オープンの春をじっと待つ研修館

個性輝く学園に向けて
−教育の原点に立って
改革を進める−
「志」の再確認

に入れると、まず社会に歓迎さ
れるような教育システムを築き、

理事長

平尾 和義
教育改革の
さらなる推進を

内憂外患の年明けとなり、教

教育力を持たなければ、受験生

そして、このような授業改善

育環境にも一層厳しい逆風が吹

も集まらずひいては学園自体の

の技術、優れた個人的能力は日

いています。先の見通せない混

存続も危うくなり、またどんな

常的な仕事を通じ、学園の目的

迷の時代、長期的ビジョンや未

研究、社会貢献を行うかも問わ

達成に向けて全体的な教育力の

来に鮮やかな夢を描くことので

れています。しかもそれを抽象

向上、あるいは業務達成能力に

きない時代にあって、
「酪農学園」

的理念ではなく、具体的行動計

しなければならないと強く考え

は幸いにもサバイバルをかけた

画によって明確に示すことが求

ています。学園に現在ある私た

この大競争時代を前進するため、

められています。

ちが目的意識を持ち、意欲と希

昨年は、特に教育ソフト面で

望を持って仕事に取り組む仕組

コンセプト、ミッションがあり

改革の実質化が進展し、教育の

みをどうつくるかは大きな課題

ます。

他の学校にはない明確な理念、

原点に立ち返り、学生生徒、ヒ

で、これがなければその被害を

学園は今年、創立７０周年を迎

トを育てるという教育の本質を

受けるのは学生生徒とその保護

えています。７０年前もまた時代

改めて確認しながら、組織的に

者であり、学園全体の教育力、

が大きく変わろうとするとき、

また個人的にも様々な活動と努

教育サービスの内容如何によっ

創立者黒澤酉蔵先生の心に記さ

力がみられ成果をあげています。

て本学の評価も自ずと定まるで

れた熱い思いと情熱、学園第一

学園全体として高大連携の実質

あろうと思います。

歩の始まりを忘れることなく、

化が一歩進み、制度的に異なる

現在の教育計画は今年で終わ

私たちはいま７０年前とは質の異

学園内各学校が相互理解の下に

りますが、様々な面で多くの課

なる大変革の時代に身を置くこ

一貫教育の芽が将来に向けて確

題が山積みするなか、これまで

とを改めて認識する必要があり

実に育ちつつあります。また大

右肩上がりの時代には先送りで

ます。２１世紀の世界が何を望み、

学学部によってはＦＤの開発研究

きた課題もいまや待ったなしの

それに対して学園は何かできる

をはじめ、授業改善の様々な試

状況にあります。現状を認識し、

か、何を期待されているか、自

みと教育力の向上に真摯な努力

これまでの内容を検証しながら

らの心のなかに創立者の熱い思

が続けられています。これらの

個別事象と全体、ミクロ的教育

いと志を生かし、その夢、理想

活動を通じさらに重要なことは

改善、マクロ的教育改革各般に

を実現するために希望と情熱を

学内の力を合わせた一致協力で

わたって、学園全体のさらなる

持たねばなりません。

あり、将来を見通す洞察力と実

発展を図るために全学の英知と

行力を持った有為な人材が多く、

力を集め、新たな次期教育計画

職域、職位、立場の別を超えた

の立案が急がれます。

教育力の向上と
学内一致協力
競争的環境にある現実を視野

活動がみられることです。

「なぜこの泉からは放射能が検出

秋のキリスト教教育
強調週間
犬養道子氏ら講演

『アレクセイと泉』
監督 本橋成一氏の
講演会開催

酪農学園大学・短大「秋のキ

環境システム学部地域環境学

ます。しかし何十年後も変わら

されないのか」という質問に本
橋監督は「村の人は『この水は
１００年前の水だからさ』と言い

リスト教教育強調週間」特別講

飢餓問題に深く関わり、活躍さ

科 主 催 の特 別 講 演 会 が１２月 ３

ず水がきれいなままなのかわか

演会が１０月２９日〜３１日の３日

れています。

日、黒澤記念講堂において写真

らない。ぼくらは過去の遺産を

間、黒澤記念講堂において『あ

講演会ではまず、日本の海外

家の本橋成一氏を招き、｢ひとつ

食いつぶしているんですね」と

なたには世界をよくする力と使

援助が他国と比べ遅れているこ

のいのちはすべてのいのちにつ

答え、その言葉には環境汚染な

命がある』という主題で、３人の

とを指摘した後、犬養氏が環境

ながっている｣という演題で開催

ど多くの問題を抱える未来を担

女性講師を招いて行われました。

改善や植樹に取り組み始めるき

されました。

う学生たちへのメッセージが込

１日目は、前・アジア学院コー

っかけとなったアフガニスタン

ディネーター、現・日本基督教

とパキスタンの難民について語

督の映画『アレクセイと泉』が

