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 安宅 一夫 会長として１年経過しました。事務局の皆様に大変お世話になっています。国難、酪農、

学園も大変です。「若者は幻を見、老人は夢を見る」 神の祝福をお祈りします。 

 荒木 和秋 頭と体のトレーニングのため自転車で大学に通っています。 

 荒木とみえ 定年退職をして２５年目に入りました。特にいつもの年より心身共に老化が進んだよう

に感じます。コロナ禍の為にサークル活動の休止や人との交わりが疎遠になったせいか

と思ったりしています。楽しみにしていた卒業生の同期会も中止になった様で残念で

す。来年こそは顔を合わせての貴農同志会の総会ができる事を願っています。 

 新谷 良一 小生ただいま入院中、退院出来たら同志会の活動に参加させていただきます。 

 五十嵐涼二 イクサシル ロウヤガイカル ウクライナ（戦さ知る 老爺が怒る ウクライナ）、コ

ロナニハ マケヌガロウヤ テアシヤミ（コロナには 負けぬが老爺 手足病み）、ナ

ナツヤツ ヤマイニマケヌ ロウヤカナ（七つ八つ 病に負けぬ 老爺かな）、ロウヤ

ダガ ココロトコエハ マダゲンキ（老爺だが 心と声は まだ元気）、ロウヤダガ コ

ウコウヤニハ マダナレズ（老爺だが 好好爺には まだ成れず）   

 市川  治 お疲れ様です。２０２０年春からのコロナ感染が続いておりますが、なんとか活動をし

ています。２０２２年度も職員組合でお世話になっています。なんとか少しでも学園に

働いている職員のくらしと権利が守られるように、組合執行部のサポートに努力してい

ます。これからも皆様方のご活躍とご多幸をお祈りいたします。 

 伊藤 茂生 すでに超高齢となり、酪農学園並びに農業界のステークホルダーとして名を連ねる資格

も馬力もないが、気楽な立場で、ネットや新聞から当局のニュースや現役者たちの活躍

に一喜一憂しながら心の中でエールを送っています。 

 井上 伸子 お手紙ありがとうございます。主人がなくなったこともあり、貴農同志会を脱会させて

いただきます。今迄色々とお世話になりましてありがとうございました。  

 今井 紘子 酪農学園を退職してから４７年、間もなく半世紀になります。自分でも驚く程の年月が

過ぎました。お蔭様で元気に過ごしております。来年は傘寿で、子供３人、孫５人の”

