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（L1号館前のクリスマス・イルミネーション） 

 

（昼間のL1号館前。左手に北里柴三郎像） 

2011 年を省み、希望の 2012 年を 
栃木県支部 支部長  滝 龍雄 

 北里大学同窓会栃木県支部の皆さん!! お元気で

すか!? 左側の上の写真にあるように、相模原キャ

ンパス L1 号館前のモミの木に、今年もクリスマ

ス・イルミネーションが点灯されました。電力使用

量は大学病院も含めて相模原キャンパス全体では

前年比約 15％も電力使用量が減少し、ささやかな

がら今年もイルミネーションに点灯する事が出来

ました。北里柴三郎像の隣にあり、余り目立たない

モミの木ですが(左側の下の写真)、夜には華やかな

光を点滅し、学生や教職員の目と心を和ませてくれ

ています。 
さて、2011年は大変な１年でした。３月11日に

発生したアグニチュード9.0の東日本大震災による

巨大津波は東日本の太平洋沿岸を襲い、東京電力福

島原子力発電所の原子炉に大きな障害を与えまし

た。北里大学も、岩手県大船渡市三陸町にある海洋

生命科学部（旧：水産学部）では、学生の住んでい

たアパートなどのある浦地区は大津波のより壊滅

的な被害を受け、住む所が無くなり、その為、海洋

生命学部を5年間の期限付きで相模原キャンパスに

移転しました。そして、一名の学生が亡くなり、未

だに一名が行方不明となっています。  
栃木県は福島県と隣接している内陸の県と言う

事もあり、大地震や大津波よりは原子力発電所から

の放射能飛散の影響を大きく受け、風評被害等によ

る観光地への来訪者の大幅な減少、農作物への放射

能汚染の被害も大きく、皆様の中にも大きな痛手を

負った方も居ると思いますが、北里精神の一つであ

る「不撓不屈（ふとうふくつ）」の精神で、乗り越

えて行きましょう。 
 
2012 年は大いに希望の持てる年に出来るよう、

英知を傾け、努力しましょう。 
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栃 木 県 支 部 新 年 会 の 開 催 
阿部祥次、蓼沼亜矢子 

 2012年の新年を祝して、北里大学同窓会栃木県支

部の新年会を下記のとおり開催します。今回は、若い

支部会員が世話人となり、単にお酒を飲むだけの交歓

会ではなく、楽しいアトラクションも予定しています。 
 
 日 時：2012 年2 月 18 日（土曜日） 
 場 所：宇都宮市内 
 会 費：未定（5,000 円以内） 
 
 参加されます方は、支部長まで直接メール、又はフ

ァックスでお知らせ下さい。 
 
 メールアドレス：tatabox@kitasato-u.ac.jp 
  ファックス：0285-44-8666 
  
 是非、多くの方々の参加をお待ちしています。 
 

定期総会及び支部講演のご案内 
支部長 滝 龍雄 

 2012 年度の北里大学同窓会栃木県支部の定期総会

及び支部講演会を以下の日程で開催します。 
 
 日 程：2012 年6 月 30 日（土曜日）午後 
 場 所：未定 
講演会： 
演者 

自治医科大学 消化器・一般外科教授  

安田是和先生 

（北里大学医学部1期生） 

演題 

臓器移植と日本人の心  

「小児生体肝移植ドナー手術200例の 

経験から」 

 安田先生は、北里大学医学部の一期生で、大学卒業

後、自治医大で臨床研修を行いました。現在は、消化

器・一般外科学の教授として、教育、研究、診療にお

忙しい毎日を送っています。 

 自治医大は、栃木県内の移植医療のパイオニアとし

て、豊富な肝移植の手術例を誇っていますが、安田先

生はその中心で活躍されています。経験に基づく、基

調はお話をして下さる予定ですので、ご期待下さい。 

 

 定期総会及び支部講演会の詳細は、次号の栃木県支

部ニュース（№.8）でお知らせします。予定を空けて

おいて下さい。 

北里大学同窓会よりのお知らせ 
事務局 塚原 訓子 

 去る2011年10月29日（土）の午後に、東京・

品川にある「ザ・プリンスさくらタワー東京」にお

いて、北里大学同窓会第38回支部長会が開催され、

会員の皆様に関係のある事項を、お知らせします。 
 
１：「北里大学同窓会特別奨励賞」 

受賞候補者の推薦について 
  目的：学術、文化、スポーツ、芸能等の活動に

より、北里大学並びに北里大学同窓会の名

を広く社会に知らしめた同窓生の功績を

称える。 
推薦締め切り；2011 年 12 月末日 
  本賞に推薦できる方が居ましたら、至急、 
支部長までお知らせ下さい。活動状況（内容） 
等の分かる資料が必要です。推薦の理由と、 
その理由を併せてお知らせ下さい。 