団西那須野教会牧師の朴

りました。

上映されました。この映画は、

科２年の齋藤彩香さんは「まだ

美愛

講演会ではまず、本橋氏が監

められているようでした。
講演会に参加した地域環境学

（パク・ミエ）氏による『和解の

その後犬養氏はテーマのアフ

１９８６年に爆発事故を起こしたチ

わからないことは多いけれどそ

ために仕える人びと』
、２日目は

リカに話を移し、
「素人の私が見

ェルノブイリ原発の近くにある

の中の一つでも知ることができ

犬養道子氏による『南部アフリ

てもその土の悪さはよくわかり

ブジシチェ村を舞台に､事故後も

た。同じ時間でもお互いの生活

カで考えた酪農―あなたを待つ

ます。あの国にはここで学ぶあ

放射能が検出されない不思議な

が全く違うのが不思議」と語り､

世界』、３日目はドイツから学生

なた方の知識を必要としている

泉と、そこで暮らす人々のたく

同学科１年の武藤美佳さんは「物

伝道のために派遣された宣教師

人がいるんです」と机をたたき

ましさや温かさを映像化したド

を大切にしたり自給自足の生活

のカリン・ストルジンガー氏に

ながら力強く述べ、
「けれども知

キュメンタリーで、音楽は坂本

は大事だし、あこがれもする」

よる『あなたの若い日に、あな

識を一つの実学に生かすときの

龍一氏が提供しています。２００２

と述べ､学生たちには文化の違い

たの創造主を覚えよ』という演

方法として英語が必要。技術や

年ベルリン国際映画祭ベルリー

を感じ、考える良い機会となり

題でそれぞれ講演を行い、数多

知識を持っていても言葉がない。

ナ新聞賞・国際シネクラブ賞を

ました。

くの方が参加しました。特に２日

日本人の弱いところですね」と

受賞し、文部科学省選定､日本Ｐ

講演後、本橋監督は学生から

目の犬養氏の講演は「ライラッ

専門知識だけでなく、英語教育

ＴＡ全国協議会・優秀映画鑑賞

のサインに応じ､監督の温かな人

クの会」との共催で、一般市民

の重要性も訴えました。

会推薦の映画です。

柄を見て取ることができました。

向け公開講演のため、約６００人

最後に犬養氏は「酪農学園大

映画の上映後、本橋監督は演

収容の講堂は大勢の参加者で埋

学なんて聞いたこともない人た

壇に立ち､撮影中の出来事や村で

め尽くされました。

ちが、 酪農 というのは大学ま

唯一の青年であるアレクセイの

犬養氏は、以前からサラエボ

でできるサブジェクトだと知る

の孤児のために日本に援助を呼

だけでも、あなた方があの国へ

「この村に来るとみんなに見てほ

びかけ続け、また、自身の著書

行く価値がある」と述べ、アフ

しいものを撮りたくなるんだよ

による印税を主とした「犬養基

リカの厳しい現状を切実に語る

ね」と話す本橋監督からは笑顔

金」で旧ユーゴ難民に奨学金を

犬養氏の話に、参加者は真剣な

がこぼれます。

送り続けるなど、世界の難民・

まなざしで聞き入っていました。

心の温かさについて語りました。

講演会の終盤、学生からの

短大特別講演会を開催

庭料理・サービスについて専門的

師は「どの分野においても、学生

科：寺脇良悟教授）からの特色あ

に調査・研究を行っており、アメ

にとって第一線で活躍されてい

る授業への取り組みについての

リカにおいて高い評価を受けて

る方のお話を直接聞くことは意

発表ならびに質疑討論という形

います。また、道内においては日

義のあることです。食産業の戦

で進められました。

米各都市の姉妹提携のコーディ

略としてのミールソリューション

授業アンケートの結果を詳細

ネーターとしても活躍されてい

化は、日本では首都圏を中心に

に分析して授業改善に役立てる

ます。

展開されているところがありま

真摯な取り組みを初めとして、ビ

すが、今後はますます注目度を

ジュアルなメディアの活用、学生

増すでしょう」と話していました。

参加型の授業、フィールドを活用

講演ではまず、アメリカの食生
活の実態や女性の社会進出によ
って調理・食事にかける時間が減

酪農学部にて
ＦＤ研修会を開催

いずれの先生も、黒板を使った

べられ、食産業においての「ミー
ルソリューション（食事解決法）」

酪農学部では、昨年度に引き

大学での授業スタイルから脱却

少してきたことなどについて述
酪農学園大学短期大学部の特

した授業展開など、発表された
板書というこれまでの伝統的な

別講演会が１０月７日、講師に稔

という戦略の重要さを訴えまし

続き、授業の改善を目指したＦＤ

した新しい授業への取り組みを

子・Ｔ・ウィルソン氏を招き、
「アメ

た。その中でウィルソン氏は「ミ

研修会を１２月１９日に実施しまし

紹介されました。参加された先

