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第４巻　第２号 発行日2021年１月15日

巻頭言

新型コロナウイルス感染騒動の終息を願い
酪農学園同窓会　　　　　　

会長代行　加藤　清雄

　明けましておめでとうござい
ます。昨年は新型コロナウイル
ス感染騒動に明け暮れた１年で
したが、同窓生の皆様いかがお
過ごしでしょうか。
　常日頃、同窓会を楽しみにし
同窓会の活動にご支援、ご協力
いただいている皆様にとって同窓会が開催できず歯
がゆい１年だったのではないかと思います。
　コロナ禍に伴い世の中の状況は一変してしまいま
した。多くの人にとって友人に会ってともに過ごす
ことは大きな歓びです。イベントがあれば参加する
こと自体が歓びですし、その日が来ることを待ち遠
しく思い心がウキウキするものです。それがコロナ
感染防止のためにできなくなってしまいました。働
き方もリモートとなり通勤しないで働ける人も多く
なりました。
　ある業種ではコロナ騒動がきっかけとなり終息し
てもテレワークが採用され、その業種の効率化が図
られるようです。しかし、学校の授業をはじめ多く
の場でリモートによる活動は緊急対策であり、対面
による活動が待ち望まれていると思います。
　私はソーシャルネットワークの１つであるフェース
ブックを活用しており同窓生を中心に700名ほどのと
もだちと交流し、同窓生の近況を知ることができま
す。しかしそれで満足するかというと、逆にその同
窓生に会いたいという思いが募ります。直接対面し
その人の機微に触れることは心を通わす上で欠かせ
ないような気がします。まさに同窓会はそのような
人と人の心のふれあう場所なのだと思います。
　人類はこれまで新たな感染症に見舞われパンデ
ミックを体験してきました。しかし、その度に人類
の英知により解決してきました。新型コロナウイル
スに対するワクチンや治療薬の開発は手こずってい
るようですが、医学の進歩は必ずやこのコロナに打
ち勝つ術を見いだしてくれると信じています。その
日が近いことを祈り、また皆さんと手を取り唾を飛
ばし談笑できる日が来ることを楽しみにしたいと思
います。
　年頭に当たり、皆様のご健康とご繁栄を心より祈
念し新年のご挨拶といたします。

同窓会からのお知らせ（重要）
　平素より「同窓会だより」をご覧いただき、あり
がとうございます。さて酪農学園発行の「学園だより」
（年２回７月、１月発行）が新年度から電子化による
学園公式ホームページへの情報配信に移行し、従来
の郵送配布が中止されることが決定しています。そ
れに伴い、同封されていた同窓会発行の「同窓会だ
より」「大学同窓会校友会会報」「関東甲信越同窓会
報あるまめーと」の今後の対応についてお知らせし
ます。

　同窓会では会長・副会長と協議のうえ、同窓会理
事会に諮り、会則に定める会員住所の把握や地区支
部総会の開催情報等の共有のため、年１回１月に発
行し、従来同様に同窓生にお送りする予定です。
　内容等詳細は今後、会長代行中心に専門委員会を
設置し、ご協議いただき、とり進めていく計画です。
　頁も現在の４頁から増やし、全国各地から同窓会
開催情報等もいただき、今までの単位同窓会の動向
や地区支部活動の動向をより充実させてお送りする
予定です。
　また同窓会・同期会・ゼミ・部活等OB会の開催予
告や結果報告についても、従来紙面の都合上でWEB
上(同窓会HP等）だけの掲載でしたが、今後、主な
ものは紙面上でもお知らせしたいと思います。

これまでの掲載内容
全国地区支部同窓会開催一覧、都道府県別卒業生一
覧、同窓会決算報告書、理事会・代議員会開催概要、
役員の横顔、訃報、同窓会開催案内、各種行事案内、
今後のスケジュール等々

助成金申請方法のお知らせ
　同窓会では、同期会・クラス会・クラブOB等の開
催に伴う助成金について、卒後生涯教育事業として1
万円/年の助成を行っております。
申込方法については
酪農学園同窓会HPのTOPにある各種手続⇒各種助
成金から入りPDFおよびWord形式ファイルをご活
用願います。事前申請となっておりますのでご注意
下さい。
　なお、助成対象参加人数は10名以上となっており
ます。また、終了後はＨＰ掲載用に集合写真と概要
報告をお願いします。
　幹事の方は上記の助成金申請を含めてご遠慮なく
同窓会事務局（裏面参照）までご連絡願います。
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2020年度　同窓会代議員一覧（任期：2019〜2021）
役職名 氏　名 所　　　属

