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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

酪農学園同窓会の現況報告
トピック
4月16日 同窓会理事会(書面)
4月19日 短大４役会(実施)
4月23日 校友会理事会(実施)
5月16日 短大同窓会(中止)
5月22日 同窓会総会(書面)
5月28日 校友会総会(書面)
6月17日18日 食の支援事業
7月03日 homecoming day
（中止)
7月03日04日 白樺祭(延期)
7月27日29日 食の支援事業
(第２弾校友会後援）
7月16日 貴農同志会総会(中止)
8月03日 食の支援依頼発送
8月05日 酪小獣麦の会コンペ
8月20日 会館看板掛替
8月20日 食の支援協力ｱﾝｹｰﾄ
締切日
8月23日 玄関灯修理作業終了
8月30日/01日大学内でのコロ
ナワクチン接種（１回目）
9月29日/１日 食の支援事業
（第三弾実施）
9月27日/１日 大学内でのコ
ロナワクチン接種（２回目）

左記のスケジュールのように、昨年度に引
き続き今年度もコロナ禍のため、通常のよう
な会議運営が出来ない状況が続いております
ので現況をお知らせいたします。
酪農学園同窓会は役員改選期でもあり、４
月１６日に理事会開催を予定し、ご案内を差
し上げておりましたが、全国各地からの参加
のため、安全を考慮して書面議決に変更させ
ていただきました。今後は理事会書面議決結
果を含めて代議員会での書面議決を実施しま
した。
なお、今年度は通常議案に加えて、役員改
選の歳でした。そのため理事・監事の承認は
書面議決でいただきましたが、会長副会長は
「理事の互選」となっているため、後日新理
事による会長副会長の選任が残されておりま
す。コロナ禍が沈静化した段階で改めて理事
会・代議員会を開催して新会長・副会長を選
任の予定です。当面は現会長代行・副会長に
より事業運営が行われますのでご了承をお願
い申し上げます。

例年と異なることはオリンピック開催に伴う同
窓生出場者への応援やコロナ禍での学生への食の
支援協力が行われました。
詳細は同窓会だよりやHPでもお知らせいたしま
す。コロナ禍で何かと大変な状況下にも関わら
ず、ご協力いただいたＯＢの方々には心よりお礼
を申し上げます。
なお、８月末と９月末に２回の大学内ワクチン
接種が行われ、学生、教職員等が1800名余がワク
チン接種を受けています。
９月末から下火にはなってきましたが、コロナ
禍の沈静化により同窓会開催が待ち望まれている
ところです。

酪農学園同窓会の現況（卒業生数）2021.０4.０1
目次：
最近の話題

２０２０年度
１

同窓会現況等

1

学長就任紹介等

2

食支援事業関連等 3

大学院 計

ＯP応援報告等
編集後記

4

地区支部の設置状況（

）は未設置

１， ６９７名

北海道１区：石狩

３支部（１）(江別)

計

３２，３５３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

２０，８６３名

北海道４区：道北

６支部（１）(留萌1)

６４，４００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
4

累計卒業生数

３０３名

：

関東甲信越地区：１０支部（０）

酪農学校 計
＊９１，５１７名
総合計

１５６，２２０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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学長就任挨拶及び学生支援趣意書
2021年5月25日
酪農学園同窓会
理事・代議員・支部長のみなさま

コロナ禍における学生支援趣意書
酪農学園大学
学長 堂地 修

拝啓 新緑の候、ますますご清祥のこととお慶び申し上げま
す。
日頃より本学の教育研究にご支援、ご協力を賜り厚く御礼申
し上げます。
私は2021年1月26日に学長を拝命いたしました。微力で
ございますが、酪農学園並びに酪農学園大学の発展のために努
めて参りたいと考えておりますので、ご支援、ご協力を賜りま
すようお願い申し上げます。
さて、2020年度は、新型コロナウイルス感染症拡大により
様々な対応が求められましたが、本学では危機対策本部を設置
し、教職員一丸となって対応してまいりました。新型コロナウ
イルスに感染した学生は38名おりましたが、幸い学内での感
染拡大はなく、感染した学生は全員回復し日常生活を取り戻し
ております。
2020年度の授業は、遠隔授業と対面授業を併用して実施い
たしました。この経験を踏まえて、2021年度は感染防止対策
をしっかり行い、学生と教職員の安全を守りながら、可能な限
り対面での授業および実習を増やして実施しております。この
ような取り組みは、随時、メール発信やホームページに掲載
し、学生および保護者の皆様はじめ、関係者にお伝えしており
ます。
2021年度の入学者は、農食環境学群の3学類（循環農学
類、食と健康学類、環境共生学類）において、残念ながら入学
定員を満たすことができず、2011年度に2学群に改組後、最
も厳しい結果となりました。
現在、その原因について鋭意分析をしておりますが、新型コ
ロナウイルス感染症拡大による地元志向の増加などが影響した
ことが大きな要因のひとつであると考えております。また、コ
ロナ禍での入試対策や本学の教育の特色や魅力の発信が十分で
なかったのではないかとの反省の下に、今年度の取り組みを鋭
意進めているところです。
酪農学園同窓会の会員の皆様には、大学運営、特に入学者の
確保について、一層のご支援、ご協力を心よりお願い申し上げ
ます。また、入試広報につきまして忌憚のないご意見をいただ
ければ幸いでございます。
今後とも、酪農学園並びに酪農学園大学の発展に、教職員一
丸となって取り組んで参る所存でございますので、何卒、宜し
くお願い申し上げます。
敬具
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酪農学園大学同窓会
校友会会長小山久一様

