冬の夜、光に包まれた黒澤記念講堂

年頭所感

魅力ある学園建設をめざして
理事長

次期中期計画の推進

改革への取り組み

平尾和義

各部局の連携が大切

いま多くの学校が就学人口減

教育組織の再編、改組転換を

学園は大学、短大、高校が同じ

少という社会の構造的変動を背

はじめとする一層の教育内容充

教育理念の下に一つのキャンパ

景に、国の教育政策、社会の構

実、課題改善は現在策定中です

ス内に、各学校が歴史的伝統に支

造改革や教育改革の嵐のなか、

（大学、来年４月）。施設設備も

えられた教育コミュニティを形成

競争による優勝劣敗が鮮明にな

単なる整備計画のみではなく、

しています。各学校が相互に理解

りつつあり、重大な岐路に置か

これに付随する計画として目的

しあってさまざまな困難を克服し

れています。

意識をもって進めたいと考えて

て、教育の本質を見失うことなく

このようななか学園経営の基

います。またこのような教育組

連携の実績を上げています。中期

本、行動規範とした ９８中期計画

織、制度などの枠組変更と連動

計画を進めるにあたり、それぞれ

は本年度で終わり、これに続く

させながら、学園の人的、物的

がその役割を果たしながらさらに

新たな ０４教育・財務中期計画の

力を集中し、多岐にわたる課題

一層学生生徒、若者の信頼を得

基本構想骨子が去る１２月１１日

改善に向けての転換作業が必要

られるような意識を全員が共有

の理事会で承認されました。

であり、収支バランスによる財

し、一丸となって一体的意志を前

０４年を初年度とする６ヵ年の

務体質の改善や将来計画のため

進させることがきわめて大切で

将来構想すべてが具体的にはな

に資金の蓄積などを推進しなけ

す。各学校それぞれのめざす教育

っていませんが、年次計画によ

ればなりません。いま私たちが

目的、方向を基盤に、これがバラ

り取り進め、当面する３ヵ年の

考えなければならないことは、

バラではなく教育上の連携、接続

アクションプランともいうべき

私学として建学の精神を踏まえ、

はこれまで以上に横断的、総合的

実施案が実際に機能する段階に

いまの現状に即応してどんな組

に深化させ、それらを統合した教

入り、具体的な工程表をもって

織を作っていくか、現在あるも

育の魅力やアイデンティティをど

進められようとしています。

ののうちで何を変え、何を伸ば

う確立し、対外にアピールしてい

していくことが大切なのか、改

くかは、学園教育と運営に求めら

目的と方向をあらためて認識し

革すべき課題が多いなかで展望

れる大きな課題と強く認識してい

ながら、今後の活力ある教育活

を持ち、英知を集め、集団とし

ます。これを実現する仕組みは教

動の展開、健全な経営持続のた

ての知恵を出しあい協力しなが

育方法、教育技術力の開発改善

めにも、計画と構想の一つひと

ら具体案を立てていかねばなら

など教育力の向上が不可欠であ

つそれぞれが、その目的を果た

ないことです。そしてその視点

り、次期計画の柱になっています。

し段階的に、限られた資源を有

は、学園が学生生徒、産業界、

私たちは、学園の歴史はいつの

効活用し、総合的な調整を図り

社会の要請に応える経営か、決

時代にあっても重い現実や時代状

つつ、全体的統合の下にこれが

して独り善がりではなく外部に

況にあり、またそのなかで希望を

推進されることによって、学園

目を向けて、社会の学園に寄せ

失わず努力する多くの人々がいた

教育の特色と独自性を一層発揮

