書に基づき、説明した。事業計画案お

よび収支予算案について、質疑応答の結果、原案通り承認され

た。本年度は役員改選期であり、資料により役員（理事・監

事）案が提案され、原案どおり承認された。 

  その他では任期途中における代議員・支部長の交代が提案

され、承認された。また出席者からの要望や意見等も紹介され

た。 

 理事会終了後、同会場で集合写真撮影のあと、懇親会が開催

された。学園から谷山弘行理事長、近雅宜常務、西田丈夫高校

長、永田享後援会常務にご臨席いただき、和気藹々とした懇談

が行われた。 

短大Ⅱコース同窓会「ふみあと会」 

        総会・親睦交流会のご案内 
  

 記念誌「ふみあと」の発刊を機に2016年２月設立さ

れた短大Ⅱコース同窓会組織「ふみあと会」の第２回

総会・講演会及び親睦交流会が開催されます。 

 ふみあと会は短大Ⅱコースに在籍した全ての学生を

対象とし、同窓生の親睦交流を図る目的で設立。この

度第２回の親睦交流会が下記日程で開催されます。Ⅱ

コース同窓生多数の参加をお待ちしております。 

＊参加される方は９月10日迄に各期理事者又はふみあ

と会事務局へご連絡ください。 

記 

開催日：2018年11月25日（日） 

時 間：総会・講演会15：30  親睦会 17：00  

講演者・内田和幸氏（ホクレン代表理事会長/Ⅱコース

5期生） 

場 所：ホテルエミシア 

札幌市厚別区厚別中央２条５丁目５-25  

    ℡011-895-8811（代） 

会 費：8,000円（予定）(別途希望者、写真代1,100円   

            2次会3,500円） 

宿泊についてはホテルエミシアの特別優待料金が設定

されています  

＊宿泊予約は各期理事、ふみあと会事務局より、酪農

学園短大同窓会専用宿泊予約フォームを受け取りＦＡ

Ｘで直接ホテルエミシアへ申し込んでください。 

●問い合わせ先 

 ふみあと会事務局/炭谷輝男 〒069-0216 

    北海道空知郡南幌町南16線西19番地 

 ℡/090-1386-8162 ℡ ・fax/011-378-0774 

 Ｅメール : sumitani@ae.auone-net.jp 

山川勝/0166-48-6389 黒澤敬三/090-6213-3627 中川

修/080-5584-1281 

＊詳細は酪農学園大学短期大学部同窓会のホームペー

ジをご覧ください 


