
新年のご挨拶
公益財団法人酪農学園後援会 理事長

矢 野 征 男

謹んで新年のお慶びを申しあげます。

皆様のご健勝とご隆盛を心よりお祈り申しあげます。

昨年は、長雨や台風など天候不順に伴う被害を全国各

地で受けました。被災された方々のご苦労に心よりお

見舞いを申しあげますとともに、一日も早い復興をお

祈りいたします。

近年、世界の各地で、水害・山火事・地震と地球が

壊れるような大規模な自然災害が発生し、大きな不安

を覚える一年でした。

さて、世界の政治・経済に目を向けますと、隣国の

核実験・長距離弾道弾の開発脅威、大国の影響力の地

盤沈下と混乱、利己的な国々の台頭、全てが予測不可

能な情勢にあります。経済面を見ますと、拡大が続く

世界経済と金融緩和縮小の継続の影響を受け日経平均

株価はバブル期の高値を超える水準にある。その背景

は、米国や中国の経済の拡大による輸出や海外直接投

資により企業の稼ぎが増えていることによるものとい

えます。しかし、個人所得や消費の伸びは鈍く国内の

景気感に盛り上がりを欠いてもおります。

このような環境は、当法人にも大きな影響を与えて

おります。ご承知のとおり、当法人は皆様からの会費・

寄附金と財産運用益を財源に公益的な助成事業を展開

しておりますが、このような厳しい環境下においては、

財源不足が懸念されます。

このような環境による影響を軽減させるのは、皆様

からの暖かなご支援に頼る以外にありません。

今後も目的に沿った活動に取り組んで参りますので、

ご支援のほど宜しくお願い申しあげます。

最後になりますが、皆様にとって良い年となること

をご祈念申しあげご挨拶と致します。
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とわの森三愛高等学校人工芝サッカー場完成

サッカー場は約８８００平方㍍、LED 照明を設置し
夜間でも利用できる。
サッカー部の活動や体育授業、さらに地域との交
流にも活用される。



写真１．農場赴任時の大学附属農場（１９７６年）

写真２．火災後に再建された大学・短大附属農場
（１９８０～２０１３年解体）
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酪農学園大学副学長 野 英 二

（酪農学科１１期生）

酪農学園に生まれて
酪農学園は１９３３年（昭和８年）に開設した北海道酪

農義塾に始まる。その時、父喜一郎が黒澤酉蔵先生に
招聘され義塾教員として任についた。１９４２年現在地に
野幌機農学校を開設し、寮と農場が一体となった教育
（実学教育）が展開されていた。私は１９５２年生まれで、
その当時、父は第５寮（希望寮：現在酪農学園フィー
ルド教育研究センター IT 牛舎エリア）の寮監をして
おり、家族と共に寮生（高校生）と同じ屋根の下で生
活をしていた。希望寮から巣立った卒業生は五寮会
（希望寮卒業の同窓会）を結成し、２０１５年まで隔年で
会が催された。五寮会のメンバーで最も若い方は１３期
生（昭和３３年卒）であった。母校愛の強さが感じられ
る大先輩の卒業生です。五寮会の度に子供のころから
耳にした言葉が「農民道五則」であった。「農民道五
則」は酪農義塾の教育精神であり、その教育精神が当
時の高校教育にも浸透していたことが感じられる。こ
のような教育内容や卒業生の社会における活躍が、北
海道さらに全国に野幌に機農高等学校ありとの評価を
受け、現在の酪農学園の発展の礎となったと感じられ
る。
１９７６年附属農場専任教員として赴任した（写真１）。
この年は中央農場が廃止になった年であり、大学附属
農場は酪農学園大学・短期大学附属農場となった。キャ
ンパス内には高校附属農場と二つの農場となり、翌年
に大学・短大の牛舎は中央農場２牛舎（旧第三農場・
栄光寮）、教育研究棟は機農高校の自由寮跡に移設し
た。附属高校の農場は中央農場３牛舎（旧第五農場・
希望寮）となった。その後も農場は大きな変遷を経て
酪農学園フィールド教育研究センターとなった。その
中で印象に残ることを紹介する。

大学・短大附属農場牛舎の火災
１９７９年９月４日（火）１５：３０頃大学附属農場牛舎２
階より出火し、成牛舎を焼失した。９月４日は夏季休
暇明けの前学期授業再開２日目の実習時間中であった。

牛舎１階では搾乳の準備中、２階では夏休み中に収穫
した２番牧草の乾草を運搬、収納作業を行っていた。
学生、乳牛には被害が無かったことが何よりも幸いで
あった。牛舎の２階にはその年に収穫した乾草が収納
され、その火災の鎮静化に多くの時間を費やし、多く
の学生や生徒が献身的な労働奉仕をしてくれた。その
学生の行動を顕彰する意から『三愛金庫』が設けられ
た。その趣旨は以下のとおりである。「三愛金庫は昭
和５４年９月４日附属農場火災時における学生諸君の献
身的な協力に対し酪農学園並びに大学・短期大学から
贈られた基金をもって設立した短期貸付金制度である。
この制度は学生の福利厚生を図るとともに、火災時に
示した学生諸君の強い母校愛と相互扶助の精神を永く
記念するものである」。また、牛舎は、多くの卒業生、
酪農学園と接点のある企業などの協力の下にクリスマ
ス前に再建された（写真２）。
牛舎の火災を回顧すると、再建に協力頂いた方々の
学園に対する思いを想像し、いつも胸が熱くなる。