リカの家庭における食事のあり

ールソリューションをしっかりと

た。今回の研修会は、各学科から

生方からも活発な質疑討論があ

様と食産業」という演題で行われ

念頭に入れて、地域社会貢献の

推薦いただいた先生方（大学酪農

り、盛会裡に終了しました。

ました。参加者は主に「暮らしの

ため、その地域の食材を生かせ

学科：小澤修二助教授、農業経済

サイエンス」、
「農村生活科学」を

る食産業に進出してほしい」と笑

学科：吉野宣彦助教授、食品科学

受講する学生です。

顔で学生たちに呼びかけました。

科：眞船直樹教授、食品流通学

ウィルソン氏は世界各国の家

短大・酪農学科の筒井静子講
状況ですが、生徒は２月の全道
大会に向けて燃えています。
さて花輪さんの練習ですが、

男子バレーボール部

科：深澤史樹講師、短大酪農学
してきました。

属オルガニス

今年度計画は、
１１月１８日ＰＴＡ

トのモニカ・

会員を中心に「楽しい講座」を実

メルツォーブ

優しい口調に反して内容は厳し

施しました。この取組みの特徴

ァさんと筝

く、気の抜けたプレーには容赦

は、ＰＴＡ会員の活動がややもす

（ こ と ）演 奏

なくボールが飛んできます。し

ると講演会・学習会、聞く・観ると

家の泉山章子さんによる洋楽、

かし、理論づけられた練習に生

いった、受動的活動が多くなる

和楽の組み合わせによる新しい

徒は引き付けられ、必死につい

傾 向 にあり、ＰＴＡ会 員 の主 体

演奏会を企画し、多くの市民、保

「春の高校バレー」
（全国選抜

ていくようになりました。いろ

的・能動的取組みを重視し、活動

護者と共に楽しみました。この

優勝大会）出場目指して、高校生

いろな指導をしていただき、少

の活性化を考慮したことです。

企画は本校のＰＴＡ会員はもちろ

を指導する企画（コーチングキャ

しずつそして確かに強くなって

取組み内容は、全員にアンケート

んのこと、多くの市民にも親しま

ラバン）に、今年度とわの森三愛

きています。２月１５日からの全

をとった結果「やさしいパソコ

れ、今回は４００名の鑑賞者があり

男子バレーボール部が選出され

道大会では頑張ります。

ン」
「毛筆による色紙作り」
「ソー

ました。

ました。
現在、元全日本代表で現在日

この指導の様子は２月２６日

セージ作り」を各希望者ごとに

（水）
UHB１
６
：
００〜放送予定です。

分かれ、体験を通じ交流と研修

本鋼管勤務の「花輪晴彦さん」に
指導していただいております。

をしました。大変好評であり来

ＰＴＡ研修部の取組み

年以降の継続発展が望まれます。

例年ＰＴＡ研修部の取組みは、

精神を知る一つとして「親分はイ

昨年８月から月２回のペースで、
今年２月の全道大会まで練習を
見ていただきます。
昨年８月の国体予選、１１月の

１１月１８日には、本校の建学の
本校の教育方針や教育実践の一

エス様」の映画会を地域市民と

環であること、本校の教育施設

共に鑑賞しました。

札幌支部新

およびスタッフの活用と紹介、本

１２月１０日には、例年好評をいた

人戦とも敗

校ＰＴＡ交流と研修、地域市民と

だいている音楽会を「とわの森ク

退し、今と

の交流や連帯などを目的として、

リスマスコンサート」として、今

ても厳しい

年度により講演会・音楽会を主催

年度は札幌コンサートホール専

地域環境学科
循環型社会の諸問題
地域環境学科

押谷

一 助教授

題にも限界があります。

リサイクルのあり方は､その

日常生活から排出される廃棄

国・地域の経済に左右されるた

物は多様な種類が含まれている

め､途上国の貧困などとも関係が
あります。

酪農学園の創設者、黒澤酉蔵

力を超えています。そのため、人

ため、種類ごとに「分別」するこ

先生は「循環農法図」によって自

為的な資源循環の仕組みを社会

とは消費者の当然の役割ですし、

然と人間活動の間の循環の仕組

全体に適応することが必要です。

廃棄物（再生可能資源）を効率よ

するためには多様な視点､幅広い

みを示しています。現代の資源

大量生産、大量消費、大量廃棄の

く収集（回収）、運搬する事業が

視野をもち、何をするべきなの

消費は非常に大きく、排出され

社会システムのなかでリサイク

経済的に成立するような仕組み

か、一人ひとりが考え、行動する

る廃棄物は自然のなかの浄化能

ルは経済性がなく、技術的な問

も必要です。

ことが求められています。

が普通だから表情も明るいし、

んな国があるんだ」という意識を

◆現状はどうですか？

みんな前向きで。それが切ない

持つことから始めるのが大事だ

―今年度から始まって７月に追跡

んですよね。ビデオで見た時はど

と思います。

調査をしましたが、まだまだ。ゴ

