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同窓会通信－野幌だより－
酪農学園同窓会ニュースレター

高校・短大・大学

同窓生関連の最近の話題

関東甲信越地区新潟県支部総会報告
トピック
ＨＰの更新状況から
○単位同窓会関連
○高等学校
○短期大学関連
○大学関連
07.28 酪小獣麦の会総会
08.03 緑風会中央研修会
09.07 宮城支部入試説明会
〇地区支部同窓会関連
07.27 新潟県支部総会
08.17 富山県支部総会
09.07 熊本県支部総会
09.08 兵庫県支部総会
09.14 全体総会in長崎

令和元年７月２７日
「新潟東映ホテル」での
総会開催となり、伊吾田
准教授、小山同
同会長、岡田関東甲信越
地区会長、千葉県支部唐
仁原さん、早田神奈川県
副支部長お迎えして総勢
１９名での進行となりま
した。
今年は役員の改選があ
り、現役員のほか新規役
員１名を加え全１２名が
選出され、ほか全議案が
承認され無事終了いたしました。
その後、伊吾田先生、小山同窓会長、岡田関
東甲信越地区会長から学園および、同窓会の
近況説明と祝辞をいただいた後、研修となり
ました。
伊吾田先生には今回２度目の講演を頂くこと
となり、狩猟免許取得に絡めた害獣駆除、解
体処理、ジビエ等ついて、新潟県の実情を参
考に詳細なご説明をいただき、講演のあと会

員の質問も活発に出され、非常に中身の濃い講演
となり盛り上がりました。重ねて感謝申し上げま
す。
その後、集合記念撮影を実施、懇親会となりま
した。当支部顧問石月さんの乾杯に始まり、伊吾
田先生の講演内容等絡め非常に和気藹々と懇談が
進み、千葉県支部の唐仁原さん、神奈川県支部早
田さんのスピーチもあり盛会のうちに２時間が過
ぎ参加のみなさんは名残惜しみながら散会となり
２次会へと繰り出しました。

酪農学園同窓会の現況（卒業生数）201９.4.1
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地区支部の設置状況（

）は未設置

１， ６５１名

北海道１区：石狩

３支部（１）(江別)

計

３０，８８５名

北海道２区：道央

６支部（２）(空知1)(胆振2)

短

大 計

９，４８７名

北海道３区：道南

５支部（２）(後志1)(後志2)

高

校 計

２０，３２７名

北海道４区：道北

６支部（１）(留萌1)

６２，３５０名

北海道５区：道東

６支部（０） ２６支部（6)

東北地区

６支部（０）

大 学

合

計 計

酪農義塾 計

３０３名

：

関東甲信越地区：１０支部（０）

酪農学校 計
＊９１，５１７名
総合計

１５４，１７０名

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)
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単位同窓会 紹介コーナー
「愉快な同期会

農経20期

報告」

2019年7月6日（土）に農業経済学科（昭和59年度卒
業）の第20期生『愉快な同期会』を、私たちの同窓生の中で
最初に還暦（7月12日）を迎える我妻氏の御祝いも兼ねて、
旭川市内の和食居酒屋において開催しました。
全員がテーブルを囲み、終始にぎやかな！笑いの絶えない！
同期会となりました。卒業から3５年が経過し、容姿はおじい
ちゃん？になっていましたが、学生時代の思い出や仕事の話
など、話題が豊富で、2次会、3次会、・・・！ 外が明るく
なるほど、語り合っていた仲間も数名！３次会では♪酪農賛
歌♪を熱唱するなど！“健土健民”酪農学園“愛”を一人一
人が胸に秘め、それぞれの分野で活躍していることを再認識
しました。
また、先輩の御祝いということで、後輩１名（写真撮影
者）がゲスト参加し、お土産に当時の私たちの写真アルバム
を持参してくれたり、校長先生（参加者）が「還暦新聞」
「農業経済通信」を発行してくれたりし、私たちの思い出話
に花を咲かせてくれました。心がほっこりする演出やプレゼ
ントもあり、参加者一同！楽しくタイムスリップし、とても
有意義な時間を過ごすことができました。（文責 木澤 ）