る期待の高まりをあらためて認

ことを忘れてはなりません。

し、現実の状況に整合する永続

識しつつ、役職員すべてが教育

２１世紀に力強く生き抜く魅力

性と信頼性が保証される魅力あ

の実践や学園経営を変える意欲

ある学園づくりに皆さまの変わら

る学園を建設しようとするもの

と勇気をもって目標に向かって

ぬ激励と支援、協力を心からお願

です。

立ち向かわなければなりません。

い申しあげます。

学園がめざす教育研究の現状、

食流・創設10 周年
記念式典と講演会を
開催

トに変えていかなくてはいけな

ような曲ばかり１１曲を披露しま

い。同質化ではなく差別化、差

した。ゲストに電子オルガン奏

異化であり、そういった変化を

者の浜頭瑛嗣さんを迎え、その

札幌圏私大単位互換
協定に3 大学 1 短大
が参加

先取りして、我々自身が変わっ

すばらしいオルガン演奏に、観

酪農学園大

ていかなければならない。国や

客全員が吸い込まれるように聞

学酪農学部食

企業はもちろん、あなた方個人

き入っていました。

品流通学科は

もそうだということを覚えてお

第二部は、１９９５年に結成さ

１０月３日、学

いてほしい」と学生に呼びかけ

れ、毎年札幌で定期コンサート

生ホールで創

ました。

な ど を 行 っ て い る Ｄｒｅａｍ

来年度から新たに３大学１短大

Ｆａｃｔｏｒｙ Ｊａｚｚ Ｏｒｃｈｅｓｔ
ｒａ

が加わることになり、１
２月６日、

札幌圏の
私立大学・
短大 の 単 位
互換制度に、

設１０周年を祝う式典と講演会を

続いてパネルディスカッショ

開催し、同学科の教員や大勢の

ンが行われ、パネリストに渡邊

によるパワフルな演奏と歌で、

札幌市内のホテルにおいて調印

学生が参加しました。

氏、㈱札幌東急ストア専務取締

曲にあわせて手拍子するなど、

式が行われました。

式典は鈴木忠敏助教授の司会

役・佐川広幸氏、丸果札幌青果

会場全体が一つとなり、楽しい

で行われ、田村實学科長の開会

㈱常務取締役・久保稔氏、ホク

ひとときを過ごしました。

の辞から大谷俊昭学長の式辞へ

レン農 業 協 同 組 合 連 合 会 調 査

１０月３０日 には、「ＷＴＯ体

間の単位互換協定は順調にその

と続きました。

役・河野正氏を迎え、生産、流

制下の日本・北海道農業の展望 」

成果をあげていますが、今回新

通、販売のそれぞれの立場で今

をテーマに記念学術シンポジウ

たに札幌大学、北海道東海大学、

地に陣取った食品流通学科であ

後の流通について討論が繰り広

ム（第２９回学科シンポジウム）

札幌国際大学、札幌国際大学短

るが、やはり生産の段階から追

げられ、学生たちは熱心にメモ

が行われました。最初に村岡範

期大学部が加わったことにより､

って流通問題というものを考え

を取るなどしていました｡

男学科長よりあいさつがあり、

参加大学数は７大学､４短大とな

この中で大谷学長は「食糧基

２００１年から始まった国道１２
号線に位置する４大学・３短大

なければ、本当の解決にはなら

「第１回目の１９７５年以降３０年

り、札幌圏という名称にふさわ

ない。食糧基地に身をおくとい

の間、農業をめぐる環境がいか

しい状態になりました。これま

うことは、問題の根源を探ると

に厳しいものであったかという

では４００科目を相互に公開し､

いう意味では非常に良い」と述

ことをあらためて知った。今回

今年度は８６名の学生が１３１科目

べ、学科の今後については「循

はタイムリーなテーマでもあり、

