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公開講演会 開催 !!!! 

講師 養老 孟司先生 

東京大学名誉教授、 北里大学名誉教授、 

NPO法人「ひとと動物のかかわり研究会」理事長 

「これからのヒトと動物の共生社会について」 

栃木県支部 支部長 滝 龍雄 

 
昨年行いました栃木県支部に関するアンケート（３

ページ以降に掲載）の回答の中で、栃木県支部の活動

として多くの皆様から講演会や講習会を開催して欲し

いという希望が寄せられました。 

運営委員会で慎重に検討した結果、栃木県支部のリ

バース（再生：Re-birth）ということで、大ベストセ

ラーの『バカの壁』などの著書でお馴染みの北里大学

名誉教授の養老孟司先生の講演会を開催しようという

事になりました。生憎、養老先生に直接交渉できる運

営委員が居なかったので、実際の交渉は大学同窓会事

務局にお願いし、何とか下記の通り、9月26日（土曜

部）に講演会を開催する運びになりました。 

 

養老先生は、２年前に北里大学大学院医療系研究科

の教授を退職され、現在は NPO 法人「ひとと動物

のかかわり研究会」の理事長として、現代の都

市社会で、ひとと動物のかかわりを巡るさまざ

まな問題を背景に、動物活用プロジェクトを立

ち上げ、医療、福祉、教育といった分野に動物

を取り入れたさまざまな活動を通してひとと

動物のよりよい環境づくりを目指しています。

日本では、少子化による高度高齢化社会が急激

に進み、老老介護、独居老人等のニュースがマ

スコミをにぎわしております。このような世の

中にあって、生活して行く上での伴侶などとする、

より密接な関係を人間と持っている動物（コンパニ

オン・アニマル）としての動物の役割は非常に

大きいものとなります。 

本講演会では、将来のあるべきひとと動物の

関係について、大いに語って頂きます。 

  

養老 孟司 先生 講演会 
日 時 ： 平成21(2009)年9 月26日（土） 

 開 場 14：00 
講 演 15：00～16：00 

場 所 ： 宇都宮グランドホテル 平安の間 
  （入場無料、定員800名） 

後 援 ： 北里大学同窓会、下野新聞社 

 

北里大学同窓会 栃木県支部 懇親会 

日 時 ： 平成21(2009)年9 月26日（土） 
懇親会 17：00～ 
（参加費 1人5,000円） 

場 所 ： 宇都宮グランドホテル 平安の間 

 

又、講演会終了後、懇親会を開催します。懇

親会には養老先生も出席して頂ける予定です。

大いに懇親を深めて欲しいと願っております。 

会員の皆様、奮ってご参加下さい。 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%25E4%25BC%25B4%25E4%25BE%25B6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%25E4%25BA%25BA%25E9%2596%2593
http://ja.wikipedia.org/wiki/%25E5%258B%2595%25E7%2589%25A9


 - 2 - 

本講演会は北里大学同窓会栃木県支部主催、

北里大学同窓会、（株）下野新聞社後援です。

入場は無料で、広く県民に公開します。会場の

定員は 800 席で、一般の同窓生、県民には 500
席を割り当て、栃木県支部会員の皆様には 300
席を確保しております。 

＜講演会・懇親会の申し込み方法＞ 
 北里大学同窓会栃木県支部会員の皆様は、このニ

ュース No.2 に同封してあります往復はがきの往信

欄に記載されている講演会、懇親会への出席確認欄

に必要事項を記入して 7 月末日までに返送して下

さい。 
講演会へご家族で出席を希望される方は、１枚に 

つき４名まで申し込めます。出席を希望される方全

員の氏名を記入して下さい。 
 返信はがきには返信用の宛先を記入して下さい。 

往復はがき（表） 
     往信 
      329-0434 
         
 
  下野市祇園 2-24-1 
   北里大学同窓会 
    栃木県支部 
   公開講演会事務局 
     滝 龍雄 行 

何 
も 
記 
入 
し 
な 
い 
で 
下 
さ 
い 

往復はがき（裏） 
返信 

 
 
 

貴方の住所・氏名を 
宛先に書いて下さい 

養老孟司先生の講演会に 
出席（します・しません） 
講演会出席希望の方は氏

名をお書き下さい。 
（この葉書で 4 名まで） 
懇親会に出席（します・

しません） 
 
懇親会に出席希望の方は

氏名をお書き下さい。 
お申し込みは、はがきのみで先着順とします。 

支部会員の締め切り期日は、７月末日（必着）です。 
《お問い合わせ先》 

北里大学同窓会 栃木県支部 
             支部長  滝 龍雄 

〒329-0434  下野市祇園 2－24－1 
携帯電話 090-6533－1555 

e-mail: tatabox@kitasato-u.ac.jp 

 

 
（講演会・懇親会会場 宇都宮グランドホテル） 

尚、ホテルには駐車場が十分にありますが、託児

所やベビーシッターの用意はしてありません。乳幼

児を同伴される場合には、その旨をご了承下さい。 
又、当日は、北里大学のパンフレットも配布する

予定です。 

**講演会プログラムへの広告を募集します** 

 公開講演会当日、出席者に配布するプログラムへ

掲載します広告を募集しています。プログラムの具

体的な内容、サイズ、ページ数は未定ですが、主催

者挨拶、後援者挨拶、講演者のプロフィール紹介等

を掲載する予定です。 
 プログラムは同窓会栃木支部会員以外にも、一般

の県民の方々など、合計 800 部配布する予定ですの

で、宣伝効果は大いに期待できます。 
 プログラムへの広告掲載を希望される方は、左記

のお問い合わせ先までご一報下さい（参加申込の葉

書の余白にその旨ご記入頂きますと、後ほど担当者

より確認のご連絡致します）。 
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アンケート集計結果 
栃木県支部ニュースNo.1に同封しました 

