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  安宅 一夫 酪農学園入園５０年になりました。「人間五十年、下天の内をくらぶれば、夢幻の如くな

り」夕暮どき、毎日夢を見ています。 

  編田 悦子 ６月思わぬ入院でしたが今は退院して我家に落着いております。 

  荒木 和秋 ボケ防止のため毎日１本のペースで原稿を書いています。酪農学園大学の宣伝に努めてい

ます。 

  荒木とみえ 体力低下を感じる日々です。少しでも低下を遅らせようと介護予防のデイサービスで運動

をしています。この１年はコロナ禍で心身共に不安定な時を過ごしました。いつも出席し

ている教会の主日礼拝にも欠席する事が多々ありました。参加していたサークルも休止と

なり外出する機会も少なく、足腰が弱ってきました。そこで４月から介護デイサービスへ

老化予防のリハビリーに週１回行っています。来年こそ貴農同志会の総会に出席させて頂

きたいと願っています。 

  新谷 良一 昨年は入退院を繰り返しましたが、今年は元気で毎日を過ごしております。コロナ禍の中

で野外活動のボランティアを再開致しました。 

  五十嵐涼二 皆様の御健勝を祈念します。相変わらず、老老の生活（口達者 体よたよた）をしていま

す。 

  石黒 直文 元気ですが、十分に老齢化しています。 

  M. I. ようやく、第１回目のワクチン接種が終わりました。 

  泉澤 康晴 大変ご無沙汰しております。２０１４年に退職して札幌市宮の森に運動器専門の動物病院

を開業して早７年、８年目に入ります。コロナ禍で多くの制限を受ける中、おかげ様で元

気に忙しく仕事をさせていただいております。”すごもり”のおかげで飼主が家にいる時間

が増え、ふだん寝ている時間も惜しんで遊ぶためなのか、骨折や靱帯損傷症例が多く、忙

しくさせていただいております。育てていただいた大学、優しくしていただいた皆の思い

を忘れずに小さな動物達のために頑張って参ります。くれぐれもコロナに負けないよう一

層ご自愛ください。 

  市川  治 事務局の皆様、ご苦労様です。こちらの近況は、酪農職員組合、執行部の支援と道高等教

育研究所等の活動など忙しくしています。新型コロナ禍のもとでリモート会議が多くなっ

ています。コロナワクチン接種をいま待っているところです。まだ、元気に活動ができる

ことに感謝しながら暮らしています。皆様におかれましてもコロナ禍のもとですのでご自

愛下さい。 

  伊藤 茂生 ８０代中半になりました。学園の近くに住んでいるので、現役当時とあまり変わらぬ生活

の動線に親しみ健康にしています。併せてコロナ感染防止のために闘う学園の皆さんの無

事と安全を祈っております。 

  猪野毛昭男 コロナ禍の中、元気に頑張っております。一刻も早くコロナの終息を願っております。 

  岩井  洋 朝日カルチャーセンターは終わりましたが、この年齢でも受け入れていただける大学にて

非常勤講師（独語・英語・文学）を続けています。遠隔授業にも慣れ、小人数講義的な充

実感を日々感じ満足しています。英語・独語の企業翻訳・通訳業務はコロナ禍のため結果

的に休業状態ですが、それにまつわる出版準備だけは進めています。コロナ禍が落ち着き

次第市民向けの教育活動を、環境教育を含めぜひ再開し実現したいと考えています。 



  岩井 浤 私８０才となり、いろいろ整理を始めております。その１つとして、貴会を退会しますの

でよろしくお取り計らい下さい。 

  浦端 昭雄 妻を介護、地域のボランティア。頑張っております。 

  江口 祐子 ３月に石垣島、５月に宮古島に旅行しました。コロナが落ち着いたら海外にも行きたいと

思い、英語の勉強をしています。 

  N. O. コロナ禍の状況よくならず！！こんな中で、オリンピック！！とは、又、再拡大するでし

ょう！ どこへも出られずですが、家、周辺で、元気にしています。 

  大泰司紀之 毎年６月から９月末までは北海道で過ごしておりましたが、昨年に続いて本年も蒸し暑い

横浜の自宅で過ごしております。来年こそは総会が開かれて、現役中共に頑張ったみなさ

んとお会いできることを楽しみに致しております。８０才になりましたが、なんとか元気

でやっております。 

  大高 全洋 時が流れる 原始林が見える。東北の地に移住して４０有余年。年金ぐらし１９年目、

老々介護ながら元気に生活（生存して活動）しています。昨年来のコロナ下で「酪農讃歌」

の”窮乏の底に沈める国興せ”が腹の底から鳴り響いています。貴農同志会の弥栄を祈りま

す。シャローム！ 

  小貫（利根川)

