「世には友らしい見せかけの友がある、
しかし兄弟よりもたのもしい友もある」

酪農学園大学では今…
酪農学園大学 学長

−BSE研究・普及と
少子化対策に本腰−

大谷 俊昭

題に取り組む必要がありますが、

直接的な学生確保対策が緊急の

年度末には結果が
明確に…！

本学の最も得意とする分野でも

課題です。

学長就任２年目に入りました。

ります。

学内外のご協力・ご支援を得て、

あり、それなりの重い責任もあ
本学としては、特に生産現場

昨年、学費の一部値下げ、本
学卒業の道内高校教員との連携
強化を実施していますが、本年

何とか初年度は乗り切ることが

への貢献を強く意識して事業を

は連携の継続に加え経済的支援、

できましたが、根本的課題の幾

進めています。この研究は３学

組織改編の検討、スタッフ強化

つかは本年度に持ち越されてい

部・短大からスタッフが参加す

などを実施します。どのような

て、良くも悪くも今年度末には

る全学横断的組織によって進め

対策を採るにしても、危機を突

２年分の結果の良否が明らかに

られますが、具体的には、学術

破するには卒業生を始めとする

なることでしょう。本年は昨年

誌等にその成果を発表するだけ

大学関係者のお力を頼りにして

からの基本的方向に大きな修正

でなく、研究の中間成果を基に

いますので、これまで以上のご

を加えず実行していきたいと考

したテキストの作成や酪農地帯

理解・ご支援をお願いいたしま

えています。

における現地講演等を含む実践

す。

的事業として計画しています。

生産現場へ貢献できる
ＢＳＥ研究・普及
近年酪農・畜産・食品・環境の

緊急課題は
「学生確保対策」

先進的な新講義棟の
建設へ
今年度の施設計画の目玉は新
講義棟です。

分野における問題が続発し、本学

現在、２００８年度まで続く１８歳

の姿勢や役割について従来以上

人口の減少傾向の真っ只中にあ

第１の特徴は学生の体格や机

の厳しさが求められています。こ

りますが、それにもかかわらず

上の作業を考慮して机の規格を

のような状況を、本学の存在意義

短大の改編や公立大学の増設が

大きくし、ゆとりをもって受講

を高める追い風として受け止め、

続くという矛盾した状況の中で

できるようにしたことです。第

逃げ腰にならず問題の解決に積

ますます大学間の競争は激化し、

２の特徴はスクリーン表示を学

極的にかかわっていきたいと考

特に私立大学は軒並み学生確保

生の卓上ディスプレイへ転送し、

えています。

の困難に遭遇しています。

明るい照明の下で明瞭な画像を

本年度の新規事業として、
BSE

大学の優劣を決めるのは教育

に関する特別共同研究を実施す

サービスの内容や質であること

見ることができるようにしたこ
とです。

るのもそうした方向性の一端を

は言うまでもありませんが、今や

示すものです。この問題の解決は

「モノが良ければ売れる」時代で

バリアフリー対策としてのエレベ

さらに、救護室や冷房設備、

一大学の果たし得るものではな

ないことは社会常識でもあり、需

ータの設置など他大学の施設に

く、国をはじめとして酪農・畜産

給バランスが大きく崩れている

見劣りしない先進的な内容を盛

に関する組織の協力のもとに問

大学においても当てはまります。

り込んでいます。

1,020人の新入生
が本学の 狭き門 を
くぐる

康な草を育て、健康な草は健康
な動物を育て、健康な動植物は
健康な食品を作り、健康な食品
は健康な人を作る。その具体的

アルバータ州立大学
のフレーザー学長が
本学を訪問

谷山弘行助教授が
日本獣医学会賞
を受賞

酪農学園大学・大学院および

な姿は酪農という循環的農法の

獣医学部獣医

酪農学園大学短期大学部の２００２

中に表現されている」と力強く

学科（獣医病理

年度の入学式が４月８日、本学

語りました。

学）の谷山弘行

の体育館を会場に盛大に行われ、

一方、安宅一夫短大部学長は

助教授が、わが
国獣医界でもっ

合計１,０２０人の新入生が本学の伝

「酪農学園大学短期大学部は酪農

統的な施設である 狭き門 から 希