代議員
（単位　
同窓会）
30名

新谷　良一 機農高校（農村  1期）卒

大川　建雄 機農高校（農村  7期）卒

上野　秀樹 機農高校（酪経23期）卒

佐倉　　肇 短期大学（酪農28期）卒

大同　勝則 短期大学（経情  2期）卒

筒井　静子 短期大学（酪農25期）卒

川端　幸枝 短期大学（経情  1期）卒

伊藤　博之 短期大学（Ⅱコース16期）卒

古川　豊記 短期大学（Ⅱコース  5期）卒

山崎　広子 三愛女子高（普通15期）卒

桂川　育美 とわの森三愛高(普通1期）卒

國松亜衣子 とわの森三愛高(英語1期）卒

加藤　由郎 とわの森三愛高(普通7期）卒

伊藤　俊文 とわの森三愛高(普通8期）卒

小阪　進一 大学（酪農学科  8期）卒

野　　英二 大学（酪農学科11期）卒

加藤　　浩 大学（農業経済学科20期）卒

品川　晴香 大学（農業経済学科45期）卒

南　　　繁 大学（獣医学科  6期）卒

廣田　和久 大学（獣医学科16期）卒

植田　弘美 大学（獣医学科19期）卒

後藤　正光 大学（獣医学科23期）卒

栃原　孝志 大学（食品科学科  8期）卒

荒船　光哉 大学（食と健康学類  1期）卒

西田　　智 大学（食品流通学科1期）卒

松本　美哉 大学（食品流通学科2期）卒

島田　恵子 大学（経営環境学科1期）卒

永田　真弓 大学（経営環境学科3期）卒

佐藤　里菜 大学（環境マネジメント学科3期）卒

石井　光平 大学（生命環境学科５期）卒

役職名 氏　名 所　　　属

代議員
（地区　
同窓会）
24名

村上　隆彦 石狩　大学酪農15期卒

中村由美子 石狩　大学酪農16期卒

井澤　敏郎 道央　大学酪農16期卒

篠原　一寿 道央　大学酪農  9期卒

安藤　　廣 道南　大学酪農  4期卒

吉田　忠朗 道南　大学農経26期卒

川口　孝夫 道北　大学獣医11期卒

高橋　　毅 道北　機農農業科21期卒

飯島　　勝 道東　大学獣医  4期卒

乾　　雅晴 道東　大学酪農11期卒

遠藤　秀之 東北地区　大学酪農16期卒

飯塚　尚峯 東北地区　大学酪農  7期卒

福山　二仁 関東甲信越地区　獣医  3期卒

平島　勝教 関東甲信越地区　獣医  7期卒

仲村　和典 中部地区　大学獣医11期卒

岩佐　達男 中部地区　大学獣医  8期卒

向井　　裕 近畿地区　大学獣医  3期卒

澤竹　孝幸 近畿地区　大学酪農10期卒

安場　　靖 中国地区　大学酪農  7期卒

門脇　文生 中国地区　大学獣医17期卒

藤井　傳也 四国地区　大学獣医12期卒

宮本　勇清 四国地区　大学酪農21期卒

小嶋　　聖 九州地区　大学獣医26期卒

南川　藤夫 九州地区　大学獣医13期卒

訃　報
板　倉　敏　雄 氏（元副会長　元短期大学部同窓会会長）

　2020年10月27日に元副会長（元短期大学部同窓会会長）で現機農高校代議員板倉敏雄氏が享年81歳でご逝
去されました。謹んでお悔やみを申し上げます。板倉さんは短期大学部同窓会の運営や十勝支部や宗谷支部の
設立に大変ご尽力いただきました。
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地区名：地区会長 支部名 支部会長名