平素より酪農学園大学の教育活動にご理解とご協力を賜り、
厚く感謝申し上げます。
時下、全国の大学は新型コロナウイルス感染症の拡大に伴
い、これまで経験のしたことがない厳しい環境に直面してい
ます。
本学では学生の安全を最優先に考えオンライン授業の実施、
パーティションの設置による施設の感染予防対策をするな
ど、このような状況下でも教育を維持するよう教職員が一丸
となって日々取り組んでいます。
昨年度、学修機会の確保のため学生一人に5万円の支援を学
校法人酪農学園の協力を得て行いました。
しかし、学生への影響は学習面や課外活動のみならず日々の
生活面にも現れています。道外出身者が6割を占める本学で
は、保護者からの仕送りや自らのアルバイト収入により生計
を賄っている学生も多数おります。コロナ禍によりアルバイ
ト先の休業による収入減や保護者の家計急変による仕送りの
減少などにより、生活費を切り詰めざる得ない状況となって
います。
今回、このようなことから本学出身の諸先輩の力を借り、新
型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けている学生に食料
を提供する支援を企画したいと考えます。
取組の趣旨にご賛同いただき、今後のさらなる支援の拡大と
継続に、同窓生皆様の厚いご支援とご協力を賜りたくお願い
申し上げます。
記
コロナ禍における本学学生への食糧支援をお願いします。
支援の時期は初回7月末を予定し9月末に2回目、支援対象規
模は各回1 0 0 0名。
同窓生が関わる食品会社や農家などからの食糧(カップめ
ん、レトルト食品、米、野菜など)を大学に集め配布しま
す。
２0 2 1年5月2 7日
酪農学園大学学長
堂地 修
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困窮学生への食の支援事業紹介
食の支援事業

第二弾

開催報告

６月に開催された第一弾「食の支援事業」の継続として、第
二弾が堂地学長からの同窓会への協力要請に基づき、７月２７
日～２９日の３日間、中央館学生ホールを会場にして大学主催
で開催された。
この第二弾は、酪農学園大学と包括的連携協定しているJA道
央の多大な協力により実現しました。学生には一人当たり お米
３ＫＧ、うま豚カレー１、生食ラーメン２ 他が配られまし
た。
あいにくの猛暑の中、７月２６日に支援内容の会場搬入作業
等の事前準備が行われた。搬入された一袋３０ｋｇの１００個
（３トン）のお米は、レジ袋に３ｋｇづつ小分けされ所定の場
所に設置された。搬入作業や詰め替え作業は学長や副学長、学
生支援課等多くの教職員の協力により行われた。
試験期間中でもあり、初日から４００名を超える学生がマイ
バックをもって参加した。「お米は保存がきくので助かりま
す」と一人暮らしの学生からコメントを頂戴した。毎日１１時
～１５時の間に、三密にならないよう工夫しながら、３日間で
９００名を超える学生に参加いただきました。関係者の皆様の
ご協力にお礼を申し上げます。
このあと、第三弾も９月末に予定されていますので同窓生の
皆様にはご協力をお願い申し上げます。
第二弾は大学主催で大学同窓会校友会が後援となり行われま
したが、協定先のJA道央から「うま豚カレー」の一部」や「生
食ラーメン」などを沢山のご寄付いただきました。紙面をお借
りして厚くお礼を申し上げます。会場の様子は以下のとおり。