満子 

私が酪農学園大学で皆様と汗した時代から、５３年が過ぎました。７月１日第２回目ワク

チンをうける予定です。現在は健康維持を第一に過ごしています。今日はその昔、野幌中

曽根家から根を分けていただき今も大切に育てているルバーブの収穫時期を迎え、ブルー

ベリー、レモン三種のミックスジャムを３kg 作りビン詰め殺菌保存しました。皆様お元

気で主の平和を祈ります。 

  小野 愃弘 時折 卒業生や知人が立ち寄ってくだされ、学園の様子を知ることができ、懐かしく思う

ことがあります。ニセコに移住して１０年になりますので当地の生活になれました。自然

に恵まれ元気に過したいと思います。 

  垣内 惠子 コロナ禍での引きこもりの日々を過ごしております。そんな中でも元同僚達とのラインで

の交流が楽しく励まされています。幸いワクチンの接種予約も出来、明るい方向に向かっ

て行くことを願うばかりです。皆様の上に平安をお祈りします。 

  加藤 勲 ２０１８年６月脳梗塞になり３年目を経過しましたが大部回復しましたがもう少し良く

しようとリハビリに励んでいます。皆様も健康第一でお過ごし下さい。このコロナ禍も早

く過ぎ去ってほしいと願っています。 

  加藤 清雄 コロナ禍ですが、早朝の豊平川河川敷のウォーキング＆ランニングを日課とし、一時自粛

を要請されたテニスもサッカーも現在はプレーが許可され、時間をもてあますことなく健

康的に過ごしています。 

  加藤 敏文 この時期、畑づくりと時間講師の仕事で、体と頭の体操を続けております。皆様がコロナ

に負けずに生活されますよう、祈っております。 

  加藤 正勝 パークゴルフをしながら元気にしています。 

  金田 孝次 学園での生活を終えて６４年になりました。家内が亡くなって２４年 この間、生活のす

べてをやりながら、コロナの在宅自粛の時間を利用して７冊の拙著を世に出します。学園

でお世話になった４年間。そして酪農研修会で発表（東京・京都）した提言内容も含めま

した。コロナのために同期や教え子に会えないのは残念ですが、９１年の集大成としてこ

の２年間にすべてを集中させました。ご希望の方はご連絡下さい。 



  金田 隆一 体育非常勤講師を３月末をもって７年間無事に終えました。高校１３年、短大１２年、大

学１５年、非常勤７年計４７年間酪農学園に勤務させていただき、たくさんの教職員、生

徒・学生に支えられてきました。人として成長させていただいた学園、そして皆さんに感

謝です。バドミントンの全日本学生連盟副会長、北海道学生連盟会長、ＪＯＣ委員として、

今後も関わり頑張っていこうと思っています。村山先生大変おつかれ様でした。  

  河合 博司 体調の方、あまり良くありませんが、何とかやっています。皆様のご健勝、心より祈念い

たします。 

  T. K. すべての仕事をリタイアし、毎日が日曜日の生活を満足しておくっております。 

  工藤 英一 札幌で木彫り教室に通っているが、新型コロナ感染拡大の中で生徒さんはほぼ参加できな

くなった。しかし今年も畑仕事は順調です。あまりくよくよしない事ですね。 

  國本 隆美 ４月より広島の NOSAI で働いています。 

  小阪 進一 感染予防対策をしながらの生活は不自由で不安ですが今の所元気に暮らしています。一日

も早くワクチン接種が済み、元の生活ができることを祈るばかりです。 

  JUN ３月末日をもって酪農学園を退職いたしました。長期にわたり、お世話になりありがとう

ございました。何か活動（仕事）をとも思うのですが、コロナ感染のこともあり、巣ごも

りの生活をしております。早い終息を祈っております。皆様の健康をお祈りいたします。 

  小松 純子 村山会長さま、２期４年間、ほんとうに御苦労さまでした。感謝申し上げます。私も歳相

応の通院生活を送っている今頃です。コロナが一日も早く終息することを願うばかりで

す。 

  榮   忍 江別教会の牧師、併設の若葉幼稚園の園長という働きの場を与えられています。コロナが

収束し、またお会いできる時が早く与えられますように。 

  坂本  勲 変わらず元気にしております。一日も早く平常な授業、活動ができる事を祈っておりま

す。 

  坂本 与市 至極元気！ コロナワクチン第一回目終了。第二回目は７月１４日に実施予定。 