地域環境学科同窓生の集い開催報告

７月７日（日）七夕の日、白樺祭（大学祭）に併せて、大
学内Ｃ５号館２０３番教室を会場に「地域環境学科同窓生の
集い」を開催し、２６名の同窓生にご参加いただきました。
また太田一男前学部長や村野紀雄先生、森川純先生、押谷
一先生、講師の遠井朗子先生にもご出席いただきました。
卒業後久しぶりの顔を合わせる人も多く、親子連れでの参
加者も沢山おりました。
当日は（スケジュール概要をお願いします）、
恩師と久しぶりに楽しく歓談することが出来ました。参加者
の皆さんからのご要望もあり、来年以降も開催することにな
りました。
どうぞよろしくお願い申し上げます。（文責 麻生雄司）

酪農学科40周年記念植樹開催報告

7月14日（日）11時から同窓生会館裏手において、
酪農学科40周年を迎える同窓生が集い、「記念植樹」が開
催された。樹種は「ハナミズキ」のピンク。
7月6日に開催されたホームカミングデー周年同期会に参
加出来なかった方も含めて17名（ご家族含む）が参加して
行われた。
同窓生会館の復元５番教室も見学していただき、現役時代
にタイムスリップしたような感覚を味わっていただいた。
研究室が同窓生会館だった方々もおり、感慨深い様子でし
た。

Page 2

第６巻 第３号（通号６３号）

職域OB会
酪小獣東北総会研修会報告

今年の酪小獣東北の総会・研究会は去る７月７日（日）に松
島のホテル大観荘にて開催されました。高台にある施設のため
本来なら碧く輝く松島湾が一望できるのですが、当日は曇り、
しかも札幌より寒い。残念・・・
総会は13時過ぎより後藤忠彦会長（9期）の挨拶で始ま
り、議長に土田雅久氏（9期）を選出して第1号議案～第6号
議案まで滞りなく可決成立して終了。
（出席者の大半が先に説明を受けた役員だったため進行がス
ムーズでした）14時からは研究会です。
講師は熊の白内障手術でその名も高き前原誠也准教授（32
期）をお呼びして「緊急対応が必要な眼科疾患」と題して講演
をお願い致しました。
眼科疾患は日常の診療でもよく診ていますが、特に今回は緊急
性を要する症例について分かりやすく解説していただき、その
対応についても具体的であったため皆食い入るように耳を傾
け、あっと言う間に講演時間が過ぎてしまった感があります。
その後の質疑応答も活発で、眼科で難題を抱えている先生が多
かったためか、熱気に包まれた研究会となりました。
そのため、次回も続けて眼科の講演をと言う要望が多く、前原
先生にはご迷惑なことかも知れませんが、その場で来年の講師
をお願いした次第です。
（前原先生の話は分かりやすく、人を引き付ける魅力があるよ
うです。）
懇親会は、会員の結婚などおめでたい話もあり、例年以上に美
味しいお酒（宮城県、福島県、特に三重県の銘酒）も揃い、か
つ先生の人柄もあって本当に楽しい懇親会となりました。
散会は26時を過ぎていたような気がしますが覚えていません
酪小獣東北の集まりは、「酒を酌み交わしながら診療の疑問を
解消しましょう」という会なので、特に卒後間もない若い先生
には、その場にいるだけで意義があるかもしれません。
東北六県の銘酒が皆さんの参加をお待ちしております。当然ノ
ンアルコールも揃えています。
本年度の役員改正により新役員は下記の通りとなりました。
会長
後藤 忠彦 （仙台）
副会長 平 忠男 （岩手） 江田 新寿 （福島）
理事
澤谷 航一（青森） 佐々木一弥（岩手） 大江 通（宮
城） 庄司 賢（仙台）
小形はるみ（山形） 千葉 一洋（福島）
監事
佐々木 泉（仙台） 寺村 太一（山形）
最後に、来年の講師も前原誠也先生です。教え子の卒業生は勿
論、未だ会員のいない秋田県の先生にも是非参加をお願い致し
ます。（文責 17期 江田新寿
入会連絡先 E-mail :racutou@gmail.com）