の単位取得をめざしていますが､

環・共生という自然を傷つけな

実り豊かなものとなることを願

今回の協定によって新たに５６０

い農業を追求する立場からいう

う」と述べました。

科目が増加し､合計９６０科目と

農経・創設 40 周年
コンサートとシンポ
ジウム開催

シンポジウムは座長の市川治

なります。参加大学・短大の学

教授の司会で行われ、はじめに

生にとっては時間さえあれば､

早稲田大学教授の堀口健治氏が

いろいろな大学のキャンパスラ

が向き過ぎているという感じが

酪農学園大学酪農学部農業経

「ＷＴＯ体制下の世界の農業と日

イフを楽しむことが可能となり

ある。生産と消費がいかに流通

済学科は創設４０周年を記念し、

本・北海道農業の課題と展望」

という場で合致していくか、と

学生ホールにてコンサートとシ

について、その後、元中標津農

学生が大学を選択する動機は

いう一つの方式を探ることが課

ンポジウムを開催しました。

協組合長の三友盛行氏が「資源

いろいろあると思いますが､入学

と、農業のあり方を認めるよう
な流通形態が求められなければ
ならないが、消費者のほうに目

１０月１８日 に行われた「ハイ

ます。

循環型北海道農業・酪農の実践

した後にその旺盛な知識欲に大

式典の後に行われた記念講演

ブリッドコンサート〜合唱とジ

と展望」について講演しました。

学の教育科目が必ずしもマッチ

題である」と述べました。
は、まず基調講演として、㈱西

ャズのひととき〜」は、ホクレ

両氏の講演後、コメンテーター

していない部分もあること、そ

友取締役会議長代表執行役(前日

ンの役職員やＯＢを中心に結成

としてお招きした、東京農業大

れぞれの大学において自己完結

本チェーンストア協会会長)の渡

された男性合唱団、ホクレング

学の美土路知之氏、北海道農業

で授業科目数を増やすことには

邊紀征氏による『２１世紀のチ

リーンコールによる心地良い合

研究センターの南部博氏にお話

限界があること、さらに大学の

ェーンストアについて』が行わ

唱で始まりました。『ふるさと』

しいただいた後、参加者との質

授業内容の改善も必要であるこ

疑応答へと続きました。

となどからこのような協定を推

れました。

『紅 葉 』など誰もが知っている

渡邊氏はスライドを使ってチ

進することで大学・短大の教育

ェーンストアの変遷、スーパー

改善につながると考えます。全

マーケットの課題と戦略などに

国の大学の流れに５年程度遅れ

ついて説明し、講演の最後には

たわけですが､ようやく実を結び

「これからはお客基点のマーケッ

そうです。

きた時代を思い起こされるが、

の河川で絶滅が危ぐされている

彼は常に立ち止まらなかった。

イトウの撮影を行っており、河

彼の生き方を少しでも感じるこ

川と森林の生態系に強い関心を

とができれば、そして少しでも

抱いていらっしゃいます。

勇気につながれば幸いと考えて
数々の困難に立ち向かっていく

黒澤酉蔵の半生
江別の劇団「川」が公演
江別市のアマチュア劇団「川」

翁の姿がユーモアを交えて描か

います」と話していました。

劇団「川」は常に江別に根ざ

地域環境学科特別講演
写真家の阿部幹雄氏招く

し、公演回数は既成脚本、創作

酪農学園大学地域環境学科は

れています。

講演では、イトウの生態や７
年間イトウを見てきて気づいた
ことなどについて述べ、地域環
境学科の学生に対して「できれ
ば教室に閉じこもらずにフィー
ルドに出てよく観察してほしい。