  塩見 德夫 元気に暮らしております。ワクチン接種予約につきましてはスムーズにいかず、心配でし

たが、いろいろとしつこく試みたところインターネット予約ができ、先日２回目の接種を

うけたところです。ワクチン難民を回避することができ、ホットしているところです。 

  篠原 功 毎日、寝たり起きたりしています。今７８才です。あと２２年で１００才になります。そ

れまで元気でいられるかが問題です。皆様お元気でお過ごしください。 

  芝﨑 希美夫 日本人の平均寿命を超えました。だが、余命は未だ８年近くあります。残りの人生をどの

ようにするか、人間性が問われています。 

  清水 裕二 コロナ禍で全世界が想定すら不可能な状況に追い込まれている中にもかかわらず、全世界

の平和の祭典「オリ・パラ」が開催されるが、日本国民および政府は大きな責任を負わさ

れる可能性が甚大ではなかろうか？８０歳になっても国内・国外問わず気になる昨今、痴

呆にもならず元気でちっぽけな菜園の手入れをしております。そして、合研など教育関係

集会にかかわりながら、人権を揺るがす情勢に眼光鋭く監視しつつ世の中の動きを中支し

ている日々です。村山先生！私、清水を覚えてますか？約６１年よりお世話になっており

ます。土壌肥料研究室から、そして私の教員生活も支えていただき、現在８０才で江別に

住んでいます。 



  白川 康子 新型コロナワクチンの接種を終え、少し安堵しております。寄る年波には逆らえません

が、何とか元気に過ごしております。 

  神  絹江 体のあちこちが痛み衰えもありますが、八十九歳の年相応に暮らしています。貴農同志会

第２８回総会の盛会と会員皆様の御健康を祈念いたします。 

  杉山  昇 「元朝や 名月清か 日本晴れ 五輪に祈る 平和の祭り」「コロナ禍や 希望も夢も菌汚染 

世紀の悪魔 五輪で潰せ」 政府の弱腰に喝！ 世界に冠たる日本の姿勢を示し、二十一

世紀をリードすべきである。「卒寿越え 白寿の夢も 秋の暮れ」  

  杉村 泰彦 琉球大に来て、早くも７年になりました。沖縄の風景にはすっかり慣れましたが、今でも

酪農学園の白樺並木を懐かしく思い出します。 

  鈴木 忠敏 コロナ禍お見舞い申し上げます。今期の農家訪問は一軒も出来ず、民生委員の仕事も同様

です。もう BS/CS の韓・華流ドラマ、タイの Boys love も見飽きました。野幌駅前のガラ

スに映った己が老人の姿に！！ 足・腰の体力維持のため、スーパーに「必要緊急」とし

て買い物に日参しております。早く学校で、日常の教室授業・トレセンの再開、皆さんと

またお会いする機会を。お体ご自愛下さい。 

  頭川 恵子 ４月より会員となりました。よろしくお願い申し上げます。コロナ禍ですので旅行も中止

し毎日花壇と家庭菜園に精を出しております。 

  砂川 清治 施設に入居中。体調はあまりよくないので貴農同志会のお知らせも今回でお断りいたしま

す。ありがとうございました。（娘） 

  高橋 セツ子 コロナ禍の中、静かに過ごしております。退職してから１０数年が経ち、喜寿を迎える年

齢になりました。健康第一で過ごしていきたいと思っております。 

  武内 千保 ボランティア２つはコロナで様々な制約を受けつつも継続中。２年位前から温かい時期だ

け屋外で、スケッチの会に参加。今年はその作品を展覧会に出品しようと準備中です。家

に閉じこもらないように心がけています。 

  竹花 一成 昨年９月より入会致しました。よろしく御指導下さいます様お願い致します。 

  田原 喜一 ８３才になりました。元気で小さな畑を楽しんでおります。 

  田原 キミ 元気です。「つれあい」と仲良く楽しい生活をおくっています。 

  丹 渥 何とか元気でやって居ります。１２号線での行き帰り学園の様子をついつい見てしまいま

す。 

  千葉 昌子 大病をしましたが、この世に生きている幸せを感じています。 

  千早  豊 種々、連絡有難う御座います。２５年ほど住んだ江別の家を離れ、下記へ転居しましたの

で今後の連絡は下記へお願いします。（個人情報のため省略 金沢市へ転居） 

  中尾 敏彦 村山先生、４年間ご苦労様でした。今後ともよろしくお願いいたします。 

  中園 昌子 まだまだ元気でいられると思っていても、体は正直、腰は曲げた方が楽に、忘れる事しば

