
　北海道アルバータ酪農科学技術交流協
会の交流事業推進につきまして、日ごろ
から皆様には格別のご協力、ご支援を
いただき心より厚く御礼申し上げます。
2019年度も関係者の皆様方の多くのご
協力とご支援をいただきながら事業推進
に努めてまいりました。
　2019年度は、「平成」から「令和」に
代わり、新しい時代が始まり消費税が
10％に引き上げられた印象深い年でし
た。また、ラグビー・ワールドカップが
日本で開催され、日本代表が８強入りし
て日本国中がその活躍に歓喜し、さらに
吉野彰氏（旭化成株式会社名誉フェロー）
がリチウム電池の開発に対してノーベル
化学賞を受賞し喜びに沸きました。一方
で、９月から10月にかけて東日本に大
型台風が上陸し大雨による甚大な被害が
発生しました。千葉県では長期間の停電
により大きな被害を受けた酪農家も多か
ったことが伝えられました。2018年度
に続き自然災害の甚大な被害が発生しま
した。被害に遭われた方々にお見舞いを
申し上げるとともに、一刻も早い復旧・
復興を祈るばかりです。さらに、現在世
界的に新型コロナウイルスの感染が拡大
しており、今後経済への影響もより大き
くなることが考えられます。
　酪農については、全国の生乳生産量が
４年ぶりに増産され、チーズ総消費量が
４年連続で過去最高を更新したことが発
表されました。北海道の生乳生産量は
400万トンを超え全国の生産量の55％
を占め、生乳生産の北海道依存が高くな

っていることが明らかになっておりま
す。一方で経営コストの上昇、農家の高
齢化、離農、担い手不足、国際競争の進
行など様々な課題が山積しており、今後
も厳しい情勢が続くと予想されます。
　さて、2019年度は、「アルバータ大学
夏季研修プログラム」に３名、「海外農
業研修サポートプログラム」に３名、今
年度からスタートした「高校生留学サ
ポートプログラム」に１名を派遣しまし
た。それぞれが初めての経験や英語漬け
の日々に、苦労しながらもたくさんのこ
とを学んで帰国しました。
　また、2019年度も学生派遣の受け入
れ機関の充実を図るため、９月に石島 
力理事（酪農学園常務理事）と共に、事
務局の髙山、品川がアルバータ大学、
NAIT、オールズカレッジを訪問し、今
後の学生派遣に関する協議を行い、留学
および研修派遣中の学生５名の授業やフ
ァームステイの様子を視察してまいりま
した。
　昨今の酪農を取り巻く環境は、先にも
述べましたが生乳生産の増加など好調を
伝える情報が多くなりましたが、一方で
酪農家戸数の減少に伴う担い手不足や生
産コストの上昇、国際情勢の急速な変化
など、相変わらず厳しい状況は続いてお
ります。このような多くの課題と対峙し
ながら持続的に酪農を発展させるために
はさまざまな対応が求められておりま
す。酪農の発展を支えている農村地域の
持続的な発展が重要なことであろうと思
われます。そのためには、担い手の養成

はもっとも重要な課題の一つで、本協会
にとっても重要な使命の一つであると考
えております。また担い手不足の問題解
決には、作業の省力化や効率化のための
新技術の導入や酪農における働き方改革
も早急に取り組まなければならないと思
われます。いわゆるスマート農業の推進
はその解決策の一つとして期待され、ロ
ボット搾乳、自動給餌器、GPS機能搭
載のトラクターなど作業機械の普及が進
められています。新技術が酪農の生産現
場に導入され実用的に利用されるために
は、それを支える情報通信網の整備や専
門技術者の養成が必須になっておりま
す。さらにそのためには、酪農に興味を
持ち酪農産業に参入する若者を増やすこ
とが何よりも大切であると考えておりま
す。2020年度は酪農業界にとって一大
イベントである第15回全日本ホルスタ
イン共進会九州・沖縄ブロック大会が宮
崎県都城市で2020年10月31日から11
月２日に開催されます。本協会は前回の
2015年北海道大会と同様に、次回大会
でも一般社団法人日本ホルスタイン登録
協会様と共催で、将来の担い手や後継者
を対象とした酪農教育プログラムを開催
すべく鋭意準備を進めております。この
機会に一人でも多くの若者が酪農に夢を
持てるようなメッセージを発信したいと
考えておりますので、皆様のご支援、ご
協力をお願い申し上げます。また、本協
会の今後の事業推進にもご支援を賜りま
すようにお願い申し上げます。