北海道（石狩）2名
：下田　尊久

札幌 下田　尊久　大学酪農12期卒

江別 未定

千歳 中村由美子　大学酪農16期卒

北海道（道央）4名
：髙谷　富士雄

空知第一 未定

空知第二 髙谷富士雄　大学酪農  7期卒

胆振第一 篠原　一寿　大学酪農  9期卒

胆振第二 未定

日高第一 井澤　敏郎　大学酪農16期卒

日高第二 下川　孝志　短大Ⅱコース8期卒

北海道（道南）3名
：都築　信夫

渡島第一 安藤　　廣　大学酪農  4期卒

渡島第二 吉田　英明　大学酪農20期卒

檜山 吉田　忠朗　大学農経26期卒

後志第一 未定

後志第二 未定

北海道（道北）5名
：青木　哲也

上川第一 青木　哲也　短大Ⅱコース2期卒

上川第二 中村　　博　大学農経  9期卒

上川第三 高橋　　毅　機農農業21期卒

留萌第一 未定

留萌第二 井上　龍昭　短大酪農  4期卒

宗谷 川口　孝夫　大学獣医11期卒

北海道（道東）6名
：菊地　誠道

十勝 飯島　　勝　大学獣医  4期卒

網走第一 厚海　六郎　機農農業  9期卒

網走第二 石田　哲夫　機農酪経  4機卒

釧路第一 大石　清司　機農農業11期卒

釧路第二 菊地　誠道　短大Ⅱコース5期卒

根室 乾　　雅晴　大学酪農11期卒

地区名：地区会長 支部名 支部会長名

東北地区　6名
：鈴木　公男

青森 杉山　篤弥　大学獣医19期卒

岩手 鈴木　公男　短大酪農17期卒

宮城 遠藤　秀之　大学酪農16期卒

秋田 渡辺東四郎　短大酪農  4期卒

山形 高橋　貞一　短大酪農18期卒

福島 飯塚　尚峯　大学酪農  7期卒

関東甲信越地区
10名

：岡田　　勉

茨城 根本久美子　大学獣医  4期卒

栃木 益子　　勲　大学酪農  1期卒

群馬 小林　一太　短大酪農19期卒

埼玉 廣間　善之　大学酪農12期卒

千葉 鈴木　邦夫　大学獣医11期卒

東京 福山　二仁　大学獣医  3期卒

神奈川 田村　　滋　大学酪農  9期卒

新潟 北原　良一　大学獣医10期卒

山梨 平島　勝教　大学獣医  7期卒

長野 田中　清司　大学獣医  5期卒

中部地区　6名
：村田耕一郎

富山 永井　　勝　大学獣医  4期卒

石川 藤井　敏夫　大学酪農  9期卒

福井 仲村　和典　大学獣医11期卒

岐阜 岩佐　達男　大学獣医  8期卒

静岡 選考中

愛知 加藤　正木　大学獣医  4期卒

三重 村田耕一郎　大学獣医  5期卒

近畿地区　6名
：山本　浩光

京都 向井　　裕　大学獣医  3期卒

滋賀 青木　　淸　大学酪農12期卒

大阪 吉田　文三　大学酪農14期卒

奈良 梶山　佳秀　大学酪農12期卒　

兵庫 小河　晴夫　大学獣医  4期卒

和歌山 澤竹　孝幸　大学酪農10期卒

中国地区　５名
：髙蓋　和朗

岡山 安場　　靖　大学酪農  7期卒

広島 瀧奥拓二郎　大学酪農19期卒

山口 市岡　貴典　大学獣医19期卒

鳥取 門脇　文生　大学獣医17期卒

島根 山本　　務　大学農経  9期卒

四国地区　４名
：渡辺　博文

香川 藤井　傳也　大学獣医12期卒

徳島 本田　　武   大学獣医  3期卒

愛媛 渡辺　博文　機農酪経  1機卒

高知 宮本　勇清　大学酪農21期卒

九州地区　８名
：樺木野　昂

福岡 樺木野　昴　大学酪農  7期卒

大分 北村　裕和　大学獣医  7期卒

佐賀 南川　藤夫　大学獣医13期卒

長崎 松㟢　秀保　大学獣医12期卒

熊本 藤崎　英廣　大学酪農  5期卒

宮崎 小嶋　　聖　大学獣医26期卒

鹿児島 竹中　勝雄　短大酪農10期卒

沖縄 田中　巧一　大学獣医14期卒

2020年度　同窓会　地区会長・支部長一覧

地区支部助成金の一部変更のお知らせ
　コロナ禍により地区支部総会開催が難しい状況
にあり、中止や延期を余儀なくされております。
　そのため、地区支部からのご要望もあり、会長
代行・副会長による協議の結果、今年度は時限的
に「総会」への助成を「書面議決を行う役員会」
開催助成に読み替えて助成をさせて頂くことにな
りました。
　詳細助成項目については、地区会長・支部長に
書面等でお送りしておりますのでご確認をお願い
します。
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酪農学園同窓会は卒業生を応援します

