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風声雪語 －野幌だより－ 
   酪農学園同窓会ニュースレター 

１．バーベキューランチ 

 ９月１７日（土）、午前１１時か

ら第２５回を数えるホームカミン

デーが同窓生会館前および黒澤記念

講堂を会場に開催された。 

 会は永田享後援会常務の進行で開

会し、同窓会小山久一会長から歓迎

のメッセージ、竹花一成大学長、貴

農同志会大谷俊昭副会長からそれぞ

れご挨拶を頂戴してのオープニング

となった。  

２．記念礼拝・記念講演会 

 午後からは記念礼拝（物故者追悼）、記念講

演が加藤清雄校友会事務局長の進行で開催され

ました。 

 記念礼拝は、榮忍とわの森三愛高校校長(大学

宗教主任)によって執り行われ、讃美歌合唱のあ

と、聖書「マタイによる福音書５章３８～４８

節」が朗読された。加藤事務局長から物故者の

ご芳名が読み上げられ、物故者追悼が行われ

た。記念講演会に先立ち、谷山弘行理事長から講

演者紹介を含めて謝意の挨拶が述べられた。今回

の講演会は、神奈川県鎌倉市在住の食品科学科２

期生の大橋厳太氏を講師としてお迎えした。「ブ

ランド」をテーマにして、「ハーゲンダッツジャ

パン」生産部マネージャーとして様々な製品開発

上の経験から「ハーデンダッツ」のポリシーやお

いしさの秘密、アイデア等「ブランド」を維持す

るための創意工夫等をご紹介いただいた。   

編集後記 4 
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２０１５年度 累計卒業生数 

 大学院 計  １，５５９名 

 大   学 計   ２８，６８５名 

 短 大 計        ９，４８７名 

 高 校 計   １９，５０９名 

 合 計 計   ５９，２４０名 

 酪農義塾 計           ３０３名 

   酪農学校 計    

  ９２，０００名 

   総合計  

 １５１，５４３名 

地区支部の設置状況（ ）は未設置        

北海道１区：石狩 ３支部（１）(江別) 

北海道２区：道央 ６支部（２）(空知1)(胆振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（１）(島根) 

四国地区：    ４支部（０） 

酪農学園ホームカミングデー報告  



 さらに今後の活動方針として、県内を５地区に分け、

それぞれの地区長を配してその地区を取りまとめていた

だくことになりました。 

 そして、岐阜県は広いので、各地区を持ち回りで同窓

会を開催することが提案されました。 

 引き続き記念撮影の後、近常務理事の乾杯の音頭によ

り懇親会に入りました。全員の自己紹介をして、おおい

に親睦を深めることができました。 

 渡辺峯雄会員の中締めの後、恒例の酪農賛歌を全員で

円陣を組んで斉唱し散会となりました。 

          （文責 岐阜県支部長 岩佐達男） 

 

   

「緑風会」道東支部合同研修会報告 

 10月15日（土）十勝支部北海道帯広農業高等学校を会場

にオホーツク、根釧各支部から会員30名が集い開催しまし

た。 

 開会式での本会長の西田丈夫氏（岩見沢農業高等学校長）

の挨拶に始まり、研修Ⅰ～Ⅲの講演を同窓生として拝聴し研

鑽を積むことができました。 

 研修Ⅰでは酪農学園大学循環農学類教授 堂地 修様から講

演いただき、学生が能動的に且つ、アクティブに研究に取り

組み自ら実践的な能力を身につけさせる教授法やきめ細かな

調査データの収集から分析までの方法についてご教示いただ

きました。 

 研修Ⅱでは、酪農16期の西田丈夫様より長年、北海道農

業教育で培われた実践から酪農学園の同窓生としての熱い想

いを、次代を担う我々に伝えていただきました。 

 さらに、研修Ⅲでは同大学の入試課の赤尾全廣様より、酪

農学園大学の創始者である黒澤酉蔵先生の足跡について

DVDを交えて振り返り、改めて北海道酪農そして私たちの

農業教育に脈々と受け継がれた教えを同窓生として共感する

ことができました。改めて農業教育に向き合う姿勢を正す思

いで拝聴させていただきました。 

 懇談会では講師の先生方も交えて世代を超えた同窓生と十

勝の味覚を前に和やかな晩秋の夜となりました。 

                   (文責 近江 勉） 

 

   

地区支部同窓会・職域OB会 紹介コーナー            
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風声雪語 －野幌だより－ 

 近畿地区兵庫県支部総会報告  

  

