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〇地区支部同窓会関連 
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同窓会連合会の現況（卒業生）

２０１３年度 累計卒業生数 

 

 大学院 計  １，５１０名 

 大   学 計   ２７，２２３名 

 短 大 計        ９，４８７名 

 高 校 計   １８，９３９名 

 合 計 計   ５７，１５９名 

 酪農義塾 計           ３０３名 

   酪農学校 計    ９２，０００名 

   総合計    １４９，４６２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)(01/24) 

北海道３区：５支部（２）(後志) 

北海道４区：７支部（４） 

北海道５区：８支部（２）  ２９支部（13) 

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（１）(滋賀) 

中国地区： ５支部（１）(島根) 

四国地区： ４支部（０） 

九州地区： ８支部（１）(大分) ４６支部（3) 
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発行日2014年１１月１３日(不定期) 第２巻 第９号（通号２１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 

獣医学科５０周年記念講演会 祝賀会 

 去る10月17日（金）午後1時から黒澤記念講

堂を会場に標記の記念講演会が開催された。会

場には獣医学類学生や同窓生、学内関係者でほ

ぼ満席に近い600名が集まった。講演者は昨年 

 

度、本学を退職された名誉教授の加藤清雄先生

（獣医５期）とオハイオ州立大学名誉教授の山口

守先生。また18時30分から新札幌のホテルエミ

シアに会場を移し、教職員、卒業生、学園関係者

175名が参加して記念祝賀会が開催された。      

編集後記 4 
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四国地区香川県支部設立総会  

 
 １１月３日（月）１１時から高松市内リーガホテルゼス
ト高松４階パールにおいて、香川県支部設立総会に先立ち、
四国地区の支部長（関係者含む）会議も開催され、香川県も
含めて四国４県にすべて支部が設立するため、地区会則や役
員について審議され、明年に四国地区の持ち回りでの地区総
会開催も確認された。 
 正午から同会場の３階ダイアモンドにおいて四国地区香川
県支部設立総会が開催された。設立総会には同窓生、学園関
係者、四国地区役員等３２名が出席した。学園からは福山二
仁常務理事、同窓会連合会から野村武会長、浦川が出席し
た。 
 設立総会では議長には藤井傳也氏（獣医５３）を選出して
議事審議が行われた。１号議案は支部会則について諮られ原
案を承認した。２号議案の支部役員については提案され、以
下の方々が役員に就任した。支部長：河田裕司郎氏。副支部
長に藤井傳也氏、入江充洋氏、上村知子氏、赤松龍氏、事務
局長には上村知子氏、監事には光野貴文氏、小西康弘氏がそ
れぞれ就任した。その他のあと、藤井議長が退任して議事を
終了した。  

   
中国地区鳥取県支部設立総会 

  ２０１４年１１月９日（日）午後７時から鳥取県倉吉市

市内の倉吉シティホテルにおいて、中国地区鳥取県支部設立

総会が２５名の同窓生、学園関係者で開催された。 

 まず門脇文生氏の司会進行によりスタートし、開会にあた

り設立世話人代表の石賀隆好氏から設立経過を含めて挨拶が

行われた。 総会は議長選任が行われ、石賀氏を議長に選任

し、書記には石賀氏の指名で田中氏が選ばれた。 議案で
は、第１号議案として鳥取県支部会則（案）が提案され、

拍手で承認された。第２号号議案では支部役員（案）が提案

され、原案通り承認された。 

 支部長には石賀隆好氏（獣医ｓ５０）、副支部長には野田

年仁氏（酪農ｓ４７）、田中徳行（短大ｈ９）、事務局長に

門脇文生氏（獣医ｓ６０）、監事に中原 總氏、岡崎純一氏

がそれぞれ選出された。 

地区支部設立総会 紹介コーナー            
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 近畿地区兵庫県支部設立総会  

