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高校・短大・大学

同窓生関連の最近の話題
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「食の支援事業」
三愛賞授賞式
ＷEB父母懇談会
online白樺祭
肉製品８期同期会
WEBｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ
ＨCD打合せ
短大四役会議
三役会議

今後の予定
01月21日 理事会（臨時）
04月05日 大学入学式
04月22日 同窓会理事会
04月28日 校友会理事会
05月00日 短大同窓会総会
05月21日 同窓会理事代議員会
05月27日 校友会理事代議員会
07月02日 ﾎｰﾑｶﾐﾝｸﾞﾃﾞｰ
07月02日 大学周年同期会
07月02～03日 白樺祭(大学祭)

コロナウィルス感染者数が減少傾向とな
り、１０月１日から全国的に緊急事態宣言や
まん延防止法の解除となりました。それに伴
い人流は戻りイベントや飲食が徐々に解禁さ
れています。
引き続き警戒する必要性を専門家は説きま
すが経済活動との両立が叫ばれ、「with
Conona」として警戒しながらの生活を余儀
なくされることとなりました。
さて、同窓会も現状を考慮しながら徐々に
再開していく必要性があります。まず、今年
度の役員改選に伴う会長・副会長選任が行わ
れておらず、新理事による理事会招集による
早期の選考が必要となります。
会長代行の意向により選考委員会を設けて
選任を進める予定となっておりますのでご協
力をお願いします。日程は航空券予約の関係
上、2022年1月21日に確定しております。
代議員会招集についてはその後のコロナ感
染状況を勘案して行いたいと思います。

酪農学園の現況（2021年度）
〇酪農学園大学（2021.5.1）
学生数：3,336名
（大学3,268名、大学院68名）
教職員：332名（教員178名、職員154名）
〇とわの森三愛高等学校（2021.5.1）
生徒数：1,057名
（全日制：普通科779名、
アグリクリエイト科109名）
（通信制：普通科148名、
農食環境学科 21名）
教職員：69名（教諭56名 職員13名）
入試状況（2021年度入試）
〇酪農学園大学
総定員７００名 入学者数６７１名
〇とわの森三愛高校
総定員３００名 入学者数３５０名

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

食支援事業関連等

2

単位地区支部等

3

お年玉ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ等

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， ６９７名
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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
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計 計
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：

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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困窮学生への「食の支援」事業紹介
食の支援事業

第三弾

開催報告

７月末に実施した大学校友会後援の食の支援第二弾に引き続
き、９月２９日～１０月１日の三日間、中央館ロビーと学生
ホールの２か所を会場にして「食の支援事業第三弾」が開催さ
れた。
今回は８月初旬から準備を開始し、石狩、空知、後志の農業
自営の方々および宮崎県支部、同窓会役員に呼び掛けて実施さ
れた。
９月２４日、２７日～２８日に支援物資の会場搬入作業等の
事前準備作業が行われた。搬入されたお米や農産物それぞれ約
１トンは留学生を含む学生アルバイトにお願いして１ｋづつレ
ジ袋に小分けされ所定の場所に設置された。
前回好評だったレトルトカレー（う米豚）千食もＪＡ道央から
納入された。その他企業や同窓生からの保存食品も寄せられ、
農産物、レトルトカレー、お米、保存食品等の配布場所が４か
所設けられた。
あいにくコロナワクチン学内接種２回目と重なり、人手が足
りず、７月末の第二弾同様に副学長にご協力をいただきまし
た。毎日１０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１０００名を超える学生に配布することが出来
ました。関係者の皆様のご協力にお礼を申し上げます。
今回は同窓生が生産した今が旬の美味しいじゃがいも（北海
こがね、男爵、メークイン、きたあかり）、や玉葱（札幌
黄）、人参、お米（おぼろづき、ゆめぴりか、ななつぼし）を
沢山お送りいただきました。厚くお礼を申し上げます。会場の
様子は以下のとおりです。
＊ちなみに、今回、「カレー」具材に限定した理由は、保
存がきく農産物であることと、明治期、北海道酪農の発展に寄
与した札幌ビール園で毎月開催の「四日会」での「カレー会
食」にヒントを得ました。
学生からは前回も配布したレトルトカレーが好評でした。ま
たじゃがいも・玉葱・人参のセットを手にして「今晩はカレー
だな｝とささやいていました。
１０００セット用意し、お米が少々残りましたが、ほとんど
用意した農産物やレトルトカレーは無くなりました。
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単位同窓会及び地区支部同窓会
獣医同窓会