紹介コーナー
第8回酪小獣麦の会 総会研修会開催報告

第8回酪小獣麦の会総会が、令和元年7月28日（日）15：
00より酪農学園大学動物医療センター2Fの大会議室で開催さ
れました。北海道らしくない高温多湿の気候の中、夏休みの日
曜日にもかかわらず28名の方に参加いただきました
研修会は立花会長の進行で行われ、昨年から本学に赴任され
ている酒井俊和先生（腫瘍科）による「RGUのあんな症例こん
な症例」と題して肛門嚢腺癌、筋間脂肪腫、鼻腔腺癌の症例に
ついての説明がありました。
続いて同じく昨年から
赴任されている富田彬正
先生（内科）による「赤
い恋人が黄色くなる時」
と題して臨床家が時々遭
遇して治療に困ることが
多い免疫介在性溶血性貧
血（IMHA）について予
後の予測、診断、治療に
ついて文献的考察を含め
て説明していただきまし
た。
続いて総会に移りまし
た。
麦の会事務局長松尾の
進行で、立花会長のあい
さつに始まり、山下和人獣医学類長、南繁全国酪小獣会長にも
ごあいさつを頂きました。特に山下学類長からは、今後ヨー
ロッパ基準の獣医学教育認証を受ける上で、獣医学生の臨床実
習を麦の会会員の動物病院に協力をお願いしたいとの要請があ
りました。
総会議長は、札幌市開業の後藤正光先生が選出されました。
議事進行は、議長により円滑に進められ、平成30年度事業報
告、決算報告、剰余金処分案、令和元年度事業計画、収支予算
案、会費徴収方法について事務局より説明があり、議案はすべ
て承認されました。
最後に近藤厚副会長から閉会の挨拶を頂きました。
懇親会は、毎年恒例のトンデンファームに移動して、いつも
のことながら賑やかな懇親会となりました。
（文責 麦の会事務局 松尾直樹）
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2019年度大学周年記念同期会報告
〒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.

７月６日（土）午後６時から新札幌の新さっぽろアークシティ
ホテルを会場にして、２０１９年度の酪農学園大学周年記念同期
会が開催され、同窓生・恩師等３０名が出席しました。
昨年に引続き、ホームカミングデーに合わせて獣医学科以外の同
窓生で卒業10, 20, 30, 40, 50周年を迎える皆さんにご案内し
開催いたしました。参加者は、大阪、兵庫、埼玉からも参加して
いただきました。今回はホームカミングデー時に講演いただいた
草野竹史氏と金子正美教授にもご出席いただきました。

酪農学園大学
ブランドマークと
キャッチフレーズ

加藤清雄事務局長の司会で進行し、大学校友会小山久一会長
から歓迎のご挨拶を頂戴し、講師２名のご挨拶をいただいたのち
に、太田一男名誉教授から食前の祈り、乾杯のご発声により歓談
に入りました。
その後、テーブル毎に壇上に集合して、近況報告や自己紹介が
行われました。５０年ぶりに本学を訪れた方もおりました。恩師
との久々の再会を喜んでいるところも見受けられました。
その後、ご出席の恩師や教職員からの近況報告に続き、大谷俊
昭元学長(名誉教授)のご挨拶を頂戴しました。参加者全員に近況
と思い出話をしていただき、とても懐かしく、和やかな楽しいひ
とときを過ごしていただきました。
最後は、加藤清雄校友会事務局長の指導のもと、全員で輪になっ
ての酪農讃歌を合唱ののち周年同期会を閉じました。

今後の主なスケジュール（ＨＰ参照）
2019年

8月17日 中部地区富山県支部総会（富山市）
9月07日 九州地区熊本県支部総会（熊本市）
9月07日 緑風会宮城県支部総会研修会(仙台市）
9月08日 近畿地区兵庫県支部総会（姫路市）
9月14日 九州地区全体総会in長崎（諫早市）
9月21日 川村健弥先生を偲ぶ会
9月22日 動物愛護フェステイバル（本学）
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7月末からの記録的な猛暑も一段落し、お盆を過ぎ、北海
道らしい気候に戻りました。7月29日に前関東甲信越地区会
長南雲良三様がご逝去されたとのご連絡をいただきました。
前南雲前会長には関東甲信越地区同窓会の組織化に多大なご
尽力を賜りました。心よりお悔やみを申し上げますとともに
ご冥福をお祈りします。
同窓会も後半に入りますが、9月に入るといろいろな諸行
事が行われます。お誘いあわせの上、ご出席いただければ幸
いです。