フィリピンスタディツアー

こか他人事だったけれど、実際
に自分の目で見て、とても強い衝

ゴミ分別回収「分別ＦＩＶＥ」

り、説明文を詳しくしたりと分別
に対する意識を高めようとしまし

◆小学校も訪れたそうですね？

たが、それが一番難しいですね。

―小学校といってもどれほどの

◆今後の課題は？

に学校にも行けない子供が大勢
いるんです。自分たちは義務教

せてください。

ミ箱にわかりやすく絵を描いた

撃を受けました。

―分別ボックスを置いたことは

レベルでやっているのか。それ
◆まずフィリピンの印象を聞か

社会システムを循環型に転換

◆なぜ学内で分別回収が必要な
のですか？

第一歩なんです。学生の意識が
変わらないと何の意味もありま

―車がとても多くてひどい渋滞

育や、望めば大学まで行けるの

―今はリサイクルに関する法律

でした。路上では子供たちが果

に、同じ地球上にこんな差があっ

もできて、資源の重要性が明ら

ムとしてそれが当たり前になって

物などを売っていて、生活してい

ていいのかと思います。

かです。身近な大学でも分別回

ほしいですね。その道筋作りを

くのに必死なんです。でも、少し

◆私たちにできることは？

収することで、ゴミの減量化につ

後輩に託したいと思います。

離れた所には立派なビルや家が

―彼らにとって貧しいことが不

ながれば、と思いました。

◆何かメッセージがありましたら。

建っていて、貧富の差がとても激

幸なのかどうかわかりません。お

◆具体的にはどんな活動をして

―ゴミを分別する前にゴミを減

しい国でした。

金や物資を送ることだけが本当

◆パヤタスというゴミ処分場を

に良いことなのでしょうか。まず

―まず、６つの研究室に依頼し

は、みなさんに今のフィリピンの

一週間のゴミの量や質を調べ、

はできるはず。人任せではなく

状況を知ってほしいですね。
「こ

そのデータをもとに学長に提案

「自分から」という気持ちを持っ

訪れたそうですが。
―ゴミの山が５、
６個あり、そこで

きたのですか？

せん。これからは大学のシステ

らす努力をしてほしいです。ゼロ
にはならないけれど、減らすこと

ゴミを拾って生活している人を

しました。学内での分別の必要

てほしいと

見て、普通に暮らしている自分た

性を説明するのは難しかったけ

思います。

ちがとてもぜいたくに思えまし

れど、賛成していただいた時はと

た。でも、彼らにしてみればそれ

てもうれしかったです。

地域環境学科第一期卒業生

佐藤 恒平

さん

この業界に入ってみて、いかに

行動・言動には気をつけています。

つ一つ身近なところから活動して

自分の考えが浅はかだったかがわ

将 来 的 に、廃 棄 物 というのは

いってください。社会に出ればそ

かりました。収集する側になると

次々に新しい問題が出てくるの

れを応用する時間もあるし、学生

清掃事務所で働く親せきから話

廃棄物に対する視点も変わり、専

で、それに一つ一つチャレンジし

とは違う視点で物

を聞いたり、清掃業のアルバイト

門的な知識が身についてきまし

て問題を消化し、会社に貢献して

事を見たり考えた

をするうちに廃棄物に強い関心を

た。もし今、在学中の時と同じテ

いきたいです。常に志を高く持ち、

りするチャンスが

持ち、北清企業に就職しました。

ーマで論文を書いたら、全く違う

知識と技術と人間関係を大事にし

たくさんあります。

主な業務は、事業系廃棄物、産業

内容になるのではないでしょうか。

てさらに勉強していきたいと思い

それを楽しみにし

廃棄物、建設廃材の収集・運搬で、

学生のころとの違いは、やはり

ます。

ながら、勉強に励

北清企業株式会社 業務部 勤務

今はいろいろなことを経験させて

人間関係です。会社ではすべての

いただいています。

人が先輩ですから、それを忘れず、

後輩の皆さん。大学で学んでい
ることをいい機会だと思って、一

んでください。

活躍する同窓生 Ｖｏｌ．
５
21 世紀の地球と農業畜産業の
融合できる会社を
株式会社

ピエトログルト

省規定のヨーグルトの１６０倍に

それでこのブラジルでの感動を

あたり、 低温でじっくり発酵さ

原点として、『つげた農園』を

せる という独自の製法により

始めました。畑を耕し、家畜を

爆発的に増えた乳酸菌です。

飼い、豊かな実りを味わうたび

しかし、この製法だと時間が

取締役

告 田 政 秋

さん

酪 農 学 科 第 23 期 生
1985（昭和 60）年度卒業

に、 子供たちにも安心して食べ

かかるため、１日に６００本が限

させられる食品を提供したい

界なのです。また、上質の原料

という思いが生まれ、会社を設

を使用しているのでどうしても