しば、でも夫妻二人でいる間は、頑張るゾーと背伸びしています。 

  中ノ目敏雄 引き続き、希望寮に～宿日直に携わっています。 

  中原 准一 １月で後期高齢者になりました。温暖化のせいでしょうか。年々積雪量が減少してきてい

るようです。自宅周りの雪かきが短時間ですむからです。夏は散歩に精を出すことにしま

す。健康管理が高齢期のいちばんの関心事です。 

  長瀬  隆 コロナで制限の多い日常生活ですが、毎日ウォーキングをしながら元気に過ごしていま

す。 



  名久井 忠 皆様、お元気でお過ごしと存じます。小生もコロナに負けもせず元気です。毎日が日曜日。

庭の草むしりに励んでいます。学生たちがコロナ禍にまきこまれないことを祈っていま

す。 

  新山 雅美 療養中ですので解任をお願いします。 

  西川  求 瀬棚に新規就農したのが１９６８年４月。機農高校勤務からの転職でした。２７年間酪農

をした後、息子に譲り「とわの森三愛高校」に勤務。１１年間お世話になり、又瀬棚へ終

の住処。８２才になります。まだまだ庭の野菜畑で働き、ローンモアや耕運機を使い、手

入れに汗をかいています。先日、６月１７日生出正実さんが亡くなりました。我々仲間に

とって大きなショックであり、悲しみに落ち込んでいます。コロナがおさまった頃、又、

お会い出来るのを楽しみにしています。河村正人さん木俣忠さん他皆瀬棚は元気です。三

愛畜産センターは生出さんの息子の道雄君が中心になり、若者がサポートしていきます。 

  橋本 久美 コロナが一刻も早く終息しますように。私は元気でやっております。 

  長谷川隆博 総会の開催についてのご報告をいただき、心から有難く感謝申し上げます。私も９５才に

なりますがなんとか元気にすごしています。熱心な学生とともに勉強ができたことを心か

ら感謝していますと同時に学園のご発展を心からお祈り申し上げます。 

  原田  泉 運動不足な毎日。畑仕事は楽しくやってます。旅に出れないのが不満です。その内にあの

世に旅立ちます。 

  深澤 秀則 此の３月で正職、臨職を合わせて５５年間の在職期間を終え、多少気がぬけた様な生活が

続いています。（1966 年 4 月 1 日～2021 年 3 月 31 日） 

  干場 敏博 コロナ禍で stay home 中です。趣味のキノコ観察の休止状態。ワクチン接種は７月中旬に

完了予定です。オリパラ騒動がひと息つきましたらキャンパス内や森林公園の自然観察も

再開するつもりです。大学の研修館でキノコ講座を開催したいともっか思案中です。皆様

もご健勝にお過ごし下さい。 

  細川 允史 大学勤務を終えて東京に戻ってから１１年になります。東京ではライフワークである専門

（卸売市場論）を追求するべく、卸売市場政策研究所をつくって（個人事業主でひとりで

す）、執筆、行政の委員等の任務、コンサルなどを続けております。大学にいたことが学

会のつながりにもなって大変役に立っております。いまのところ生命にかかわる病気もな

いので続く限りマイペースでやるつもりです。江別のマンションを購入して夏と冬は、避

暑とスキーに滞在しております。大学にもたまに顔を出しております。 

  堀内 一男 事務局関係者の皆様ご苦労さまです。（近況）JA 北海道中央会と酪農大が協力協定ができ、

その具体化に向けて GIS やドローンを得意とする金子教授グループの活躍が期待され、

これが十分機能するように仲介しており忙しくなりそうです。 

  堀内 信良 古稀を過ぎ、孫と戯れ、庭仕事と、隠居生活に入りました。 

  牧野 輝雄 北の大地を離れて１９年、馬齢を重ねて、来年、米寿を迎えます。コロナ禍の中で、外出

の機会は少なくなりましたが、北海道の地形図を見ながら図面散策を楽しんでいます。

又、流通関係の学会から情報を得ています。 

  松中 照夫 コロナ禍の中ですが、幸いにも元気に生活しております。現在も肥料会社の技術顧問とし

て週に４日仕事しています。ただ最近はテレワークの在宅でという日も多くなりました。

退職して８年目となり、学園の事情にうとくなってしまいました。学園が神様から祝福さ

れていることに感謝です。 



  松原 久夫 土日の野球の他はテレビの番、６月の全道還暦大会（釧路）と古稀大会（遠軽）に向けて

練習しています。又１０月には全国大会（新潟）に参加します。 