脚本に関わらず毎年１〜２回程

１２月１０日 、黒澤記念講堂にお

母なる自然は私たちにいろんな

記念として、本学創立者黒澤酉

度。農家の青年たちが中核とな

いて「イトウ最後の聖域・宗谷

ことを教えてくれます」と語り

蔵翁の半生を描いた劇「北斗に

っています。今回、翁をテーマ

―母なる自然に学ぶ」と題して

かけました。

きらめく―黒澤酉蔵物語―」を

にしたのは、江別にあり、江別

特別講演を開催しました。

１２月６、７日の２日間、市内のえ

を元気にしてくれる対象を―と

ぽあホール（市民文化ホール）

いう理由からでした。

（春日功夫代表）は創立３０周年

で公演しました。
劇は少年時代から始まり、北
海道に渡って酪農義塾を創設す

講演終了後、中央館８階にお

講師の阿部幹雄さんは、北大

いてティーパーティーが催され、

工学部を卒業し、写真家・ビデ

阿部さんを

代表の春日功夫さんは「今は

オジャーナリストとして雑誌、

囲んでの楽

特に厳しい時代。自由も希望も

新聞、テレビ等で自然や政治、

しいひとと

守られた国にいるはずなのに、

事件など広範囲に取材し活躍さ

きを過ごし

れています。現在は、主に宗谷

ました。

ひっそく

るまでの青年時代が中心で、

さい

『とわ祭』報告
生徒会顧問

その逼塞 感は黒澤酉蔵が生きて
に収穫までこぎつけ、１人１本

研修旅行が、１１月１日（土）か

とうきびを持ち帰ることができ

ら１４日（金）までの２週間にわ

ました。一般公開日には、スタ

たって実施されました。この研

ンプラリーで野菜をプレゼント

修旅行の目的は、まずデンマー

し、特産品フェアでは経営科の

ク酪農事情を学ぶことです。ロ

在校生、卒業生の地元の特産品

スキレ食肉学校の見学やカーロ

を集めて紹介、提供しました。

農学校で講義などをうけ見聞を

北は別海の「こめちち」から南

が組まれ、現地で触れて学ぶ充

広めました。また生徒は、５日

東條めぐみ

は沖縄のヨーグルトまでとわ祭

実した時を持ちました。

間現地で酪農実習（ファームス

本校の学校祭は、今年、大き

を盛り上げてくれました。保護

また「ＵＳＪ」
「美ら海（ちゅ

テイ）を体験して、酪農家の人

な変ぼうを遂げました。開催時

者を始め多くの方々のご協力に

らうみ）水族館」
「マリンスポー

達と幅広く交流をしました。ま

期は７月から９月へ移行し、学

より無事終了することができま

ツ」など、北海道では味わえぬ

た創立者黒澤酉蔵先生が共鳴し

校祭 と 酪 農 経 営 科 の 行 事 の 収

した。ありがとうございました。

楽しみを友人たちと共に過ごし、

た牧師であり偉大なる教育者グ

交流を深める機会となりました。

ルンドヴィを記念したグルンド

穫 感 謝 祭 を合 同 で開 催 しまし
た。９月２０日に一般公開をし
て、昨年を上回る１,２２０名のお

５泊６日を２２０名の生徒を連

ヴィ教会も訪れました。その後

れての大行事ではありますが、

ローマとパリを回り、歴史と文

忍

得がたい経験としてそれぞれの

化が開花した個性的都市を訪れ、

１０月２４日 〜２９日、２学年の

心に刻まれ、今後の生き方・考

思い出深い旅となりました。

『普通科修学旅行』報告
宗教主任

客様が来校し、新しく生まれか
わった学校祭「とわ祭」を楽し
んでいただきました。

榮

普通科の修学旅行が行われまし

え方に影響を与えるであろう時

今年は開校以来初の試みであ

た。歴史と平和を学ぶことを柱

を過ごし、帰着しました。

る「とうきび☆コーンてすと」

に、大阪・京都・沖縄へと足を

を行いました。９月の収穫を目

伸ばしました。

標に、全校生徒でとうきびを種

事前の調査・準備を元に、京

からまいて育てるという企画で

都では自主研修、沖縄では戦跡

す。各クラス１列畑を引き受け、

訪問・平和礼拝を通し、体験者

経営科の助けを借りながらつい

の証言を聞くなどのプログラム

見 聞 広 めた
欧州酪農研修旅行
教 頭

柴橋

伴夫

酪農経営科の第１９回欧州酪農

酪農学園の新しい取り組み（地域環境学科）
ＧＩＳって何？ 地理情報学 金子正美 助教授

（リモートセンシング）といった

私たちの地理情報学研究室で

先端情報技術と融合し、例えば、

は、自然環境と農業の共生に関

牛にＧＰＳを内蔵した首輪をつ

するさまざまな問題をテーマと

ＧＩＳをご存知で

て、農地の管理、道路やダム建設

けて行動を追跡し、衛星画像か

して、釧路湿原の乾燥化と農地

しょうか？

などの環境アセスメント、環境教

ら評価した環境診断マップと重