学園大学と一体であり、同じキ

とも権威のある平成１４年度日本

望の塔 へと続く道にしっかりと

ャンパス内にインテリジェント

獣医学会賞を受賞しました。本

歩みを刻みました。

牛舎、バイオガスプラントなど、

学では今回が３人目の栄誉にな

世界に誇る最先端の施設・設備

ります。

入学式の会場となった体育館
は、朝早くから新入生や父母、教

が用意されている。皆さんには、

職員でびっちりと埋まり、式は

これらを利用して思う存分勉強

る遅発性感染症の発見とその病

午前１０時から本学のキリスト教

してほしい」と述べるとともに

カナダ・アルバータ州立大学

態解明」で、感染から発症する

精神にのっとり、高橋一宗教主

「世界人類の繁栄のためには、科

のロデリック Ｄ．フレーザー学

までに数年の歳月を必要とする

任の司式によって礼拝形式で行

学技術の発展が大きく貢献して

長ら同大学関係者５人が４月１６

疾患の発見とその病態解明に関

われました。

いる。しかし、科学技術は道具

日、本学を表敬訪問し、平尾和

する国際的研究の成果が評価さ

オルガンによる荘厳な前奏と

であり、それを生かすのは人間

義理事長、大谷俊昭学長、安宅

れました。その独創的研究は、

讃美歌の合唱で始まった入学式

自身だ。本学では、キリスト教

一夫短大部学長らと両大学間の

今後増加すると考えられている

は、高橋宗教主任が聖書を朗読、

に基づく 三愛精神 によって人

交流活動の推進について具体的

遅発性感染症の先駆け的研究で

祈祷の後、大谷俊昭学長の式辞

間教育を行っている」と強調し

な会談を行いました。

あるとともに、臨床現場に直接

へと続きました。

ました。

受賞理由は、
「産業動物におけ

カナダ・アルバータ州は北海

フィードバックできるものと高

この中で、大谷学長は「どの

最後に、あいさつに立った平

道にとって初めての姉妹州であ

ような作物を選ぶにしても、土

尾和義理事長は、酪農学園の歴

り、現在、学術、文化、スポー

研究の対象となった遅発性感

壌の準備ができていなければ良

史をひもときながら「皆さんは

ツなど幅広い分野で活発な交流

染症は、
ヒツジのスクレピー
（プリ

い作物は育たない」と、まず勉

今日から本学の新しい歴史に責

が行われています。特に本学と

オン病）、ウシウイルス性下痢粘

学に対する姿勢を確立すること

任を持ち、発展の歴史を書き加

アルバータ州立大学との間では

ウイルス感染に
膜病
（BVDーMD）

を新入生に呼びかけました。ま

える重要な構成員となったので

１９８５年に学術交流協定を締結。

よるウシのインシュリン依存性

い評価を受けています。

た 、 本 学 の 建 学 の精 神 で あ る

ある。これからの大学生活を通

その後、両大学の教員間で積極

糖尿病
（ＩDDM）
およびウマとウシ

「三愛精神」と「健土健民」を明

じ、本学とその建学の精神、歴

的な交流活動を行ってきました

におけるボルナ病で、いずれもわ

示し、「（三愛精神の）三つの愛

史を知る努力をしてほしい」と

が、ここ数年はその活動も停滞

が国での発生を初めて発見し、

に共通することは、感謝の気持

創立者の建学の心に学び、継承

ぎみでした。

それらの病態および疾患の発生

ちである」と指摘、さらに健土

することを新入生に期待してい

健民については「健康な土は健

ました。

席上、あいさつに立った平尾

メカニズムに関して研究を重ね

理事長は「現在、日本では教育

てこられました。なかでもプリ

はもとより政治、経済も大きな

オン病やボルナ病は、人獣共通

変動期を迎えている。こうした

感染症としてヒト医学の観点か

状況ではあるが、今後の貴大学

らも重要性を増しつつある疾患

との交流活動の活性化に期待し

であることから、今後の研究が

たい」と交流推進に強い意欲を

期待されます。

示しました。一方、フレーザー
学長も「アルバータ州と日本の
交流のかけ橋を、より強固なも
のにしていきたい」と本学との
交流活動の再開に大きな期待を
寄せていました。