 去る９月１１日（日）１３時３０からパレス神戸を会場に

して第３回となる兵庫県支部総会が開催されました。支部会

員は３９名が出席。大学同窓会から小山久一会長、石下真人

教授（講師）、近畿地区から山本浩光支部長、清水顧問、各

府県支部長（４名）に花を添えていただき、終始和やかで大

変盛り上がりました。  

 総会は議長（池内俊久氏）によりスムーズに進行し、議題

として①平成２７年度事業報告、②平成２７年度会計・監査

報告、③平成２８．２９年度役員の承認、④平成２８年度事

業計画の審議が行われた。 

 小河支部長のご挨拶の中で、台風１０号被害についてふ

れ、集まった義援金54,570円は小山会長に預けることになっ

た。 

 講演では本学肉製品製造学研究室 石下真人教授から食肉製

品の製造、安全性、表示、安全安心な食品等について、分か

り易く説明していただきました。また、小山久一同窓会長に

よる講話では黒澤酉蔵先生の歴史について説明されました。 

 記念撮影ののち、懇親会が開催され、小河支部長の挨拶、

小山同窓会長の祝辞につづいて山本近畿支部長の乾杯のご発

声で始まりました。 

 一人ずつ全員が自己紹介、最後は酪農讃歌を肩組んで合

唱、伊南副支部長の一本締めでお開きとなりました。 

              （文責 事務局長 河野雅晴）  

 

中部地区岐阜県支部総会報告 

１０月１５日午後７時からホテルグランヴェール岐山を会場

に総会・懇親会が開催された。出席者は支部会員１５名、本

学から小山久一同窓会長、谷山弘行理事長、近雅宣常務理事

にご出席いただきました。 

 総会は岩佐達男支部長の挨拶に続き、小山同窓会長、谷山

理事長のご挨拶をいただきました。議事に入り、まず支部規

約、さらに役員が承認されました。 



職域ＯＢ会紹介コーナー            
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第４巻 第５号（通号４１号） 

   「緑風会」宮城県(伊達な酪農OB会)総会報告  

 平成2８年9月３日（土）仙台市【かこいや仙台駅前店】を

会場に、平成2８年度緑風会：伊達な酪農OB会、総会並びに

懇親会が開催されました。 

 一昨年度「会員相互の親睦を図り、母校の発展に寄与するこ

と」を目的に発足した、農業関連教職員とＯＢの組織で３年目

を迎えました。 

 当日は、大学より、酪農学園大学 名誉教授(同窓会副会長) 

加藤清雄様と入試部長 桐沢力雄先生に遠路お越し頂き、来賓

２名、会員８名の計１０名の出席で開会いたしました。 

 総会は、遠藤議長のスムーズな議事により、平成２７年度の

事業報告並びに平成２８年度事業・会計予算案が承認されまし

た。また、今年度は役員改選となり、会の設立から、これまで

ご尽力頂きました遠藤会長が顧問へ、新会長には匹田哲弥（現

亘理高等学校教頭）が承認されました。 

 総会後の懇親会は、学園の現状報告や会員各自の近況報告が

ありました。さらに、会場には５年前の東日本大震災で、甚大

な被害があった宮城県農業高校の生徒が栽培した酒米を使用し

て醸造された「宮農復興酒」も用意いただき大いに盛り上がり

ました。改め同窓生の繋がり、絆が大切である事を実感する懇

親会でした。 

 最後に、酪農賛歌を全員で斉唱して閉会しました。今後も母

校に後輩を輩出できるよう努力してまいります。 

（文責 事務局長 千葉 隆） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   「酪小獣」四国研修会報告  

 平成28年9月10日（土） 18時より参加者10名による総会

を愛媛県松山市 リジェール松山にて開催した． 酪農学園大学の

廉澤剛教授より，大学の新しい動物医療センターなどをご紹介

いただいた．総会では，平成27年度収支報告，平成28年度予

算案が承認された． 

 また，酪小獣四国では，獣医師向け講演会と，市民向け講演

会を年2回開催し，特に市民向け講演会では，動物と暮らす幸せ

な社会を創ることを目標とした講演会開催を実施することが確

認された． 

 19時より，酪農学園大学卒業生以外にも声かけをして，アグ

レッシブサージャンになった理由と題した廉澤教授の講演会を

開催した．参加者は20名であった．(文責 代表 入江充洋） 

 

