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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 

 去る2019年12月7日(土)に、ホテルポー

ルスター札幌にて、とわの森三愛高等学校

第4期同期会が開催されました。 

 はじめに幹事代表の佐藤陽子さんから開

会にあたって参加者への歓迎とお礼のご挨

拶がありました。続いて現在の校長である

西田丈夫先生からご挨拶があり、「酪農学

園大学附属とわの森三愛高等学校の今」が

紹介され、三愛精神の実践者である卒業生

の支えがあってこその今の高校であること

への感謝の思いが語られました。 

その後、当時の校長先生でいらした井上昌保

先生からもご挨拶を頂戴しました。校長とし

て卒業証書を渡した最後の卒業生との再会に

感慨深い思いが語られました。当時を振り返

る井上先生の“懐かしい語り口”の響きに、

卒業生が耳を傾けるひと時でした。 

 今回の同期会には、井上元校長先生はじめ

恩師8名と現職管理職を迎え、卒業生と併せて

30名が集まりました。旧交を温めると共に、

近況を報告して大変和やかな同期会となりま

した。懐かしい顔ぶれとの久々の再会に、当

時の様子が瞬時によみがえってくるのか、話

題が尽きない様子でした。ご参加の担任の先

生のご挨拶には、卒業生から歓声が沸くひと

こまもありました。 

当時の様子を卒業アルバムから振り返ったスライ

ドショーなども披露されました。讃美歌を声を合

わせて歌い、祈りに心を合わせることも、久しぶ

りのことなのに確かに覚えていることを皆さん実

感されていました。卒業して間もなく四半世紀と

なろうとしていますが、皆さんそれぞれにお元気

でご活躍の様子をうかがうことができ、大変うれ

しいひと時でした。 

 あっという間の時間に思いは尽きず、二次会に

も多くの方々が参加されました。近くまた企画を

立てての再会を誓い合う様子は、同期の絆の深さ

を感じさせるものでした。 

 ご協力をいただきました各位に御礼申し上げま

すと共に、酪農学園同窓会からのご支援にも御礼

申し上げます。以上、ご報告とさせていただきま

す。(文責・高校教頭 久保木 崇) 
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２０１８年度 累計卒業生数 

 大学院 計  １， ６５１名 

 大   学 計   ３０，８８５名 

 短 大 計        ９，４８７名 

 高 校 計   ２０，３２７名 

 合 計 計   ６２，３５０名 

 酪農義塾 計           ３０３名 

   酪農学校 計    

       ＊９１，５１７名 

   総合計  

    １５４，１７０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) 

とわの森三愛高等学校第4期同期会報告 



 関東甲信越地区茨城県支部総会報告 

  

 令和2年2月2日、茨城県つくば市で茨城県支部同窓会が

開催されました。 

 

 石島常務理事をはじめ、小山同窓会会長、岡田関東甲信越

地区同窓会会長、福山東京都支部長、廣間埼玉県支部長、唐

仁原元千葉県支部長（鈴木千葉県支部長の代理として）が来

賓としてご出席くださいました。 

  

 総会後の講演

会では、石島常

務理事」より

「酪農学園の近

況について」と

題しましてご講

演いただきまし

た。2018年9

月の台風、地震

による学内の被

害状況、欧州獣

医学教育機関協

会（EAEVE）

による国際認証の取得を目指していること、第二体育館が取

り壊されて多目的体育施設がもうすぐ完成すること、酪農

ジャーナルの電子版「酪農PLUS＋」がスタートしたこと、

学群・学類・コースの紹介等、一同興味深く拝聴しました。 

 