ことを学んでいますが、文章と

年代記」で知られる地理学者の

いう形に表すことで自分の考え

松浦武四郎にちなんで創設され

を整理するきっかけにもなりま

た賞です。

した」と勉強の成果を強調し、

食品流通、短酪の
学生がヤンマー懸賞
論文で入賞

高松さんは、祖父の日記を基

「多くの乳牛を飼養する酪農の仕

に祖父の妹に話を聞き、その半

ので、本学からも毎年多くの学

事は、家畜を商売道具として見

生を描いた「百合子の半生」と

生が参加しています。

てしまいがちです。家畜にも心

いう作品を約半年かけて書き上

優秀賞を受賞したグループ代

があることを忘れないでほしい

げ、審査員からその鋭い洞察力

表の高橋さんは「うれしいです。

ですね」と、女性らしい視点か

が高い評価を受けました。

お世話になった農家や関係者の

ら家畜福祉の大切さを呼びかけ
ていました。

高松さんは「驚いたの一言で

第１２回 ヤンマー学生懸賞論

皆さんのおかげです」と謙そん

文・作文の表彰式が１月２５日、

しながら、
「今回の入賞で自信が

東京で行われ、本学・食品流通

つきました。つらいこともあっ

学科４年の高橋毅さんグループ

たけど、それを乗り越えての喜

の「通いコンテナを利用した低

びも感じられました。通いコン

コスト環境保全型物流」が優秀

テナという題材が評価されたの

地域環境学科４年の高松紘子

プに取り、それを文章に起こす

賞、また短大・酪農学科２年の

だと思います」と満面の笑顔で

さんが今年１月、日本聞き書き

地道な作業でした。でも、聞い

毛利飛鳥さんの「親友が教えて

受賞の喜びを表現しました。

学会主催の第２回松浦武四郎大

す。しばらく実感がわきません

地域環境4年の
高松さんが松浦武四郎
大賞に輝く

くれたこと」が作文銀賞に選ば

一方、
作文銀賞を受賞した毛利

れました。この賞は、ヤンマー

さんは「応募したことを忘れて

き書き」で庶民の歴史を発掘し、

農機が農業を目指す若者に農業

いたころに 入賞した と聞いて、

後世に伝えていくことを目的に

と農村の未来について大いに議

驚くと同時に喜びがわいてきま

一昨年に発足したもので、アイ

論してもらうために創設したも

した。講義で農業のさまざまな

ヌ民族から聞き書きした「蝦夷

の夢であった三科が同一校舎で

ソフトボール部
全国選抜大会

授業ができるようになりました。

「選抜大会に出場して」
３年８組

した。
２００２年度の入学式は４月９日、

普通に書いたのが良かったのか
もしれません」と今回の偉業を
自己分析し「大叔母の話をテー

賞に輝きました。同学会は「聞

また、２００３年から始まる新教育
課程、情報の設備も整えられま

でしたね。普通の人の人生を、

五十嵐あゆみ

今年も念願の選抜大会に出場

一度切れてしまった集中力を立
て直すことができず、心の弱さ
から単純ミスが続き、先制した
ものの３対１と逆転負け。
２回戦敗
退という結果に終わりました。
今大会では、自分たちの集中