大学・短大附属農場と高校農場との合併
１９８８年酪農学園大学附属農場と附属高校農場（旧機
農高校）が合併した。大学教授会では喧々諤々の議論
となった。農場合併は、高校の赤字経営対策の一環と
して行われた。高校の赤字の主要因の一つが農場とさ
れた。大学教授会では、高校の赤字部門をなぜ大学が
負担しなければならないのか、などの意見が強かった。
これに対し私は、大学の礎は酪農義塾、機農高等学校
であり、それを切り捨てるような学園経営は考えられ
ない。さらに、法人所管の植苗農場も大学農場として
統合した方がよいと主張した。この発言に対し圧力が
あったが、キャンパス内の農場は大学所管となり、実
習教育は高大連携の形で進むことになった。合併は正
解だったか否かは判断できないが、現在の農場は、酪
農学園フィールド教育研究センターとして再編され、
教育・研究に活用されている。
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ハイテクリサーチセンター事業にともなうバイオガス
プラント
大学・短大附属農場は２０１４年に農業・畜産関連施設

を統合し酪農学園フィールド教育研究センター（FE-
DREC）となった。FEDREC は酪農・肉畜・作物生
産の３ステーションで組織され教育（実習）、研究に
利用されている。酪農生産ステーションの施設は１９９９
～２０００年にハイテクリサーチセンター事業で建設され
たものである。その中で最も特徴的な施設は、糞尿循
環研究センター（バイオガスプラント）であり、従来と
は全く異なったメカニズムでの糞尿処理法である。牛
舎から排泄される糞尿（スラリー状態）を発酵タンク
で嫌気発酵させるシステムである。本システムは建設
後１８年を経過し、同様のシステムは道内においても多
くみられるようになった。バイオガスプラント稼働初
期から、発酵最終産物の消化液は本学農場に適するの
かといった意見が多かった。本学農場の土壌の大半は
湿性黄色土（粘土質）であり、保水性、排水性に劣るも
のである。このような土壌に対しての消化液の効果、
特に、土壌改良の有効性に疑問が投げられたのである。
黒澤酉蔵翁は「土―草（作物）―牛」の物質循環農

法を提唱し、また、近代酪農の礎を築いた町村敬貴翁
は「土つくり、草つくり、牛つくり」を酪農経営の基
本としていた。バイオガスプラントが稼働して１８年を
経過した今、本学におけるバイオガスプラントをどう
評価するかが求められている。

農場実習に関して
私は１９７６年に助手として採用された。学科に所属し

ない大学附属農場専任教員であった。大学酪農・農業
経済・獣医学科、短大Ⅰコース（酪農科）計４学科に
必修科目として開講している学内農場実習（酪農実習
Ⅰ：１年）と農家実習（酪農実習Ⅱ：２年）は農場教
員が担当者であった。実習担当教員は大学所属２名、
短大所属２名で、到底４名での実習は不可能であり、
農場技術職員も一丸となって実習に取り組んでいた。
農場は北海道の一般農家とほぼ同規模であり、実際の
酪農経営の中での実習を意識していた。また、農場教
職員全員が「農民道五則」を基本精神に、さらに循環
農法の実践農場における実学教育を意識してのもので
あった。実習の内容は、農場の管理作業に合わせて行っ
た。例えばトウモロコシの播種、除草、収穫（播種か
ら収穫）、コンパクト乾草の収穫（運搬）、明渠排水整
備、手鎌での草刈等々の作業であった。
現在の実習は健土健民入門実習として展開している

が、実習内容は旧来のものと異なり改めての評価が求

められる。特に農家実習は、全学生に開講し、多くの
学生が履修することを期待したが、２０１２年以降の履修
者は減少の途を辿っている。本学の教育上、深刻な問
題である。
短大が閉校になるまで農場実習を担当された名久井
忠先生は、最終講義において実習に対する思いを「種
をまき 命をはぐくみ、収穫の喜びを感じよう。その
ために 泥にまみれ 汗をかけ」のメッセージを学生、
教職員に残された。