  松本 懿 ひたすら我慢の日々を続けています。皆様のご健勝をお祈り申し上げます。 

  水野 直治 ご苦労様です。ワクチンも６月中で２回目が終わり、２週間後２年ぶりで札幌に行きまし

た。７月５日から小学校の水泳教室のボランティアが始まるので、体調をととのえていま

す。時々小学生のとき、入植した開拓地に行き、農作業をしています。 

  溝  浩 同志会役員の皆様にはいつも感謝です。当方、何とか元気にしております。日頃は家の近

くの平安教会（教団）で財務総務の奉仕作業等で退屈はしておりません。2021.6.29 

  宮本 正敏 私のライフワークの１つは生涯学習・健康づくり・生きがいの追求です。この度、これま

での生涯学習により、テーマ「心身の健康について」をまとめることが出来ました。私は、

これまで学習したことを生活に生かして心身の健康維持を実践してまいりました。これか

らも生涯学習を続け、健康づくりの課題を開発し、学習課題を解決して健康を守り維持し

て、生きがいを創造したく考えているところです。記 令和３年７月３日 

  村木 茂明 体調不良のため欠席します。ご参加の皆様によろしくお伝え下さい。 

  村山 昭二 皆様 お元気でお過ごしのことと思いますが、コロナの終息が早く来ることを期待したい

と思います。学園の生徒、学生においてもオンライン授業が中心で、対面授業、実習、実

験等が行われずらくなっていることをお聞きします。正常な日々を迎えられますようお祈

り申し上げます。 

  室松 正雄 私と配偶者も年相応に持病の薬を飲みながら病院に通っていますが、生活に不自由なく過

ごしています。子供たちの家族一同みなコロナに罹らず元気に過ごしているのが何よりで

す。 

  柳村 俊介 ２０２０年３月末に北海道大学を定年退職しました。４月からは新設の摂南大学農学部に

勤務し、１年余が経過しました。職場の住所は大阪府枚方市ですがキャンパスは京都府八

幡市にまたがっていて、われわれの研究室は京都府サイドです。自宅を奈良に構えたの

で、これからは大阪・京都・奈良を足場に活動するつもりです。 

  山口  博 お久し振りです。在職中は大変お世話になりました。小生は古稀を迎えましたがなお現役

中です。皆様の上に主なる神様の祝福が豊かにあるようにお祈りしております。 

  山﨑 亮一 貴学をはなれてからすでに１２年になります。時の流れは早いものです。新しい職場もあ

と１年半で退職となります。貴学の発展を祈念しております。 

  湯浅 亮 ６月２２日（火）、道主催の新型コロナワクチン接種（第一回）に、ホテルエミシアへ行

きました。非常にスムーズに運営されていておすすめです。小生８３才、デイサービスに

通っています。皆様、お元気で！！ 

  横山 明光 毎日、母校である酪農学園の発展する姿に感動をしながら、さらなる発展と学生達の社会

貢献に祈りをこめ、現職の方々、そして酪農学園に関係された方々の活躍を楽しんでおり

ます。あらためて草創期の方々に感謝をしながら土に親しんでおります。コロナワクチン

接種も第１回目無事終了。それにしてもオリパラ東京大会開催とは・・・正しい判断と決

断は、どこが責任を負うのか・・・ 母学園の発展への糸口はどこか、色々なプロジェク

トの報道はあるが学生、卒業生そして職員の健闘を祈っている。 



  吉田 眞 今年も身動きが出来ず、遠野に行けずにいます。が・・・オリンピックに邪魔される寸前

には行けそうです。「風水を信じてはおりませんが、生協会館のうしろの森になっている

野外礼拝所のところには、あの附近の開拓者たちの神社があって、その神社の太鼓は、機

農高相撲部の太鼓としてつかわれていました。附近に住んでいたし土地も学園にゆずった

五十嵐さん由来のものでした。野外礼拝所の工事は NCC 主催大学生の全国ワーキンググ

ループで行われましたが、その時の嘱託医が野呂先生（まだ若かった）であったと故人に

なった西原明牧師（島之内教会 九州大学哲学出）が東神大時代に参加した思い出を話し

てくれました。 

  吉野 知男 それなりに元気に生活を楽しんでおります。晴耕雨読というところですが、大変スローな

行動になっております。 

                           以上、返信用葉書等 ９０通より転載 

 


