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同窓会連合会の現況（卒業生数） 

２０１２年度末 累計卒業生数 

 

 大学院 計  １，４８１名 

 大   学 計   ２６，５６１名 

 短 大 計        ９，４８７名 

 高 校 計   １８，５９０名 

 合 計 計   ５６，１１９名 

 酪農義塾 計           ３０３名 

   酪農学校 計    ９２，０００名 

   総合計    １４８，４２２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) 

北海道３区：５支部（２）(後志) 

北海道４区：７支部（４）(宗谷) 

北海道５区：７支部（２） 

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（１）(三重) 

近畿地区： ６支部（２）(滋賀、奈良) 

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（１）(大分) 
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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 

酪農学科ＯＢ木庭健一氏（福岡県八女市）酪

青研 黒澤賞（最優秀賞）受賞！  

 １１月１３日（水）、仙台市において、日本

酪農青年研究連盟主催の第65回日本酪農研究会

～酪農経営コンクール～が、全国の酪農青年約

250名が参加して盛会に開催されました。 

 最優秀賞（黒澤杯）には、大学酪農学部酪農

学科22期卒業の木庭健一さん（福岡県八女市）

が輝きました。木庭さんの経営は、自給飼料の

確保など地域資源を有効に活用して高い収益を実

現していること、人と人とのつながりを大切にし

て、地域の農家がお互いに支えあう｢八女発のミル

クコミニティー｣づくりに取り組んでいること、な

どが高く評価されました。 

 審査員として安宅一夫本学名誉教授も参加しま

した。木庭さんには今後一層の研鑚を期待し、公

益財団法人酪農育英会（理事長仙北富志和）から

育英金が授与されました。 
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九州地区福岡県支部同窓会開催報告 

 １０日（日）午後１時から福岡県春日市クローバープラザで

開催された「酪農学園大学公開講座」の終了後、同会場におい

て、5時30分より酪農学園福岡県支部同窓会が行われた。 

 出席者は２４名で「酪農学園大学公開講座」に出席した干場

信司学長、ＥＸＣ佐々木均所長、奥寺好子主任主事や講演会講

師の堂地修教授や中辻浩喜教授、旭山動物園坂東元園長にも同

席いただいた。同窓会から野村武同窓会連合会会長と浦川が出

席した。 

九州地区地区熊本県支部同窓会開催報告 

 １１日（月）午前11時から熊本県東区のらくのうマザーズに

おいて開催された「第４６回酪農公開講座」の終了後、会場を

中央区の熊本交通センターホテル６階に移して、午後７時００

分より、熊本県支部同窓会が開催された。同窓会には２８名の

同窓生や関係者に出席いただいた。  

北海道地区第3区(道南)地区会開催報告 

 平成２５年１１月１６日（土）午前１１時から、八雲町本町

のまるみ食堂において道南地区総会が出席者１３名で開催され

た。都築信夫道南地区会長よりご挨拶があり、その後事務局か

ら資料確認等報告を行った。昼食をいただきながらの会議で出

席者全員から自己紹介、近況報告をいただいた。 
     

同窓会紹介 活躍する同窓生紹介コーナー（単位同窓会・支部同窓会報告）            
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風声雪語 －野幌だより－ 

 野幌機農高校農業科14期農協科2期同期会開催報告 

  
 野幌機農高等学校農業科第１４期生、農協科第２期生の同期

会（昭和３３年卒業）を平成２５年１０月１６日（水）から１

７日（木）の一泊二日で上川町（層雲峡温泉観光ホテル）にお

いて開催しました。 

酪農学園短期大学第14期同期会開催報告 

 
 さて、去る１０月３０日（木）～３１日（金）に、島根県松

江市千鳥町３０番地「ホテル一畑」において酪農学園短期大学

第１４期生の同窓会を開催しました。 

 当日は、恩師坂本与市先生ご夫妻のご臨席を得て、同期生と

家族総人員１３名の参加でしたが、半世紀振りに再会した皆さ

んもあり、元気な姿に話も弾みました。会場では各人の近況を

報告し、これからの抱負などを話し合いました。 

 