バアバ”です。現在の酪農学園の整然とした美しさには、驚き、喜び、そして自慢さえ

感じます。学び、研鑽の場として、社会に有用な存在であることを誇りに思います。関

係者の方々に御礼敬意を表します。 

 岩井  洋 朝日カルチャー札幌での講師の充実した時間は終わりました。その後他大学で非常勤講

師をこの春まで続けていました。この私にして遠隔授業にも慣れ、少人数講義の快適な

日々にも満足していました。従来から気に入っていた英語・独語の企業翻訳業務（ドイ

ツ車等担当）は休業状態です。今後はコロナ禍が収まり次第、市民向けの教育活動を、

環境教育を含めてぜひ再開したく思っております。 

 内堀 堅造 長年生きて来たお蔭で「高齢者叙勲」をいただきました。私方も高齢故貴会の意に添え

ぬこともあり、印刷物の郵送は辞退致します。よろしくお願いいたします。長年ありが

とうございました。 



 浦川 利幸 皆様、お元気でお過ごしのことと拝察いたします。私は、現在、酪農学園同窓会事務局

でお世話になっています。コロナ禍ですが、週末は畑仕事、ステイホームで覚えた蕎麦

打ちを楽しんでいます。貴農同志会の事務局もこちらになりますので学園にお越しの際

は是非お立ち寄り下さい（お待ちしています）。 

 浦端 昭雄 元気です。現在認知症予防サポート（ちょいサポ）支えあいナルク NPO でがんばって

おります。毎週４日～５日間会合で、家内が少々歩行不自由な人に介護しながらがんば

っております。一日も早くコロナ終息を願っております。 

 大北 直子 今年２月に７５歳、後期高齢者の域に突入しました。幸い今のところ病気もせず元気に

過ごしております。庭の世話をしたり、体操教室、合唱練習に通ったりしています。 

 大泰司紀之 コロナ禍のため本年も夏期の札幌滞在ができず、暑い横浜で過ごしています。この５月

には、本家のある生口島（広島県尾道市）に娘と共に行き、全島みかんの花のかほりに

包まれたなか、墓参りなどをしてきました。引続きやり残した北方四島生態系調査のと

りまとめや、ニホンジカ袋角（鹿茸；ロクジョウ）の薬材化、脊椎動物の骨格・歯・角

に関するテキスト作りなどに取り組んでおります。 

 zenyo １９６５年４月から１９７８年９月まで農業経済学科（当時）で農協論講座を担当した

一教員です。新学科が発足したばかりの頃で在職中の先生方は殆ど他界しました。山形

県鶴岡市に在る山大農学部農学科（当時）に転職し、定年退職後も同市に在住、終の住

処になる見込みです。（妻子５人健在） ３年目に入るコロナ禍に加え、今年２月２３

日からのロシア軍によるウクライナ侵略でそううつ気味です。７７年に祖国日本は１５

年戦争に敗北し「国破れて山河あり」でした。そして７０年前に作詞・作曲された「酪

農讃歌」で多くの若者が学園を巣立ちました。このエールをウクライナに届けたいです。 

 押谷  一 今年から仲間に入れていただきました。諸先輩とお会いできることが楽しみです。よろ

しくお願いいたします。 

 小貫（利根川)

満子 

なつかしい古き時代の同志の交わりをいつも感謝しています。私もいよいよ９０年も目

前になんとか健康の維持に努めております。今年２月６日愛する夫・バルナバ雅夫司祭

を天に送りました。４人の子供、４人の孫みな元気です。新時代を立派に受け継いで欲

しいと祈っています。黒澤酉蔵氏創設の酪農学園も建学の精神に恥じることのない学舎

として時代に輝いて下さることいつも応援しています。 

 小野 愃弘 酪農学園が新聞や報道関係で活躍されている様子を知り、益々教育の充実が計られて発

展していることをうれしく思っています。私はニセコに移住してから１０年目になり”