酪農学園教育
今年、大学１年生全員共通に開講している酪農学園
教育の中における「建学原論」に関わった。そのテキ
ストに科目担当者として「酪農学園大学生に伝えたい
こと」を記したのでそれを紹介する。
「酪農学園大学では３つのポリシー（教育基本方針：
アドミッション・カリキュラム・ディプロマポリシー）
を策定して教育活動を行っている。つまり、どのよう
な資質の学生を受け入れ、どのような教育課程を編成
して教育しているか、さらに質の高い教養、かつ豊か
な人間性を持った人材を輩出することが３つのポリシー
である。
教育編成では１年次に酪農学園大学生全員が履習す
る基盤教育がある。基盤教育は人文社会科学、自然科
学、保健体育、外国語など、いわゆる一般教養科目が
あるが、最も本学の特色あるものが酪農学園教育に配
されている科目である。授業科目としては全学生が必
修としているものがキリスト教学、健土健民入門実習
および建学原論である。建学原論は酪農学園独自の
『酪農学園学』といえるものである。
なぜ建学原論なのか？建学原論のテキスト『酪農学
園の創立 黒澤酉蔵と建学の精神』の題目のように学
園創立者黒澤酉蔵の生い立ちから学園創立までの歴史
と理念を学ぶものである。シラバスに示したように本
学に入学した学生が、本学園創立の理念と教育方針を
理解することにより、誇りと展望と生きる指針を涵養
する機会となることを期待している。創立者黒澤酉蔵
翁が提唱、また、影響を受けた文言として『三愛主義』、
『健土健民』、『循環農法』、『三健論』、『酪農三徳』、
『農民道五則』・・・などがある。このような創立者
の思想や理念のもとに酪農学園が維持されているので
ある。
酪農学園の前進である北海道酪農義塾の教育精神は
農民道五則とした。農民道五則とは、『農民は誠その
ものたれ、天地の経綸に従え、土地を愛せよ、勤労を
尊び倹約を守れ、一致協力せよ』である。これが本学
園の教育始まりの教育方針である。学生諸君や卒業生
の気質は社会に誇れるものと信じている。その源はこ
の精神にあるといえる。建学原論を通して本学に入学
した皆が学園創立の理念と教育方針を理解し、また、
酪農学園大学としてのアイデンティティを共有し、本
学を卒業したことを誇りに思えるような学生生活を過
ごすことを願っている。」
酪農学園に関わるものは常に「建学の精神」を意識
しながら教育に携わり、社会に貢献し、評価される学
生を世界に送り出すことが酪農学園職員の責務である。写真３．トウモロコシの播種作業
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�細田牧場 細 田 治 憲
（酪農学園大学酪農学科第１期卒）

（公財）酪農学園後援会理事

はじめに
酪農学園創設者黒澤酉蔵翁は終戦後、デンマークを

訪問した際、同じ敗戦国である日本の復興に思いを馳
せ、涙し、人間教育の大切さを実感し、酪農学園建学
の理念をキリスト教に基づく「三愛精神」「健土健民」
として、人材育成を使命とした。私は、短大９期、大
学創期の卒業生であることに誇りを感じ、酪農の道に
導いて頂いた教職員の皆様に感謝しております。

１．母の涙
私の人生を語る時、母の事を話さねばなりません。

母は郵便局長の一人娘で北星学園高等女学校に通い、
英会話、読み書きが出来るハイカラな女学生でした。
洋風の牧場風景に憧れモダンな出納農場に親の反対を
押し切って実習に行きました。その後、恵庭の酪農家
の父と結婚しましたが、１３年後に父は飼っていた種雄
牛の角で突かれ急逝したのです。母３６歳。中学１年の
長男を頭に下は３歳の６人の子供が残され途方にくれ
ました。しかし母は酪農を諦めなかった。
兄が高校３年の卒業間近に「北大に進学したい。先

生が学校推薦で一人だけ入学出来ると言ってくれた」
と話した時、気丈な母が泣きました。後日、下宿先か
ら兄の手紙が届き「ごめんなさい。お母さんの手伝い
をして弟妹全員、大学に進学させてあげたい」と言っ
てくれたのです。

２．実力を身につけなさい
私が短大を卒業する時、地元農協組合長さんから

「営農指導員として採用したい」と話を頂きました。
２年後に酪農学園大学に進学したい旨を伝えると「そ
の時は職員を養成する目的で学費を出しても良い」と
話してくれました。農協に勤め、家の手伝いもして給
料をもらって大学に行かせてもらえる。一石三鳥と思
い、母に話すと「実力も無いのに何が営農指導員だ、
農家の人が気の毒だ。指導員になるなら先ず実力を身
につけなさい！自分の意志で家に帰ってきて兄の経営
を手伝いなさい。大学には行かせてあげるから」と母
は厳しかった。

３．ギャップイヤー制度を想う
編入試験に合格し再び学生になりました。教員免許

資格試験、農業改良普及員資格試験に合格。家畜人工
授精師免許も取得し就職の準備をしました。アルバイ

トも人一倍。友人も多く出来て充実した学生生活でし
た。もし私がストレートで卒業していたら現在の自分
は存在しなかったと思います。振り返ってみると、在
学時代にボランティア活動をしたり、外国に見聞を広
めたり、学費を稼いだり、色々な社会経験をして復学
したので、明確な目的意識を持って充実した学生生活
を過ごせました。その様な観点から考えると閉校になっ
た短大２コースの存在意義は大きかったと思います。
大学の委託実習も同じく有用な教育です。

