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同窓生関連の最近の話題

お年玉プレゼントのお詫び(重要)

お年玉プレゼントのお知らせ
酪農学園の現況（2021年度）

左記のご案内で実施のお年玉プレゼント
について、管理番号の印字ミスにより
８ケタの学籍番号でのご案内となってしま
しました。当方の確認不足もあり、皆様に
ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び
申し上げます。

先に「同窓会だより」でご案内しておりまし
〇酪農学園大学（2021.5.1）
た「お年玉プレゼント」抽選について、当選番
学生数：3,336名
号の再確認をお願いします。
（大学3,268名、大学院68名）
当選番号は１０文字で構成されています。
教職員：332名（教員178名、職員154名）
最初の２文字は管理番号で出身学校により異
〇とわの森三愛高等学校（2021.5.1）
なります。次に８ケタは前に０を付した「学籍
生徒数：1,057名
番号」となっています。
（全日制：普通科779名、
学籍番号は記憶している方々も多いのではと
アグリクリエイト科109名）
思います。
（通信制：普通科148名、
当選された方は２月末までに同封の返信用葉
農食環境学科 21名）
書に当選番号と必要事項をご記入のうえ、返信
教職員：69名（教諭56名 職員13名）
をお願いします。
出来ましたら通信欄に当選コメントや近況報
入試状況（2021年度入試）
告をいただければこの誌面かホームページで紹
〇酪農学園大学
介させていただきますのでよろしくお願いしま
総定員７００名 入学者数６７１名
す。
〇とわの森三愛高校
2022年が皆様にとって明るい一年となりま
総定員３００名 入学者数３５０名
うすようお祈り申し上げますとともに、コロナ
ウィルスの終息と同窓会の再開を願っておりま
す。

今年度の当選者はご案内に記載した３７
名に加えて、学籍番号で一致の５名の方を
加えた４２名に方々といたしました。
１月末にプレゼントを発送しました。発
送をもって当選確認とさせていただきま
す。おめでとうございました。

酪農学園同窓会の現況（卒業生数）2021.０4.０1

同窓会現況
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お年玉ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ等
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役員名簿等

2

最終講義等
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理事会案内
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編集後記他

4

２０２０年度
大学院 計
大 学

計

累計卒業生数

）は未設置

１， ６９７名

北海道１区：石狩

３支部（１）(江別)

３２，３５３名

北海道２区：道央

６支部（２）(空知1)(胆振

短 大 計

９，４８７名

高 校 計

２０，８６３名

合 計 計

６４，４００名

酪農義塾 計

地区支部の設置状況（

３０３名

酪農学校 計
＊９１，５１７名
総合計

１５６，２２０名

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）
Page 1

第６巻 第９号（通号７０号）

同窓会開催報告
同窓会役員(理事・監事)一覧

２０２１年度理事会開催中止のお知らせ
謹啓 新春の候、皆様には益々ご清祥のこととお慶び申し上
げます。平素より当会の運営につきまして、多大なご協力を賜
り厚くお礼申し上げます。
さて、先に１月２１日に理事会開催をお知らせいたしました
が、コロナ感染急拡大やまん延防止措置発令のため、協議の結
果、安全最優先のためご案内の理事会を中止させていただくこ
とになりました。
そのため会長・副会長の選任を含めた今回の議案について
は、整理して４月定例理事会の議案と一緒に審議させていただ
きたいと思いますのでご了承をお願い申し上げます。
また、すでにお返事いただいた理事の方々につきましては、
誠に申し訳ありませんが、キャンセルに伴う旅費交通費の精算
をお願い申し上げます。
（出席予定者には事務局からも連絡させていただきます）

(任期:2021～2023) 2022.1.1現在)
役職名
顧

野村

問

会長代行*

副会長*

敬 具
今後の予定（改めてご案内いたします）
〇２０２２年４月２２日（金）午後２時～
２０２２年度 理事会
（新さっぽろアークシティホテル）
〇２０２２年５月２１日（土）午後３時～
２０２２年度 理事会・代議員会
（新さっぽろアークシティホテル）
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

監

氏

３０名

事 ２名

名

* 未定
所

属

武

大学（獣医１期）卒

加藤 清雄

大学（獣医５期）卒

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

短大(Ⅱｺｰｽ９期)卒(短大同窓会）

岡田

関東甲信越会長(大学酪農２期)卒

勉

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

山﨑 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(普通科６期）卒

野

大学(酪農１１期)卒(校友会会長）

英二

岡本 英竜

大学（酪農２４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

道1地区会長（大学酪農

12期）卒

髙谷富士雄

道2地区会長（大学酪農

７期）卒

都築 信夫

道3地区会長（大学酪農

９期）卒

青木 哲也

道4地区会長（短大Ⅱｺｰｽ ２期）卒

菊地 誠道

道5地区会長（短大Ⅱｺｰｽ ５期）卒

遠藤 秀之

東北地区会長（大学酪農１６期）卒

福山 二仁

関東甲信越副会長(大学獣医３期)卒

藤井 敏夫

中部地区会長（大学酪農

９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

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
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押谷一教授最終講義報告

チカホ de マルシェ 開催概要
２月９日から１３日の間、本学社会連携センター主催の標
記イベントが昨年に引き続き開催された。
EXCによる予告と開催報告は以下のとおり。