北海道アルバータ酪農科学技術交流協会

会長　谷山　弘行
（学校法人酪農学園　理事長）

全日本ホルスタイン共進会の年に
　　　　新しい時代の酪農を探る
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　2007年から2016年まで本協会の会長を務めた麻田信二氏
が、長年にわたる地方自治への顕著な功績が認められ、2019
年秋の叙勲で瑞宝中綬章を受章しました。
　12月10日に、東京において高市総務大臣から勲章が伝達され、
その後、皇居において勲章を着用して天皇陛下に拝謁しました。
　１月25日には、ホテルエミシア札幌で本協会主催の祝賀会が
開催され、27名の方々にご出席いただきました。終始和やかな
雰囲気で会は進み、最後に麻田氏より参加者全員に対し、12月
に刊行された著書「北海道農業と食の安全安心」をご恵贈いた
だきました。

本協会におけるご功績
　麻田氏は、2007年に本協会の会長に就任された後、９年間
にわたり、協会の中心人物として、時代の変化や社会の要請に
対応する指針を積極的に示し、協会の拡充・進展に大きく尽力
されました。アルバータ大学やオールズカレッジへの研修生派

遣や、アルバータ州をはじめとするカナダの各州から専門技術
者を招聘して開催する海外農業技術セミナーを通じ、北海道と
カナダにおける酪農の振興と両国民の親善交流に多大な貢献を
果たされました。

　９月18日から23日の６日間、石島理事と協会事務局員の髙山、
品川の３名でアルバータ州を訪問し、アルバータ大学、オール
ズカレッジ、NAITの視察および担当者との協議を行いました。
　アルバータ大学では夏季研修プログラムと2019年度からス
タートした高校生留学サポートプログラムに関する意見交換を
行い、特に高校生プログラムに関して、今後も活性化させてい
きたいと仰っていただきました。その他、派遣中の学生が参加
していたELSの授業視察や派遣学生との面会、エクステンショ

ン学部長への表
敬、キャンパス
ツアー等たくさ
んの視察や協議
する機会を作っ
ていただき、こ
れまでの長年の
交流により、お
互 い の 関 係 が

しっかりと構築されていることを確認できました。
　オールズカレッジでは、新しい担当者の方々と今後の派遣再
開の可能性について協議を行いました。オールズカレッジのカ
リキュラムが、以前は実習がメインだったものがよりアカデ
ミックな方向にシフトしていたり、組織変更が頻繁に行われた
りしているため、現状は課題ばかりで、すぐに派遣を再開する
ことは難しいことが分かりました。そのため、今後も派遣先の
一つとなるよう可能性を探っていきつつも、他の派遣先を探す
必要性があると感じました。
　NAITでも、アルバータ州の政権が変わったことにより組織変
更の最中であり、なかなか派遣に関する話を進めることができま
せんでした。今後担当者が確定された後に、再度派遣に向けた話
し合いが必要になります。まずはアルバータ大学夏季研修プログ
ラム中に、数日間NAITで実習ができないか協議を進めています。
　今後も定期的にアルバータ州を訪問し、より一層の協会活動
の発展に繋げていきます。
 （事務局　品川　晴香）

麻田信二前会長が瑞宝中綬章受章

アルバータ州訪問
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佐藤貢・雪印乳業−酪農学園・アルバータ大学奨学金
・高校生留学サポートプログラム（１名）　＊2019年度スタート

アルバータ大学での英語研修。酪農学園大学附属とわの森三愛高校の生徒１名に対し、20万円の奨学金を支給。

・アルバータ大学夏季研修プログラム（英語研修コース・ファームステイコース）（両コース合わせて10名程度）
期間は約４週間。応募学生の中からTOEICスコア上位５名に対し、20万円の奨学金を支給。

・大学院生留学サポートプログラム（１名）
北米地域の協定機関に受け入れを認められた大学院生１名に対し、30万円の奨学金を支給。

・海外農業研修サポートプログラム（１名）
協定機関、受入農家、農業研修を紹介する外部機関を通じ、カナダでの農業研修が認められた学生に対し、20万円の奨学金を支給。