４．留守番役
私が就職活動を始めた頃「兄をアメリカでの酪農実
習に行かせたい。２年間留守番してあげなさい」と母
は断定的でした。情熱的な兄で私とは仲が良かったの
で違和感なく承諾。先ずは実力を身につけ就職はその
後でいいと思いました。英語が得意だった兄は酪農雑
誌に「アメリカ便り」と称して３ヶ月に一度牧場の様
子や酪農事情、後継者の育成、４Ｈクラブの活動等、
詳しく報告してくれました。斬新で驚くことばかりで
私は次第にアメリカナイズされていきました。
兄の帰国後「酪農実習はタイミングとチャンスだ。
アメリカ酪農に触れたいなら今が一番良い」と進めら
れました。「心の準備が出来るから船で渡米しなさい」
と言われ、横浜から出発し１５日かかって目的地に到着。
アメリカは遠い国でした。

５．兄の急逝・「志」の継承・規模拡大
アメリカで実習中、「兄のお葬式が終わった」との事

実を知らされ腰が抜けました。急性心不全でした。帰国
後、兄が亡くなる日に書いた日記を発見し涙しました。
私が実習した牧場は経産牛２２０頭、総頭数４００頭、土
地所有４００ha の大規模牧場でした。一方、帰宅した我
が家は経産牛１１頭、総頭数２０頭、バケットミルカーの
みが導入された状況であり、規模拡大をしようと決意
しました。我が家から２０㎞位離れた丘陵地で「山林を
売りたい人がいる。購入して木を伐採して草地造成出
来る。恵庭で一番安い土地だから買ってはどうか？」
と兄の親友から声をかけて頂き、借金する事になりま
した。長期低利の制度資金「未墾地取得資金」を借り
山林を購入、伐採、草地造成。「総合資金」も借り施
設増築、増頭。このパターンを何回も繰り返し規模拡
大路線を推進。遂に第２分場３８haの畑が出来、乳牛１６０
頭の規模になったのです。
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細田牧場全景（ドローンによる）

６．時の流れと牧場移転
駅から４㎞離れた我が家の近くを高速道路が開通し、
インターチェンジに近いことから観光牧場開設の目的
で用地買収が始まりましたが、当初は親兄弟に受け継
がれた土地は売らないと断りました。しかし半年以上
経った頃、現在地である由仁町の牧場売却話が出てき
たのです。６０ha あり地続き平坦なので、本場と第２
分場を１つにまとめたらと勧められました。規模拡大
の経緯があったので牧場移転は苦になりませんでした
が、本場と第２分場には数え切れない思い出があり未
練が残りました。酪農仲間やお世話になった方々に恩
返しもせず、移転することに自責の念を深くしました。
振り返ってみると時代の波に便乗し、思う存分羽ばた
く事が出来、全日本ホルスタイン共進会で名誉賞や優
等賞を受賞、最優秀繁殖牧場の栄に浴したり、宇都宮
賞を頂いたり多くの人々に支えて頂き、幸せな牛飼い
人生を送っています。

７．６次産業について
私の娘が「牛小屋のアイス」というアイスクリーム

店を経営しております。６次産業は自分達で生産した
農産物を加工し付加価値販売する事が目的ですが、創
意工夫と努力が必要です。
加工・販売に要する労働力の問題、プロの製造技術

が必要な事、新鮮・安全安心・確実・安値が要求され
る事、立地条件・環境・四季の天候・感情・インター
ネット・マスメディア等に左右される事、リピーター
を大切にする事等、に注意し取り組み、お陰様で人気
を頂いています。

８．大切に思うこと
夢と希望と目標は大きく高く。強い意志と信念を持っ
て一生懸命努力する時、不可能と思われる事でも道が
拓かれ可能性に繋がる。「人生で最も大切な事は勝利
者となる事ではなく、その人が与えられた人生でどれ
だけ努力したかだ」と思っています。
総ては健康が第一。死線を越える様な事故や怪我、
病気等で何回も入院し、身体に一部障害はあるがなん
とか健康で活動出来る事に感謝。
私の夢と希望と目標を側面から支えてくれた家族、
親戚、酪農の先達者、先輩、酪農仲間、友人、指導者、
地域社会、一緒に努力し沢山の汗と涙を流してくれた
研究生総てに感謝です。
酪農の先達者からご教示頂き一番大切にしている事
は「酪農は一人では出来ない」という事です。家族の
協力は勿論の事、“仲間同志の連繋と協調”が無けれ
ばなりません。自分の利害を優先するのでなく、仲間
の為に汗を流す事の出来る奉仕の精神が無ければ成立
しません。仲間と一緒に“自分も共に生きる”という
強さが必要だと思います。これは私を育ててくれた
“恵庭酪農”の原点である。
酪農学園の外郭にアジア酪農交流会というボランティ
アの活動組織があります。３０周年記念事業の一環とし
て北欧３国を視察研修し、またフォーラムでデンマー
ク復興の原点を学びました。私の恩師である原田勇学
園長は、グルンドビー牧師について話された。牧師は、
「神を敬い自分を愛する様に他人を愛し祖国を愛せよ」
と「三愛精神」を提唱。そして数多くの困難や苦難を
経験し辿り着いた結論は「先ず人間であれ！次いでク
リスチャンであれ」と言っている。クリスチャンで無
くても良い。実社会に置き換えて考えれば良い。「次
いで職業人であれ」或いは組織人、技術者、学者、学
生であれ、と考える。その頭に「先ず人間であれ！」
と課題を提起された。晩年、学園長は教職員に「天
（神）に向かって自らを生きる」と話された。映画「レ・
ミゼラブル」で大泥棒が教会の司教の真心と善意に触
れ、天に向かって自らの存在を問い「who am I」と
自問自答し悔い改め更生した。「who am I」同様
「先ず人間であれ！」人生で大変難しい課題を提起し
終わりたいと思います。
Who am I！同様先ず人間であれ！ 人生で大変難