１月２４日（月）１２時１５分から１時まで、環境共生学類
資源再利用学研究室所属の押谷一教授のランチタイム・セミ
ナー（最終講義）が本学「C１号館２０１教室」で実施され
た。
あいにくコロナ禍の影響でOn-line(zoom)開催との併用と
なり、会場には一部の学内関係者等が出席して行われた。
セミナーは小林敬教授の司会で進行した。最初に中谷暢丈学
類長が開会挨拶を行い押谷教授への謝意を述べた。押谷教授は
「酪農学園大学とともに幾星霜」との演題で、２３年間の在職
期間のことを３０分弱の時間であったが丁寧に紹介していただ
いた。
PPTにより専攻分野のご紹介や１９９８年採用時のこと、本
学の魅力とともに感じる問題点や地道な政策提言等を含めた学
会や公職、地域貢献等を振り返っていただいた。
採用当時、完成年度が終了まで在職の予定だったとのこと
で、公害の原点でもある黒澤翁の足尾鉱毒事件との関わりやキ
リスト教主義学校の礼拝の存在等で居心地がよくなったとのこ
とでした。
また押谷ゼミ出身者が本学事務系に３名就職していることも
お話しいただきました。
終了後に数名の学内関係者からお礼や激励のメッセージのあ
と、学類と卒業生から花束が贈呈された。お疲れ様でした。今
後のご活躍をお祈り申し上げます。
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「酪農学園チ・カ・ホdeマルシェ 2022」開催のお知らせ
掲載日：２０２２.０２．０７
長引くコロナ禍において、牛乳乳製品の消費が低迷してい
るため、乳業メーカーは長期的に保存が可能なバターや脱脂
粉乳を製造することとなり、在庫を多く抱える現状となって
おります。
こういった状況から少しでも牛乳乳製品の消費拡大に寄与
するために、本学園および卒業生が製造した牛乳乳製品の販
売を中心とした「酪農学園チ・カ・ホ de マルシェ」を開催
します。
※出店者および販売商品は変更になることがあります
【日 時】
2022年２月９日(水)～13日(日) 10:30～18:30（予定）
※商品がなくなり次第終了
【場 所】
札幌駅前通地下広場 憩いの空間
【主 催】
酪農学園社会連携センター
出店者は以下の酪農学園大学と卒業生１８社
・酪農学園大学（江別市）
・株式会社 宇野牧場（天塩町）
・有限会社 山川牧場自然牛乳（七飯町大沼）
・株式会社 アンジュ・ド・フロマージュ（黒松内町）
・株式会社 ジャパチーズ（旭川市）
・白老和牛王国上村牧場 株式会社（白老町）
・有限会社 大熊養鶏場（比布町）
・金丸興業 株式会社（真狩村）
・有限会社 小林牧場（江別市）
・株式会社 オホーツクファーム喜多牧場（紋別市）
・株式会社 長沼あいす（長沼町）
・有限会社 鈴の鳴る道（新冠町）
・有限会社 レークヒル牧場（洞爺湖町）
・有限会社 パインランドデーリィ（興部町）
・有限会社 渡辺体験牧場（弟子屈町）
・株式会社 横市フロマージュ舎（芦別市）
・有限会社 アドナイ（興部町）
・ノースプレインファーム 株式会社（興部町）
・株式会社 トンデンファーム

HP:http://rakuno.org/

〒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.
酪農学園同窓会

２０２２年２月１０日
酪農学園同窓会
理事・監事 各位
酪農学園同窓会
会長代行 加藤 清雄
２０２２年度
酪農学園同窓会理事会のご案内
謹啓 早春の候、皆様には益々ご清祥のこととお慶び申し
上げます。
平素より当会の運営につきまして、多大なご協力を賜り厚く
御礼申し上げます。
さて、理事会等を下記の日程で開催いたしますので、ご出
席頂きたくご案内申し上げます。
なお、地区会長、単位同窓会会長につきましては、コロナ
禍ですが活動概況がありましたら議案書に掲載致しますので
各事務局とご相談のうえ、活動報告(ﾒｰﾙor FAX)を3月末日
までにお知らせいただきたくお願い申し上げます。
敬 具
記
１．日 時：２０２２年４月２２日（金）
午後２時００分より（受付：１時半～）
（学園役員との懇談会は、学外会場のため中止となります）

短期大学同窓会

大学同窓会校友会

３．議 案
１）2021年度事業報告並びに収支決算・監査報告について
２）2021年度単位同窓会・地区支部同窓会活動報告
３）2022年度事業計画並びに収支予算について（案）
４）代議員改選（案）について
５）＊会長・副会長の選任について
６）その他（積み残し課題）
＊審議順序変更の可能性があります。
以

上

＊昨年同様にコロナ禍が収束しない場合は、感染防止から延期さ
せていただきます。延期の場合、予定日１カ月前までは改めてお
知らせいたします。

２．場

所：新さっぽろアークシティホテル
(JR新札幌駅出口傍)
〒004-0052 札幌市厚別区厚別中央２条５丁目６－２
TEL 011-890-2525

酪農学園大学
ブランドマークと
キャッチフレーズ

編集後記
年明け１月１２日～１４日までの大雪は例年にない降雪量と重
たい雪で１週間経っても公共交通機関の遅延等影響を与える結果
を招いています。今年の共通試験受験者は新型コロナウィルス感
染拡大に大雪の余波、加えてトンガ海底火山の噴火による津波等
三重苦の中での試験でした（本学も試験会場）。
また２月６日の道内の大雪による公共交通機関のみだれは数日
続き、コロナ禍や北京五輪等の中で災害級のものでした。現在の
積雪量も例年に比べかなり多くなっています。
今年から始めたお年玉プレゼント抽選も肝心の番号の誤記によ
り照合作業が出来ない状況となり、お詫び申し上げます。
今後も同窓生に喜んでいただけるような誌面作りを模索してい
きますので今後ともご協力をお願い申し上げます。
追伸
「谷山弘行理事長」が昨年１１月３日、秋の叙勲において、「旭
日中綬章」を受賞されました。詳細は同窓会HP慶事欄に掲載して
おりますのでご覧下さい。
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