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ＨＰの更新状況から 

 

○北海道では十勝支部

設立総会準備中。 

 

○酪農学園の紹介動画

「建学の心を訪ねて」

他をＨＰで配信中 

 

○「起業家ＯＢの今」 

日本農業賞大賞を本学

ＯＢ永井農場が受賞。 

 

○「酪農讃歌」ＤＶＤ 

ＣＤが完成。 

大学生協等で販売予定 
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同窓会連合会の現況（卒業生数） 

２０１１年 累計卒業生数 

 大学院 計  １，４０９名 

 大   学 計   ２５，１９８名 

 短 大 計        ９，４４４名 

 高 校 計   １８，０７５名 

 合 計 計   ５４，１２６名 

（男子  計   ３３，６５０名） 

（女子  計   ２０，４７６名） 

 酪農義塾 計           ３０３名 

   酪農学校 計    ９２，０００名 

   総合計    １４６，４２９名

  

地区支部の設置状況  （ ）は未設置 

北海道１区：３支部（１）(江別) 

北海道２区：６支部（４）(胆振他) 

北海道３区：５支部（２）(後志他) 

北海道４区：７支部（４）(宗谷他) 

北海道５区：７支部（３）(十勝他) 

東北地区： ６支部（０） 

関東地区：１０支部（０） 

中部地区： ７支部（１）(三重) 

近畿地区： ６支部（３)(滋賀、奈良、和歌山) 

中国地区： ５支部（２）(鳥取、島根) 

四国地区： ４支部（１）(香川) 

九州地区： ８支部（２）(大分、沖縄) 

HP:http://dousoukai.rakuno.org/ 

発行日2012年１月１日（不定期刊） 第1巻 第1号 

風声雪語 －野幌だより－ 
   酪農学園同窓会連合会ニュースレター 

 このニュースレターは、高校・短大・大学の

各同窓会、並びに地区支部の同窓会の情報共有

手段として発行します。 

 日頃よりホームページを補完する媒体の必要

性を感じており、また事業計画にある会報発刊

の意味も含めて企画いたしました。 

 掲載内容は、ホームページに掲載されている

情報も含めて、酪農学園および同窓生に関係す

る情報を網羅的に、かつタイムリーにお伝えし

総会等での話題提供の一助になればと考えてお

ります。 

 予算制約上、電子出版を基本として、必要に

応じて印刷していく予定です。 

 また、四季折々の学園の状況を皆様にご覧い

ただくため、折に触れ、構内写真を掲載してい

きます。 

 最近の話題として、

とわの森三愛高等学校

の２０周年記念式典・

祝賀会が２０１１年９

月３０日(金)に行われ

ました。短大では今年

度の在籍学生の卒業を持って閉校となるため、

閉校記念会を行うべく学内委員会を立ち上げま

した。 

 一昨年行われた短大60周年・大学50周年記念

事業の一環であった「酪農讃歌」建立式が１０

月６日(木)に行われた。この記念碑は短大・大学

の同窓会および同窓生からの多額の寄附により

建てられた。詳細はＨＰをご覧下さい。 

  

編集後記 4 
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大学同窓会校友会より 

 ２０１１年４月からの学部学科改組転換に

伴い、従来の３学部８学科から２学群５学類

となります。８学科独立して構成していた学

科同窓会については、大学同窓会校友会とし

て組織を一元化する方向で協議を進めており

ます。 

 ２０１４年学群学類Ⅰ期生が卒業するまで

の２年間で、今後の校友会組織について各学

科同窓会においてご協議いただきながら取り

進める予定です。卒業生の皆様からもご意見

をお寄せ下さい。 

高校同窓会、短大同窓会より 

第４０回日本農業賞個別経営部門で大賞を

（株）永井農場（長野県）が受賞しました。 

 代表取締役社長の永井進氏は本学附属高等

学校・北海道文理科短期大学卒業のＯＢで

す。心よりお祝い申し上げます。 

 永井さんにはホームカミングデー等の機会

に本学にお越しいただくことを検討しており

ます。なお、受賞の詳

細等は永井農場ＨＰで

ご確認下さい。 

地区支部状況（都道府県別卒業生数2011.6）（住所判明分） 

高校・短大・大学同窓会から 
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風声雪語 －野幌だより－ 

 2011年秋 

   同窓生会館のもみじ 

  

201２年 

   同窓生会館の雪景色 

 