開発との関係やエゾシカの保護

育、コンビニの最適な立地分析、

ね合わせて、牛がどのような環境

と農業被害の解析など、ＧＩＳ を
使った研究を進めています。

ＧＩＳ とは、Ｇｅｏｇｒａｐｈｉｃ

交通情報の配信など、さまざま

を利用しているかを評価したり、

Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ Ｓｙｓｔｅｍ の

な分野で使われているコンピュ

米の品質や草地の生産量を衛星

略で、日本語では地理情報シス

ータ技術です。農業分野でも、人

画像から推定し、
刈り取り時期や

を駆使して、本学の建学精神で

テムと訳されています。

工衛星の電波から自分の位置を

精密な施肥スケジュールを決定

もある循環型農業と環境保全の

ＧＩＳ は、コンピュータに取り

知るシステム（ＧＰＳ）や、人工

したりと、ＧＩＳ を活用した精密

研究に取り組んでいきたいと思

込んだデジタルの地図を解析し

衛星・航空写真の画像解析技術

農業への応用も始まっています。

っています。

これからも、最先端のＩＴ技術

ということを自分から働きかけ
ていかなければいけないと感じ
ています。
後 藤 康 一 さん
◆なぜ地理情報学ゼミに入った
のですか？

有 富 雅 志 さん

◆ゼミではどんなことをしてい
ますか？

田 中 千 尋 さん

佐 藤 えりか さん

有富―もちろん先生も助けてくれ

達成感ですね。

ますが、自主性が問われますね。

有富―まだ自分の知らないこと

◆ 今 後 やってみたいことは？

後藤―授業を受けてみると最先

後藤―ゼミに入ってからはまず

がいっぱいあるんだと感じられ

有富―まだ自分だけで１から１０

端の技術のような気がしたので、

自分が興味のあることについて

ることです。

まで作ったことがないので、卒

ぜひそれにふれてみたいと思い

ポ ス タ ー 作 り を して い ま す。

田中―慣れるまではすごく大変

論などは自分の力で全部作って

ました。

ARCVIEW というソフトを使っ

ですが、いったん慣れてしまうと

みたいと思います。

有富―高校で学んだ情報に比べ

てデータを作るので、ずっとパソ

メッシュにしたりバッファにし

田中―情報としての絵は作れて

て１段階も２段階もレベルの高

コンに向かっています。

たりできるのがおもしろいです

もそこから解析していくことが

いことを学べるのでやってみた

田中―絵になるまでＥｘｃｅｌなど

ね。みんな違うテーマでやって

まだできないので奥が深いな、と

かったんです。

さまざまなソフトを使っての地

いるので飽きないですし。

感じますね。

田中―人と違うことをやりたか

道な作業なので大変ですね。

佐藤―目で見てわかる変化だけ

佐藤―ポスターを作ることはで

ったので、ＧＩＳと いうめずらし

後藤―必要ならば各自で現地調

でなく、ＧＩＳを 使って数値化・

きるけど、そこからどうしたいの

い分野にしました。

査にも行きます。会社訪問なん

図式化して初めてわかる変化が

かと聞かれるとまだわからない

佐藤―最初は動物についてやり

かもあるんですよ。

あるということですね。

ので、その先のステップに進ん

たかったんです。でも先生から

有富―実際に企業ではＧＩＳを使

◆ゼミに入ってみてどうですか？

でいきたいです。

いろいろ話を聞いてＧＩＳを使っ

ってどんなことをしているのか

佐藤―自分からやりたいことに

た生態調査などおもしろい分野

を見に行ったりするんです。

対してアプローチしていかない

だなと思いました。

◆ＧＩＳのおもしろさは？

と、ただ取り残されてしまうの

後藤―データを作り上げた時の

で、ＧＩＳでこんなことができる、

まで何人も研究に来られています

恵なども教えてもらったりして、生

助けてもらいながら頑張ってい

が、酪農学園から内蒙古農業大学へ

活しているだけで勉強になります。

きたいと思います。そしていつ

留学したのは私が初めてとのことで

中国は今、急速に発展し、ここ呼

か、酪農学園大学からこの地で

現在私は中国の内モンゴル自

す。私は、この大学で、内モンゴル

和浩特市も同じことが言えます。そ

何かを学びたいという学生がい

治区の呼和浩特（フフホト）市

で急速に広がっている砂漠と変ぼう

れは、ついこの前まで建物がなかっ

たら、その時は私がその人達の

という場所にいます。

する農業との関係を、地理情報シス

た場所に、３ヶ月でちょっとしたマ

支えとなれるようになりたいと

ここで私は、内蒙古農業大学の