住めば都”地域の人達との交流も楽しく、大自然のエネルギーをもらって生活していま

す。今のところ元気です。 

 加藤 勲 貴農同志会の皆様、コロナ禍の中で皆様お元気で過ごされていることと思います。私も

コロナに感染せずに今まで元気でおります。２０１８年に脳梗塞になり今年６月で約４

年経過しました。幸いお蔭様で今はようやく自分で歩行できるようになりました。しか

し、まだまだ外で自由に歩くことは出来ません。しかし毎日外でノルディックウｵーキ

ングで歩く練習はしていますがなかなかこのような神経の病気は回復が難しいことが

わかります。しかしこれからも自分なりに頑張って８５，９０へと挑戦したいと思って



おります。ただ私は来年８０歳になります。皆様も人生はまだまだですので頑張って下

さい。 

 加藤 清雄 豊平川河川敷の早朝ランニング、週３回のテニス（内１回はシングルス）、シニアサッ

カーリーグ（春から秋は外サッカー、冬はフットサル）を楽しみ健康維持に努め、極め

て元気に過ごしています。 

 加藤 敏文 皆様お元気のことと思います。４月より日本医療大学総合福祉学部にて、マーケティン

グや事業構想論などを担当しております。また、畑もやっており、１０種類の作物を育

てているところです。頭と体を使い老化防止に努めております。 

 金田 孝次 ついに９２歳になりました。その記念に去る４月１５日～１７日、東京芸術劇場ギャラ

リーにおいて書道の部で参加、関東地区在住の卒業生（教え子）と久しく再会してきま

した。一人生活になって５年、趣味の書道と漢詩作を楽しんでいます。短大五期生の集

いは、コロナで中断していましたが、７月８日札幌近郊の幹事が集まり、今後の在り方

を相談します。できれば２０回までやりたいですが皆さん高齢になり見直しは明るくあ

りません。末筆ですが貴農同志会のご発展をお祈りしています。 

 北田満之進 私共、コロナ禍の終息を願うなかで、お蔭様で健在でございます。何時もながら、役員、

事務局の皆様にはご連絡等いただき学園の現況を知ることが出来、懐く感謝申し上げま

す。同志会の役員、事務局、会員の皆様のご健勝を祈念いたしおります。 

 北田 恵子 高齢になりましたが、なんとか毎日を元気に過ごしております。何時もありがとうござ

います。 

 工藤 英一 今年は大麻東町第一自治会の会長をしております。地域のありとあらゆる出来事に関わ

ることになって、これは最後のボランティア活動となりました。個人的には今年も畑づ

くりは継続しております。とても暑い日が続いて充分な作業は出来ませんが、なんとか

体は動いています。 

 國本 隆美 昨年より大動物臨床に復帰しましたが、日々北海道と広島のレベルの違いを痛感してお

ります。 

 髙坂 嘉孝 相変わらずの仕事を続けております。最近は野草の講習以外にも一人で楽しんでいた、

島で採れる果物でのワイン作り、酢作りやら野草や果物酵素作りの講習会の声もかかる

ようになりました。悪天候や事務仕事に追われる日以外は Walking を楽しんでいます。

昨日までなかった草や木の開花や植物の変化をみて何よりの喜びにしています。 

 小阪 進一 コロナウィルス感染症の収束がみえないなか、皆様にはいかがお過ごしでしょうか。私

は最近以前のような生活スタイルにもう戻れないのではといった悲観的になりがちで、

コロナ疲れを感じる今日この頃ですが、元気です。こんな時はこころの健康も大事です

ね。出来ればマスクなしの笑顔で語り合いたいです。昨年から副会長兼任事務局長を努

めています。不慣れなため色々とご迷惑をおかけしますがよろしくお願いします。なお、

スマホで貴農同志会のホームページをご覧いただけます。 

 小堀 一幸 年齢は四捨五入して９０歳、酪農学園短大を卒業して７０年近く当時の平校舎が懐かし

いです。学園の益々の発展と同志会の皆様方のご活躍をお祈りして居ります。 



 小松 純子 「大切な物だからここに移動してと！」が、しばらくすると、移した場所が思い出せず

冷汗が出てくる今頃です。が、まあ、なんとか生きているから良しとしよう！！と。 

 近  雅宜 先ずは体調を整えています。１日１イベントが原則、平日を最大限有効に活用、天気を

見て行動等気楽で楽しい日々です。また、全国の友人との交流も楽しみのひとつ。コロ

ナ禍、戦争等不安もありますが『人生１００年時代』に踊らされず、楽しく過ごしたい

ものです。未来ある生徒、学生の皆さんが大人の型にはまったネガティブな形式に諦め