編集後記
　コロナ禍での感染防止対策上、同窓会等の開催
の中止や延期が続いております。酪農学園同窓会
では理事会・代議員会が開催出来ないため書面議
決により2019年度の事業報告・収支決算、2020
年度の事業計画・収支予算案を了承いただいてお
ります。
　また地区支部活動や単位同窓会活動もほとんど
実施出来ない状況が続いております。
　そのため当初計画どおりの事業や予算執行が難
しいため、三役会や理事会の開催が可能になりま
したら今後の対応について協議していきたいと思
います。同窓生の皆様には健康に留意してお過ご
し願います。

同窓会理事会・代議員会の経過報告
　前号でもお知らせしましたが、例年同様に
昨年の２月上旬に４月17日予定の理事会のご
案内を差し上げました。
　しかしコロナ禍の影響で延期を余儀なくさ
れ、その後５月23日予定の理事・代議員会も
含めて、ホームカミングデー（７／４）に合
わせて７月３日に設定しました。
　残念ながらホームカミングデーや大学60周
年事業等も含めて７月の学園関連行事（大学
祭）も難しい状況になったため10月９日に再
延期することにいたしました。
　ところが10月も感染リスク上から自粛の方
向となりましたので、現在「無期延期」の状
態となっております。
　「無期延期」に伴い、理事・代議員に対して
議案書をお送りして以下の議案について提案
し、書面議決により承認いただいております。
議案１）2019年度事業報告並びに収支決算に
ついて
議案２）2019年度各単位同窓会・地区支部同
窓会活動報告について
議案３）2020年度事業計画並びに収支予算に
ついて（案）
議案４）小山会長の辞任に伴う会長の選任に
ついて 
議案５）その他（職員雇用と事業所登録につ
いて）
　なお、議案４)の小山会長辞任に伴う後任の
選任は、コロナ禍収束後の直近理事会におい
て選考委員会を設けて行う予定となっており
ます。

役職名 氏　名 所　属

顧　問 野村　　武 大学（獣医１期）卒

会長代行 加藤　清雄
大学（獣医５期）卒
（大学校友会事務局長）

副会長

浅野　政輝
とわの森三愛高校（酪農経営１期）卒
（高校同窓会長）

黒澤　敬三
短期大学（Ⅱコース９期）卒
（短大同窓会長）

岡田　　勉
関東甲信越地区会長
（大学酪農２期）卒

理　事
（単位同窓会）
高校　５名
短大　３名
大学　９名
計　17名

（地区同窓会）
12名

（12地区）
１名

（関東甲信越）
計　13名
総計　30名

長井　信之 機農高校（酪農経営11期）卒

三宅　幸治 機農高校（農業科10期）卒

幸田　幸弘 短期大学（酪農25期）卒

炭谷　輝男 短期大学（Ⅱコース５期）卒

山㟢　惠子 三愛女子高校（普通科６期）卒

野原　康一 とわの森三愛高校(普通科６期）卒

小山　久一
大学（酪農９期）卒
（大学校友会会長）

佐藤　元昭 大学（酪農20期）卒

中出　哲也 大学（獣医12期）卒

上村　篤正 大学（食科１期）卒

浦上　　渉 大学（食流１期）卒

山崎　耕太 大学（環マネ１期）卒

志田　和仁 大学（地環１期）卒

上井　仁美 大学（生命３期）卒

下田　尊久
北海道第1地区会長（石狩）
（大学酪農12期）卒

髙谷富士雄
北海道第2地区会長（道央）
（大学酪農７期）卒

都築　信夫
北海道第3地区会長（道南）
（大学酪農９期）卒

青木　哲也
北海道第4地区会長（道北）
（短大Ⅱコース２期）卒

菊地　誠道
北海道第5地区会長（道東）
（短大Ⅱコース５期）卒

鈴木　公男 東北地区会長（短大酪農17期）卒

大津　初司
関東甲信越地区副会長
（短大酪農15期）卒

村田耕一郎 中部地区会長（大学獣医５期）卒

山本　浩光 近畿地区会長（大学酪農８期）卒

髙蓋　和朗 中国地区会長（大学酪農６期）卒

渡辺　博文 四国地区会長（機農酪農経営１期）卒

樺木野　昂 九州地区会長（大学酪農７期）卒

監　事　２名
伊藤　明美 短期大学（教養１期）卒

立川　直生 大学（地域環境４期）卒

同窓会役員（理事・監事）一覧
（任期：2018〜2020）2021.1.15現在）