テム（ＧＩＳ）を使って研究したいと

ンションが建っていたりします。中

思っています。

学生として生活しています。内蒙古

考えています。こちらに来てまだ３

国のパワーに圧倒される毎日です。

農業大学は酪農学園と研究協定を

ヶ月程度しか経っていませんが、多

この先多くの問題があると思いま

結んでいる大学の一つで、内蒙古

くの友人もでき、その人達から中国

す。そして挫折するときもあると思

農業大学から酪農学園へは、これ

語を学んだり、この地での生活の知

います。しかし、たくさんの支えに

地域環境学科第 2 期卒業生

鈴木龍太

さん

内蒙古農業大学在籍

自らの力で切り開くこと
の中に意味が
カナダ在住 Ｋａｗａｉ Ｄａｉ
ｒｙ Ｆａｒｍ

河井 良夫

◆学生時代
１９６６年 の春、列車で札幌に

さん

酪農学科第７期生

アルバータ州レスブリッジ市の

１９７０(昭和４５)年卒業

酪農家で働くことになりました。

現在クオータ（ミルクの出荷

果たして自分の力で酪農を経営

権利）を徐々に買い増しして、

することができるのか、暗中模

搾乳牛６５〜７０頭にまで達して

索の状態でしたが、とにかくそ

います。このクオータが異常な

れから７年間は、がむしゃらに

ほど高騰しているため簡単に経

働き、資金調達に努めました。

営規模を拡大することはできま

◆プロフィール
（世界を見る）

到着。まだそこかしこに残雪が

１９７０年、秋葉先生（浜松聖

あり、その広大な風景は今でも

隷高校）のお世話で酪農実習生

心に残っています。当時、大学

として、アメリカ、ニューヨー

１９８０年に３５歳で結婚、
１９８１

は７年目を迎えていて、校舎と

ク州に渡り、２年間、ニューヨ

年、日本から少々の借金と合わ

いえば、本館と木造校舎が３つ

ーク州、ペンシルバニア州、カ

せて、念願の独立を果たしまし

か４つ、乳製品工場、食肉工場、

ナダオンタリオ州の農家で働き

た。３０頭の牛を購入、トラクタ

創世寮などが点在する、現在の

ました。自分の目で世界を見て

ーもなく、トラック１台で古い

大学とは比べようもない姿でし

みたいという欲求の手始めとし

酪農家を借りての出発でした。

た。

て、アメリカを選んだわけです

それからの３年間は、干ばつが

（独

立）

私たちの学生時代は、１９６０

が、当 時 １ ドル３６０円 の時 代

重なって苦しい生活でしたが、

年代の後半に当たり、どこの大

で、物価の高さ、生活水準の高

１９８６年９月、１５エーカー（７

学も 学 生 運 動 で 騒 然 と し て い

さには目を見張りました。特に

町歩）の土地を購入。１３０頭入

ました。しかし学生時代に社会、

酪農家は、日本と比べて、簡単

りの古い牛舎、ダブル６ヘリン

宗教などについて深く考える時

に効率よく経営し、しかも生活

ボーンの搾乳室、トレーラーハ

間を与えられたことは、今でも

程度が高いことに驚かされまし

ウスなどがついて、当時日本円

私の生き方に大きな影響を受け

た。アメリカの底力は、こうし

で約３,０００万円でした。

ています。また柔道部に所属し、

た農業が基盤になっているとい

練習に明け暮れたこと、家畜飼

うことも勉強になりました。

さに助けられたわけです。

せんが、移民としてカナダとい
う地に根を下ろして頑張ってい
くつもりです。

◆最後に

この資金はアルバータ州政府

酪農学園大学の皆さんも、自

と銀行から借りたわけです。私

らの力で自らの人生を切り開い

養学研究室での豚の飼育と論文

１９７２年秋、ちょうど沢木耕

にとって幸いだったのは、連帯

ていくことの中で、学ぶこと、

作成に追われた日々も、懐かし

太郎著『深夜特急』に書かれた

保証人を要求されなかったこと

得ることの大きさを知ってほし

い思い出です。

ような旅に出ました。アメリカ

で、実績と多少の自己資金があ

いと思います。時の運さえも味

をスタートし、ヨーロッパ、北

れば私のような移民でもチャン

方につけてしまうくらいの気概

アフリカ、中近東、インド、東

スが与えられたことでした。こ

を持って、それぞれの人生を歩

南アジアから日本へという道筋

れは、カナダという国の懐の深

んでいかれることを希望します。

をたどりました。２,０００ＵＳド
ルを持っての約１０ヶ月の貧乏
旅行でしたが、多くの若者たち
との出会いがあり、特に３ヶ月
滞在したインドの印象は強く、
先進国からは想像できない生活
が今でも心に焼きついています。
（チャレンジ）
１９７５年５月、２８歳になって
いた私は、機会を得て、カナダ