ず、振り回されない『成長』を願っています。 

 榮   忍 ２０１９年度より、江別教会で牧師としての務めを担っています。江別駅に近いのでぜ

ひお出かけ下さい。コロナによって教会出席の課題が控えられ教会としては寂しくなっ

ています。現在、幼稚園長を兼務しており乳幼児の生命力に目を見張って日々過ごして

います。 

 榮   潤子 ２０２２年１月からココルク江別の介護老人保健施設に移りました。骨折後、車椅子生

活です。コロナで人と会って話す機会が失われ寂しい限りです。 

 坂本  勲 コロナの関係で、行動範囲は狭まっていますが、地元のいろいろな地域活動を頑張って

います。大学の様子が分かる「学園だより」をいつも楽しみにしております。 

 坂本 与市 朝な夕なに浜を散歩してから机に向っています。コロナにも負けず暑さにも負けないそ

んな老人に私はなりたい。皆様のご健康を祈念いたします。 

 澤田 麗子 黒澤酉蔵氏による「キリスト教の精神を教育の柱とし、心の教育を重んじる」初台の基

本を常に心に止め進まれます様に―。今後の学園の発展をお祈り申し上げます。 

 塩見 德夫 ご無沙汰いたしております。昨年の暮れに、スクランブル交差点で転倒し、アキレス腱

を患い、入院の憂き目にあいました。現在はほぼ回復し、元気にしております。皆様、

お足元には十分お気をつけ下さい。 

 芝﨑 希美夫 「食の経済入門」２０２２版 これをテキストとして、栄養専門学校で、酪農学園大学

定年後１８年目の授業を実施する予定です。 

 清水 裕二 私にとって北海道の歴史上・そしてアイヌが圧された歴史を忘れてはいけない課題とし

て追及してきた。その一つは、アイヌ人骨返還≪北大のみならず全国十二大学の医学部

中心のアイヌ墓地からの盗掘問題≫の人骨帰還要求問題です。そして今年度も実施予定

の全道教育研究集会でのアイヌが虐げられた歴史を全道民と一緒に議論するスタッフ

一員として気力だけは寄せて頑張っております。私は八十歳を超えましたが、私にとっ

て六十年前の先輩や知人はおられないものとして近況？報告いたします。私は知的には

健全と自覚しますが、健康的・体力的には、不安な毎日を過ごしております。 

 カナン・ﾌｧｰﾑ 安宅先生始め役職員の皆様には御苦労様です。安宅先生の農業新聞掲載の「酪農温故知

新」を興味深く拝読しております。私もこの十勝南部の現住所に開拓入植してから今年

で５３年目「草地酪農」を一貫しています。息子夫妻は北大農学部の畜産を出て私の牧

場を継承しクリスチャン酪農家の証しを立てています。初代学長の樋浦先生は退官後私

の農場に３度も訪問され励まして下さいました。地球的な気候異変の中、タイミングよ

く年間約１３００個のロール（良質のもの）を収穫しています。機会を得て３０年程前

にヨーロッパ・中東等数か国を歩きまわり見聞を広めて来ました。現在私は９１歳「有



病息災」１００年人生へと歩みを進めております。「酪農讃歌」諸兄姉の御健斗を祈り

ます。 

 昌子 守彦 年齢相応にあちこち不具合を抱えておりますが、何とか無事平穏に過ごしています。天

地の恵みに感謝しつつ、気持ちだけは老け込むことのないよう努めています。 

 杉村 泰彦 この１年間、何回か酪農学園を訪れる機会がありました。いつ来ても、変わらず良いキ

ャンパスだなと嬉しくなります。 

 鈴木 明子 元気に過ごしております。 

 鈴木 忠敏 再開された海外からの農業技能実習生（母国で３か月日本語研修済み）に、週１回で日

常と農業用語の講師。４月にインドネシアから女性１０名初来日、しかもラマダン期間

中で昼食を取らず、お祈り。実家への送金は家計や弟妹の高校進学への補助（戦前の女

工哀史的）。私は肉用牛流通調査で３週間の滞在経験があり、イスラム教（豚肉・酒の

食禁）・ドリアン食の失敗談を。五輪真弓「心の友」は第２の国家とも言われ日本語 OK

で皆で歌う。日本国内で一カ月研修後の５月に３年契約で冷凍枝豆工場・採卵 PG に配

属されました。５月からは中国・ベトナム・インドネシアからも続々来日。農業に大型

機械導入も、労働力不足で外国人導入が先鋭化、７月には十勝の酪農家にも配属されて

います。民生委員３年目ですが、年々生活資金への助成要請が増えています。 

 頭川 恵子 私は今、パートで働いています。毎日子どもたちの笑顔で元気にしています。この歳で

園児のエネルギーを感じていることに感謝しています。皆様もご自愛ください。 