［ 研修レポート ］
高校生留学サポートプログラム

酪農学園大学附属とわの森三愛高等学校
獣医・理数コース２年
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　私は７月９日から24日の２週間、カナダのアルバータ州、エ
ドモントンに語学研修に行ってきました。平日は毎日４時間ほ
どアルバータ大学のELS（English Language School）で授
業を受け、休日はカナディアンロッキーツアーなどのエクス
カーションに出かけたりしました。カナダで実際に使われてい
る英語を聞き、人に尋ねる時も英語を使うことは、私にとって
大変貴重な経験になりました。
　初めは自分の英語に自信がなく、話しかけることをためらっ
ていましたが、せっかくの機会を無駄にはしたくなかったので、
積極的に英語で話しかけてみることにしました。私が言葉に詰
まっていると、簡単な英語で聞き直してくれたり、こちらのつ
たない英語も最後までゆっくり聞いてくれたり、カナダの人は
とてもやさしかったです。そのような経験が私に自信をつけさ
せてくれて、もっとコミュニケーションをとっていこうと思う

ようになり、自分から進んでお店
に行って、少しでも多く英語を使っ
て会話をしようという気持ちにな
りました。私はカナダの人たちの
優しさを感じたから、もっと話し
てみたいと思えるようになったの
かなと思います。これからも積極
的に人に話しかけてみたり、英語
を使って世界の人と交流をしてい
きたいです。私は初めて、２週間

もの期間を、カナダという外国の地で過ごしました。滞在中は、
とても刺激が多く、吸収するものがたくさんありました。カナ
ダでの生活は、私が想像していた以上の充実感がありました。
もともと公共交通機関の少ない場所で生まれ育った私は、高校
生になるまでに一人でバスや電車に乗ったことが数えるほどし
かありませんでした。そんな私が、海外で一人でバスを乗り継
いでショッピングモールに行ったり、LRT（電車）に乗って通
学したり、目的のために自分から考えて動くといった経験をし、
自主性と行動力がついたことを実感します。この研修を通して、
人と英語で会話をし、絶景を堪能し、自分の将来について考え
ることができました。そして、さらに目標にむけて頑張ろうと
いう気持ちも強くなりました。
　高校生の間にこのような素晴らしい機会を与えて頂き、また
色々な面からサポートをして頂き、本当に感謝しています。先
生方や関係者全ての方々のおかげで、かけがえのない大切な時
間を過ごすことができました。ありがとうございました。これ
からもこの語学研修で得たものを忘れずに、もう一度カナダに
行ける日を夢見て頑張ります！

　2019年度から新たに高校生留学サポートプログラムがス
タートしました。酪農学園大学附属とわの森三愛高等学校の高
校生１名に対し、20万円の奨学金を支給し、奨学生として選考
された生徒は、夏に２週間、アルバータ大学にて英語研修を行
いました。
　また、アルバータ大学夏季研修プログラムに３名、海外農業
研修サポートプログラムに３名の学生が選ばれ、派遣されまし
た。夏季研修プログラムの３名と農業研修の１名は８月下旬か
ら９月下旬の約１か月間、残りの２名はそれぞれ２月上旬から

３月上旬の１か月間、２月上旬から４月上旬の２か月間、各地
で学習、実習に励みました。
　６月10日に高校生、８月７日に大学生の奨学金授与式が行わ
れ、派遣学生それぞれが留学の抱負を英語でスピーチし、谷山
会長から奨学金が授与されました。
　報告書は本協会のホームページにも掲載されていますが、一
部を抜粋して紹介します。（２月に農業研修に派遣した２名に
ついては４月にホームページに掲載予定、次回のアルバータ
ニュースでも掲載予定です。）
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アルバータ大学夏季研修プログラム
（英語研修コース）

獣医学類３年
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　私は今回、北海道アルバータ酪農科学技術交流協会の奨学金
を頂いて、８月29日から９月21日までの25日間カナダに滞在
させていただいた。奨学金の存在は、留学を現実のものへと近
づけてくれた。
　本留学を３つの観点から総括する。１つ目に、英語力の向上
について述べる。私は特にリスニング力が向上したと思う。私
のクラスの教授、Nicoleは、ネイティブに対しても早口と思わ
せるくらいエネルギッシュな話し方をされる方であった。初め
はもっとゆっくり話してくれる教授だったらなとも思ったが、
今では私のクラスの担当が彼女であったことに感謝している。
なぜならネイティブの話すスピードを聴き続けるという体験は
なかなかできないものであるからである。２つ目は、異文化に
触れることを通して、視野を広げることができた点である。３
つ目は、積極性を養うことができたことである。多少の失敗が
許される学生のうちに、自分の興味の持ったことに対してはと
ことん精力的に取り組んでいきたい。
　私はこの留学でたくさんのモチベーションを得ることができ

