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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

北海道第一地区札幌支部窓会・ミニ講演会報告

トピック
ＨＰの更新状況から
○単位同窓会関連
○高等学校関連
10/01 松本麻佑さん来校
11/30 機農高校13期同期会
12/07 とわの森４期同窓会

2019年10月27日(日)午後、札幌市手稲
区民センター視聴覚室において札幌支部
ミニ講演会および総会が開催されまし
た。
総会に先立って開催したミニ講演会は前
半の「軽川の記憶をたどって」は支部長
の到着が遅れたため割愛し、「農業教育
○短期大学関連
の将来展望と、とわの森三愛高校の改
11/17 短大Ⅱ10期同期会
革」と題し、酪農学園大学附属とわの森
三愛高等学校校長の西田丈夫先生にご講
○大学関連
演いただきました（写真1）。西田先生から
10/11 三愛賞授賞式
は、これまで培われた豊富な経験をもとに、
10/12 獣医12期同期会
農業教育の現状と将来展望についてお話しい
10/13 獣医04期同期会
ただきました。また、とわの森三愛高校を取
10/13 白樺会ｾﾐﾅｰ（中止）
り巻く現状と現在進めている改革について、
10/19 獣医11期同期会
わかりやすくご
10/27 留学生ﾊﾞｽﾂｱｰ
説明いただきま
した。講演会に
〇地区支部同窓会関連
は12名の同窓生
10/26 宮城県支部同窓会
が参加し、農業
10/27 札幌支部総会講演会
教育の現状につ
11/16 鳥取県支部総会
いて理解を深め
11/17 島根県支部総会
ました。
11/17 関東高校合同同窓会
引き続き開催
11/23 青森県支部総会

された総会では、来賓の皆様からご挨拶をいただ
いた後、下田支部長が講演予定内容について一部
紹介した上で議長として審議を行いました。事業
計画や予算、決算に関する議案は全会一致で承認
されました。また、昨年度の総会で議論が深まっ
た江別市、石狩市、当別町、新篠津村在住者を札
幌支部構成員とすることについてと、代議員の選
出方法の見直しについて第5号議案として提起し、
承認されました。総会終了後、参加者全員で記念
撮影を行い（写真２）、閉会となりました。
その後、近隣の会場に席を移し、懇親を深めま
した。今後も、同窓生の親睦が図れるように様々
な企画を考えていきたいと思います。

酪農学園同窓会の現況（卒業生数）201９.4.1
目次：
最近の話題

２０１８年度
１

地区支部総会等

1

地区支部総会等

2

地区支部総会等

3

地震お見舞等

4

編集後記

4

大学院 計

累計卒業生数

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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地区支部同窓会 紹介コーナー
中国地区鳥取県支部総会報告

11月16日（土）午前11時より湯梨浜町にある「水明荘」
を会場に第6回鳥取県支部総会が18名の出席により開催され
ました。
来賓として本学より野英二副学長、同窓会本部より加藤清雄
副会長に出席頂いた。
総会は山根法明事務局長の司会で進行し、門脇文生支部長
の歓迎の挨拶で開会した。慣例により門脇支部長が議長とな
り議事を進行した。
第1号議案として平成30年度事業報告及び会計報告が資料
に基づき事務局より説明し、挙手によって承認された。第2号
議案として令和元度事業計画が説明され同様に承認され総会
議事が終了した。
次に野副学長より来賓挨拶に続き学園の近況及び動向の報
告が行われ、変わり行く大学の状況に皆が懐かしさを深め
た。また、全員でスマホを用いて「酪農＋」に実際にアクセ
する方法も野副学長に御教授いただいた。
その後同会場にて加藤会長による乾杯の挨拶で懇親会が行
われた。今年も若い同窓生が多数出席し和やかな歓談が続
き、「酪農讃歌」を全員で合唱、最後に記念撮影を行い終了
した。（文責 事務局 山根法明）
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中国地区島根県支部総会報告