とわの森三愛高校（シオン寮）同期同窓会

◆◆ 関東同窓会総会 ◆◆
１１月２９日 、関東同窓会（１

２期卒の３５年記念同窓会は、
酪農学園７０周年の節目に開催

とわの森三愛高校
◆◆
（シオン寮）同窓会

◆◆

都６県）における通常総会とシ

する事として、恩師牛島純一、

農業経済学科農業
◆◆
政策研究室同窓会

ンポジウム等の同窓会が開催さ

山下正亮先生を招き、千葉県木

おいてシオン寮で寝食と生活を

れ、高橋会長、安宅一夫短期大学

更津市において学習交流会を開

共に、学校生活を送った寮生の

同学科農業政策研究室同窓会

部学長、後援会井上詳介常務が

催致しました。学習会では獣医

同窓会が開催されました。学校

（工藤英一研究室）は、１０月４日

出席致しました。関東同窓会は

学科創設当時の状況、学科のあ

側より村山昭二校長ほか多数関

本学において大谷俊昭大学学長

各支部長および事務局長、役員

ゆみと未来等について出席恩師

係の先生方が出席し、当時をし

はじめ、農業経済学科の先生方

による同窓会の総会が開催され

および現職教師よりあいさつと

のび思い出の語らいと交流を行

の出席を得て特別講義と研修会

ております。初めに奥野会長より

講話をいただき、有意義な同期

い有意義に終了致しました。

が行われました。研修会終了後

開会のあいさつ、
続いて高橋会長

会として終了致しました。

は新札幌のホテルにおいて懇親

より酪農学園への理解協力と同

交流会を行い有意義に終了致し

窓会活動について等あいさつを

ました。

行い、
また、
議案審議の提案事項

同町のデーリイクラブ同窓会

農業経済学科
◆◆
２０期卒同窓会

は異議なく承認されました。総

は、平成１５年度も本学学生を

会終了後安宅学長、井上常務よ

対象に２０日間の実学実習体験、

同学科２０期卒同期による同窓

り夫々あいさつをいただき、シン

地元同窓会と酪農技術の学習交

◆◆

◆◆

１１月２２日 、パークホテルに

◆◆

会が１１月１５日 、札幌市内のホ

ポジウムでは 藤 村 翼 氏 よ り ｢極

◆◆ 埼玉県支部同窓会 ◆◆

テルにおいて大谷学長、工藤英

楽への切符｣と題しての学習会が

同支部同窓会の第８回総会と

一教授が出席し学習交流会を行

行われ全日程を終了致しました。

雄武町デーリイ
◆◆
クラブ同窓会

流会を行うなど、有意義な技術
の交換会を行いました。

シンポジウムが、去る６月１５日

うなど卒業後２０年ぶりの同期同

に別所沼会館において開催され

窓会として開催され、恩師と同

ました。開催の際には高橋会長、

窓生との忌憚のない交流会を行

大谷学長、岩井洋教授（地域環

う事ができました。

境）および奥野関東同窓会長、
佐々木六朗事務局長が出席し開

◆◆ 神奈川県支部同窓会 ◆◆
１１月２５日、静岡県伊東市のヤ
クルト伊東研修センターにおい
て支部同窓会の総会とシンポジ

催されました事を報告致します。
◆◆

獣 医 学 部 の ◆◆
学科・支部同窓会

獣医学科の同窓会関係では、

◆◆ これから開催される同窓会とお願いについて ◆◆

ウムの開催に、高橋節郎同窓会

支部同窓会として１０月３日に青

連合会長、大谷学長、奥野誠関東

森支部が青森市において、本学

同窓会長が出席し開催されまし

岩井浤教授を招き学習交流会を

日時は２００４年６月１２日（土）午後６時より開会を予定致しており

た。総会では報告事項と役員改

開催しました。福島支部は１１月

ます。場所は札幌第一ワシントンホテルにおいて開催を予定致してお

選を行い、引き続いてシンポジ

８日に郡山市において、黒澤隆

りますが、詳細は後ほど会員の方々にご案内致しますので、多くの方

ウムで は 食 の 文 化 を 考 え る と

助教授を招き同じく学習講座と

にご出席いただきたくお待ち致しております。

し た ｢北の大地のスローフード｣

交流会を開催しました。岐阜支

◎同窓会連合会事務局からお願い

についての学習会を行い総会を

部は１１月２９日 に岐阜市におい

終了致しました。なお役員改選

て、支部長を中心に学習交換会

では藤村翼氏が支部長を退任し、

が行われました。

新支部長に平岡征雄氏が選任さ
れました。

同期卒による同窓会では、２５
期卒による１０周年記念同窓会と

◎とわの森三愛高校（旧三愛女子高校）
２１期卒同窓会の開催について

支部同窓会総会、同期、学科等の同窓会および生涯教育シンポジウム
等の開催について要望ご意見等がありましたら、同窓会事務局（０１１ー
３８６ー１１９６）までご連絡ください。

お知らせとお願い
＊同窓会連合会のホームページを同窓会の活動にご活用ください。

して、
１１月１１日に本学において

ＨＰアドレス：ｈｔ
ｔｐ: //ｗｗｗ.ｒ
ａｋｕｎｏ.ａｃ.ｊ
ｐ/ｄｏｓｏｋａ
ｉ/ｉ
ｒ
ｉ
ｇｕｃｈ
ｉ.ｈｔｍ

岩井教授ほか多数の先生方が出

＊住所の変わられた同窓生の方は、下記のいずれかの方法で同窓会

席し、記念礼拝、学習会を行い
ました。懇親交流会は場所を定
山渓に移し、先生方との忌憚の
ない交流を行う事ができました。

事務局までご連絡ください。
ＴＥＬ０１１−３８６−１１９６／＊ＦＡＸ０１１−３８６−５９８７／＊手紙またはハガキ
Ｅメール ｒｇ-ｄｏｓｏｋ@ｒａｋｕｎｏ.ａｃ.ｊｐ
〒０６９−８５０１ 江別市文京台緑町５８２・ 酪農学園同窓会連合会事務局