酪農学園高等学校関東甲信越地区合同同窓会報告 

 第12回酪農学園高等学校関東甲信越地区合同同窓会が11月2

日（土）13時から酪農学園東京オフィス（有楽町東京交通会館

11階）を会場として、総勢２０名の出席者で盛大に開催されま

した。学園より、黒畑勝男とわの森三愛高等学校副校長と浅野

政輝とわの森三愛高等学校同窓会会長（同窓会連合会副会長も

兼務）がご出席下さいました。 
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ﾎｯﾄﾆｭｰｽ 創世寮開寮５０周年記念プロジェクト特集            
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第２巻 第２号(通号14号） 

 佐藤幸登さんの司会で進行し、開会の挨拶を長 夏津暉さんが行

い、開会礼拝となった。小林昭博先生の司式により執り進められ

た。前奏、讃美歌（なつかしい３

１２番）、聖書（ルカによる福音

書）ののち奨励「岩を土台とし

て」では、小林先生は寮を岩に譬

えて意義深い説教をしていただき

ました。祈祷、後奏と続き、礼拝

を終了した。  

 開会礼拝終了後、来賓挨拶では

干場信司学長、永幡肇学生部長よ

りお祝いのメッセージを頂戴し

た。特に永幡学生部長は自身が寮

ＯＢであり、寮に対する思いを熱

く語った。  

 来賓紹介では寮母さん始めお世

話になった方々を紹介いただい

た。 ＯＢの方の挨拶では斎藤達夫様、藤井敏夫様、篠原俊介様か

らそれぞれの在寮時代の思い出話等をご紹介いただいた。斎藤さ

んは「創世寮」の名前を、藤井さんは「記念植樹である白樺を」

残してほしいと挨拶した。 現役寮生の大山冬馬元寮長、武内華論

寮長の挨拶ののち、ＶＴＲ上映会が行われ、前田拓也前寮長が紹

介した。その後「酪農讃歌」（黒土）を出席者全員で合唱した。

江崎雄太実行委員より閉会の挨拶が行われ、記念撮影ののち閉会

となった。 

 

創世寮開寮５０周年記念プロ

ジェクト開催報告 第３部 

  第３部は会場をサッポロビー

ル園に移して、北海道らしくジ

ンギスカンでＯＢに楽しんでも

らいました。「酪農讃歌」は盛

り上がりました。  

 午後６時からサッポロビール園にバスで移動して懇親会が開催

された。前田拓也副実行委員長の司会で進行。斎藤達夫氏の乾杯

のご発声で懇親会がスタート。言葉はいらないと思いますので写

真で雰囲気をご覧下さい。久しぶりの旧交を温める機会となり、

閉寮時には再びこうした機会を設けることになりました。 

 最後は、寮恒例の全員で肩を組んでの「酪農讃歌」（黒土）、

伴奏ありもいいですが、やっぱり大声を張り上げての熱唱でした

（会場のみなさん。ゴメンナサイ）。  

 １５０名を超える寮生、ＯＢ、関係者により１１月２３日

（金）の勤労感謝の日に閉寮を前に創世寮５０周年記念事業が

行われた。寮生名簿が不明だったため、ご案内出来なかったＯ

Ｂの皆様には寮生に替わり深くお詫び申し上げます。 

 次回の閉寮時には改めてご案内する予定となっております。

以下に４部構成で行われた今回の５０周年プロジェクトの概要

をお知らせします。第４部は紙面の都合上、同窓会ＨＰでご覧

下さい。 

第１部 「創世寮見学ツアー」報告（創世寮） 

午後１時過ぎ、「ＯＢの皆さん おかえりなさい」の看板に迎え

られて創世寮へ向かうＯＢ達。懐かしい歴代寮長の名札（昔は

こちらの部屋が事務室だった）。 

食堂に集まったＯＢ達。久しぶりに会う方々で顔がわかったり

わからなかったり。寮生名簿や思い出の写真で確認。ほとんど

のＯＢが１０～４０年前にタイムスリップしていた。 

大山冬馬実行委員長（元寮長）から本日のスケジュール等を説

明ののち、朝から特製カレーを作っていただいた厨房の調理員

の方々のご紹介。その後「いた

だきます！」。 

昼食後は「創世寮見学ツアー」

思い思いに自分の育った部屋を

見学。旧棟、新棟を行ったり来

たり。 

資料展示コーナーではなつかし

い資料に感無量。見学ツアーの最後には、屋根の寮生が広げる

寮旗をバックに記念撮影を行い、式典会場の黒澤記念講堂に移

動しました。 

 第２部の記念式典は干場学長や永幡学生部長始め、学生部の

方々や寮関係者をお招きして１５０名を超える出席者によりキ

リスト教形式で開会礼拝をもって始まりました。 

 