４２４名の新入生を迎えて行われ、

することができました。私たち

力のなさ、心の弱さをひどく痛

村山昭ニ校長の式辞、平尾和義理

は大会一週間前に本州へ乗り込

感させられました。

事長、島田泰美PTA会長による

み、久々の土の感触に思い浸る

昨年統合１０周年を迎えたとわ

お祝いの言葉、新入生代表の八

暇もなく、内野の細かい動きや、

のこと精神面を強くしていきた

の森三愛高等学校は酪農経営科

倉巻良介君の力強い誓いの言葉

より試合に近い実践練習を多く

いです。そして、周りからたく

の実験実習棟やメディアセンタ

に参列した多数の父母も感激の

積み、その中で少しずつ感覚を

さんの応援や協力をいただき、

ーが完成し、図書館棟が新築さ

面持ちでした。

取り戻していきました。

その感謝の気持ちを忘れず期待

2002年度順調に
スタート！

れました。これによって、長年

夏に向けて、技術はもちろん

男女共学になって２年目を迎

そして大会当日。一回戦は佐

に応えられるよう、日々向上心

えた酪農経営科に

賀県代表の佐賀東高校。試合開

を持ち続け、インターハイでは

は７名の女子が入

始直前に雨が降り、決して良い

結果を残したいと思っています。

学し、またクラブ

コンディションではありませ

活動を目的に各地

んでしたが丁寧に守り、チャ

から本校に多くの

ンスを生かして１対０で勝ちま

新入生が入学し、

した。

２００２年度は順調

２回戦は滋賀県代表の滋賀

にスタートしまし

女子高校。またも雨の影響で

た。

試合予定時刻が大幅に遅れ、

た話が面白かったことや、聞き

家染丸一門に弟子入りし、昨年

始めたからには作品としてまと

１２月３１日に内弟子修行を終えて
独り立ちしたばかりです。

めなければ…という強い気持ち

「安定した公務員生活から芸

で頑張りました」と、聞き書き
という手法の苦労を語ります。
さらに「自分が成長しなけれ
ば、作品のレベルは上がりませ

獣医師国家試験
本学の新卒者合格率
は95.9％

人の世界に飛び込むことに対し

２００１年度（第５３回）獣医師国

て不安がなかったわけではあり

家試験の結果が３月下旬に発表

ません。もちろん、両親からも

されました。

ん。そういう意味では毎日、自

業した小川祐之介さん（芸名＝

周囲の人たちからも大反対され

今年の結果について、加藤清

分自身も成長していったのだと

林家卯三郎さん・３２歳）で、３

ました。でも、舞台で自分１人

雄獣医学部長は「今年は獣医学

思います」と大賞受賞で培った

月９日に江別市の「ドラマシア

にスポットライトが当たり、自

部になってからの１期生１２２名

自信を胸に、次回作についても

ターども」でプロのはなし家とし

分１人にお客さんが注目する。

（２４名は酪農部獣医学科）が受

て道内初公演を行いました。

そして、静寂な会場にドッと笑

験、１
２
１名が合格し幸先のよいス

「プレッシャーは何も感じません
よ。次回も最終選考に残れるよ

小川さんは岐阜県出身で、大

い声の歓声が沸くと自分の気持

タートを切りました。これから

うな作品を作りたいですね」と

学時代には本学の落語研究会で

ちも大いに盛り上がります。そ

も全員合格を目指して努力して

新たなる目標に向けて声を弾ま

「牛酪亭美濃虎」の名前で活躍。

の時の快感は何物にも変えがた

いきたい」と話していました。

卒業後は岡山県家畜保健衛生所

いものがある」とはなし家の魅

に就職し、獣医師としてその手

力について語る小川さんは「落

腕を発揮してきました。この間

語の枠にとらわれないで、お客

も岡山市内を中心に趣味で落語

さんが納得できる迫力ある芸と

せていました。

獣医学部卒業生が
はなし家として
デビュー

２００１年度 獣医師国家試験合格状況

受験者数 合格者数 合格率
新卒者

１４６

１４０

９５.９％

本 既卒者
学
計

２７

１９

７０.４％

１７３

１５９

９１.９％

新卒者 １,０７３

１,００９

９４.０％

１１４

５２.１％

１,１２３

８６.９％

を続けてきましたが、
「はなし家に

しての落語をやっていきたい」

獣医師の免許を持った異色な

なりたい」という学生時代からの

と今後、自分が歩むべき道を自

「はなし家」が誕生しました。本

夢をあきらめ切れず、平成１１年に

問自答するかのように静かな口

学獣医学部を平成６年３月に卒

同保健衛生所を退職。大阪の林

調で話していました。

全 既卒者
２１９
国
１,２９２
計

ソルトレークオリン
ピックを経 験 して

私は長野オリンピックで前走を

強かったです。それが偶然にも

来、この間、多くの卒業生を社

することになり、一足早くオリ

オリンピックであったというこ

会に送り出してきました。

ンピックを経験することができ

と、その会場に母親・兄がいた

しかし、近年、普通科志向が

ました。その翌年からソルトレ

ことがうれしかったです。両親

強いことから、入学者が減少す
る傾向になっています。

第７期卒業

飯田

蘭

私はこの２月にアメリカで行

ークに向けＷーCUPに本格的に

からは本当にたくさんのサポー

われた冬季オリンピックに出場

参戦し始めました。最初の２年

トをしてもらい感謝の気持ちで

そのため、特進コースの間口

しました。オリンピックは幼い

間は全く成績も出ず、出費ばか

いっぱいです。これからも支え

を増やし、特進コースの中に国

ころからの夢で、私も応援して

り増えていく日々が続きました。

になってくれている人たちの気

際理解教育を位置付け、希望す

くれていた人も本当に喜んでく

やっと出場できる位置につき、

持ちを忘れずに、一生懸命世界

る生徒は多くの英語教科を選択

れたと思います。