 １０月１９日（日）１０：３０から神戸市本町地区にある

「パレス神戸」を会場にして、同窓会連合会近畿地区兵庫県

支部の設立総会並びに懇親会が５４名の出席者により開催さ

れた。本学からは仙北富志和学園長、榮忍高校長、野村武同

窓会連合会会長、浦川が出席した。近畿地区から大阪府支部

長 吉田文三氏、奈良県支部長 梶山佳秀氏、京都府支部長代

理 永福裕一氏が出席した。 設立総会では、長濱伸也氏を議

長に選出し、兵庫支部会則（案）が承認された。会則を基に

した支部役員（案）が承認された。支部長には小河晴夫氏

（獣医OB）が選任され、役員を代表して就任挨拶が行われ

た。副支部長に山取洋彦氏（獣医OB）、伊南晉一氏（酪農

OB）、事務局長に河野雅晴氏（農経OB）がそれぞれ就任し

た。次に平成２６年度事業計画が承認された。また平成２７

年度総会は１１月１５日（日）を予定日とした。 

   中部地区三重県支部設立総会 

  ２０１４年１１月１日（土）午後４時から三重県津市内の

プラザ洞津（公務員共済施設）において、中部地区三重県支

部の設立総会が２５名の同窓生、学園関係者で開催された。

学園からは福山二仁常務理事、同窓会連合会からは野村武会

長、浦川が出席した。 議事は、村田氏の司会進行で進めら

れ、三重県支部会則が提案され拍手で承認された。承認され

た会則に基づき、役員が提案され、原案どおり承認された 。 

 支部長には村田耕一郎氏（獣医ｓ４７）、副支部長には後

藤博英氏（酪農ｓ４６）、中村明雅氏（農経ｓ４８）、事務

局長に榎谷勝弘氏（獣医ｓ６３）、監事に伊藤智司氏（獣医

ｓ５４）がそれぞれ選出された。 役員を代表して村田氏から

ご挨拶が行われ、会員への今後の協力をお願いした。 

  総会後は同会場において懇親会が開催された。副支部長

の後藤氏の乾杯のご発声で祝会となった。出席者全員のテー

ブルスピーチが行なわれ、それぞれ学生時代の母校での思い

出話を紹介して和やかな会になった。  
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地区支部・単位同窓会紹介コーナー            
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第２巻 第９号（通号２１号） 

  沖縄支部家族で同窓会  

 台風１６号・１７号と続けて発生するも、沖縄本島には接

近することなく秋晴れの晴天に恵まれた９月２７日（土）にホ

テルグランビューガーデン沖縄にて家族同窓会が実施された。 

 昨年３月に支部が設立したばかりで、今回で２回目の家族同

窓会であるが、準備不足と県内の運動会シーズンと重なったこ

となどから昨年より大幅に少ない人数であったが、その分一人

一人の近況報告が十分にできて、楽しい親睦の時間を共有する

ことができた。 

 酪農学科卒業生からの最近体調を崩されたが今は順調に回復

しつつあり、奥さまの内助の功を称賛されるお言葉に一同胸が

熱くなったり、荒川副支部長より冬の野幌の自然と生活の想い

出話しに何度もうなずく同窓生諸氏であった。  

長野県支部秋の視察研修会報告  

 平成26年10月5日 午前10時～午後2時半において、長野

県諏訪郡富士見町立沢５６１３「八ヶ岳アルパカ牧場」を会場

に下記の研修会を実施した。出席者は大人１８名、子供７名。 

 アルパカ見学：台風のため、アルパカの小屋へ行き、アルパ

カに食べ物を与えてスキンシップをする。 

 昼食：近くの飲食店「山の幸」にて信州そばを食す。 

 午後の部 青少年育成センターにて（小林亀太郎さん運営） 

 （１）アルパカの故郷、ペルーについて 講師 石橋濃青さん 

 アルパカの祖先はビクーニャ、ビクーニャからアルパカ、

リャマ、グアナコが誕生する。繁殖は1年１産、１頭しか生ま

ないため繁殖が難しく、貴重な存在。病気は子供の時期が危

険、結核に注意、生後１週間～１ヶ月が要注意。子供のアルパ

カには腹巻をして、へその緒からの細菌汚染を防ぐ。 
 唾は胃液のため臭い。寿命はペルー１５年、ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ２５

年、日本２０年くらい。環境が厳しいと寿命も短くなる。 

  

とわの森三愛酪農経営科１７期同期会報告 

 去る１０月２６日（日）午後６時から、札幌市内のアパホテ

ルすすきの駅西を会場にして、高校からは八木啓太先生をお迎

えして、２００８年度に卒業したとわの森三愛高校酪農経営科

１７期のクラス会が２０名の出席者で開催されました。 

 当日は久しぶりの再会で、楽しい時間を過ごす事が出来まし

た。子供を連れて参加していた人もおり、お互いの近況を報告

し合って、和やかな中にも大変盛り上がりました。 

 最後は次回の幹事を決めて、名残惜しく解散しました。 

 

 

 
  野幌機農高等学校１０期生のつどい  
 酪農学園 野幌機農高等学校第１０期（1954年卒業）は平成

２６年１０月２２日１８：００～２３日９：００、ホテル花も

みじで同期会を開催した。 

 卒業後６０年の節目になるが、さすが当時の馬力のある元気

な面影とは変わっているよう

な気がする。今から６年前に

同期会はこれで最後にしよう

とのことであったが、今年に

なって卒業６０年の節目に、

もう一度開催したいとの意見

があり、この度の開催となっ

た。 

 開催案内は６年前と同じメ

ンバーの４５名に出したが１６名の出席、欠席者はほとんど体

調が悪いとのことである。然し、出席者で元気なのは北見から

自分で車を運転してきた兵もいる。 
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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. 