 
２：同窓会作成写真立て及びクリアファイルの販売 

同窓会で作成しました写真立て（旧L1号館  
と同窓会のマークが入った、朱塗の貴重な物） 
を同窓会会員には1部2000円で販売します。 
希望者は先着順で、無くなり次第終了します。 
 又、クリアファイル（博物館明治村に移築・ 
保存されている北里研究所本館のカラー写真） 
も希望者には1枚40円で販売します。５枚セ 
ットで200円になります。 
 どちらも購入希望の方は、 
 〒108-8642 東京都港区白金5-9-1 
  北里大学同窓会 ℡03-3444-6161（代表） 
 まで、申し込んで下さい。 
 
３：東洋医学総合研究所診療料金体系の設定 
  現在、白金キャンパスには東洋医学総合研 
究所病院がありますが、去る11月1日より 
北里大学関係者について、割引料金で受診出 
来るようになりました。 

  但し、診療毎に東医研・北里関連料金適応 
申請書の提出が必要となります。用紙は同病 
院の「漢方・鍼灸受付」に用意してあります。 

新料金体系 
分類 区    分 掛率 
１ 法人教職員 ｘ0.5 
２ 法人教職員の被扶養家族 ｘ0.7 
６ 同窓会員、PPA会員、他 ｘ0.7 
７ 北里学生 ｘ0.7 

mailto:tatabox@kitasato-u.ac.jp
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萬田先生講演会開催さる 

 北里大学同窓会栃木支部講演会～草熟北里八雲牛 
北里大学客室教授 萬田富冶先生～ 

廣瀬 英俊 
7月10日、ホテルニューイタヤにおいて北里大学同窓

会栃木支部の講演会が開かれました。今回の講演会は「北

里八雲牛」でご存知の方も多いとは思いますが、北里大

学客員教授の萬田富冶先生に御講演いただきました。 

 
【ご講演中の萬田先生】 

萬田先生は自然豊かな北海道南西部の八雲町を拠点

とする北里大学獣医学部附属フィールドサイエンスセン

ター八雲牧場で循環型牧場をされています。循環型牧場

は輸入肥料を使わず、自然放牧による牧草だけで飼育し、

さらに育てた牛の糞尿を堆肥として使うことで、飼料か

ら飼料の養分まで無駄のない 100％自給の畜産飼育です。

この完全循環型の畜産は、今までの牛舎で育てる輸入肥

料を使った畜産に比べ、放牧のために飼料のコストが節

約され、排泄処理や飼育管理に携わる牧場スタッフの負

担も軽くなります。また、放牧により牛の足腰も鍛えら

れ健康状態も良くなり自然分娩も可能になったそうです。 

 

 
【ご講演後に出席者との記念撮影】 

 

【懇親会で挨拶される同窓会本部の市川理事】 

 

このような環境で育った牛肉は赤身が多く栄養価が

高いのが特徴で、今ではグルメ雑誌などでも紹介され、

レストランや栄養管理が必要な病院食にも使用されて

いるそうです。皆さんも機会があれば是非食してみて

はいかがでしょうか。 

 

【懇親会では、早熟北里八雲牛のレトルトカレーも試食】 
 

現在、このような資源循環型や有機畜産へのシフト

は世界的な流れで、畜産の歴史が長いヨーロッパでは

放牧のような快適な環境での飼育が重要視されつつあ

ります。今の日本でも原発の問題もあり、環境を考え

た資源の使用や自然循環が見直されつつあります。こ

の流れの中、日本の畜産でも資源循環型が重要視され

畜産飼育の仕方が変化し、萬田先生が目指されている

「2020 年までに循環型牧場を全国 100 ヶ所に増やす

こと」が実現し、資源循環型や有機畜産へのシフトす

る時代が来ること思います。 
これからも萬田先生にはご活躍頂きたいと存じます。

貴重なお話ありがとうございました。 
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北里大学同窓会栃木県支部への入会のお願い 
栃木県支部支部長 滝 龍雄 

