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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

酪農学園同窓会の現況と今後のお願い
トピック
ＨＰの更新状況から
4月以降、コロナ禍で中止や
延期された会議の一覧。
4月17日 同窓会理事会(延期)
4月24日 校友会理事会(延期)
5月16日 短大同窓会(中止)
5月23日 同窓会総会(延期)
5月29日 校友会総会(延期)
6月06日 神奈川県総会(延期)
6月07日 群馬県総会(中止)
6月13日 埼玉県総会(中止)
6月21日 千葉県総会(中止)
6月28日 近畿緑風会(中止)
7月03日 同窓会総会(延期）
7月04日 homecoming day
（中止)
7月00日 新潟県総会(中止）
9月06日 兵庫県総会(中止)
10月6日 同窓会理事会(延期)
10月6日 同窓会総会(延期）
10月0日 札幌総会（書面)
11月21日 栃木総会(中止)
11月21日 道南総会(中止）
11月00日 鳥取県総会(中止)

年明けからのコロナウイルス禍が年度を越
え、桜の季節も過ぎ、リラ冷えも終わり、初
夏を越え、爽やかな秋も過ぎ、あっという間
に年末を迎えようとしています。
この間、学園では高校・大学での卒業式、
入学式という節目の行事が中止となりまし
た。学生生徒の教育研究環境も大幅に制限さ
れ、遠隔授業等を含め、キャンパスに学生生
徒の元気な声が聞こえない不思議な感覚でし
た。白樺祭やホームカミングデーも開催出来
ず、異例づくめの一年でした。
同窓会でも三役会までは何とか開催出来ま
したが4月開催予定の理事会、5月予定の理事
代議員会が「無期延期」となりました。
そのため、理事監事への議案書確認や理事
代議員への書面議決により事業報告や事業計
画を提案し、ご了承いただきました。
例年の議題に加えて、2019年度末をもって
任期途中の小山久一会長が辞任されました。
辞任理由は3地区会長（関東甲信越・近畿・
九州）から事業執行における会長不信任等が
出されたことによるものです。
会則に則り、会長指名の加藤清雄副会長に

会長代行として運営をお願いすることになり、現
在に至っています。
小山会長には副会長も含めて2013年度から7年
間同窓会を支えていただき、また全国各地の支部
総会にご足労いただき、紙面をお借りして厚くお
礼を申し上げます。
総会の「無期延期」が解消次第、選考委員会を
設置して新会長選任に入ることになりますが、コ
ロナの沈静化が進まない中で、年が越しそうな気
配です。
支部によっては、年度末にかけての総会開催を
予定されているところもありますが、感染防止に
ご留意のうえお進めいただければ幸いです。
なお、次年度は役員改選期のため、単位同窓会
長や地区会長には次期理事候補者の推薦依頼を年
明け２月上旬にお願いすることになります。
2021年度にはワクチン接種等でコロナの沈静化
を期待し、全国各地で通常どおりの総会開催等同
窓会活動が正常化さ
れることを望んでい
ます。また、肩を組
んで「酪農讃歌等」
が歌える日を楽しみ
にして頑張りましょ
う。

酪農学園同窓会の現況（卒業生数）2020.4.1
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大学院 計

累計卒業生数

地区支部の設置状況（

）は未設置

１， ６７６名

北海道１区：石狩

３支部（１）(江別)

計

３１，６２０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

２０，５８９名

北海道４区：道北

６支部（１）(留萌1)

６３，３７２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

１５５，１９２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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同窓生紹介コーナー
同窓生紹介：北畑光男氏（大学酪農学科１９６
９年度卒（７期））埼玉県在住