 関戸 キヨ子 先日はお忙しい中、お電話お返事ありがとう御座いました。また捜すのに時間をかけて

返事をしたいと思っております。また何かありましたら知らせて下さいね。電話下さい

ました彼によろしく伝えて下さいね。振りがなや名前をわすれてすみません。 

 高橋 直樹 ３月末、６年ぶりに江別に戻ってきました。みなさまとの再会を楽しみにしています。 

 武内 千保 元気にすごしております。６月８日にウポポイを見学してきました。自然の中にすばら

しい博物館があり、一見の価値ありです。近くの林の中から野鳥のさえずりが聞こえ、

癒されました。貴農同志会の皆さまのご健勝をお祈り申し上げます。 

 丹 渥 元気でおります。１１年５カ月の機農寮での勤務がなつかしく、１２号線を通る都度振

り返っています。今は健康管理のためパークゴルフと町内会長兼務でのそこそこ忙しい

生活をしております。 

 M.  C. 今年も我家の桜はみごとに美しく咲いてくれました。そしてさくらんぼがなるのを楽し

みにしていたのですが強風続きの日が多く実がなる前に全部落ちてしまい、今年は全滅

です。とても残念！ 皆さんにお会いして楽しくお話ししたいと思うのですが夜、出か

けるのが億劫になってきました。残念ですが仕方ありませんね。百年時代と言われ続け

て久しいですが、身体にはくれぐれも気をつけて、１００歳以上生き続けましょう！ 

 土合 紘造 夫、土合紘造は、令和４年５月１７日、満７８歳にて永眠いたしました。夫の人生に豊

かな彩りを添えてくださった皆様へ心より感謝申し上げます。 

 傳田 真津子 コロナ禍中、親を見送りました。寂しい限りです。 



 中尾 敏彦 どうにか健康にも恵まれ、約２００坪の家庭菜園で野菜作りに励んでいます。毎年、肉

牛研究会から堆肥を購入して畑まで運んでもらっています。母国の大学で活躍している

卒業生達の招きで、時々、ネパール、ベトナム、スリランカなどに出かけています。今

年の１月には JICA の酪農開発プロジェクトの仕事でキルギスにも行ってきました。こ

ちらでは酪農学園大学の卒業生達のお世話になりました。感謝です。 

 中出 哲也 新入会員となりました中出哲也です。１９８１年４月入職し、４１年間獣医学類で勤務

し、２０２２年３月定年退職しました。この間、諸先輩、同僚の方々に支えていただき、

職務を全うでき、感謝申し上げます。４月からは非常勤講師として「建学原論」を担当

しています。１年生全員に自校教育を教えており、改めて酪農学園の歴史と使命を反芻

している毎日です。来年は通常総会と交流会が開催される事を祈っております。 

 中ノ目敏雄 同志会の皆様 今日は 昭和５２年に機農高校の教員として働き始めた者です。最後は

とわの森の教員で定年を向え、再雇用で５年間機農寮と新しくなった高大寮務課希望寮

の職員として勤めました。現在、パート職員として、希望寮の宿日直の勤務を月に８回

程度しています。寮生には卒業生の息子さん達も多くいますが、かなり寮生活は変わっ

ています。 

 中原 准一 後期高齢者になり８０歳の大台も近くなりました。老いはいろいろなところに現れてき

ています。とくに脚力やひざに変化がきています。せめて週に３日は、１万歩くらいの

Walking を目指します。face book に回想の投稿をみるのも楽しみのひとつです。「あな

たたちの息子や娘は予言し老人は夢を見、若者は幻を見る」（ヨエル書３章１節）の境

地に至りたいと願っています。 

 永幡  肇 愛媛県今治市での単身赴任（加計学園・岡山理科大獣医学部）を終えて江別に帰りまし

た。宜しくお願い致します。 

 名久井 忠 皆様 ご健勝のことと存じます。７月、久しぶりにホームカミングデーに参加しました。

敬愛する同僚、先輩のお元気な姿に接し、ホッとして、そして不思議な安心感を抱きま

した。 コロナ禍の中、現役学生たちが、白樺祭に励んでいる姿に、元気をもらいまし

た。学園の益々の発展を祈っております。 

 新名 正勝 元気で後期高齢の日々を過ごしています。メインは主夫と町内会活動。サークル活動は

卓球、フィットネス、文芸の会、趣味はパーク、つり、山菜採り、自家菜園どれも中途

半端です。 

 西川   求 元気です。感謝の日々です。７月２日のホームカミングデーに参加。当日札幌にて酪大

１期生の同窓会に参加。懐かしい面々に再会。遠くは熊本より泉哲雄氏、永村敏勝氏、

京都より太田亙氏等々１８名の参加。来賓には野先生と同窓会長の加藤清雄先生をお迎