２０２１年８月吉日
酪農学園同窓生 各位
酪農学園大学同窓会校友会
会長 野 英二
酪農学園同窓会
会長代行 加藤 清雄
一人暮らしの学生等への生活支援事業協力のお願い
平素より同窓会活動にご協力を賜り、厚くお礼を申し上げ
ます。同窓生の皆様におかれましては、コロナ禍に伴う社会情
勢の変化から例年とは異なる日々をお過ごしのことと拝察いた
します。このご案内は石狩圏、後志、空知地方の同窓生農家の
方々に限定して送付させていただいております。
さて、標記につきまして、堂地修大学長より別添の学生支
援協力のお願いがあり、同窓会としてもコロナ禍に伴う学生支
援について、以下の内容で取り組んでいきたいと考え、準備を
進めているところです。この件では第一弾として６月１７日、
１８日の両日、大学生協と学生支援課（後援：学生生活援護
会）が「食糧支援」（お米とレトルト食品等）を１０００名の
一人暮らしの学生等を対象に実施しています。
また第二弾として「ＪA道央」と大学（後援：大学同窓会校友
会）が連携協定に基づき、７月２７日～２９日に困窮学生対象
に実施されました（HPの実施報告を参照下さい）。
つきましては、第三弾は同窓生農家の方々等のご協力をいた
だきながら、同窓会と大学での食糧支援（カレーライス具材）
を下記の内容で進めていく予定です。皆様におかれましても大
変な状況下とは存じますが、困窮学生への応援について、特段
のご協力をお願い申し上げます。
記
１．名称：「食の支援 第三弾 食欲の秋 やっぱ カレーで
しょう！」（仮称）
２．対象学生数：一人暮らし等の困窮学生 約１０００名分
３．必要食糧：学生一人当たり３ｋｇ相当として
２０００ｋｇの農産物（じゃがいも・人参・たまねぎ）と
１０００ｋｇのお米 （不足分はＪＡ道央等へ依頼予定）
４．予算総額：着払い郵送費や農産物代金として １００万円
５．実施時期：９月２９日～１０月１日（農産物到着日９月２
７日～２８日） 会場は大学構内を予定。
６．協力依頼目標：２０ｋｇダンボール ２～５個程度
（実費農産物の請求書を同封願います）
７．主催：酪農学園大学
後援 ： 大学同窓会校友会・酪農学園同窓会
＊ご協力いただける方（じゃがいも・人参・たまねぎ・お米を
栽培の方）は、返信用アンケート用紙(PDF)にご記入のうえ、
８月２０日（金）までにメールかFAXをいただければ幸いで
す。当方より着払用伝票（ヤマト便）をお送りいたします。な
お、農産物をお送りいただく際に内容物の請求書（振込口座先
明記）の同封をお願いします。
＊お問合せ先 〒069-8501 北海道江別市文京台緑町５８２
酪農学園同窓生会館内
酪農学園同窓会事務局
TEL011-386-1196 FAX011-386-5987
e-mail : rg-dosok@rakuno.ac.jp
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〒069-8501
北海道江別市文京台緑町５８２

2020東京オリンピック出場選手の応援報告

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

同窓生お年玉プレゼント企画
「酪農学園だより」のＷＥＢへの媒体移行に伴い、同窓会から
発行している「同窓会だより」「校友会報」関東甲信越地区会
員向け「あるまめーと」は現状どおり郵送することになりまし
た。それは同窓生全員と同窓会を結ぶ双方向メディアとして、
住所の確認やお問合せ、お便り等の機能をなくすことが出来な
いためです。
皆様に読んでいただくために新年の運試しにお年玉プレゼン
トを企画しました。
ルールは予め、単位同窓会（高校・短大・大学大学院）の会
長に当選番号を抽選していただき、その番号とお送りした封筒
表書きの固有番号を照合いただき、一致した同窓生にお年玉プ
レゼントを行うものです。
固有番号は卒業した最終学校の学籍番号から構成されており、
一人一番号となっています。家族連名の場合は、同窓生数分が
印字されています。
当選番号は同窓生千名に一人が当たる確率で選定しています。

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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2020東京オリンピック出場者として、
とわの森三愛高校
2013年度卒 山本智大君（男子バレーボール）、2014年度卒
松本麻祐さん（女子バドミントン）
ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｼﾞｪﾈﾗﾙﾏﾈｰｼﾞｬｰ 矢端信介氏（元教諭）。
とわの森応援団が発足し、副会長に加藤清雄会長代行が就任
しました。同窓会としては激励の横断幕や応援看板設置等に
係る協力を行いました。ソフトボールは見事、金メダルに輝
いています。北海道新聞には矢端マネージャーの功績も記載
されていました。山本選手は貴重なレベロで守備の要として
活躍。松本選手もダブルスの優勝候補。残念ながら結果
としてメダルには届きませんでしたがトップアスリートとし
て後輩達にに大きな影響を与えてくれました。

あ

と

が

き

同窓生の皆様いかがお過ごしでしょうか？
昨年２月からのコロナ禍により、通常どおりの同窓会活動が
出来ないまま、推移しています。酪農学園では１月末に堂地修
新学長(同窓生)の選任、３月末には後援会が解散し、新たに酪
農学園基金が創設されています。
コロナ禍の中、北海道は過去に経験のないぐらいの猛暑に見
舞われ、また高温少雨のため農作物への影響もありました。
上半期において、書面議決での組織承認により会長代行の
下、組織運営が行われています。２回に渡る学生への「食の支
援事業」協力、同窓生オリンピック出場者への応援が行われて
います。下半期では会長副会長の選任が行われておりませんの
で、コロナ禍の沈静化の状況を勘案して、新理事による理事会
開催を進めていきたいと思っております。ご協力をお願い申し
上げます