立しました。その第一歩がヨー

価格も高くなってしまいます

グルトだったのです。

◆まず、｢株式会社ピエトログル

が、大量生産だと添加物を加え

ト｣について教えてください。

るなどのウソが生じてしまうで

のは えびの高原ヨーグルト

｢１９９９年に妻の幸子（旧姓・

しょう。そこに私たちのこだわ

『フローラ』 や、 告田幸子のヨ

山口・酪２３期生）と共に『有限

りがあるのです」

現在、私たちが製造している

ーグルト などがありますが、

会社エービーシーヨーグルト』

通信販売やスーパーとの直接取

という会社を設立し、以前妻が

引による価格競争に巻き込まれ

乳製品メーカーに勤務し、ヨー
グルトの研究に従事していたこ

◆ピエトログルトとはどういう

ない、生産直売に近い、消費者

ヨーグルトですか。

の顔が見える販売体制をとって

とも幸いして、主にナチュラル

｢妻の作るヨーグルト『ピエ

います。問屋への卸はしないで、

ヨーグルトやノンファットヨー

トログルト』は原料を生乳のみ

グルトなどの乳製品の商品開

としていますが、これには契約

発・製造を行っていました。そ

酪農家から直接いただいている

して２００２年８月には、自己資本

その日の搾りたてを使用してい

｢私と妻は大学を卒業してし

率の改善と資金の調達、販売網

ます。その生乳の栄養素を生か

ばらくブラジルで暮らしていた

すが、遠心分離機を使用して、

の強化と安定を考え、ドレッシ

すため７０度で３０分間、低温殺

のですが、妻はそこでその土地

生乳からほとんどの乳脂肪分を

ングなどで知られる『株式会社

菌し、それに合う厳選した乳酸

が生んだ食べ物の力に感銘を受

分離させ、得られた乳脂肪分が

クローズマーケットとして商品
◆会社を設立した動機と特徴に
ついて教えてください。

の付加価値を維持することが目
的です。
そして、低脂肪ヨーグルトで

ピエトロ』の子会社となって

菌を加え、３７度の低温でゆっく

け、私もそこで多くのことを学

重量の０.１％以下の脱脂乳を用

『株式会社ピエトログルト』を

り発酵させて固めます。ですか

び、経験しました。日本に戻っ

いることで、生乳を高温処理す

設立し、その後も従来のエービ

ら、寒天やゼラチンなどの添加

た時、 この国は、土地はあるけ

ることなく低脂肪ヨーグルトを

ーシーヨーグルトと同様、＜生

物は一切使用していません。ま

れど、世界の中で非常に恵まれ

作ることに成功し、特許を取得

乳＋低温殺菌＋乳酸菌＞を基本

た、このヨーグルトに含まれる

ているという現実と、産業とし

しました。

としたはっ酵乳の研究開発・製

乳酸菌数は１グラム中１６億個に

て大きな力を持っていることを

造を私の元で継続しています｣

もなるのです。これは厚生労働

理解していない と感じました。

将来的には現在の会社をさら
に発展させ、２１世紀の地球と農
業畜産業の融合できる会社を模

P

R

O

【プロフィール】
株式会社ピエトログルト
取締役 告田政秋さん
昭和３８年１１月２２日生まれ、宮崎県
えびの市出身。宮崎県立高原畜産高
校を５７年３月に卒業後、同年４月に
酪農学園大学酪農学科に入学、６１年
に卒業。その後ブラジル・アルカン
ジョに農業移住。平成元年にベレン
市に移り、日本料理風と牛肉のステ
ーキを主としたレストラン「出雲」、
輸出業「Naiks」を経営。その翌年
に幸子さんと結婚し共にブラジルで
過ごすが平成４年に日本に帰国。え
びの市にて食肉製造業、食肉処理業
ならび総菜業の営業許可を取得し平
成１１年に㈲エービーシーヨーグルト
を設立。平成１
４年から現職。３
９歳。

F

I

L

E

【プロフィール】
株式会社ピエトログルト
告田幸子さん
昭和３７年４月２１日生まれ、大阪府
堺市出身。大阪農芸高校を５６年に卒
業し同年サントリー㈱に就職、道明
寺プラントに勤務する。その翌年に
進学のために退社し酪農学園大学酪
農学科に入学。６１年３月に卒業。そ
の後、関西ルナ㈱研究開発室に勤務
し乳酸菌などの研究やデザートの開
発に取り組む。平成２年に結婚退社
し、ブラジル・ベレン市へ。平成１１年
に夫と共に㈲エービーシーヨーグル
トを設立した後、「低脂肪ヨーグル
トの製造方法」で特許を取得するな
ど、現在も意欲的に各分野の研究開
発を行っている。４
０歳。

索していきたいと思っています」
◆では最後に、在学生や卒業生
にメッセージを。
「私たち夫婦は、大学や企業
で食品に関する基礎研究を重ね
てきました。その必死に研究し
て得た知識と技術が今の私たち
の肥やしとなっています。―こ
の国は恵まれている、この土地
は大いなる力を秘めている―そ
のことを理解し、認識し、知恵
という個人の汗を吹き込むこと
ができれば産業を創り出す事が
できるのです」