えして盛大に行われました。先日坂本与市先生からメールを頂き、コロナが落ち着いた

ら再会を約束しております。ホームカミングデーでは小貫満子先生、安宅一夫先生にお

逢いして御挨拶させていただきました。 

 野  英二 今年(2022)３月末で酪農学園大学の非常勤講師の契約が満了となりました(満７０才)。

現在は、八紘学園 北海道農業専門学校からの要請を受け、４月から当校の校長に就任

いたしました。これからもご支援のほどよろしくお願いします。 



 H. H. 皆様 お元気ですか？ コロナ禍ですっかり外出の機会が減りました。私は元気でやっ

ております。現在の職場では入試関係の仕事をおおせつかりました。三愛高にはまたお

世話になるかと思います。どうぞよろしくお願いします。 

 長谷川隆博 総会、懇親会の中止のお便りいただき、有難うございました。ご縁があって文理科短大

で学生職員の皆様とお会いできましたことを心から嬉しく存じます。学生の皆さんが謙

虚で一生懸命に勉強していたことを思い出し心から感謝しています。学園の皆様には

益々のご健勝のことを心からお祈り申し上げます。 

 原田  泉 庭芝生刈り、小さな畠の草取り、小さなビニールハウスの収穫(キュウリ、トマト、豆、

ピーマン）世界一周旅行（ピースボート）１７日予定しています。元気で毎日楽しく生

活しています。新幹線が札幌に来るまで生きていようと思っています。 

 平棟 孝志 本人 入院中の為 失礼いたします。 

 深澤 秀則 １９６６年機農高校から始まった勤務を昨年３月に終え、退職後の生活を計画していま

したが、コロナ拡大防止の為、世間の人々と同じように自粛生活を続けており、体力、

気力が衰えてきて多少焦り気味です。頑張ります。皆様もご健勝にお過ごし下さい。 

 深谷 正男 黒澤、佐藤(貢)、樋浦先生はじめ諸先生の面影を偲びながら、赤いサイロや白樺並木な

どの学園風景を時折り思い出しております。安宅会長、各役員の方々に感謝しておりま

す。例会の中止はやむを得ないと思います。来年は学園も九十年、本会も三十年の節目

を迎えます。多くの卒業生も全国で活躍しております。母なる学園の益々の発展と、同

志会諸兄姉のご活躍を心よりお祈りしております。高齢なので日々大切に過ごしており

ます。 

 保坂 善真 江別を離れて１５年目です。大分、こちらの暑さにも慣れましたが、やはり雪を見ると

ほっとします。ご盛会を鳥取の地よりお祈り致します。 

 干場 敏博 １．４月中旬に脊柱管狭窄症の手術を受けました。１６日間の入院治療でした。今はリ

ハビリ中です。手術とリハビリで随分回復してきました。ホームステイと運動不足が引

き金です。皆様も気をつけて下さい。２．Campus のキノコの数々をまとめていますが、

百種にも及びます。農食環境学群の山口昭弘教授により採取され、ラクガクフウセンタ

ケと命名（2017)も入っています。大型菌類に注目があつまればいいのにと考える今日

この頃です。 

 細川 允史 大学終了後にライフワークとして始めた卸売市場政策研究所はもう１１年になります

が、卸売市場関係の会員社が１５０社になり、適当に忙しくやっています。体のゆるす

限り、続けたいと思います。酪農大出身で卸売市場で働いている人たちも管理職になっ

ており、中核として存在感を示している人が多くいます。ときどき訪ねて懇談するのが

楽しいです。 

 堀内 信良 今年で会社も息子に渡し、学園のお役も全て退任しました。薬は飲んでいますが、高血

圧・高脂血症・糖尿の数値も正常になりました。ゆっくりしようと思ったら町内会の役

が回ってきました。今年の夏休みは子供たちのラジオ体操の係りです。 

 牧野 輝雄 江別を離れて２０年、馬齢を重ねて米寿を迎えました。コロナ、ウクライナ、暗殺事件

と暗いニュースが集中しましたが、これからの明るいニュースを期待して、皆様の御健



勝をお祈り致します。 

 松中 照夫 あいかわらず元気に過ごしております。仕事も週に４日勤務で、続けております。以前

は通勤電車内で読書するのが楽しみでした。現在もそうなのですが、朝の出勤時は OK、

でも帰りの電車ではそれができなくなることが多くなりました。これを歳のせいにする

のはいやですね。とはいえ、まちがいなく老化現象の結果です。学園が神様に今まで以

上に祝福されますように、願っています。 

 松本 懿 午前中は散歩、午後は私設学童クラブ開設（孫の世話）、夜はラジオ又は TV でファイ