2021年度第16回「三愛賞」授賞式報告

１０月８日（金）午後３時から動物医療センター２F会議室を
会場にして、２０２１年度の獣医同窓会主催の第16回「三愛
賞」授賞式がコロナ禍のため学内関係者２０名で開催された。
本年度は同窓生の部の三愛賞は前JICA専門員要田正治氏が受
賞した。本年度は同窓生の部の三愛賞で前JICA専門員要田正治
氏(獣医学科(18期）1984度卆）が受賞した。
教員対象の特別賞は、その主旨として本学獣医学教育および同
窓会の発展に大いに寄与した本学獣医学科・学類現旧教職員を対
象にその功労に報いることを目的としているが、受賞を期にその
教え子達に集まるきっかけを提供するというもう一つの目的があ
る。しかしながら、現コロナ渦ではその機会が作れない情勢と
なっているため、感染症情勢が落ち着くまで本賞の授賞は見送る
事となった。
式は三好健二郎事務局長の司会で進行し、南繁会長から開会挨
拶と講師略歴紹介が行わ
れた。その後、ＪIＣＡ活
動で親交のあった中尾敏
彦前本学教授からお祝い
と講師紹介のスピーチを
頂戴した。続いて南会長
から要田氏に三愛賞およ
び副賞の授賞式が授与さ
れた。
要田氏の受賞理由は、1994 年～2018 年の24年間をJICA
国際協力専門員として畜産分野での国際協力の推進に尽力され、
また、40年以上の長きにわたり国是として取り組む政府開発援
助（ODA）の直接的な担い手として大いに活躍されました。以
上のことから選考委員会としては、氏の畜産分野での国際協力の
推進に対する貢献は、酪農学園大学獣医学科卒業生として誇るべ
き活動であり、三愛賞を授与するに値するものとして推挙すると
のことでした。
要田氏より答礼のご挨拶
があり、本学入学から今日
まで歩みとＪIＣＡで専門員
としての世界各地での活動
内容を詳細にご紹介してい
ただきました。その後、ご
出席いただいた堂地学長か
らもお祝いのスピーチを頂
戴しました。
本来であれば学生に対し
ての講演となるところ、あいにくコロナ禍のため学内関係者での
授賞式となりました。
最後に要田氏を囲んで関係者での集合写真撮影をもって会を終
了しました。
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関東甲信越地区東京都支部文化講座開催報告

１１月２４日（水）上野の東京都美術館に集い、恒例の第
５６回都展鑑賞会として東京都支部主催の文化講座が開催さ
れました。その折には出展された野田修平画伯（短大OB)の
作品（逆境に咲く）を鑑賞し、その後、親睦会を開催しまし
た。野田画伯はこの作品で衆議院議長奨励賞を受賞されまし
た。
当日の参加者は、野田画伯、福山二仁東京都支部長、大津
初司前副会長（群馬）、早田俊輔事務局長（神奈川）、久保
氏、岡田勉地区会長（千葉）、広間善之埼玉県支部長、佐々
木六朗氏、平岡正隆氏、後藤久雄副会長の１０名でした。

牧場の経営力を向上で農林水産大臣賞を受賞

７月１５日（木）に仙台市で開催された、第４９回全国酪
農青年女性酪農発表大会・経営発表の部で菊地武士氏（宮城
県丸森町在住）(短大酪農学科(54期)2004年度卆）が最高位の
農林水産大臣賞を受賞しました。おめでとうございます。
「既存の牛舎で生産倍増計画～遺伝子改良で夢の14,000ｋ
ｇ牛群へ～」と題した研究発表では、有機肥料を活用した資
源循環を実践し、牛に与える飼料の生産を自ら行っているこ
とや、「既存の施設を活用した低コスト生産・高収益の経営
の実現」を目指し、牛群の遺伝子情報の改良により経営力の
向上を実現させたことが高く評価されました。
その結果、飼育している牛は、エサをよく食べ乳量も多く、
病気になりにくくなったことで、就農時に比べて生産額は倍
増しました。
菊地さんは、乳しぼりや仔牛への哺乳体験を通じて、酪農
への理解を深めてもらおうと、子ども会の行事などで地域の
子どもたちを受け入れています。地域との関わりを継続して
酪農の魅力を伝え、「酪農ファン」をたくさん拡げていきた
いと力強く語ってくれました（仙台市在住の同窓生高篠文明
様からた受賞記事を送っていただきましたのでご紹介しまし
た）。

HP:http://rakuno.org/

〒069-8501
北海道江別市文京台緑町５８２

肉製品製造学研究室8期・9期同期会実施報告

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。

令和3年10月23日16時から、新札幌ホテルエミシア札幌にて
開催しました。
酪農学科8期・9期肉製品製造学研究室同期会とし、毎年この
時期に行い、今年で3回目です。
今回の参加者は8期7名・9期4名でした。
5時からの懇親会に鮫島先生をお招きし、懐かしい話に花が咲き
ました。
翌24日は昨年中止となった大学の肉製品の工場を前田先生の
ご配慮で見学できました。
我々の時と違って、機械設備等も充実しており驚きの連続で
した。
なお、次回からは、開催日を10月27日に固定し実施すること
にし、合言葉は「来年まで元気で生きていましょう」で解散し
ました。 （代表幹事 西村 潔巳）

叙勲のお祝い
１１月３日に行われた「秋の叙勲」で酪農学園理事長の谷山
弘行氏（獣医学科1976年(10期)卒）が「旭日中綬章」を受賞さ
れました。 詳細は学園公式HPに掲載されています。
また元佐呂間町長の川根章夫氏（大学酪農学科1969年(7期)
卆）が「旭日双光章」を受賞されました。
おめでとうございます。

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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今年は例年になく根雪の遅い年末となっています。
コロナ感染者数が減少し、警戒レベルが１となり、さまざま
な経済活動や旅行等が再開されつつありますが、一方ではオ
ミクロン株の国内感染防止の水際対策が行われています。感
染の再拡大が起きないことを願うばかりです。
同窓会では役員改選の積み残しである「会長・副会長選
任」にむけて理事会が年明けに開催されます。
いろいろとコロナ禍で協議出来なかった諸々の検討課題も
あります。今までは会長代行の意向もあり、出席者の安全が
確保されまでは会議開催は慎重な対応をとってきました。
今後、沈静化したら通常活動を、再拡大した場合は新たな
方策を講じて同窓会活動を推
進したいと思っております。
２０２２年が皆様にとって
良い年となりますようお祈り
申し上げます。なお、今年か
ら左上面記載のお年玉プレゼ
ントが始まります。新年の運
試しをお願いします。
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