た。初めに遊佐孝五先生よりあ

同窓会長等のテーブルスピーチ

窓会では岐阜県支部が９月２０日

いさつをいただき、出席の先生

をいただくなど、終始盛会裡に

に菊池直哉教授が出席し岐阜市

方も学生当時の恩師とあって、

終了することができました。

で開催。釧路、帯広支部は１１期

大学・短大教職員
◆◆
同窓生の現地研修会

交流の中では卒業以来の懐かし

卒同期会が１１月２６日に竹花一成

い出会いと、当時をしのぶ機会

教授が出席し帯広市で開催。埼

大学酪農学科および短期大学

ともなり、有意義な同期の交わ

玉県支部は１０月２５日及川伸助教

りができました。

授が出席し熊谷市で開催。石川

◆◆

部同窓生教職員による、現地研

県支部は１２月７日に金沢市で小

修会が８月２８〜２９日、十勝新得

近畿支部同窓会 ◆◆

◆◆ 福島県支部同窓会 ◆◆

谷忠生教授が出席し開催するな

同窓生との技術の交換研修を行

同支部における今年度の生涯

同支部の総会が１２月１日、郡

ど、支部同窓会が行われました。

うなど有意義に全日程の研修を

教育講座は、本学の鮫島邦彦教

山市で開催されました。この度

終了することができました。

授による「最近の食料事情と食品

は、通常総会として特に今後の

を巡る問題について」をテーマに

事業運営を重点に、規約の改訂

同同窓会は１月１８日、中標津

学習会を行いました。最近の食

および事業等が審議されました。

において総会を開催しました。

品の問題が取りざたされている

終了後は最近の話題から「プロバ

総会に先立っての研修会では獣

ことから、今回、食の問題を取り

イオティクス乳酸菌」について講

医学科谷山弘行助教授による牛

上げ学習会を行い有意義でした。

演と学習会を行いました。

の BSE についての解説があり、

町を中心に、試験場、管内酪農家

◆◆

◆◆ 埼玉県支部同窓会 ◆◆

◆◆ 酪農学園根室同窓会 ◆◆

わが国における６頭目の発生が
◆◆ 熊本県支部同窓会 ◆◆

報じられた日でもあり、４０数名

１４〜１５日の両日、県北部の神流

同支部は１１月８日、熊本市に

の同窓生は真剣に聞き入ってい

川添いの神泉村エンペラロッジ

おいて同窓会連合会高橋節郎会

ました。来賓として高橋会長、

にて隣接の千葉、群馬支部から

長を招き学習交流会を開催致し

とわの森三愛高校の山谷繁男先

も参加し総勢２１家族３５名が集

ました。会長より学園の現況等

まり、バーベキューと手打ちうど

について講演を行った後、同窓

んを囲んでの団欒、夜は花火と

生の親睦と融和および本学との

夜更けも忘れるほどの催しの中

交流を図ることなど、会員と忌憚

行動学ゼミ」同窓会の総会と学

を提供していただきました。終

で、学園の思い出を中心に歓談

のない意見交流が行われました。

習会が干場信司教授、森田茂助

了後は懇談会に移行しました。

同支部の親睦キャンプが９月

◆◆

酪農学科、
獣医
◆◆
学科・支部同窓会

酪農学科・酪進会「家畜管理、

を行い、楽しく意義のある交換

教授の指導のもと１１月３日に開

交流が行われました。

催されました。獣医学科同窓会

生が出席し、特別会員の北村直
人代議士も時間を割いて出席さ
れ、国の農政問題について話題

は６期卒３０周年記念同窓会が９