た。極端なことを言えば、去
年このプログラムに参加して
いれば１年早く高いモチベー
ションと広い視野を得ること
ができたのではないかと思う
くらいである。そう思える程、
私は本留学に参加して良かっ
たと思っている。この経験を
無駄にしないよう、これから
も精進していきたいと思う。

アルバータ大学夏季研修プログラム
（英語研修コース）

循環農学類４年
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　私がこのプログラムに参加しようと思ったきっかけは同じゼ
ミのプログラム経験者に話を聞いた事でした。プログラム参
加前の私は英語がとても苦手でしたが、国外の文化や世界中の
様々な人と話してみたいという思いがあった為、多民族国家と
して知られるカナダへの研修はとても魅力的に思えました。
　実際にカナダに行ってみると、最初の数日間は英語が全く聞
き取れず、自分が次の日に何をすれば良いのかも分からずかな
り苦労しましたが、ホストファミリーは何度も伝え直してくだ
さり、真剣に向き合ってくれたため少しずつコミュニケーショ
ンが取れるようになっていきました。
　私の今回のプログラムでの目標は国外で生活している人達
や、その環境に直に触れる事で語学力の向上や語学を学ぶ事の
意義の確認、異文化を体験する事でしたが、実際にプログラム

を経験し振り返ってみると、行く前に求めていた以上のものを
沢山学べたというのが素直な感想です。実際にカナダに居る時
にも多くの違いに驚かされましたが、帰国後も今までは当たり
前だった事が違う様に見える事が多く、物事を捉える視野が広
くなった事が実感としてあり驚いています。この研修で得た
様々な事を今後の人生でも活かし、英語も更に学んでいきたい
と思います。

アルバータ大学夏季研修プログラム
（英語研修コース）

獣医保健看護学類４年
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　この度はカナダアルバータ大学での英語研修に参加する機会を
頂きましてありがとうございました。この４週間はとても色濃く、
これから先経験できないような貴重なものとなりました。
　ELS（English Language School）はUniversity of Alberta 
のメインキャンパス内ではなく郊外のオフィスの中にあり、8:30
〜12:30の授業後、午後からはSEC （Student Engagement 
Center） Activitiesと呼ばれる学内のアクティビティか大学ごと
にセッティングされているアクティビティに参加しました。
　大学ごとのアクティビティではEdmonton Valley Zoo/
Golf/Edmonton Humane Society/Legislature Tourに 参
加しました。Edmonton Humane Societyと呼ばれる動物保
護施設では、保護された動物達がそれぞれの性格や体格に合っ
た環境で、さらに避妊や去勢、減量など適切な飼育を受け、譲
渡されていく施設を見学さ
せていただきました。特に
私が感銘を受けたのは多く
のボランティアが保護犬や
保護猫の給餌や掃除だけで
なく、散歩や遊びに関わっ
ていたことで、そうするこ
とでより早く人になれるこ
とができるきっかけ作りに
もなると思います。
　今回の留学で、語学力だ
けでなく困った時思い切っ
て人に助けを求める行動力
や、知らない街、勉強途中の言語、知らない人の中でどう行動す
るべきかを決める判断力などたくさんのことを身に付けることが
できました。一生忘れられない最高の経験でした。そして巡り合
えたたくさんの人に感謝しています。
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海外農業研修サポートプログラム

循環農学類３年
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　私は８月27日から９月22日の27日間、カナダのウエストロッ
クにあるTuxedo Farms という酪農家で実習をさせていただ
きました。この27日間は本当に濃く充実した時間であり、私に
とってかけがえのない経験となりました。
　実習先のTuxedo Farmsは、搾乳牛300頭、肥育牛を2,000
頭飼育し、約660haの広大な敷地で大麦やアルファルファ、ト
ウモロコシなどの飼料を自給している酪農家です。スタッフは
８人で、規模の割に従業員数の少なさに驚きました。
　私がこの研修に参加した理由は大学卒業後、農業高校の教員
を目指しているからです。私の理想の教師像は「何でも知って
いてワクワクさせてくれる先生」です。この目標に近づくため
には沢山の多様な経験が必要だと考えています。大学生という時