どの相談がありましたら、お気

学 科 １ 年 ・ 松 延 亜 果 音 さんは

考えることが大切だ」と述べ、

軽に本会事務局まで連絡、お問

「演技の勉強になればいいと思っ

岩井学部長は「涙を流す死、流

て参加しました。いい機会に恵

さない死があるが、心が痛まな

まれてよかったと思う」と少し

い死はない。今日だけが動物記

緊張した面持ちで撮影に臨んで

念祭なのではなく、日常意識し

いました。

ていなくても毎日の生活そのも

い合わせください。
◆◆

奨学金の返還に
◆◆
ついてのお願い

酪農育英会は１９５８年の設立
より４６年目を迎え、今年度は大
学院、大学、高校を合わせて３６

財団法人

酪農育英会事務局

〒０６９−８５０１
江別市文京台緑町５８２番地
ＴＥＬ ０１１−３８６−１２１１

名の学生、生徒に対し貸与を行
っています。
この奨学事業は先輩からの返

スポットニュース

還金が直ちに後輩への奨学金と
して貸与されていく仕組みにな

本学キャンパスで
◆◆
テレビドラマの収録

なお、このドラマは２月４、

のが記念祭である」と述べまし

１１日の２週にわたって放送さ

た。その後、講堂・動物墓前で

れました。

献花が行われました。

◆◆

尊い命に感謝を
◆◆
動物記念祭を開催

◆◆

クリスマス礼拝・
◆◆
祝会行われる

酪農学園大学獣医学部は１２月

１２月２５日 、黒澤記念講堂に

６日、黒澤記念講堂において第

おいて高橋一宗教主任の司式に

事業の円滑な運営に大きな支障

３２回動物記念祭を開催しまし

より、クリスマス礼拝が行われ

を来すことになります。また、

た。今年度は慶應義塾大学医学

ました。

ここ数年の金融情勢の悪化に伴

部名誉教授の前島一淑氏による

讃美歌、聖書朗読の後、とわの

い、当育英会の運営もますます

講演会「 動物の福祉と科学」も

森三愛高等学校の生徒によるハ

厳しいものとなっています。

催され、多くの学生、教員、そ

ンドベル演奏が行われ、優しい音

して附属家畜病院で死亡した動

色が講堂中に響き渡りました。

物の飼い主らが出席しました。

その後、榮忍高校宗教主任の「共

◆◆

っていますので、返還が滞ると

卒業された貸与者の皆さまへ
は毎年、各自の返還時期（６月
または１２月 ） に合わせて事前
に返還実績額、当年度の返還額

記念祭は礼拝形式で行われ、
テレビ朝日系のドラマ「相棒」

にいるということ」の説教へと続

礼拝後に獣医学科４年の小関陽

き、礼拝に参加した教職員は真
剣に聞き入っていました。

等をお知らせし、振込用紙を送

（毎週水曜９時放送）の北海道ス

子さん、獣医学部長の岩井浤教

付していますので期日までの返

ペシャルの撮影が、酪農学園大

授があいさつしました。その中

礼拝に続き、永年勤続者の表

還をよろしくお願い致します。

学キャンパス内で行われました。

で小関さんは、伴侶動物や産業

彰が行われ、今年は１０名の教

このドラマは水谷豊さんが演

動物、実験動物は、形は違うが

職員が表彰されました。

は事情により返還方法の変更、

じる頭脳明晰な刑事と寺脇康文

人間に貢献しているとし「 動物

その後、学園ホールでクリス

一定期間の猶予などの手続きも

さんが演じる熱血漢の刑事のコ

の愛護や福祉に目を向けがちだ

マス祝会が催され、料理を囲ん

とれますので、必ず、連絡を願

ンビによるテンポのいい、ユニ

が、人間の生活にどれだけ動物

での楽しいひとときを過ごしま

います。

ークなストーリーの人気のある

が命を捧げてくれているのかを

した。

期日までの返還が困難の場合

連絡がなく、返還のない場合

刑事ドラマです。

は督促状発送の上、法的な措置

撮影は白樺並木や黒澤記念講

を講ずる事もありますのでご留

堂前、学生課等で行われ、本学

意ください。

からは近代演劇部の学生や職員

なお、住所、氏名などの変更

がエキストラとして参加しまし

および返還期日、支払い方法な

た。参加した近代演劇部の酪農

「酪農学園だより」は今回で１００号目を

るよう、タイムリーで分かりやすく、読み

迎 えました。１９６９年１２月 に発 行 された

やすい「酪農学園だより」を心掛け、努力

第１号より３度の紙面刷新を経て、学園の

していきたいと思います。それには、皆さ

さまざまな情報をお知らせしてまいりまし

まからのご意見等が大きな力となります。

た。これも、編集にご協力いただいた多く

身近な情報などがございましたらぜひ、右

の方々のおかげであり、感謝するとともに、

記までお寄せください。今後ともよろしく

今後もより一層皆さまに楽しんでいただけ

お願い申し上げます。

（Ｏ）