 北里大学同窓会栃木県支部は、支部規約にもあるよう、

栃木県に縁の北里大学卒業生及びその賛同者の親睦を図る

ための組織です。その為に各種の企画を行っています。 
 北里大学は「生命現象の解明，疾病の予防・診断・治療，

生物資源の活用，そして環境保全・創造などに取り組む」

為に８学部、７大学院を持ち、様々な分野の卒業生を送り

出しています。 
 一緒に支部活動を通じて様々な卒業生と交流を深めませ

んか!? 私達は、多くの皆様の入会をお待ちしています。 
 入会は、支部長、又は事務局までお申込み下さい。現在

年会費は徴収していませんので、ご安心を!!! 
 

 
北里大学同窓会栃木県支部規約（抜粋） 

平成20年10月26日改定 
平成22年７月４日改定 

第一章 総 則 
（名 称） 
第 1条 本会は北里大学同窓会栃木県支部（北里会）と称する。 
（事務局） 
第 2 条 本会は事務局を栃木県宇都宮市竹林町 911-1（済生会宇

都宮病院 医療技術部 臨床検査科）に置く。 
（目 的） 
第3条 本会は会員相互の親睦を図るとともに、北里大学並びに 

地域社会の発展に寄与することを目的とする。 
（事 業） 
第4条 本会はその目的を達成するために次の事業を行う。 
   ①会員相互の交流及び親睦。 
   ②会報・会員の名簿の発行。 
   ③講習会の開催、会員の教養の向上に関する事業。 
   ④その他、必要と認められる事業。 
第二章 会 員 
（会 員） 
第5条 本会は次の会員で組織する。 
 正会員 北里大学卒業生で、栃木県に在住または勤務するもの。 
 賛助会員 本会の主旨に賛同し、運営委員会で承認したもの。 
第三章 役 員 

（略） 
（支部長・副支部長・運営委員の職務） 
第10条 支部長は本会を代表し、会務を統括する。 
  2  副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるとき、 

支部長があらかじめ指名した順序により、その職務を代 
行する。 

  3  支部長、副支部長、運営委員は運営委員会を組織して 
本会の業務を議決するとともに、会務の運営及び事業の 
遂行にあたる。 

（略） 

（総会の種類および招集） 
第13条 総会は、定期総会および臨時総会とする。 
第14条 定期総会は、隔年７月に招集する。 
  2  臨時総会は、運営委員会が必要と認めたとき、また 

は、正会員の3分の1以上から会議に付議すべき事項 
を示して総会を請求されたときに招集する。 

  3  総会は支部長がこれを招集する。前項の場合は、支 
    部長は請求の日から１ヶ月以内に総会を招集しなけ 

ればならない。 
（総会の権限） 
第15条 総会は、この規約で定めたもののほか、次の各号に 

ついて議決する。 
   ①事業計画および収支予算の決定。 
   ②事業報告および収支決算の承認。 
   ③その他本会の運営に関する重要な事項。 
  2 総会の議事は、別に定める場合を除いて、出席総会構 

成員過半数の同意を持って決し、可否同数の時は議長の 
決するところによる。 

  3 総会の議長は、出席総会構成員のうちから選任する。 
（略） 

第五章 会 計 
（会計年度） 
第18条 本会の会計年度は６月１日に始まり５月31日に終わ 

る。 
（会費） 
第19条 会員は、会費を納めるものとする。その金額および  

納入方法については別に定める。     
（略） 

細 則 
（会費の納入期） 
第2条 会費の納入期は、次の通りとする。 
   ④上記の規定に拘わらず、本会の会費の徴収は当面行わ 
    ない。 
 
 支部事務局 
  〒321-0974 栃木県宇都宮市竹林町911-1 
    済生会宇都宮病院 医療技術部 臨床検査科 
    北里大学同窓会栃木県支部（北里会）事務局 
   

栃木県支部ニュース原稿募集中 
 支部ニュースは、会員の皆様の交流の場として活用して

もらうために、皆様の近況、各種企画や情報などを募集し

ています。会員に知ってほしい、教えてあげたいという情

報、このような活動をしている卒業生が居る、私の自慢等、

がありましたら、是非、原稿をお送り下さい。 
 公序良俗に反しないものであれば内容は問いません。 
 送り先： 329-0434 下野市祇園 2-24-1 滝 龍雄 
         e-mail : tatabox@kitasato-u.ac.jp 
 