間のある今だか
らできることに
挑戦しよう！と
決めました。
　今回の研修で
成長するチャン
スが得られたと
感 じ て い ま す。
何事にも何度も挑戦すること、臨機応変に判断・対応すること、
怖がらずにコミュニケーションをとること、息抜きをすること、
優しさと感謝を持つこと、もっと話がしたいから英語を勉強す
ること、仕事・働くということに関する考え方…すべてカナダ
で発見し身につけ始めた力と感覚です。これからの学生生活や
人生でこれらの力を本物にできるよう努力していきます。この
１か月は間違いなく私の人生に影響を与えてくれる素晴らしい
経験となりました。関わってくださったすべての方々に改めて
感謝申し上げます。

第46回アルバータ州派遣留学
酪農学園大学
循環農学類２年
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　私が留学を希望した理由は、単純に海外の人とコミュニケー
ションをとるのが好きだからです。このことに気づいたのは、
大学1年生の夏でした。私は下宿先に泊まっていた韓国人留学

生と仲良くなりました。２か月ほどでしたが、共に過ごして、
様々なことを教えてもらいました。
　また、カナダは様々な人種が集まる国で、このプログラムも
様々な国の人が集まります。まだ、知らない世界のこと、日本
が他国の人にどのように思われているかを肌で感じたいです。
１年間という長い期間を海外に住むことに不安を感じますが、
それ以上にワクワクしています。１年後自分がどのように成長
しているか、楽しみです。

第45回アルバータ州派遣留学
酪農学園大学　循環農学類
2017年度卒業

永
なが

谷
たに

　万
ま

里
り

菜
な

　アルバータ大学にきてもうすぐ２年が経ちます。今年の冬は
去年より寒い日が続き、初めてマイナス30度以上を体験しまし
た。最初の１年はカナダでの生活が毎日新鮮で新しい発見がた
くさんあり、生活や人を通して学ぶことがとても楽しかったで
す。しかし、１年半ほど経ち、最近は日本、特に北海道はとっ
てもいい場所だなと思うことが増えました。きっとカナダに来
なければこんなに日本、北海道がいい場所だとは気づかなかっ
たと思います。他の国と比べれば日本は単一民族国家と言われ
ていますが、北には北海道の自然の美しさがあり、東京に行け

ばテクノロジーの最先端があり、大阪、京都にいけば歴史的な
街並みや文化があり、南に行けば美しい海と人、違う文化がそ
れぞれの島に現れるそんな国に生まれて育つことができたこと
はとてもラッキーなことだと思います。自信を持って “私は日
本人です” と言える、自分の国に誇りをもてることは幸せなこ
とだと思いました。水道水が飲める、時間通りに公共交通機関
が使える、食べ物が美味しい、安くてクオリティーの高いもの
が買える、ファッションやアートがあふれている。日本にいた
ときは外国はもっとすごく自由でプレッシャーを感じずリラッ
クスしているのかと思っていました。でも実際は限られた国だ
けで日本は他の国にはない良さがあるんだと最近改めて思いま
した。宗教の自由があり、表現の自由があり、それはとても素
晴らしいことだと改めて、日本の良さと感じました。

第46回アルバータ州派遣留学生決定

第45回アルバータ州派遣留学生報告書

　アルバータ大学への約１年間の派遣について、２年ぶりに１
名の派遣が決定しました。留学が決まった脇拓海さん（酪農学
園大学循環農学類２年生）は、５月からアルバータ大学で授業
を受けることになっていましたが、新型コロナウイルス感染拡
大の影響により現在カナダへの入国ができないため、９月から

の留学となる予定です。
　今後は、出発式を定期総会開催時に行うことを計画しており、
その際に谷山会長から奨学金が授与されます。
　脇さんの留学の様子は、本協会ホームページに随時掲載する
予定です。
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　６月28日に、酪農学園大学本館に於
いて第47回定期総会（2019年度）を
開催し、会員、関係者ら23名の方々に
ご出席いただきました。冒頭の谷山会
長の挨拶の後、以下の議案がそれぞれ
提案、承認されました。