しい課題を提起し終わりたいと思います。

牛小屋のアイス ミドルグロン（デンマーク）洋上風力発電所―地域住民５０％出資
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みなとみらい夢クリニック
培養室長 家 田 祥 子

（酪農学園大学大学院卒）

久しぶりの酪農学園大学
何年ぶりかも忘れるくらい久しぶりに酪農学園大学

の門をくぐりました。私が在籍していた時と校舎の古
さは変わりなく、牛舎の新しさが目につきました。私
は、家畜繁殖学ゼミに所属しており、堂地修先生の厳
しい指導を受け社会へ飛び立ちました。酪農学部から
は珍しく医療関係の職につきましたが、その当時は大
変悩みました。畜産の現場で仕事をしたい！と願い研
究を続けてきましたが、進んだのは医療現場。大学院
まで進んだ私の研究はウシの受精卵を扱うものでした。
実際に卵子や精子で体外受精をし、受精卵移植をして
受胎した時の感動は今でも忘れません。「命ができる、
命が繋がる」それを実感したのは大学時代であり、
「命をつくるものの使命」を教えてくれたのは家畜繁
殖学ゼミでした。それが功を奏したのか、ウシの命で
はなくヒトの命を自らつくる職に就くことになりまし
た。医療現場というのはかなり厳しいもので「１００％
が当たり前、次があると思うな」という環境を社会人
１年目から目の当たりにしました。しかし、私は家畜
繁殖学ゼミで同じような教育を受けていたので抵抗は
なく、むしろ何を当然のことを言っているの？と思っ
ていました。大学を卒業して何年も経ちますが、自分
の社会人１年目と今の社会人１年目ではちょっと変わっ
たのかなと感じることも正直あります。これは育って
きた環境なのか、もしくは大学生活で培われてきたも
のなのかはわかりませんが、大学での知識習得は当然
のことですがメンタル面の指導も非常に大事だと思っ
ています。久しぶりに行った大学は何だか静かで、活
気があったのは生協だけでした。学生も何だか物静か
で「良い子」が多いなと感じました。毎年多くの就職
希望者が履歴書を送ってきます。とある病院の話です
が、書類審査で大学名をすぐ見るというところがある
そうです。これは偏差値が高い大学かを確認している

のではなく、過去に入社した先輩を見て良い人材が多
い出身大学は失敗がないだろうからその大学を中心に
入れようと思われるそうです。本来なら大学で選ばれ
るのではなく、個人の性格や能力を認めてもらい入社
できるものなのに、やはり雇う側も大学教育を重要視
していると感じます。選挙権がある１８歳は子供ではあ
りません。時には突き放し自ら考える力をつけてもら
う、そして自立できる学生に育てる、これが今大学教
育に必要なことでもあるのかなと感じます。

胚培養士という仕事
今日本では不妊で子供ができないカップルは約５組
に１組とも言われています。日本産科婦人科学会が公
表した最新のデータでは、日本で行われた体外受精の
治療周期総数は４２万４１５１回と世界で一番体外受精を行っ
ており、総出生児の約１９人に１人は体外受精児である
と言われています。ヒトの不妊治療の世界では、体外
受精や顕微授精、受精卵の移植といった技術のことを
生殖補助医療技術と言い、それを行う技術者を胚培養
士と言います。私がクリニックに入社した頃は胚培養
士の知名度はかなり低かったと思います。最近では、
不妊治療をいう言葉がマスコミやネットなどでよく取
り上げられるようになってきたため、胚培養士になり
たいという学生も増えてきました。胚培養士養成講座
を増設している大学もできているので、これからはもっ
と目にすることが多くなるのではないかと思います。
ただ、胚培養士はまだ国家資格化されておらず学会が
認定した資格になっています。海外では、胚培養士と
いう専門職をかなり重要視しているのですが日本まだ
まだ発展途上です。それもこれからの大きな課題であ
ると言えます。胚培養士になりたいという夢を持って
医療機関に入職する学生は増えてきてはいるのですが、
１～２年で退職することも少なくないようです。医療