ターズ視聴という生活スタイルが続いています。 

 水野 直治 いつもメール有り難うございます．いろいろと困難な時代ですがいまのところ元気にし

ております．昨年くれから，元北星大学の教授や室蘭工大名誉教授などを含めた１０人

ほどで，「いい放談会」をはじめました．ここでは月一の割合でそれぞれ会で報告しま

す．私は１回目に「北海道の火山灰土について」，２回目は「十勝岳泥流と猪狩源三」

について話しました．十勝岳泥流は日本最大の火山災害だったと思いますが，泥流地帯

の調査と対策は猪狩源三の調査と対策以来私が東京農大に移って学生と３年間調査研

究をするまでだれも関わりませんでした．たぶんあまりにも大きな問題で泥沼に入ると

の恐れからその様になったのだと思います．わたくしは農業試験場にいるときから，何

故大きな問題にあるのに，みんながそれに目をつぶっているのが我慢出来ませんでし

た．しかし，農試は担当地域が決まっていてどうにもなりませんでした．猪狩源三は三

浦綾子の小説「泥流地帯」に出てくる農事試験場の技師さんです．学生の時．土壌学を

習った方です．すでに７０歳になっていて，やせておられました．当時は短大に土壌担

当の教員がだれもいないときでした．十勝岳泥流の調査をし．猪狩源三の仕事がいかに

偉大かを知りました．そこでその後３０年間，猪狩源三の消息か関係者を捜していまし

たが，見つかりませんでした．ほとんどあきらめていて，今年の５月はじめにインター

ネットを調べたところ，そのお孫さんが「猪狩源三の偉大な仕事」の紹介をしていまし

た．そこで私の方（元同僚だった上川農試の土壌肥料科長と農試の時に研修生としてわ

たくしの研究室に来ていた農業改良普及員も一緒）に上富良野町と農協の協力で行った

調査報告書を送り，６月１８日に新篠津で当時の農試の関係者も交えて会うことがかな

いました．そこで知ったのは，猪狩源三さんはわれわれが土壌学を習った半年後に亡く

なっていました．猪狩先生から習った土壌学は他の先生と異なり，ノートを読むことは

なく，実際の実験でもするように具体的に教えてくれたことでした．それらの中には農

大に移った時，網走地方の農業で大きな問題となっていて，世界中で一世紀も研究され

ながら判らなかったある作物の病気の抑制因子を，その時習った方法で解明することが

できた経緯もあります．これに関する論文はアメリカの植物病理学会から出版された著

書にわれわれの論文が８編ほど引用されて解説されています．今更ながら学生の時習っ

た教員の影響を強く感じていることはありません． 

 溝  浩 いつも有難うございます。８０歳を越えましたが何とか元気に過ごしております。貴農

同志会の為に何のお役にも立たず申し訳なかったなど思っております。 



 南 佳子 今、はやりの老後のダウンサイジングに取り組み、引越しました！！知人も多いところ

で楽しく新生活をはじめています。 

 宮本 正敏 新型コロナで疲れ気味です。BA.５の拡大が懸念されています。暑い日が続きますが熱

中症に気を付けながら感染対策をしているこのごろです。酪農学園での学生４年間、教

育職（助手）３年間ふり返り、楽しいこと、苦しいこと、無情、無常を感じたこと等い

ろいろと思い出しています。２０２２年（令和４年）７月９日で８３歳になりますが、

現在も生涯学習者として学習を続けています。親鸞、日蓮、イエス・キリスト、立花隆、

石原慎太郎等々を学習して自己にとって不動の死生観の形成に挑戦しています。これか

らも、生かされている間は、私は知ることが楽しいので、生涯学習を続け、知識を広く

深くするため、知の学習に挑戦したく考えています。 

 S. M. 体調不良で病院通いが続いています。皆さん健康には十分気を付けましょう。毎日１キ

ロ程歩いていますよ。 

 村山 昭二 皆さま如何お過ごしでしょうか？私は通院しながらも元気に過ごしています。現在、幼

稚園で仕事をさせて頂いており、園児よりハイタッチをいただき、エネルギーを与えら

れております。困難な時代の中にありますが酪農学園ととわの森三愛高校の益々の発展

をお祈りいたします。 

 M. M. 八十路の折り返しを過ぎて、コロナ自粛の中、些かウツ気味のやる気が出ない始末です。

生活面は齢相応に病院へ通いながらも持病と程ほどに付き合って過しています。今年は

２月にはロシアのウクライナ侵攻が始まり、アメリカと EU によるロシア制裁に対しプ