◦第一号議案　 2018（平成30）年度事業報告ならびに収支決算、監査報告に
ついて

◦第二号議案　 2019（令和元）年度事業計画（案）ならびに収支予算案につ
いて

◦第三号議案　会則の改正について
◦第四号議案　役員の改選について

⃝HPをリニューアルしました
　 本協会のHPをリニューアルしました。派遣者の報告や過去のAlberta News、海外農業技術セミナーの資料なども掲載

していますので、ぜひご覧ください。
⃝第15回全日本ホルスタイン共進会　九州・沖縄ブロック大会への協賛
　10月に宮崎で開催される全日本ホルスタイン共進会に協賛し、後継者育成プログラムを開催いたします。

会費・助成金・寄付金
誠にありがとうございました。
感謝をもってご報告申し上げます。（敬称略・順不同）
【団体会費】
   一般社団法人北海道酪農協会、北海道ホルスタイン農業
協同組合、株式会社町村農場、雪印種苗株式会社、雪印
メグミルク株式会社、学校法人酪農学園 （以上６件）

【会　　費】
   加藤源祐、池田未佳、加藤寛治、永谷芳晴、伊藤智、梅
岡一博、青野芳樹、相澤親、杉本和彦、安田元、千葉喜好、
長井信之、田守義博、池上理麻子、五十嵐広司、渡辺南
 （以上16件）
【助  成  金】　公益財団法人酪農学園後援会 （以上１件）
【寄  付  金】　麻田信二 （以上１件）
� 2020年３月10日現在
 　合計　1,498,000円
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2019年度　北海道アルバータ酪農科学技術交流協会役員名簿（2019年６月28日現在）

お知らせ

役　職 氏 名 所 属 備 考
名誉会長 新	鈴木　直道 北海道 知事　※１
顧 問 新	小田原輝和 北海道 農政部長　※２
会 長 谷山　弘行 学校法人酪農学園 理事長

副 会 長
高山　光男 雪印種苗株式会社 代表取締役社長
町村　　均 株式会社町村農場 代表取締役

新	幸田　幸弘 株式会社丹波屋 代表取締役社長　※３
常任理事 金子　正美 酪農学園大学社会連携センター センター長

理 事

池浦　靖夫 雪印メグミルク株式会社 酪農総合研究所所長
山口　哲朗 北海道ホルスタイン農業協同組合 代表理事	組合長

新	山下　　博 日本酪農青年研究連盟 委員長　※４
新	柾谷　智史 一般社団法人ジェネティクス北海道 常務理事　※５
新	村山　昭二 とわの森三愛高等学校 元校長　※６
安宅　一夫 酪農学園大学 名誉教授
竹花　一成 酪農学園大学 学長
西田　丈夫 とわの森三愛高等学校 校長

新	石島　　力 学校法人酪農学園 常務理事　※７
髙橋　　茂 酪農学園大学 元教授
樋口　豪紀 酪農学園大学	獣医学群	獣医学類 教授
萩原　克郎 酪農学園大学社会連携センター 副センター長

監 事 新	近　　雅宜 公益財団法人酪農学園後援会 常務理事　※８
新	髙橋　哲也 雪印種苗株式会社 経理部長　※９

参 与

新	齋藤　浩哉 雪印メグミルク株式会社 北海道副本部長　※10
小山　久一 酪農学園大学同窓会校友会 会長
黒澤　敬三 酪農学園大学短期大学部同窓会 会長
及川　　伸 酪農学園大学	獣医学群 学群長
中辻　浩喜 酪農学園大学	農食環境学群	循環農学類 学類長
竹田　保之 酪農学園大学	農食環境学群	食と健康学類 学類長
佐藤　喜和 酪農学園大学	農食環境学群	環境共生学類 学類長
山下　和人 酪農学園大学	獣医学群	獣医学類 学類長
北澤多喜雄 酪農学園大学	獣医学群	獣医保健看護学類 学類長

事務局長 堂地　　修 酪農学園大学	農食環境学群 学群長
＊１　退任　北海道　前知事　高橋はるみ	/	＊２　退任　北海道　前農政部長　梶田　敏博	/	＊３　退任　学校法人酪農学園監事　佐藤　　泉　
＊４　退任　日本酪農青年研究連盟前委員長　山本　　隆	/	＊５　新規	/	＊６　新規	/	＊７　新規	/	＊８　退任　公益財団法人酪農学園後援会前常務理事　永田　　享
＊９　退任　雪印種苗株式会社経理部前経理課長　米山　　洋	/	＊10　退任　雪印メグミルク株式会社前北海道副本部長　倉田　幹也

第47回定期総会の開催