オリンピックの切符を手に入れ

で活躍できるように頑張ります。

できるようにしました。海外へ

た１２月２１日を昨日のことのよう

の語学研修は希望者による参加

当時は環境も整っておらず、滑

に覚えています。決まってからは

になりますが、国際交流や留学

れるゲレンデを見つけるのに必

本当にうれしくて素直に喜んで

生の受け入れ等は継承されます。

死でした。またスノーボードと

いましたが、頭の片隅では出場

平行してソフトテニスもやって

することにも意味があるけれど

２００３年度から停止され、３年後

いて、高校３年間はスノーボー

やはり結果を残したいという思

に英語科を廃止することになり

ド・ソフトテニス・勉強をこな

いがありました。

ます。まことに残念なことであ

９歳からスノーボードを始め、

英語科の生徒募集については、

すのに苦労し、何度も挫折しま

大会当日、あの大観衆の中で

した。けれど今は、あのつらい

自分の練習してきたことを発揮

３年間を過ごしたことで自分に

できたのは今振り返ってみると

自信を持つことができるように

驚くばかりですが、私の中では

なりました。

やっと自分の滑りを出しきるこ

三愛女子高等学校時代の１９８４

とができたという思いのほうが

年４月に英語科が開設されて以

高校３年の冬、幸運なことに

英語科の生徒募集
停止と今後の国際
理解教育について

りますが、ご理解くださいます
ようお願い申し上げます。
校長

村山

昭ニ

卒業生☆思い出と抱負

卒業生☆思い出と抱負

新入生☆未来への希望

新入生☆未来への希望

人々の健康管理を
お手伝い

農家の要望に応えて
いきたい

獣医師として協力隊に
参加したい

世界規模で
活躍したい

太田ひろ美さん

石原

橘

小笠原

札幌市出身
Ａ＆Ｔコーポレーション勤務
２００２年３月 地域環境学科卒業

福島県出身
日本農産工業株式会社勤務
２００２年３月 酪農学科卒業

今、日本ではゴミ問題が大き

隼さん

私は高校時代から馬が好きで、

翔ニさん

東京都出身
都立新宿高校卒業
獣医学部入学

峻さん

江別市出身
とわの森三愛高校卒業
食品科学科 健康栄養学専攻入学

僕は中学生のころから、青年

僕は高校時代、野球部に所属

な社会問題となっています。私

北海道に強い憧れを持っていまし

海外協力隊の活動に興味を持っ

しており、毎日のハードな練習

たちの身近な問題にもかかわら

た。酪農学園大学に入学したの

ていました。そこで、協力隊に

に耐えられるように体調管理に

ず、その本質的な部分を知る人

も、北海道や馬への憧れからだ

ついていろいろと調べてみたら、

は日ごろから気を配っていまし

は意外に少ないのが現状です。

ったかもしれません。

「大動物臨床に精通しており、畜

た。それが 栄養 という分野へ

その実態について深く学びたい

大学時代は勉強も遊びも楽し

産分野で活躍できる獣医隊員が

の興味に変わり、食品科学科健

…と、私は酪農学園大学環境シ

く、本当に有意義な４年間でし

不足している」ということを知

康栄養学専攻への入学を決めま

ステム学部に入学しました。

た。特に家畜とふれ合う酪農実

りました。 獣医師 という形で

した。人と接することが大好き

大学では研究室やサークルを

習は勉強になり、社会でも大い

「ぜひ、青年海外協力隊に参加し

なので、将来は「人の役に立つ

通して、廃棄物処理の問題につ

に役に立つものと思います。ま

たい」と思い、酪農学園大学・獣

仕事がしたい」
、また「自分の興

いて精いっぱい取り組んできま

た、北光寮での寮生活はハチャ

医学部に入学しました。

味のある仕事ならばやっていけ

した。２年次には地域実習で江

メチャだったけど、自分の人間

別清掃事務所のゴミ回収作業を

的な幅を広げてくれました。

体験、３年次には江別市主催の

大学生活が楽しかっただけに、

特に酪農学園大学は、実験・

る」と思い 管理栄養士 の道を選

実習の時間が多く、実際に生産

んだのです。将来は日本にこだ

現場で働いた経験を持つ先生た

わらず、世界規模で活躍したい

エコフェスタにパネル出展、ま

仕事もその延長線上で考え、
畜産

ちが多いという評判で、そこに

と思っています。

たサークルでは琵琶湖の水質調

関係の企業を希望していました。

大きな魅力を感じていました。

査などにも出かけました。

今年４月から入社する「日本農産

この大学で、人間が動植物を利

価値観があります。それをうま

人にはそれぞれ違う考え方や

就職活動では「人との出会い

工業」は国内の民間飼料メーカ

用して生きていくことの大切さ

く採り入れて自分を高め、成長

を楽しもう」と考え、多業種の

ーでは最大手で、家畜用飼料の

や意味を正しく理解し、社会に

していきたいと思います。一方、

企業をエントリーしました。

製造・販売をはじめ、最近では

貢献できる獣医師を目指して知

自分を表に出すにも人とのかか

そんな中、ご縁があったのが

バイオ関連事業にも着手してい

識とハートを磨いていきたいと

わりの場が必要で、多くの人と

横浜に本社を置く「Ａ＆Ｔコーポ

ます。飼料メーカーは成熟産業

思います。

意見を交わすことで信頼関係が

レーション」です。同社は、臨

と言われますが、職場での新し

ところで、僕は大学入学前に

生まれると思います。もちろん、

床検査の試薬開発とルートの製

い仲間と協力しながら、
生産現場

ネパールの大学の獣医学部で、

自分の夢を実現するためにも、
多

造・販売等を行う会社です。例

に積極的に足を運び、農家の要

牛などの検診実習に参加する機

くの人の支えが必要です。

えば体の不調を訴える人は、健

求に応える活動を行っていきた

会を得ました。同国では獣医師