 懇親会は、一期生である日浦様の乾杯で始まりました。ま

た、根本茨城県支部会長が音頭を取り、時代劇・水戸黄門の

主題歌「ああ人生に涙あり」に合わせて全員で輪になって踊

りました。これは茨城県支部では毎年の恒例になりつつあり

ます。大いに盛り上がり、あっという間の2時間でした。                                                

(文責：宮本美佳） 
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同窓会通信－野幌だより－ 

北海道第五地区十勝支部総会報告 

 1月25日（土）11時より同窓会北海道第5地区十勝支部第

9回総会が若竹会館で開催された。出席者は29名。飯島 勝 

支部長の開会挨拶につづいて、来賓の 小山 久一 同窓会会長

と 竹花 一成 酪農学園大学学長からのご祝辞をいただいた。  

 小山会長の挨拶の中では全国的に大地区での同窓会出席者

が減少している反面、小地区での同窓会活動が活発になって

きている傾向があることや、学園の同窓会を一本化する動き

もあるが一筋縄では行かないという話があった。 

 また竹花学長の挨拶ではとわの森三愛高等学校卒業生の2名

がオリンピック代表に選ばれる可能性が高いことが紹介され

た。1人はバドミントンの 松本 麻佑 選手（ペアを組んでいる

永原和可那選手は芽室町出身）で、もう一人はバレーボール

男子日本代表の 山本 智大 選手。 

 議事の一つであった十勝支部発足10周年記念事業として酪

農学園視察を行う案は了承された。今のところ酪農学園で7月

4日に開催されるホームカミングデーに合わせる予定だが、詳

細は今後役員会で詰め、企画していく。 

 総会前に行われた講演の講師は昨年に引続きお願いした帯

広ライフサポート協会代表 佐藤 悦弘 氏。「防災の知恵 第2

弾」と題し100均ショップで売られているグッズを会場に持

ち込んで実習形式で行われた。合わせて説明していただいた

心肺蘇生法やAEDの使用方法は非常に役に立つ内容であっ

た。   

 昼食会は、近 雅宜 後援会常務理事の乾杯の発声ではじま

り、限られた時間ではあったが参加者は親睦を深めていた。

最後は 畠野 健一 副支部長の閉会挨拶で解散となった。 

（文責 藤原 崇） 
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第６巻 第６号（通号６６号） 

 中部地区愛知県支部総会報告 

 令和２年２月８日（日）午後５時から、名古屋駅前「北京料

理百楽名古屋店」にて34名の卒業生が参集し、ご来賓とし

て、学園から竹花一成学長(講師)、同窓会から小山久一会長、

同窓会中部地区から村田耕一郎中部地区長・三重県支部長、岩

佐達男岐阜県支部長、藤井敏夫石川県支部長、仲村和典福井県

支部長のご出席を頂いて同窓会を開催しました。 

 総会は山本秀樹事務局長の司会で進行し、加藤正木愛知県支

部長、小嶋裕隆獣医同窓会愛知県支部長の挨拶で始まり、ご来

賓のご挨拶の後、同窓会愛知県支部の議事は加藤支部長が議長

となり事業報告・決算報告等を行い、承認されました。また、

獣医同窓会愛知県支部は小嶋支部長から、同窓会愛知県支部の

活動の現状等について説明されました。 

 ご来賓あいさつでは、小山同窓会長から、同窓会活動の意義

を熱く話されました。同窓会長としての想いを一同、心に刻む

ことができました。 

 その後、竹花学長により「愛知から三愛」と題し、スライド

を用いてお話し頂きました。学園の現況では、とわの森三愛子

高校卒業生に東京オリンピックに近づいている選手やインター

ハイ全国出場するチームが多く生まれていることをお聞きし、

「トップアスリート健康コース」の成果を実感しました。 

 「私がなぜ酪農学園大学学長に、自分の置かれた立場とその

役割」では、ゆかりの地愛知から学長に至るまでの並々ならぬ

ご努力をお聞きすることができました。「私が酪農学園大学に

入学しなければ、この様な人生は送っていない。皆さんもそれ

ぞれ同じと考えます。酪農学園大学は、人生の出会い、人生の

チャンスの種を与えてくれた場所であった。」は特に印象的で

した。 

 懇親会は、酪農学園大学ワインにより、尾関信一副支部長の

乾杯で開始され、ご来賓の先生方を囲み、各テーブルで笑顔と

共に例年より話が弾み、あっという間に時間が過ぎていきまし

た。 

 終わりは三浦康郎（獣医13期）先生の朗々たる掛け声の

下、酪農賛歌を全員で肩を組み合唱し、鈴木量彦支部会計の閉

会の挨拶で盛会の中終了しました。 

会が終わっても話足らずの感が強く、竹花学長を囲み２次会が

行われ、遅くまで楽しい時間を過ごしました。  

例年は６月に開催し、出席者数も少ない傾向でありましたが、

２月に開催する試みを行ったところ、例年の倍の同窓生に参集

していただきました。同窓会の目的である「親睦」の輪を広げ

るためにも、今後も、より多くの同窓生が参集していただける

ことを願っております。      

         （文責 愛知県支部事務局 小林哲夫） 

 近畿地区大阪・奈良・和歌山支部合同総会報告 

 令和２年２月１１日（火）１１時から大阪市内にある「道頓

堀ホテル」を会場にして令和元年度の大阪府・奈良県・和歌山

県の３支部合同同窓会が開催された。 

 参加者は大阪府３７名、奈良県８名、和歌山県６名、近畿地

区役員３名。講師の鮫島邦彦名誉教授、学園から竹花一成学

長、加藤清雄同窓会副会長の総勢５７名でした。 

 講演会では鮫島邦彦名誉教授より、酪農学園創設者黒澤酉蔵

先生との出会いや大学草創期におけるご苦労されたお話を伺

い、現在の学園に対するご助言、更にこれからの学園と卒業生

に期待するご提言をいただいた。 

 来賓挨拶では竹花一成学長より、酪農学園大学、とわの森三

愛高校の現在の状況などをご紹介いただいた。また、同窓会か

らは加藤清雄同窓会副会長(会長代行)が、全国の酪農学園同窓会

の状況などを紹介いただいた。 

 学科別では酪農学科２９名、農業経済学科５名、獣医学科２

０名、短大３名の同窓生が卒業学科や卒業年度の枠を超えて親

睦を深めた。（文責 幹事：吉田文三（大阪府支部長）・梶山佳

秀（奈良県支部長）・澤竹孝幸（和歌山県支部長） 

 