地区名 卒業生数 都府県名 卒業生数 都府県名 卒業生数 

石狩 12,510 青森 469 京都府 350 

渡島 445 岩手 611 大阪府 776 

檜山 152 宮城 541 兵庫 686 

後志 562 秋田 269 奈良 149 

空知 1,692 山形 281 和歌山 91 

上川 1,115 福島 382 烏取 71 

留萌 165 茨城 377 島根 90 

宗谷 389 栃木 442 岡山 201 

網走 1,437 群馬 435 広島 272 

胆振 755 埼玉 752 山口 114 

日高 458 千葉 741 徳島 84 

十勝 1,920 東京都 1,077 香川 76 

釧路 723 神奈川 713 愛媛 152 

根室 670 新潟 333 高知 82 

    富山 130 福岡 335 

    石川 91 佐賀 53 

    福井 66 長崎 99 

    山梨 80 熊本 279 

    長野 401 大分 86 

    岐阜 266 宮崎 122 

    静岡 519 鹿児島 157 

    愛知 771 沖縄 115 

    三重 200 外国 220 

    滋賀 167     

小計 22,993 小計 10,114 小計 4,660  

総合計 37,767 



 本学では、東日本大震災における学生・教職

員のボランティア活動を4月より行っています。   

 石巻市内の沿岸部ではヘドロ等を温床とした

ハエ・蚊の大量発生等による様々な感染症・食

中毒の発生が危惧されており、また乾燥したヘ

ドロは悪臭を放ちながら、粉塵被害をもたらし

ていました。 

   この状況をみて、本学の田村豊教授（獣医Ｏ

Ｂ）（獣医学群食品衛生学）と岩野英知准教授

（獣医ＯＢ）（獣医学群獣医生化学）は、石巻

市からの要請等もあり、研究者側の支援として

プロジェクトを進めることとなりました。教員

総勢20名の「環境アセスメント支援チーム」を

結成。プロジェクトチームでは、復興への支援

活動を長期的にかつ確実に展開するために、

「被災地復興を目的とした環境アセスメント支

援プロジェクトとして」として、三井物産環境

基金2011年度東日本大震災復興助成(第三回募

集分)に応募し、採択を受けました。 

 この活動が現地において非常に心強く、継続

的に酪農学園大学との協力体制を維持したいと

の石巻市からの要望で実現したもので、今後も

調査研究結果の活用や今後のフォローを含めた

復興支援対策に協力していく予定です。 

（学園ＨＰより抜粋転載） 

 

 全地区支部の組織の確立を進めつつ、財政 

面での大きな課題も残っています。 

 単位（高校・短大・大学）同窓会と同窓会

連合会組織の関係についても、再構築する必

要があります。 

 財政基盤の弱い支部における連絡通信費等

での助成は、今後の重要な課題のひとつで

す。また会費制の導入等地区支部が独立運営

出来るようなシステムの構築も進めていく必

要性もあります。 

 

地区支部の設置状況と今後の課題 

 ２００９年の会則改訂を行い、全国を１２

地区７５支部に組織化した。内訳は道内５地

区２９支部、道外７地区４６支部。 

 上記１２地区の会長候補者の選任について

は、北海道１区、３区、東北、関東、近畿、

中国、四国、九州においてほぼ決定しつつあ

る。残り、北海道２区、４区、５区、中部地

区の選出を進める必要があります。支部の設

置状況は１頁に記載してあります。 

酪農学園とぴっく -学園のＨＰより抜粋- 震災関連特集 

同窓会連合会の課題 

活躍する同窓生 -学園ＨＰより抜粋ー 震災関連特集 

「すべての子どもに開かれた未来を約束する国

際社会の形成」に根ざして、国内での支援事業

を開始。救援物資提供・搬送支援、 被災後の子

どものこころのケアの手引きの作成と配布、”