同窓生著書紹介：近藤（旧姓田中）菜津紀氏
（獣医学科４５期生）（2013年度卒）

寄稿 詩人：北畑光男（岩泉出身） 岩手日報2020.5.9 文化
の森 掲載記事

【書籍情報】
書名:病気と闘わない!仕
事、結婚、子育て…
完治しない病気だから気
付けた本当の幸せの見つ
け方
著者:こんどうなつき
【販売】
全国書店および各ECサイ
トにて
【書籍の内容】
この本は「慢性疲労症候
群」という病気を題材に
しています。
私自身が抱える病気のこ
とを書いていますが、闘
病記ではありません。
「病気と闘わないことに
よって、こんなにいいこ
とがあるよ！」という本
です。
病気との付き合い方を通して、また獣医師としての視点を通
して、読者の方にクスッと笑ってもらったり、少しでもホッ
と出来る瞬間を届けることを目指して書きました。
慢性疲労症候群に限らず、治りにくい病気を抱える方へ、ま
た病気の方だけでなく、家族の看病、介護をされている方に
も是非とも読んでいただきたいと思っています。
最後に、本書を書くことを薦めてくださった遠藤大二先生を
はじめ、公私共にお世話になっております酪農学園大学同窓
生の皆様に御礼申し上げます。

詩人北畑先生から岩手日報の掲載記事をお送りいただきまし
たのでご紹介いたします。
コロナウイルスで大変な中ですが、村上昭夫著作集・下刊行
準備中とのこと。
「村上昭夫作品を読み直す 迫る危機 どう生きる」同窓会Ｈ
Ｐにある(PDF)
をご一読いただ
ければ幸いで
す。

同窓生紹介：金田光弘氏（大学農業経済学科
1975年度卒(12期) 北海道伊達市在住
金田さんから室蘭民
報２０２０年９月２５
日掲載記事をお送りい
ただきましたのでご紹
介いたします。
胆振農業普及セン
ター所長を定年退職
後、伊達市等での勤務
を経て、農家の手伝い
事業「ねこの手ちょ
こっと」を個人事業で
立ち上げ、農家支援を
行っています。
詳細は同窓会ＨＰに
あるＰＤＦをご覧くだ
さい。
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職域ＯＢ会・同期会紹介コーナー
第9回酪小獣麦の会総会・意見交換会開催報告
昨今のコロナウイルス感染症拡大の影響により、多人数によ
る集会の開催が自粛される中、酪小獣麦の会総会がWeb会議
として令和2年8月2日（日）18：00より開催されました。
麦の会会員13名大学教職員10名の参加でした。
総会は、松尾直樹事務局長の進行、玉井聡副会長のzoomホ
スト役で行われ、
立花徹会長挨拶に引き続き来賓から石島力常務、加藤敏英附
属動物医療センター長、南繁全国酪小獣会長によるご挨拶を頂
きました。
総会議長は、立花会長に行っていただき議事進行を行いまし
た。議案は①2019年（令和元年度）事業報告、決算報告が行
われ星野佐登志監事により監査報告がありました。続いて②
2019年剰余金処分案③2020年度事業計画・予算案④2020
年度会費金額並びに徴収方法⑤役員改選について審議されすべ
て承認されました。
閉会の挨拶は、近藤厚副会長に行っていただきました。
総会終了後は、直ちにWeb意見交換会に移りました。意見
交換会は、立花会長の進行で進められ、まず冒頭に竹花一成学
長よりご挨拶を頂きました。先般実施した麦の会、全国酪小
獣、札小獣による附属動物医療センターに対するアンケート結
果や今春の獣医師国家試験の合格率の低迷などについて今後の
対応を含めたお話を頂きました。
その後は参加された大学教員から1名ずつ自己紹介を含め思
うところを語っていただき、その後麦の会会員から卒業年次順
に意見を頂きました。
皆それぞれに思うところがあり、自己紹介と各自の意見だけ
でかなりの時間を費やし予定していた90分を大幅に超える2
時間30分の会議となりました。