これからの４年間、得られる

康診断の結果を早く知りたいも

いと思っています。

が不足しているため、学生は意

だけの知識をすべて得ていきた

欲的に実験・実習に取り組んで

いと思います。自分の考えや可

いました。その姿に胸を打たれ、

能性を広げ、いろいろなことに

のです。このルートという機械

後輩の皆さん、自分の可能性

は血液検査の結果が２４時間以内

は計り知れません。就職活動を

で分かり、医者はすぐに治療に

通して、自分に合った企業や業

「自分も一生懸命、頑張らなけれ

好奇心を持ち、仲間たちと共に

当たれます。まだ大きな病院に

種、職種が発見できるものです。

ば…」と勇気づけられました。

楽しい大学生活を送りたいと思

しか普及していませんが、こう

まずは、行動することが大切で

将来は「獣医師として青年海

っています。「どんなことでも、

した検査機械や試薬の開発を通

す。根気よく就職活動を続け、
自

外協力隊に参加する」ことが目

やってみなければ分からない！」

して、人々の健康管理を側面か

分が希望する企業から内定通知

標ですが、その延長線上にさら

という気持ちで、何事にも全力

らお手伝いできれば…と思って

を手にできるよう頑張ってくだ

なる大きな夢を追い求めて努力

でチャレンジしていきたいです

います。

さい。

していきたいと思います。

ね。

（２月２７日・談）

（２月２５日・談）

（４月２２日・談）

（４月２３日・談）

生より夫々、学園と同窓会の事
業活動等についてあいさつの後
学習会と意見交流交換が行われ
◆◆

同窓会連合会の理
◆◆
事、評議員、幹事会

ました。
◆◆

青森県支部
◆◆
同窓会と学習会

酪農学園同窓会連合会の理事、

◆◆

とわの森
◆◆
三愛高校同窓会

◆◆

短期大学部
同窓会総会

◆◆

同校同窓生１期から１０期卒業

代表委員、幹事による総会と

を対象とした、同窓会総会・学習

学習会が５月１０日、札幌市雪印

交流会が３月１６日、新札幌アー

パーラーにおいて、安宅一夫短

クシティホテルにおいて、村山昭

期大学部学長を来賓講師に開催

二校長外現旧教職員、
高橋会長、

致しました。総会関連関係会議

中井保博機農会長、
山崎恵子三愛

終了後安宅学長のあいさつと全

会長、
外事務局関係者が出席し盛

体の学習会を行うなど有意義に

会裡に終了致しました。

交流を交わし終了致しました。

この度、役員改選が行われ新

◆◆

大学同窓会
校友会同窓会

◆◆

評議員、
幹事会による２
０
０２年度の

総会と学習会が２月８日、青

総会と学習交流会が５月２７日、新

森市において開催され、高橋会

札幌シェラトンホテルで開催され

長と仙北富志和先生が出席致し

栗原（英語科１期）
、事務局長桂川

総会と議案等の討議が５月２５

ました。高橋節郎同窓会連合会

ました。総会では高橋会長およ

（普通科１期）が選出されました。

日、野幌町「あおい」において

長のあいさつ、引き続き議案の審

び県畜産課丸井幸悦畜産指導監

行われ、今年度の生涯教育講座

議に入り、議案第１、第２号の事

の来賓あいさつ、続いて講師と

の事業実施等についての検討な

業と決算、予算関係を承認し、

して仙北先生より「地域農政の

ど、積極的に建設的な意見討議

３号議案の会則の一部改訂は附

問題について」の講座学習会が

を交わし有意義に終了致しまし

帯事項の取り扱いとなりました。

行われました。

た。

４号議案のその他の事項として、
学園７０周年記念事業に対する同

◆◆

酪農学科
酪進会同窓会

役員は会長浅野政輝（経営科１
期）、副会長神田（経営科１期）、

各学科同窓会役員による通常

◆◆
◆◆ これから開催される同窓会と事業 ◆◆

窓会の対応と、法人化の問題に

同学科酪進会同窓会における

ついて説明を行うなど、
原案通り

定例会として、家畜管理学関係

◆とわの森三愛高校学校祭・同窓会バザーのお知らせ◆

承認されました。

の研究報告と学習会が２月９日

続いての意見交換交流会でも

札幌市において開催され、干場

忌憚のない懇談を行い予定通り

信司、森田茂両先生が出席し研

７月１
１日（木）より１
３日（土）に開催致しますが１
３日の土曜日は、一
般公開日として同窓会から例年通りバザーを出店致しますので、ぜひご
来店ください。なお、卒業生でお手伝いいただける方がおられましたら、
よろしくお願い致します。

終了致しました。

修会が行われました。

◆とわの三愛森高校・関東地区同窓会開催のお知らせ◆

関東1都6県合同 ◆◆
◆◆
同窓会総会

◆◆

獣医学科支部
同窓会総会

◆◆

広島県支部の同窓会総会・学
習会が２月９日、広島市におい
て開催され、
本学より小岩政照先
生が出席しました。また、
２月１５日
の釧路支部同窓会は釧路市にお
総会と学習会が２月２日、東

いて、
加藤清雄先生が出席し同様

京都において開催され、高橋会

の総会と学習会が行われました。

長、
湯浅亮先生
（獣医学科）
が出席

◆◆ 山形県支部同窓会 ◆◆

致しました。会議は通常の事業
と予算、決算関係を審議採決終

た。
多くの卒業生が全国でご活躍されておりますが、関東地区（１都６県）
にも多くの卒業生がご活躍されていると思います。学校として、関東地
区同窓会を下記のように開催し、学校の近況報告や懐かしい話題等を交
流したいと思いますので、ぜひ、ご出席ください。
開催日時：２００２年７月３１日（水） 午後４時
会
場：アルカディア市ヶ谷 ４階 飛鳥
東京都千代田区九段北４−２−２５／TEL：０３−３２６１−９９２１
出席教師：村山昭ニ（校長）
、山谷繁雄、石川和哉
酪 農 学 園 東 京 事 務 所：TEL：０３−３５０８−８９５１（須田）
とわの森三愛高等学校：TEL：０１１−３８６−３１１１（有好）