１１月１７日(日)出雲市の出雲ロイヤルホテルにおいて令
和元年度島根県支部総会が１０名の支部会員の参加により開
催されました。
来賓として本学より野副学長、同窓会本部より加藤清雄副
会長にご出席いただきました。

総会では加藤清雄同窓会本部副会長の挨拶、野副学長の近
況報告に続き、前年度決算報告、今年度予算、役員改選につ
いて審議されすべて承認され
ました。
役員改選では勝部忠支部長
（短大酪農１９５８年卒）の
ご勇退により、山本勉副支部
長(大学農経１９７２年卒)が
支部長に就任され、内藤克志
理事(獣医修士１９８３年卒)
が副支部長に、佐藤昌治氏
(獣医修士１９８４年卒)と若
月康介氏(大学酪農１９８９
年卒)が理事にそれぞれ就任
されました。
懇親会は、高蓋中国地区会
長の乾杯の音頭で開会され、
思い出話に花が咲き、終始賑
やかで楽しいひと時を過ごさせていただき、あっという間に
時間が過ぎ去っていき、古志野副支部長の中締めにより閉会
となりました。
お忙しい中ご臨席いただきました野副学長、加藤同窓会本
部副会長、また会員の皆様に心より感謝申し上げます。
（文責 事務局長 久保田 英治）
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地区支部同窓会紹介コーナー
関東甲信越地区高校合同同窓会報告

高等学校関東甲信越地区合同同窓会が11月17日の日曜日に
酪農学園東京オフィスで開催されました。
毎年行われている同窓会で今回が18回目の開催となり、来
賓として高校からは真田昭好副校長・清澤城次副校長、酪農学
園同窓会副会長(とわの森三愛高校同窓会長)浅野政輝様・酪農
学園同窓会関東甲信越会長の岡田勉様はじめご来賓8名と同窓
生13名の21名の出席で、今年も和気あいあいの楽しい合同同
窓会となりました。
12時30分開始でご来賓のご挨拶と学校の現状報告は、清澤
副校長のビデオを交えて「通信制課程」「作物園芸専攻コー
ス」「スクールバス」「特待生制度」の新たな取り組みも紹介
されました、真田副校長からは卒業生のスポーツ関係の活躍ぶ
りと大学入試合格実績等の話をして頂き、学校も生徒も頑張っ
ている報告を受けて驚きと共に感謝も致しました。
同窓生の自己紹介と近況報告、記念撮影を行い、3時からは
近くの居酒屋「楽蔵うたげインズ店」に場所を変えての懇親会
としました。懐かしい話や初めて聞く話、学校の近況報告やら
と話が尽きる事無く12時30分から5時までの4時間半はあっ
という間に過ぎてしまいました。
やさしい先輩や同じ釜の飯を食った仲間達に助けられ、今年
もまた関東甲信越地区の役員さんも参加して頂き多いに盛り上
がる事が出来ました・・・今年も楽しかったです。
昨年に比べ出席人数が少なく幹事の努力不足を感じました
が、遠く北海道からご参加いただいたご来賓の方々はじめ、参
加された皆様全員に感謝すると共に酪農学園の発展を心より祈
念し同窓会の報告と致します、ありがとうございました。
発起人代表
半沢 司

北海道第三地区(道南)地区会報告

１１月１６日１１時より１４時まで「まるみ食堂」を会場に
２０名の出席により令和元年度酪農学園同窓会(北海道三)が開催
されました。今回は嶋田冬樹さんの海外(米国)研修報告、西川求
さんの開拓当時の報告「酪農を志して」、安藤さんの当地域の
偉人「日本公許女医第１号 荻野吟子」についての報告と続
き、活発な質疑もあり、昼食も早々に済ませ、各自の近況報告
を頂きました。
事務局の仕切りの悪さから、時間は既に１４時となり慌てて
記念写真をとり、今年は「酪農讃歌」を歌う時間もなく解散と
なりました。（文責 事務局長 荻本 正）