We are with you”（子どもたちの応援メッ

セージカードと文具の配布）プロジェクト、岩

手県大船渡復興活動への支援などの緊急復興支

援を岩手県大船渡(遠野）を拠点として行ってい

ます。 

 4月末から行っている本学の学生ボランティア

活動は、宮城県石巻市と大船渡の二つの地域で

の活動を行っていますが、大船渡での活動は、

ＣＦＪのコーディネイトにより行われていま

す。（学園ＨＰより転載） 

 小林氏は業務の合間、自ら週末を利用して遠

野拠点で被災者支援活動に関わっていました。 

小林毅（特定非営利法人 チャイルド・

ファンド・ジャパン事務局長）氏 講演  

１１月24日（木）黒澤記念講堂において、

Child Fund Japan（ＣＦＪ）事務局長の小林

毅氏（酪農学園短期大学1974年卒業）を招い

て、建学言論の講義と学校礼拝での奨励をいた

だきました。 

 ＣＦＪとは。アジアを中心に子どもたちの健

やかな成長と、地域の自立を目指して国際協力

事業に携わるNGOで、「すべての子どもに開か

れた未来を約束する国際社会の形成」をビジョ

ンに掲げ、「生かし生かされる国際協力を通じ

て、子どもの権利を守ること」を使命に活動し

ています。 

 また、3月11日に起きた東日本大震災では、

Page 3 

第1巻 第1号 

サンプル分類 

希望の塔にかかる虹 

酪農大・被災者の方々と 



〒069-8501 

北海道江別市文京台緑町５８２ 

            酪農学園同窓会連合会 

電話 ０１１（３８６）１１９６ 

FAX ０１１（３８６）５９８７ 

Email: rg-dosok@rakuno.ac.jp. 

 １９７２年～１９８３年（１） 

 １９８５年３月に「同窓会連合会１０年のあゆみ」を発行している。

その年表に、現「酪農同窓会連合会」の呼称を１９７３年１月に採択

し、６月に役員・事務局構成案を発起人会で了承。事務所開設要望書を

理事長に提出。 

 初代会長は敀中西文雄氏。事務局長に敀辻田武作氏が選任。１９７４

年３月 第１回理事会・評議員会を開催。１９７５年、中西会長の東京

転任により第２代会長に副会長であった高橋節郎氏を会長に選任。１９

７７年７月に第１回全国支部長会議を開催。 同年１２月に同窓生会館

建設要望書を理事長に提出（学園創立５０周年の節目の年に現同窓生会

館が開設している）。会館建設に至る同窓生からの募金総額は

23,087,797円と記録されている。( 続く) 

～同窓会連合会発足時の敀佐藤貢理事長の祝辞より抜粋～ 

 一粒の麦が野幌の大地に播かれて以来４０年酪農学園が今日の姿にま

で大きく成長発展したのを見ると感慨深いものがあります。 

 私共は酪農の振興により農村農家の繁栄とひいてはその事が国家の大

きな力となる事を期待し、天与の使命として来た訳であります。 

 酪農学園は本邦唯一の学園といっても所詮は私学であり、悩みも多い

のでありますが、今後は卒業生諸氏と学園関係者一体となって国内的に

は勿論国外的にも名実共に兹ね備えた酪農学園にしなければならぬと考

えております。 

HP:http://dousoukai.rakuno.org/ 

 あとがき 

 時の経つのは早いもので、昨年、事務局の窓から見えるオンコ

（一位）の木に、エゾリスが遊び

に来ていた季節から、気がつくと

一面の銀世界へと変わってしまっ

た。昨年の四月に同窓会担当とい

う業務をお預かりして、１年にな

ろうとしております。９月に同窓

会連合会および大学同窓会校友会

のホームページをリニューアルし、数か月経ちますが、管理者の統

計では固定ユーザーが月５００名弱になったとお聞きしています。

学園だよりでもお知らせしましたが、多くの方にご覧いただきたい

と思います。 

 また同窓生の皆様の声を数多く紹介したいと思いますので、お問

い合わせメールやＦＡＸ、お手紙等で同窓生関連の近況をお寄せい

ただければＨＰや本誌に掲載させていただきます。 （Ｔ．Ｕ） 

 

 

  

  

今後の主なスケジュール 

１月 

１１日（水）緑風会（教員ＯＢ会）総会 

        札幌市：中村屋旅館 18:00～ 

１４日（土）鹿児島県支部 総会 

        鹿児島市：ジェイドガーデンパレス 17:00～ 

２８日（土）十勝支部 設立総会予定 

        帯広市：帯広東急イン 11:00～ 

２月 

３月 

 ３日（土）とわの森三愛高等学校 卒業式 

２１日（水）大学・短期大学部 学位記 授与式 

２２日（木）酪農学園 理事・評議員会 

２３日（金）同窓会連合会理事会（予定） 

 

 

 

 

  

編集後記 

同窓会は卒業生を応援します 

温故知新～同窓会連合会の歴史より～ 
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