令和元年度道央地区北空知支部総会報告 

 北空知支部の総会が２０２０年２月２２日（土）午後、滝川

ホテル「三浦華園」にて開催し、高齢化・人口減さらに新型コ

ロナウイルスの蔓延で参加人員が７名（会員２０名）、来賓が

学園と同窓会の代表者２名の９名の参加で行われた。 

 大学野英二副学長、同窓会本部・浦川利幸事務局長にお出で

いただいての総会・懇親会であった。懇親会では、学園敷地内

出生の野副学長の思い出話に花が咲くとともに、短大２コース

の皆さんが寮生活での絆作りで今日があり感謝の一言で、この

ような経験があったからこそ今の自分があるとの言葉を発して

いた。 

 総会では、学園に些少ではあるが、食生活改善に役立てても

らうようにとの趣旨で寄付を行うこと。そして学生と同窓生

（農業経営者等）との交流会を企画してはどうかちの意見があ

り、取組までに時間を要するが、検討することとなった。 

水田が主作の当地区は、暖冬・小雪で灌漑用水の不足が心配さ

れ、今年の作柄が気にかかる昨今である。豊作であることを願

いつつ。（文責 高谷） 
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〒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/ 

Page 4 

あ と が き 

  

 令和2年の北海道は例年になく降雪が少なく、除雪作業が

少ない比較的穏やかな１~２月を迎えました。 

 高校・大学での入試状況は好調で、特に高校が前年に比べ

て大変増加しているとのことでした。２月中旬に１０度近い

暖気もあり、例年にない気象条件が続いています。 

 同窓会も終盤に入り、本年度のまとめや、次年度の準備等

に入っています。 

 新型コロナウィルスの影響から高校卒業式も中止となり、

大学の学位記授与式・入学式は学生と教職員のみで執り行わ

れます。 

 九州からは桜や梅の便りも届いていますが、北海道はまだ

まだ春遠からじといったところです。 

 今年は体育館（健民館）の新設や大学６０周年記念事業も

予定されています。是非来道の折には、母校にも訪ねていた

だきたいと思います。（Ｕ） 

   

 酪農学園大学 

ブランドマークと 

キャッチフレーズ 

酪農学園緑風会第15回総会・新春懇談会報告 

 毎年、新年の恒例行事となっている「緑風会」第15回総会・

懇談会が、1月８日（水）午後5時半から、地下鉄豊水すすきの

駅そばの「札幌第一ホテル」を会場に、同窓生教員 ４９名、

学園関係者１１名の総勢６０名で盛会に行われた。 

 総会には緑風会近畿地区会長の河野雅晴氏や教員採用試験に

合格した4年生３名にも出席していただいた。 

 総会は岸田隆志副会長の司会進行で行われた。二木浩志会長

の開会挨拶に続き、会長を議長に議事が進行した。総会次第に

より2019年度事業報告・会計報告・監査報告が事務局や監査か

ら行われ、拍手で承認された。2020年度役員（案）については4

月の人事異動後に再提案することが承認された。事業計画につ

いては原案どおり承認されたが、オリンピック・パラリンピッ

クの開催混雑のため、中央研修会を中止して地区支部研修会を

開催することとした。第16回総会・懇親会は2021年1月６日に開

催することになった。 

 引き続き開催された懇談会は、田村弘樹副会長の司会進行に

より、改めて二木会長より新年の挨拶が行われた。来賓挨拶で

は谷山理事長が学園状況を含めた挨拶が行われた。続いて竹花

学長から大学の現況が紹介、翁長入試広報センター長から学生

募集に係る謝意が述べられた。 

 学園関係者の来賓紹介ののち、小山久一同窓会長が干支に関

する話題を紹介し乾杯が行われた。年に1度の懇談の場で和気

藹々とした雰囲気の中で和やかな懇談が行われた。 

 中ほどで河野近畿地区会長の挨拶や新任教員紹介、教員採用

試験に合格した学生の紹介も行われ、最後に横山明光参与の万

歳で締め、集合写真撮影ののちに閉会となった。 
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1933年:北海道酪農義塾
1944年：野幌機農学校
1948年:野幌機農高等学校

通信教育酪農科設置
1948年8月：野幌高等酪農学校
副読本として『酪農学校』を発刊

1956年:『酪農の学校』
1964年:『近代酪農』
1989年:『酪農ジャーナル』と変遷
2018年４月より電子版