東北地区青森県支部総会報告

令和元年11月23日（土）、青森市の「棟方志功ゆかりの宿
浅虫温泉 椿館」で青森県支部同窓会総会・懇親会を開催しまし
た。来賓として同窓会本部より小山久一会長、本学より野英二
副学長にご出席いただきました。
総会は同窓生24名が出席し、杉山篤弥支部長並びに本学同窓
会長の挨拶に続き、副学長から学園の現況報告が行われまし
た。さらに議題では当支部における今後の運営方針について話
し合いが行われ、その中で会員同士の懇親をより活性化するこ
とを目的として、引き続き2年毎の本会の開催と定期的な交流会
の開催を確認しました。
懇親会は、附田彰二先輩の音頭で乾杯し、学生時代の懐かし
い話や参加者の近況など話が尽きることがなく大いに盛り上が
りました。一次会の終了の際には、参加者全員で肩を組みなが
ら恒例の「酪農讃歌」を歌い、再会を約束しお開きとなりまし
た。また、二次会においても夜遅くまで懇親を深めたところで
した。最後になりますが、遠路ご出席いただきました小山同窓
会長並びに野副学長に心より感謝申し上げます。（文責 事務
Page 3
局長 林健太郎）
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〒069-8501
北海道江別市文京台緑町５８２

同窓生の被災状況提供のお願い

酪農学園同窓会
電話 ０１１（３８６）１１９６
FAX ０１１（３８６）５９８７
Email: rg-dosok@rakuno.ac.jp.

同窓生の皆様、平素からの同窓会へのご協力・ご支援
にお礼を申し上げます。
昨年の15号、19号、21号台風は各地で猛威を振るい、
甚大な被害をもたらし激甚災害指定となりました。
特に19号台風は、東海、関東、北陸、東北等の各県で
大雨による河川の決壊等で多くの死傷者を出しました。
全国各地の同窓生で被災された方々も多いのではと推
測いたします。
被災された皆様には心よりお見舞いを申し上げますと
ともに一日も早い復興をお祈り申し上げます。
関東甲信越地区圏では組織的に被害状況の調査も行わ
れております。
同窓会事務局では、ホームページでも情報提供をお願
いしております。被害情報について、左記の同窓会事務
局までご一報をいただきたくお願い申し上げます。

酪農学園大学
ブランドマークと
キャッチフレーズ

あ

今後の主なスケジュール（ＨＰ参照）
2019年
11月26日

学園理事会

30日～12月１日 大学推薦入学試験日
12月25日 学園クリスマス
2020年
1月08日 緑風会総会・新春懇談会
18日 高校推薦・単願入試
18日～19日 大学入試センター試験
25日 十勝支部総会
2月02日 関東甲信越地区茨城県支部総会
08日 中部地区愛知県支部総会
11日 近畿地区大阪・奈良・和歌山支部合同総会
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と

が

き

師走も近づき、今年も残りわずかとなりましたが、同窓
生の皆様、いかがお過ごしでしょうか？
今年を振り返ると昨年同様に自然災害の多い年でした。
台風15号、19号、21号等で被害に遭われた同窓生の皆様
にはお見舞いを申し上げます。
10月には高校ＯＢの松本さんの道民栄誉賞や本学園表
彰も行われました。
同窓会に対してさまざまなご意見を頂戴しておりますが
会員相互の親睦と母校支援が会の目的ですので皆様のご協
力をいただきながら、地区支部活動推進のため、地道に活
動していきたいと考えております。
酪農学園同窓会と酪農学園は、4月から今までの助成金
交付が廃止され、職員派遣も変更しました。その代わりに
業務委託契約を締結し、同窓生会館の管理運営や卒業生の
住所管理等を同窓会が改めて担うことになりました。
昨今の法令遵守と説明責任をより明確にするため、外郭
団体との関係が変更されたものとご理解願います。