2020年度酪小獣東北総会並びに研究会開催報告
例年7月の第2日曜日に開催していましたが、コロナの影響に
より待機状態でした。しかしながらGO TO トラベルが実施
されそれに合わせて計画しましたので、11月15日宮城県松島
「ホテル大観荘」にて昨年と同じく前原誠也准教授に講習をお
願いし、また南繁同窓会会長も出席され11名の参加者で開催い
たしました。当日は先生方の行いがいいのか、数日前に初氷が
張ったのがうそのような穏やかな小春日和となり過ごしやすい2
日間となりました。
11時30分より12時まで理事会を行いました。
13時より総会が開かれ後藤忠彦会長（9期仙台市開業）の挨拶
で始まり、総会議長には涌井和浩先生（21期福島県いわき市開
業）が選出されました。議事進行は円滑に進められ令和元年度
の事業報告、決算報告など第一号議案から五号議案まですべて
承認されまし
た。
14時より研
究会を行い前原
誠也准教授によ
る「獣医眼科診
療の変化 ~眼
表面の疾患~」
の題で先生の
10年間の診
断、治療方法の
変化を講演して
いただきまし
た。大学の先生
としての前原先生の最後の講習に参加できて（コロナ禍の中ド
キドキしながら参加しましたが、）十分意義のある4時間でし
た。この様な状況でなければ参加者も増えていただろうと思う
と残念です。最後に澤谷航一先生（13期青森県上北郡横浜町開
業）のお礼のあいさつで閉会いたしました。
18時30分から懇親会を始め例年通り26時過ぎまで和気あい
あいと口角泡を飛ばすこともなく穏やかに楽しく美味しくお酒
をいただきました（参加者の皆さん、どぶろくは期待を裏切り
お詫び申し上げます。次回に期待して）。南会長の大学と同窓
生に対する思いの深さ、そして70歳になるというのにあのパワ
フルさに唯々感服。来年もぜひ参加していただき、皆に元気を
与えてやってください。
来年、コロナが落ち着き、皆が普通に参加できるようになる
ことを切に願います。
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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.

大学肉製品製造学研究室８期・９期同期会報告
令和2 年10月24日（土）16時から新札幌の「ホテルエミ
シア札幌」を会場にして参加者１１名で開催した。
2018年の肉製品製造学研究室の全体同窓会を期に、8・9
期の集まりを毎年開催することにし、2019年に次いで本年も
実施しました。本年も恩師の鮫島邦彦先生に出席していただき
ました。
翌25日（日）は大学の肉製品の工場見学を予定していました
が、コロナの影響で中止せざるを得ないこととなりました。
次回の日程（2021年10月23・24日）を決めて解散しまし
た。
（文責 幹事 西村潔巳、山本浩光）

酪農学園大学
ブランドマークと
キャッチフレーズ
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大学同窓会校友会から校旗が贈呈される
１１月２０日（金）１時
すぎ事務本館第一会議室を
会場に大学創立６０周年記
念事業の一環として、校友
会から大学への「校旗贈呈
式」が執り行われた。
式は記念事業押谷一実行
委員長の司会で開会。始め
に小山久一校友会会長から
校旗作成に至る関係者への
謝意と、４０周年時のシン
ボルマーク作成から徐々に校旗要望の機運が高まり、前竹花一
成学長の要望によって実現されたことを紹介された。
次に谷山学長代行と小山会長の間で贈呈式が行われたが、校
旗が重いため引き渡し式という形になった。谷山学長代行か
ら、コロナ禍で暗い話題が多い中、明るい話題を提供できて、
今後活用させていただく旨の答礼が行われた。
その後、押谷委員長からご列席の校友会役員や大学役員の紹
介が行われ閉会となった。
最後に、校旗を囲んで関係者による集合写真撮影が行われ
た。なお、詳細は大学公式HPに掲載されておりますので合わせ
てご覧下さい。

あ

と

が

き

例年であれば、年間に１０号近いNewsletterをお届けして
いますが、今年はコロナ禍の影響で同窓会開催が自粛され、記
事になるものが異常に少ない年となりました。
８月末には前大学同窓会校友会事務局長でもあった竹花一成
大学学長が体調不良等から退任された。コロナ禍対応等諸課題
が多く激務だったのではと推測しております。
今年は大学６０周年の節目の年でもあり、周年記念事業とし
ての記念講演や祝賀会が予定されていましたが記念誌発行以外
は中止となりました。明るい話題では、上記竹花学長からご要
望のあった校旗は１１月２０日に上記のとおり贈呈式が行われ
ました。 今後、入学式等大学の記念行事の際に活用していた
だけると思います。来る021年は丑年です。「乳房持つ神、我
とともなり」の「酪農讃歌」どおり、いい年になりますようお
祈り申し上げます。