同窓会連合会ホームページ

了後、役員の改選を行い、八重

同窓会連合会のホームページを同窓会活動にご活用ください。
○ＨＰアドレス：ｈｔ
ｔｐ://ｗｗｗ.ｒ
ａｋｕｎｏ.ａｃ.ｊ
ｐ/ｄｏｓｏｋａ
ｉ/ｉ
ｒ
ｉ
ｇｕｃｈ
ｉ.ｈｔｍ

樫鉄男会長、戸水雅智事務局長
が退任し、奥野誠
（大学酪農１期）
が新会長に、佐々木六郎（短大酪

同支部同窓会の総会・学習会

農１１期）が新事務局長に選出

が３月９日、上山市において行わ

されました。

れ、本学獣医学科竹花一成先生

終了後高橋会長および湯浅先

機農高等学校と三愛女子高等学校が統合して、１１年が経過しており
ます。昨年は、思いを一つにして、１
０周年記念式典を礼拝堂で行いまし

と事務局の木村が出席しました。

住所変更の場合には連絡をお願いします
住所変更された同窓生の方は、下記のいずれかの方法でご連絡ください。
○ＴＥＬ：０１１−３８６−１１９６/ ＦＡＸ：０１１−３８６−５９８７
○Ｅメール：rg-dosok＠rakuno.ac.jp
○手紙・ハガキ：〒０６９-８５０１江別市文京台緑町５８２酪農学園同窓会事務局

人

◆◆ ２
００１年度事業報告 ◆◆
▼奨学生貸与
大学院生
１名
６０万円
大 学 生 ４５名 １，
９４７万円
高 校 生
５名
１２０万円
計
５１名 ２，
１２７万円
※短大部は応募なし。
▼私費留学生奨学金給与
アジアからの私費留学生 １４名
海外で学ぶ邦人私費留学生 １名
計
１
５名
８５５万円
▼研究奨励金
寺岡宏樹（大学講師） ３０万円
日本酪農青年研究連盟 １０万円
２００２年度事業計画
▼奨学金貸与（１名につき）
大学院生
（月額）
５万円
大学・短大生 （月額）
４万円
※１９９９年度以前入学者
３万５千円
高 校 生 （月額）
２万円
総
額 ５２名
２，
１９０万円
▼私費留学生奨学金給与
（１名につき月額 ５万円）
総
額 １３名
７８０万円
※今後の奨学金給与について
給与受給希望者の増加に伴な
い育英会の資金運用など財政が
年々厳しくなってきており、奨

◆◆

父母懇談会の
開催について

◆◆

２
０
０
２年３月３
１日発令
［退職・退任］
酪農学園大学
◆ 定年退職
山 本 博 信（教 授）
◆ 嘱託退任
角 田 順 三（教 授）
牧 野 輝 男（教 授）
坂 本 与 市（教 授）
尓
迪（教 授）
B.J.Sanewski（助教授）
曽 田 春 水（助 手）
山 口 令 子（調理員）
酪農学園大学短期大学部
◆ 定年退職
水 野 直 治（教 授）
とわの森三愛高等学校
◆ 定年退職
山 谷 繁 男（教 諭）
天 谷 正 通（教 諭）
千 葉 昌 子（教 諭）
小 松 純 子（教 諭）
◆ 依願退職
伊 藤 多香子（教 諭）
北 所 康 一（教 諭）
学園事務局
◆ 定年退職
志 摩 親 壽（主 事）

高橋

２
０
０
２年４月１日発令
［新規採用］
酪農学園大学
◆ 新規採用
食品科学
眞 船 直 樹（教 授）
酪
農
佐 藤 和 夫（講 師）
農業経済
小 糸 健太郎（講 師）
食品科学
菊 地 和 美（講 師）
食品流通
三 谷 光 照（講 師）
◆ 嘱託新任
食品流通
山 本 博 信（教 授）
農業経済
長谷川
豊（教 授）
経営環境
佐 野 晴 行（教 授）
食品流通
本 多 芳 彦（教 授）
酪
農
周
仲
光（教 授）
食品科学
B..Burns
（助教授）
食品科学
植 村 なお子（助 手）
食品科学
阿久津 敦 子（助 手）
食品科学
中 橋
愛（助 手）
学 生 部
小 島 友 子（調理員）
酪農学園大学短期大学部
◆ 新規採用
酪
農
我 妻 尚 広（助教授）
とわの森三愛高等学校
◆ 新規採用
守 田 純 子（教 諭）
蟹 田 真 礼（教 諭）
新 井 昭 雄（教 諭）
福 田 憲太郎（教 諭）
横 川 容 子（教 諭）