ーチンの石油・天然ガスの供給停止の嫌がらせがエスカレートする一方で、自由主義諸

国からのウクライナへの武器供与など国際面で目が離せない緊張が続いている。我国は

地政学的にロシアと海上とはいえ国境を接している。安全保障の対策はあるのか？凡人

にはプーチンの思考構造は理解不能である。 

 山口 令子 高齢のため何も出来ず昔の仕事を思い出す事で幸せに思っています。 

 山﨑 亮一 ２００９年に東京農工大学に移って１３年になります。時の流れは早いもので、本年度

をもってそこも定年退職となります。２０２０年より著作集全５巻の刊行を築波書房よ

り始めておりますが今秋にそれを終える見込みです。貴学で得た経験の貴さをかみしめ

る昨今です。ますますの御発展を祈念しております。 

 山田 大隆 ごぶさたしております。貴会の盛会何よりです。小生、現在、産業遺産を中心に北海道

遺産活動と台湾との親善活動（台湾世界遺産登録応援会）に尽力しています。北海道開

拓における農業土木開発、酪農事業の発展に貢献した北海道技術の発展をいつも痛感し

ています。貴会の益々の御発展を祈ります。 

 山田実・紀子 安宅会長はじめ御同志会の皆様には大変お世話になり心から感謝申し上げます。私達は

今年の春、江別のマンションを手放し、うちなんちゅう（沖縄の人）になりました。沖

縄で、早、７年目を迎えております。皆様には、大変お世話になり、心から厚く御礼申

し上げます。北谷町（ちゃたんちょう）という観光地でアメリカン・ヴィレッジとも呼

ばれています。毎週、日曜日には教会で良き交わりを与えらえています。皆様の上に、

主の祝福が豊かにありますよう心からお祈り申し上げます。 



 山本 博信 ありがとうございました。別にありません。 

 湯浅 亮 コロナ禍が続きますね。。。貴農同志会の皆様、お変わりありませんか。。。？ 小生８４

歳ペースメーカーをつけながらデイサービスに通っています。役員の皆様、ごくろうさ

ま、ありがとうございます。 

 横山 明光 大学を退職させていただいた後、私の属しております聖公会の司祭として３教会を司牧

いたしましたが、７０歳の定年後２年嘱託司祭として札幌聖マーガレット教会にて司

牧、現在は札幌市内の４教会で現職司祭の補助として聖餐式司式奉仕をさせていただい

ております。だんだん年とともに視力も低下、思考能力も低下、身体能力も低下、何も

できない状態でこの世に生まれさせていただき、少しずつ与えられた可能性と可能力

も、いよいよ、ひとつずつ取り上げられていきます。神様のところに行く準備が始まっ

たのだと思います。先日３年ぶりに開催されたホームカミングデー、黒澤記念講堂での

礼拝に出席させていただき、懐かしく先輩とも合わせていただき感謝いたしました。８

月２日から全国生物教育会・全国理化学協会の合同大会が開成高校で開かれます。出席

を予定しておりますが、これが最後でしょう。約２０年前、母校酪農学園大学を会場に

全国から高校の理科教師を集めようと努力したことを回想しております。今回は、２コ

ースの現地研修の会場が母校酪農学園となっております。私も出席を予定しておりま

す。改めて、わが酪農学園のわが人生での大きさと尊さを感じております。ありがとう

ございます。 

 C.  Y. 元気に暮らしております。家庭菜園・ガーデニングと多忙な毎日です。皆様のご健康を

お祈り致します。 

 吉田  眞 北東北を残して梅雨明け宣言がなされたあと方々で大雨の様ですが遠野は低温気味の

日々です。コロナは相変わらずの様ですが日常的には何も有りません。ただ静かに暮ら

しています。ゆるやかな繋がりの良さの日々を楽しんでいます。 

                       以上、返信用葉書等９１通より転載 

 追加掲載分  

 柳村 俊介 ２０２０年４月から大阪市枚方市の摂南大学農学部に勤務しています。今年に入り、京

都府の八幡市と綾部市を拠点にフィールドワークに着手し、これから何年続けられるか

わかりませんができる限りのことをしようと考えています。現在の住まいは奈良市です

が、大阪、京都にも近いので関西にお越しの際には知らせて下さい。 

 村野 紀雄 いつもありがとうございます。 ご連絡楽しみにしています。暑さきびしきなか、ご健

勝をお祈りしながら！ murano。 

 竹花 一成 返事大変遅れて申し訳ありません。会員の皆様の御多幸と会の発展を祈っておりま

す。当方現在、冬に向けて種々の準備に入っております。 

 

 