純度の高いクリンルームで受精卵を扱っています。
今、スタッフは２０名です。

ヒト卵子に顕微授精をしている写真です。技術習得
までには何年もかかります。
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現場は厳しい、プレッシャーが大きいなど精神面でつ
いていけないことが多く、このような現実も長年この
世界で働いている私の解決しなければならない問題だ
と思っています。新人の意識改革をしなくてはならな
いのか、それとも我々ベテランが退職しないような工
夫をもっとすべきなのか、これは学会のシンポジウム
のテーマにもなっています。女性の社会的地位の安定、
晩婚化などで治療を受ける患者の年齢は年々上昇して
います。体外受精の技術は高度になり、あらゆる方法
を取り入れて、妊娠率や出産率を上げる工夫を行って
いますが、やはり高年齢という現実にはなかなか勝て
ません。これは、患者を責めるのではなく日本の社会
がもっと現実として不妊症という症状を受けとめた方
が良いと感じることが多々あります。最近では、高校
生や大学生にもっと不妊症について知ってもらうこと
がまずは肝心であると考えて講演会などを開いていま
す。若いうちから知識や認識を持ってもらうことで、
結婚や出産するタイミングを考慮するようになると思
うのです。酪農学園大学も女子学生が多くなり、大学
を卒業してからもバリバリと働きたいという方が大半
だと思います。そのような女性が多いのは非常に素晴
らしいことですし、卒業生の私からしても誇りです。
ただ、不妊症というリスクもあることを忘れないで欲
しいと思います。動物（畜産）の世界では体外受精は
当たり前のように行われていますが、長年ヒトの医療
の世界では安全性や倫理の面からなかなか患者も踏み
込めないものでした。しかし、嬉しいことに２０１０年に
ロバート・エドワーズ博士が世界で初めて体外受精児
を誕生させた功績をたたえられ、ノーベル医学生理学
賞に輝きました。それも不妊治療、体外受精の大きな
転機になったのではないかと思います。われわれ胚培
養士にとっても大変名誉であり感動したのを忘れませ
ん。エドワーズ博士は医師ではありません。体外受精
に関する基礎研究を行っていた研究者でした。いわゆ
る胚培養士でもあるというわけです。このノーベル賞
の受賞により、体外受精の安全性については認められ
てはきましたが、倫理面に関しては、技術が進めば進
むほど「どこまでやって良いのか」のラインがわから
なくなっているような気がします。これは日本だけで
はなく世界でも同じだと思います。卵子提供、精子提
供、代理母、産み分けなどそもそも遺伝子まで変えて
しまうのかと思うような治療もあり、我々胚培養士も

時代に流されるのではなく、きちんとした知識、信念
そして倫理感を持って技術提供をし、患者と向き合わ
なくてはなりません。「健土健民」は酪農学園大学に
在籍し卒業した者は絶対に覚えておかなくてはならな
い言葉です。「人が健康であるためには土が健康ある
こと。健康な土は健康な精神をもつものによって維持
される」これは何にでも通ずるものだと思います。精
神と土台（源）は大切であり、必要不可欠です。不妊
治療を受ける患者も元気な精神を持つこと、胚培養士
も一本筋を持った精神を持つこと・・・忘れてはいけ
ません。

酪農学園大学に在籍している学生、そして飛び立つ学生へ
今のところ「胚培養士」を目指す酪農学園大学卒業
生は非常に少ないです。正直寂しいですが、もっと胚
培養士という職業が浸透してきたら多くの後輩たちが
この世界で頑張ってくれると希望を持っています。酪
農学園大学に在学している時は大学の良さや魅力にな
かなか気づかないものです。私は卒業してから「酪農
学園大学に行って良かったな」と思うようになりまし
た。今までに色々な大学へお邪魔してきましたが、狭
い敷地の中の窮屈なキャンパスを見るたびに「酪農学
園大学は素晴らしいな」と感動しています。あんなに
広々とした敷地でのびのびとしたキャンパス、恵まれ
ています。広さなんてあまり関係ないと思っていまし
たが、やはりのびのびとしたキャンパスというのは心
にゆとりもできると思います。それから、今の大学は
どのようなスタンスで教育を行っているのか正直わか
りませんが、『現場』を意識した教育は大変重要であ
ると思います。酪農学園大学は他大学よりも現場重視
の教育を行っているのではないでしょうか。酪農でも
獣医でも医療でも最後は現場で力を発揮するものです。
知識はすごく大切です。もちろん知識を身に着けるこ
とは前提として、その知識を技術に活かして現場で発
揮する・・・これがなかなかできないものです。大学
教育として、『現場』で実践できる学生を育てること
も忘れないで欲しいと思っています。酪農学園大学の
学生のみなさんに言いたいことは、「妥協しない。本
当にやりたいことを見つける。そして極める。」この
気持ちを持って社会で活躍して欲しいと願っています。

クリニックのみんなで交流することも大切なお仕事
です。年に何回か学会に参加して研究成果を発表しています。
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平井動物病院院長 平 井 敏 雄

（獣医科１２期生）

還暦を過ぎて酪農学園大学を想う
昭和３９年に酪農学園大学に獣医学科が開設された。
黒澤酉蔵学園長は、「我が国の酪農を発展させるため
に酪農民と共に歩み、酪農を愛する獣医師が是非とも
必要である。それを実現するのは健土健民を教育理念
とする酪農学園大学以外にない」と言って信念を通し
文部省を動かし、第一歩を踏み出した。
それから、１１年後、昭和５０年獣医科１２期生として私