 ２０１１年度 

全体（地区支部）：地区同窓会長選任。５月長野県支部設立、１

月十勝支部設立。大学学群学類へ再編。 

５月長野県支部設立総会。５月山梨県支部総会。５月札幌支部総

会。５月近畿支部(地区)総会。６月埼玉県支部総会。７月関東地

区・東京支部総会。８月新潟県支部総会。１０月神奈川県支部総

会。１１月青森県支部総会。１月鹿児島県支部総会。１月十勝支

部設立総会。２月北空知支部総会。２月根室支部総会。３月長野

支部総会。 

 

高校：９月三愛女子高校２８期同期会。９月とわの森高校２０周

年式典。１０月機農高校３６年卒同期会。１１月機農高校農業科

１４期農協科２期同期会。１１月高校関東地区合同同窓会。 

 

短大：５月短大同窓会総会。１１月短期大学第２３期同窓会。１

１月２００９年短大卒業同窓会。 

 

大学：５月大学同窓会校友会総会。５月獣医学科総会。８月緑風

会研修会。９月獣医学科５期４０周年同期会。９月獣医学科９期

３５周年同期会。１０月周年事業酪農讃歌歌碑建立式。１０月安

藤功一先生を偲ぶ会。１０月昭和４４年卒酪農学科・農業経済学

科同期会。１０月獣医学科１０周年同期会。１０月獣医学科２０

周年同期会。 

１０月獣医伝染病学教室ＯＢ会卒後教育講座。１１月安宅一夫先

生定年を祝う会。１１月緑風会道東支部研修会。１２月農業経済

学科現地研究会。１２月山下先生お祝会。２月宮川栄一先生退職

記念同窓会。３月獣医学科第３１期同窓会。３月牛島先生喜寿お

祝会。 

  

HP:http://rakuno.org/ 

   あ と が き 

 

 天候不順な晩秋を迎え、北国では庭の冬囲いやタイヤ交換等

冬支度の季節となりました。峠から平野部に雪が降り、やがて

白銀の世界へと変わります。 

 このお便りも２０号を超え、全国各地で開催される同窓会に

配付させていただいております。ホームページの速報性に加え

て全国的な同窓会活動について、各学校別、地区別の卒業生数

や地区支部の設置状況、各学校のトピック等を掲載しておりま

す。ホームページの補完的役割を担いながら編集しています。 

 皆様からも季節のお便りをお寄せいただければと思います。 

  

 昨年は学園８０周年、同窓会連合会４０周年の節目でした

が、今年は獣医学科や農業経済学科

５０周年の年で周年事業が開催され

ております。 

 明年は黒澤酉蔵翁の生誕１３０年

にあたり現在「遺訓集」が仙北富志

和学園長中心に編纂されております

ので同窓生には是非ご覧いただきた

いと思います。     

今後の主なスケジュール 

１１月 
 ３０日（日）関東甲信越地区茨城県支部設立総会 
１２月 
  ４日（木）校友会事務局長会議 
 ２５日（火）クリスマス祝会 
 １月  

  ８日（土）緑風会総会・懇親会 

 １７日（土）北海道第５地区十勝支部総会 

 １７日１８日大学入試センター試験日 

 ２４日（土）北海道第２地区胆振（伊達）支部設立総会 

 ３１日（土）九州地区沖縄県支部総会 

 ２月 

  ４日５日 大学学力入学試験日 

 １４日（土）近畿地区京都支部総会 

 ２０日２１日高校入学試験日 

 ２１日（土）北海道第２地区北空知支部総会 

 ３月 

  １日（日）北海道第５地区根室支部総会 

 ２０日（金）大学卒業式 

      

 

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.１７ 

Page 4 

白樺並木 

 ２０１４年度の主な動き 

・四国地区４県に支部が出来、地区同窓会が次年度から各県持ち  

 回りで２年に支部総会に合わせて開催することになった。 

・北海道４区宗谷支部、近畿地区兵庫県支部（再構成）、中部地 

 区三重県支部、四国地区香川県支部、中国地区鳥取支部が設立 

 された。 

・大学で実質的には学部学科での最後卒業生（獣医学科を除く） 

 を輩出した。次年度からは学群学類卒業生となる。 

・短大Ⅱコース設立５０周年を記念して、記念誌を刊行すること      

 となった。現在編集委員会が立ち上がり２０１５年１２月完成  

 をめざしている。 