月１４日の開催をはじめ、支部同
◆◆ これから開催される同窓会とお願いについて ◆◆

札幌支部主催の
◆◆
石狩地区全体同窓会

◆◆
◆◆

札幌市役所在職
◆◆
同窓会（酪楽の会）

石狩地区全体の同窓会が１１月

◎とわの森三愛高校（旧三愛女子高校）
２０期卒同窓会の開催について
開催期日は２００３年６月１４日（土）に予定致しております。詳細につ
いては後日往復はがきにてご案内申し上げます。多くの方の出席をお
待ち致しております。

同窓会名を「酪楽の会」と名付

１５日、札幌市において開催致し

けられ、市役所在職の同窓生に

ました。学園関係より酪農学園

よる同窓会活動が、これまで計

理事長はじめ関係理事の方々お

画的に行われており、今年も７

よび後援会より会長、常務理事

月２６日札幌市で開催されまし

が来賓として、また、学部長、学

た。今後一層活発な活動と交流

科長をも招き交流懇談を開催致

お知らせとお願い

が図られることを期待致します。

しました。懇親会に先立ち支部

＊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。

短 大 9 期 卒 ◆◆
◆◆
同 窓 会

長のあいさつ、平尾和義理事長

＊住所を変更された同窓生の方は、下記のいずれかの方法で同窓会
事務局までご連絡ください。

９月１５日に新札幌アークシテ

長の祝杯をいただき、さらに、交

ィホテルにおいて開催致しまし

流の中で両学長、高校校長、大学

の来賓あいさつ、続いて高橋会

◎とわの森三愛高校同窓会からのお知らせ
○総会・懇親会等の同窓会活動として何か企画、
要望等がありましたら、
同窓会事務局（３８６−３１１１）までご連絡ください。
○同窓会会報「奏愛」の紙面で取り上げて欲しい内容および、前回号ま
での感想等をぜひお寄せください。

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

ＴＥＬ０１１−３８６−１１９６／＊ＦＡＸ０１１−３８６−５９８７／＊手紙またはハガキ
Ｅメール ｒｇ-ｄｏｓｏｋ@ｒ
ａｋｕｎｏ.ａｃ.ｊ
ｐ
〒０６９−８５０１ 江別市文京台緑町５８２・酪農学園同窓会連合会事務局

酪農育英会だより

酪農学園貴農同志会からの
お知らせ

奨学金の返還に
◆◆
ついてのお願い

１．貴農同志会１０周年記念事業
協力金のお願い

◆◆

酪農育英会は１９５８年の設立よ
り４５年目を迎え、今年度は大学
院、大学、高校を合わせて４３名
の学生、生徒に対し貸与を行っ
ております。
この奨学事業は先輩からの返
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
っておりますので、返還が滞る
と事業の円滑な運営に大きな支
障を来すことになります。また、
ここ数年の金融情勢の悪化に伴
い、当育英会の運営もますます
厳しいものとなっております。
卒業された貸与者の皆様へは
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、当年度の返還額等をお
知らせし振込用紙を送付致して
おりますので期日までのご返金
をよろしくお願い申し上げます。
なお、住所、氏名などの変更
および返還期日、支払い方法な
どのご相談がございましたら、
お気軽に本会事務局まで、ご連