は兵庫県姫路市から９０cc のバイクにまたがって酪農
学園大学に入学した。
開設当初の建物や設備は貧弱であったこと、開設翌

年の４月に黒澤亮助先生の招聘で沼田芳明先生が着任
したこと、スタッフも少なく、満足な設備器具もない
中で困難をきわめたこと、そんな状況の中でも優れた
教育成果を上げようとした気概を皆が持っていたこと
など、この新設された獣医学科に夢と希望をかけた強
い思いを知ることとなった。そうした中で、黒沢亮介
先生は学生に創設時の状況を「諸君らは世の中の反対
の中に生まれた。世の中に出たって、先輩もいなけりゃ、
快く受け入れてくれる人もいない。言い換えればメカ
ケの子だ。それでも世に出たら立派に生きて行かなけ
ればならない。人一倍努力しなければだめだ。だから、
我々もなんとか良い成績を上げたいとずっと努力をし
てきた」とこんこんと話された。
黒澤酉蔵先生は「人生には『出会い』というものが

あって、それがその人間の一生を支配してしまうこと
がよくある。私もまた青春時代に、一つの偉大な人格
に出会って、私の一生が決まってしまった」と述べら
れている。１２期生で大学院に進み研究を続け大学教授
となった学生が多いのも、この頃の出会いにより一生
を決めたのだろう。ただ、なかには出来の悪い学生が
いて大自然の酪農学園でぽつんと青春を謳歌していた。
そのうちの一人である私は、獣医外科学の追試や再試
の前夜にもかかわらず沼田先生とお酒を飲んだ。私の
将来を心配しての事だった。後日最終試験の答案が戻っ
てきた。６４点の採点用紙に赤ペンで多数訂正され「キ
リストになった気持ちで合格とした」と書かれていた。
沼田先生に教わったのは、動物を治すためには畜主

に信用されること、理解してもらうこと、なによりも
「誠実」であることでした。そして「酒」も。
私が最もお世話になった高橋清志先生は、昭和５２年

９月カナダのアルバータ大学に留学された。先生がお
られる間に遊びに行くことを約束した私は、翌年３月
カナダに向かった。アルバータ大学はカナダ５大学一
と云われ、学生、研究者、教授、住民のための環境が
整っていた。図書館は深夜まで開放され最上階にはBar
もあった。先生は「図書館の機械に名前を入れると自
分の学術論文が出てくるんだ」と自慢げに箱を操作し
た。今想うに、あれはコンピューターだったんだろう。
４０年ほど前の話である。遊びの予定が、日中は先生の
蹄葉炎の研究の手伝いとなった。先生に見込まれると
徹底して研究の助手に使われるという外科学教室の伝
説があった。それは事実であった。また、先生は帯畜
大柔道部の主力メンバーとして活躍していたこともあ
り、アルバータ大学の JUDO クラブでも部活をして
いた。「平井くん、柔道やってたらしいなぁ」の一言
で部活も手伝うことになり、着いて５日後レスブリッ
チにおいて開催されるアルバータ州 JUDO 大会にア
ルバータ大学の一員としてエントリーすることになっ
た。なんでやねん。大会のレベルは日本の普通の高校
生程度だったので何とか勝てた。また、日本から柔道
家が来たとアナウンスされカナダのオリンピック代表
選手とエキシビションマッチをする事になったのには、
まいった。５００km 離れたエドモントンにバンで戻る
車中「オファがいっぱいきたぞ。平井君、強かったなぁ」
と、４年間で先生に褒められたのはこの時だけであった。

無事卒業し開業へ
昭和５４年無事卒業した。辛かったが感謝しかない３
年間の代診時代を終え、５７年に地元姫路市で平井動物
病院を開業することとなった。小さなテナントを借り
て内装、間仕切り、物置の暗室、ケージ等を自分で手

アルバーター州柔道大会が終わってエドモントンに帰る車中で
高橋先生「お前強かったなぁ」と

外科学最終試験の答案用紙に赤ペンで
沼田先生が書かれた文章

後後 援援 会会 会会 報報 平平成成３３００年年１１月月１１５５日日 第第１１１１３３号号



がけた。当初、朝は市場でアルバイトをして生活をし
のいだ。３年間頑張って食えなかったら辞めようと思っ
ていたが、幸いにして現在も継続している。

第１２回世界マスターズ柔道モントリオール大会「銀」
ある日、急用があり少し走った。愕然とした。すぐ

に息が上がってしまったのだ。忙しさのあまり暴飲暴
食が続いたりして、体は健民ではなくなっていた。２９
歳の時にGYMに通った。当時では珍しくフリーウェ
イトが揃ったところでウエイトトレーニングの基本を
仕込まれた。始めて２ヶ月がたったころ体形が変わり、
そこからのめり込んでしまった。体をつくるノウハウ
を学んだことで、どのスポーツに挑戦するにも活かす
ことができた。また、近年、科学トレーニングの発達、
サプリメントの充実で選手寿命が延びたのが幸いした。
４２歳で体が動くうちにと２４年ぶりに柔道を再開し、平
成１９年の第４回日本マスターズ柔道大会で優勝できた。
マスターズといえど長年柔道に関わってこられた人が
多数参加する大会である。柔道着の胸には警視庁、実
業団名、有名大学名、県警、と刺�されていた。私の
裾には金糸で健土健民と刺�してある。次は世界チャ
ンピオンを目指した。平成２２年第１２回世界マスターズ
柔道モントリオール大会で準優勝した。ここで、なに
よりも驚いたのは決勝のブラジル選手の柔道スタイル
が日本では見られなくなった高専柔道であったことだ。
寝技中心の技術が日本の裏側で脈々と進化して継承さ
れていた。世界では嘉納治五郎の講道館柔道が教育、
文化として各地で根付いている。同じように、酪大生
が海外に指導に出かけ、世界でまいた健土健民の魂も