第２部 「創世寮開寮５０周年記念式典」報告  
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〒069-8501 

北海道江別市文京台緑町５８２ 

            酪農学園同窓会連合会 

電話 ０１１（３８６）１１９６ 

FAX ０１１（３８６）５９８７ 

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

２００４年～２０１３年（２） 

２００５年度 

全体（地区支部）：８月鹿児島支部設立。 

4月愛媛県支部設立準備会。5月近畿支部同窓会。6月埼玉支部１０

周年記念総会。6月札幌支部総会。8月鹿児島県支部設立総会。８月

雄武町デーリイクラブ同窓会。9月関東同窓会拡大役員会。10月山

梨県支部設立準備会。11月関東・栃木県支部合同同窓会。11月札幌

支部役員会。１月札幌支部・校友会合同新年会。1月関東支部拡大

役員会。1月北信越教育懇談会。2月群馬支部総会。3月青森県支部

総会。3月熊本県酪農学園まきば会研究会。 

高校：6月旧三愛女子高校第22期同窓会。8月高校関東地区合同同窓

会。 

短大：５月短期大学部同窓会平成１７年度総会。5月短大２１期同

窓会。9月短期大学4期同窓会。 

大学4月獣医学科獣医解剖学教室同門会。５月大学同窓会校友会役

員総会。８月雄武町デーリイクラブ同窓会。9月獣医学科１７期２

０周年記念同期会。9月獣医学科９期３０周年記念同期会。9月獣医

学科鹿児島支部総会。１０月獣医学科27期同期会。11月大学・短大

家畜飼料学研究室同窓会。11月獣医学科福島支部同窓会。12月獣医

学科山形支部同窓会。1月農業経済学科現地研究会。1月獣医学科獣

医解剖学教室同門会。1月獣医学科福岡支部同窓会。1月獣医学科神

奈川支部同窓会。2月獣医学科道南支部同窓会。２月酪農学科酪進

会「家畜管理・家畜行動学ゼミ」研修交流会。（同窓会連合会40年

のあゆみより転載） 

HP:http://rakuno.org/ 

         あ と が き 

 11月23日（土）勤労感謝の日は、創世寮感謝の日であった。 

 全国各地から寮ＯＢ70名余が集合した。第一部：昼食に寮名

物カレーをご馳走になり、その後寮見学会、第二部：黒澤記念講

堂での現役寮生や学園関係者等９０名を加えての記念式典、第三

部：サッポロビール園に会場を移動しての懇親会、第四部：創世

寮に戻っての寮宿泊会と第4部に渡るプロジェクトが開催され、

ＯＢ全員が懐かしい寮時代にタイムスリップしていた。 

 創世寮は来年で閉寮になるが、名前を残してほしい。記念植樹

を残してほしい等のＯＢからの切なる願いもあった。 

 「同窓生は宝」という表現があるが、寮ＯＢにとっての宝は、

長い歳月を超えて理解しあえる「青春時代を共に過ごし、時代を

共に生きた友人達」なのかもしれない。と感じさせられる創世寮

50周年記念事業でした。実行委員である寮生達の頑張りに感謝

（Ｕ） 

   

今後の主なスケジュール 

 １２月  

  １日（日）酪農学園大学剣道部九州ＯＢ会（宮崎） 

 １４日（土）農業経済学科現地研究会（仙台） 

  １月 

  ９日（木）緑風会総会・懇親会)（札幌） 

 １８日（土）北海道第五地区帯広支部同窓会（帯広） 

 ２４日（金）同窓会連合会組織財務検討委員会（本学） 

 ２６日（日）近畿地区京都支部総会（京都） 

  ２月 

  １日（土）九州地区沖縄支部総会（那覇） 

  ８日（土）九州地区鹿児島支部総会（鹿児島） 

 １５日（土）関東甲信越地区茨城支部総会（水戸） 

 １５日（土）北海道第五地区標茶支部総会（標茶） 

 

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～no.１１ 
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創世寮開寮50周年記念プロジェクト（酪農讃歌合唱） 

寮生名簿と寮前庭でのＯＢ記念写真 創世寮 