「酪小獣」全国代表者会議報告  

１０月５日（水）午後３時から６時まで大学動物医療センター

を会場に全国酪小獣会議が１４名の関係者で開催されました。  

 報告事項では、１）全国各酪小獣の活動報告が配布資料をも

とに行なわれた。全国組織がほぼ出来つつあるが、各地区での

課題が多いことも紹介された。２）小動物開業後継者優遇制度

設定要望書の提出については 平成29年度入試から3名の枠で検

討されていることが報告された。３）水害被害支援では白樺会

所属の五十嵐さんへの募金を報告。４）玉井副会長から酪大生

ビールの製作経過や売り上げ状況等を報告いただいた。  

 協議事項では、１）全国酪小獣と動物医療センターとの連携

について、病院の先生紹介含めて会報やe-learningも含めて情

報共有の必要性が協議された。２）研修会の開催方法について

（講師派遣含む）は、今後の派遣旅費等の経費負担等について

熱心な議論が行なわれた。３）本会の今後の在り方では、当面

は現状同様に協議会のような形で行なうこととなった。４）未

加入地域では北関東等での広報が語られた。3時間にわたる意見

交換ののちに午後7時半から札幌市内に移動して懇親会が開催 

された。 
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〒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. 

HP:http://rakuno.org/ 

 あ と が き 

 

 短い北海道の秋もあっという間に終わり、あちこちで雪の予

報が流れる季節となりました。 

 今、構内は紅葉した木々が冬に備えての落ち葉の季節へと変

わりつつあります。 

 10月から11月にかけて、左記のとおり、全国各地で毎週のよ

うに同窓会が開催されています。 

 今年は学園役員の改選期の年であり、同窓会推薦の評議員も

大幅に変更になりました。理事に小山久一氏、評議員に小山久

一氏、上村篤正氏、南繁氏（新任）、下田尊久氏（新任）、浅

野政輝氏、黒澤敬三氏（新任）が選出されております。 

 また8月21日には元同窓会長（初代短大同窓会長）の高橋節郎

氏がご逝去されました。謹んでお悔やみ申し上げます。 

 熊本・大分地震被災者への義援募金を同窓会として初めて実

施しましたが皆様のご協力により当初の目的を達成することが

出来ました。お礼申しあげます。 

 現在、同窓会では、47都道府県への同窓会設置を進めており

ます。唯一未設置の島根県支部について昨年から設立準備会を

開催して設置を進めております。今後とも皆様のご協力をいた

だければ幸いです。（U) 

今後の主なスケジュール（ＨＰ参照） 

 

 10月 

  30日（日）  酪小獣九州ブロック診療技術研修会（福岡） 

  30日（日）  酪小獣地塩会総会研修会（名古屋） 

 

１１月 

  04日（金）  道南地区同窓会（酪農公開講座時）（八雲） 

  05日（土）  福島県酪農学園同窓会通常総会（郡山） 

  05日（土）  第51回酪農公開講座（八雲） 

  13日（日）  九州地区熊本県支部総会(熊本） 

  13日（日）  酪小獣中国地区セミナー（岡山） 

  17日（木）  第52回酪農公開講座（松本市） 

  17日（木）  長野支部同窓会（酪農公開講座時）（松本） 

  18日（金）  酪農学園大学公開講座（東京） 

  19日（土）  北海道第3（道南）地区会（八雲） 

  20日（日）  関東甲信越高校合同同窓会（東京） 

  26日（土）  北海道第4地区宗谷支部総会（枝幸） 

  27日（日）  中国地区鳥取県支部総会（倉吉） 

１２月 

  17日（土）  四国地区香川県支部総会（高松） 

同窓会は卒業生を応援します 
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 熊本・大分地震義援募金結果のお知らせ 
 熊本・大分地震の被災者へのお見舞いを目的とし   

 た義援募金は全国各地の同窓生のご協力により 

 総額７６３，９８４円となりました。 

 この募金は11月13日の熊本県支部総会において 

 お見舞金としてお渡しいたします。 

 募金にご協力いただき、心よりお礼申しあげま  

 す。 

「短大Ⅱコース１期生同期会」開催報告 

  去る８月７日（日）午後３時から新さっぽろアークシティホテ

ルを会場に、短大Ⅱコース第１期生同期会が開催されました。 

 今回は先に発刊された『酪農学園短期大学第Ⅱコース２０年の

軌跡「ふみあと」』の発刊祝賀会において集まった１期数人の中

から同期会を要望する声があがり、今回の開催となりました。 

 当日は７８名中１８名の参加となりましたが、５２年ぶりにな

つかしい面々と楽しく過ごすことができ、無事に同窓会を終える

ことができました。（黒氏 勇） 

 

 