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

◆◆

研修館完成、
来年
◆◆
度から使用開始

来年度の貴農同志会１０周年
記念事業のため、会員各位に協
力基金のご協力をお願いしてお
ります。１口千円でお受けして
おりますのでご協力いただける
方は、下記へお振込みをお願い
申し上げます。

の財産になるだろう」と話してい
ました。
◆◆ 学園ＰＲ、さらに強力に ◆◆
さまざまな分野へ発信してい
る酪農学園のＰＲが、昨秋から
のラジオ放送や写真集によって
さらに強力になりました。
１０月〜１２月にかけて放送され
たラジオ番組「らくのうがくえん

送金先

振込銀行 北洋銀行 江別中央支店
普通預金口座 ３０
９
１３
９
７
郵 便 局
口座番号 ０２
７
００-６-４
８２
４
９
銀行並びに郵便局とも同一口座名

貴農同志会 会長 原 田

勇

ＮＯＷ ｉ
ｎ Ｓｅｓｓ
ｉ
ｏｎ」
（ＦＭ北海
昨年９月より建設が進められ

道）では、プレゼンテーターの北

ていた研修館が１２月２６日に完成

川久仁子さんの楽しいトークに

しました。主に高校生の総合学

のせて、身近な科学をテーマに

習の対応施設として見学･研修の

本学の授業や研究の中から一つ

２．
「１０周年記念誌」掲載の
寄稿お願い

場に使用されます。

ずつ紹介し、好評を呼びました。

「記念誌」の発行にあたり会
員の皆様へ、学園在職中の思い
出、エピソード、学園に期待す
る事など、下記の通り原稿を募
集しております。

建築面積が２２０.４２㎡、延床面積

ペ ー ジ に オ ー プ ンした 写 真 集

が４０９.５８㎡。内装には学園所有

「Ｇｒｅｅｎ Ｆ
ｉ
ｅ
ｌ
ｄ」では、学内の風

地である渡島福島植林地の杉を

景や動物たちを季節ごとに掲載

使用しており、経費は約１億円で

していきます。

１）字 数：１６００字以内
（写真があれば添付）
２）締切日：平成１５年３月３１日
３）標題、
署名、
最終所属部署および
投稿月を明記
４）発行予定日：１０月１日
（会員の皆様に発送予定）
５）原稿発送先宛名：〒０６９−８５０１
江別市文京台緑町５８２番地
酪農学園 貴農同志会
１０周年記念編集室 宛

絡、お問い合わせ下さいますよ
うお願い申し上げます。

スポットニュース

この建物は鉄骨２階建てで、

また、９月から本学のホーム

す。また、建物の隣には江別市の

これをきっかけに、今まで以

都市景観賞を受けた精農寮があ

上に大勢の方が大学を訪れてく

るため、景観を損なわぬように寮

ださることを願っております。

とのバランスを考え、外壁には
れんがや木材を多く使用してい
ます。
大谷俊昭大学学長は「学園の
建物では数少ない、外観の雰囲
気を重視したもの。今後の学園

酪農学園大学
キャンパス写真集
「ｆｒｏｍ Ｒ」を頒布
酪農学園大学入試部入試課は
このほど､昨年発行の｢ｆｒｏｍ Ｇ」
に続く写真集「ｆｒｏｍ Ｒ」を発
行し希望者に無料頒布致します。

★昨年の夏から秋にかけての２〜３ヶ月の

希望者はハガキに住所、氏名、電話
番号および「ｆｒｏｍ Ｒ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
「ｆｒｏｍ Ｒ」係

とんどは「獣医」について調べたいようです。

間に、主に江別市内の中学校から総合学習

どの生徒にも共通して言えることは、こち

の受け入れの依頼が多くありました。広報

らが思うよりもはるかに真剣に取り組んで

室で把握しているだけでも１５件ほどです。

いることです。自分の将来をしっかりと見据

少人数のグループに分かれて興味のある仕
事や自分たちが住んでいる地域について調
べるというもので、本学を訪れる中学生のほ

えようとしている彼らを目の当たりにして、
「酪農学園」を確実に伝える学園だよりを作
る必要性を感じました。

（Ｏ）

※ｆｒｏｍ Ｒの｢Ｒ｣は
●本学のテーマである
再生･復興「Ｒｅｂ
ｉ
ｒ
ｔｈ」
●信じること
「Ｒｅｌ
ｉｇｉｏｎ」
●受け継ぐこと
「Ｒｅｌａｔ
ｉｏｎ」
●実現すること
「Ｒｅａ
ｌ
ｉ
ｚａｔ
ｉｏｎ」
以上のような意味合いが
込められています。