きっと世界で育っているんだろう。

京都醍醐寺五大力さん力餅奉納
毎年２月２３日、「五大力さん」として親しまれてい

る仁王会式の大法要が京都醍醐寺で営まれます。前行
として延べ千人以上の僧侶が祈祷祈願を行い、この日
限定のお札「御影」を求めて十数万人の参拝者が訪れ
ます。この世界遺産醍醐寺金堂の前の特設舞台で１５０
kg の鏡餅を持ち上げ、その時間を競う力餅奉納が行
われ、その力を奉納し無病息災身体堅固を祈ります。
全国の力自慢の憧れで、最高峰と言われています。と
いうのも、体が大きい、力が強いだけでは横綱にはな
れないのです。日本ストロンゲストマンチャンピオン
は腕の力が強いので軽く持ち上げますが、腕力のみで
１５０kgは３０秒しかもたないでしょう。体の大きい力士
が挑戦しましたが、腹が邪魔して餅の台座に足を潜り
こめず持ち上げてひっくり返りました。持ち上げる力
と、技術、数分耐える精神力、まさしく心技体が揃わ
ないと優勝できません。逆に私でも努力すればチャン
スがあるのです。１５０kgを一回の挑戦で上げるために
は１７０kg を確実に上げる力がいります。そこで１７０kg
の練習台を庭に作りました。禅の精神も学び、技術的
には体の軸を立てるフォームを磨いて、重さに耐える
ため体重も増やしました。２月に入ってから毎日１７０
kgを５分間上げました。倒れたら大怪我です。
迎えた平成２９年２月２３日、完全アウェーの中、私の
出番がきた。僧侶の「上がりました！」でスタート。
３０秒ごとに「頑張れ、頑張れ」と掛け声がはいります。
４分経過時にざわめきがおこり、前半の記録を抜く５
分経過にはウオゥーという驚き、ここで落としたり、
倒れると失格になります。残りの力と、おやじの雄叫
びと共に元の位置へ。「只今のご奉納時間、５分１９秒！」
大拍手と大声援がおこり、一躍トップに躍り出ました。
膝が笑って這って舞台から降りたら、友人は泣いてい
ました。知らないおばあさんが、「生き仏さん」と拝
んでいました。向上心をもって努力すれば人は幾つに
なっても進化する。マスターズの精神をこの大舞台で
ご披露することができました。
６１歳１ヶ月の歴代最高齢横綱の誕生となりました。
歳を取っても諦めずに頑張っている私の姿が、同世代
の同窓生の励みになれば幸いです。

読売新聞地方版に載った
世界マスターズ柔道銀の記事 五大力さん力餅奉納当日の雄姿
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２９年１１月１５日（水）札幌市において、日本酪農研究連盟主催の第６９回日本酪農研究会が開催され、最優秀賞（黒
澤賞）に北海道標茶町の原田敦氏が受賞した。

未来へ思いをつなげるために
先輩達の研究会において、とわの森三愛高等学校アグリクリエイト科機農コースの生徒さんが、普段の活動の
中で黒澤酉蔵翁の思いをどのように受け継いでいるか、また今後自分の将来にどのように繋げていくかを発表した。

黒澤酉蔵からのメッセージ「心田を耕せ」と題して講演
日本酪農青年研究会７０周年記念大会において、酪農学園後援会が発刊した「心田を耕せ」に記されて
いる黒澤酉蔵翁の人となり、日本酪農への思い、「思いを受け継ぐ」ものの責務等々、編集者でもある
学校法人酪農学園学園長 仙北富志和先生による特別講演が行われた。

紙面の都合から発表詳細について紹介できませんが、発表を聞いた会場から良い発表だったと高い評価を受けていた。
会場からの質問に、「お答え致します」と速答する姿が特に印象的であった。

最優秀賞授賞者 原田 敦 氏
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☆短期大学卒業生

☆機農・附属高校卒業生

☆三愛女子・とわの森三愛高校卒業生

☆大学・大学院在校生父母

☆とわの森三愛高校在校生父母

寄 附 金
☆会社・農業団体
ＤＳファーマアニマルヘルス㈱、ホクレン農協連、㈱ＨＢＡ、（一社）生物科学安全研究所、（一社）水源地環境
センター、東亜薬品工業㈱、クニミネ工業㈱、日本全薬工業㈱、きたみらい農協、北海道厚生農協連、ＭＦフィー
ド㈱、㈱カネカ、ゾエティスジャパン㈱、日本製紙㈱、（一社）ジェネティクス北海道

☆団体・個人

短大９期同窓会、酪小獣麦の会

☆獣医支援募金寄附

高信化学㈱、曲堀幸和産業㈱
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