学金給与の内容（対象者、人数、
金額）の見直しが来年度に向け
て検討されています。
▼研究奨励金 個人
３０万円
団体
１０万円
●奨学金返還についてのご連絡
約定返還期日が近づいてきま
したので奨学金返還明細書と返
還払込書をお届けします。
返還金は直ちに次の奨学金と
して回転運用されますので忘れ

対 象

開催地

２年次
３年次
２、４、５年次
短 大 全
学
年
８月２４日（土）
東 京 １１：３０〜１４：３０
（受付１１：００〜）

大 学

大 阪

８月２５日（日）
１１：３０〜１４：３０
（受付１１：００〜）

◆ 嘱託新任
山
天
千

男（教
通（教
子（教

諭）
諭）
諭）

［昇
格］
酪農学園大学
教
授
小 阪 進 一
教
授
加 藤 敏 文
教
授
篠 崎 志 朗
助 教 授
植 田 弘 美
助 教 授
寺 岡 宏 樹
助 教 授
山 下 和 人
講
師
泉
賢 一
酪農学園大学短期大学部
教
授
菊 田 治 典
教
授
寺 脇 良 悟
［所属変更］
酪農学園大学
食品科学
高 橋 セツ子
地域環境
千 田
忠
２
０
０
２年４月９日発令
［退
職］
酪農学園大学短期大学部
海 野 芳太郎（助教授）逝去
２
０
０
２年４月１
０日発令
［新規採用］
酪農学園大学短期大学部
◆ 嘱託新任
酪
農
水 野 直 治（教

授）

ずにお振り込みください。
なお、住所変更、改姓等が生
じた場合には速やかに届け出を
してください。さまざまな事情
で返還が困難になった時は一定
期間、
返還を猶予することもできま
すので、ご連絡ください。電話で
も、お受けします。

谷
谷
葉

酪農学部・環境システム学部
獣医学部
酪農学科
都ホテル東京
東京都港区白金台１−１−５０
都ホテル大阪
大阪市天王寺区上本町６−１−５５

９月１日（日）
酪農学園大学・酪農学園大学短期大学部
１１：３０〜１４：３０
北海道江別市文京台緑町５８２番地
本 学 （受付１１：００〜）
※インテリジェント牛舎見学（事前申込者）
受付９：３０ １０：００から見学開始

繁
正
昌

以上
（２
０
０
２.５.１
４）

酪農学園大学植物図鑑

「酪農学園の自然改訂版」
を
無料頒布
希望者の方は官製は
がきに住所、氏名、電話
番号および「酪農学園の
自然改訂版を希望」と明
記の上、下記までお申し
込みください。

〒０６９−８５０１
江別市文京台緑町５８２番地
酪農学園大学入試部入試課

財団法人 酪農育英会
ＴＥＬ０１１−３８６−１２１１

２００２年度大学・短大父母懇談会日程

−在学生ご父母の皆様へ−
酪農学園大学・酪農学園大学
短期大学部は、本学の様子をお
知らせし、ご理解をいただくた
めに、懇親会を兼ねた父母懇談
会を右記の通り開催致します。
対象年次に関わらず希望があ
れば参加できますので、希望者
の方は６月２８日までに学務部学
ま
事課 渡辺（０１１ー３８８ー４１３０）
でご連絡ください。

事

「酪農学園の自然」係

訃

報

本学園に多大なご尽力を賜りまし
た海野芳太郎先生（５３）
が４月９日、
ご逝去されました。学園役職員一同、
御家族の上に慰めと平安があります
ようお祈り致します。
海野先生の働きは、そのお人柄同
様広範囲におよびました。新しいス
ズランの品種を作るべく日夜努力さ
れ、またコンピュータにも造詣が深
く、酪農経営診断プログラムを同僚
と共同で開発するなどされておりま
した。このように幅広く活躍されて
おりますことから、他学科の学生も
常に先生を取り囲むような状況でし
た。ここに、改めて衷心より深く感
謝申し上げます。

一（酪農学園大学・短期大学部宗教主任）

日本語を学び始めたばかりの外国人からこんなエピソードを聞きました。その人は 友 という漢字を習
っていましたが、上手に曲線を描けず苦労していました。どうしても「ナ」の右に「人」のような文字を置い
てしまうのです。不意に彼はこう言いました。
「高橋さん、友 という字は人が十字架を担ぐ姿に似ていま
すね」
。一人では担いきれない重荷を負う友がいる。その友の十字架
（重荷）
をすすんで担う人。それが「真
実の友」
ではないか、と私は深く教えられました。

〒069−8501北海道江別市文京台緑町582
388−4157
TEL（011）388−4158 FAX（011）
HPアドレス：http://www.rakuno.ac.jp/
Email:koho@rakuno.ac.jp