アンケートの集計結果です。 
 

2009 年 2月 28 日現在の到着分の集計 
返送 210 通  不達 39 通  

   入会している（する）   118 名 
   入会していない（しない）  79 名 
    そのうち考慮中      13 名 

 
１：支部会でどのような活動を希望しますか？  
  ① 講演会        78 名 
  ② 講習会        47 名 
  ③ 体験学習       16 名 
  ④ ボランティア活動   23 名 
  ⑤ 一泊旅行       16 名 

⑥ バーベキュー大会など 20 名 
⑦ その他        ５名 

・釣り等をしながら、バーベキュー、お花見、ハ

イキング 
 ・県技師会支部会で行っていない活動 
 ・幅広い分野で時流にあったテーマで講演会を 

開催してほしい。塩原グリーンパーク等宿泊可

能な所でファミリーBBG などいかが！ 
 ・同じ北里大卒業生の中にも色んな仕事をして 

いる人が居ると思うので、その中で講習会の講

師を見つけてはどうか。北里大学を尋ねる旅 
 ・ハイキング、温泉など 
 ・バーベキュー施設などを借りた活動 
 ・同窓会員相互の交流会 
 ・北里大学出身で現在活躍されている方の講演 
 ・子供の年齢が小さく、今は日々の診療だけで 

精一杯で、支部会活動への参加が困難です。す

みません。 
 ・特にありません。大勢でワイワイ楽しみなが 

ら交流ができるものがいいと思います。 
 ・集会のみで良いと思います。 
 ・懇親会 
 
２：上記の活動を行うに当たり、内容の希望（例：

講演者、講演の内容、講習会の内容、講習会講

師、可能な体験学習やボランティア活動、指導

者、バーベキューの形式、その他）がありまし

たら、ご記入下さい。 
 ・トピック（今ならインフルエンザについて）  
 ・（医療従事者が多いのですから）障害児や難病

者（？）支援のボランティア 
 ・各分野の専門的な講習会、経営戦略等、希望。

市民フォーラム的な内容は不要 
 ・日程がいつも合いにくい。夜 9 時からですと自

由が利く（他の人達は不便？） 
 ・広く県民に公開できる講演会、家族ぐるみで参

加できる企画「きくち体操」講師菊地和子さ

ん。 
 ・現在北里大学で教えている先生の講演を聞きた

い 
・職業上一日以上空けられないので、半日又は夜

に行けるものがあれば参加したいです。 
・まずは会員の交流が図れるような「駅からハイ

キング」風の活動がいいと思います。ハイキン

グ+清掃活動+公園等でお茶等を飲みながら親

睦を図るなんていかがでしょう。 
・北里大学の先生を講演・講師等に呼んでほしい。 
・アニマルテラピーで老人ホームに行く。 

   ・最新の有名な先生 
 ・時代のトピックにあう健康に関する内容。Ex 

鶏インフルエンザ 
・ＡＥＤ講習、救命救急講習 
・ 畜産関係の講演会なら参加してみたいが、 
・ 入会しないので無理ですね。 

 ・水産学部（三陸キャンパス）での海洋生物との

交流 
 ・北里ＯＢの教授 
 ・おまかせします。 
 ・大学キャンパスツアー（十和田や三陸）、懐か

しい思い出に浸れます。 
 ・後発医薬品とは、どのような医薬品なのかを知

ってもらう。 
 ・自分の出身大学ながら学科も自分の時代とは大 

分変わり今の北里大学の様子がよくわかりま

せん。子供の進学の件で興味があるため、大学

の案内等を含めた話が聞けたらうれしいです。 
 ・全学部に対応する（大多数の会員に対する）講 

師となると難しいですね。自分の仕事や興味の 
範囲で言えば、「動物愛護」という分野で「犬 
のしつけ」。県では 10 年後の犬猫殺処分の減少 
（半減）にむけて、すすめています（実現可能 
かどうか不明）。 

 ・地域（県・市・町）に貢献可能なもの。高齢者 
の為になるもの。 

 ・幅広い内容を企画していただけたら興味のある

活動の際に参加したいと思います。 
 ・日曜日、宇都宮での開催が有難い 
 ・現在大学で行っている事、生涯教育について 
 ・最新の情報 
 
３：貴方の近くに、才能豊かな、或いはユニークな
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活動や経歴を持つ北里大学関係者は居ます

か？自薦でも構いません。 
 ・菰田二一（埼玉医大生化学教授） 
 ・大木美奈先生（旧姓、VV1993）栃木市でペッ 

トの行動クリニック「Happy Animal Clinic」 

を開設されています。（HPもあります） 
 ・すみません。思い浮かびません。 
 ・いないと思います。 
 ・ちなみに私は、衛生技術科を卒業したにもかか 

わらず、教職免許をとり、現在中学校に勤務し 
ています。（あまり珍しくもありませんが・・・） 

 
４：貴方は、今、県支部の会員ですか？ 

① 会員です       45 名 
② 会員ではありません。 126 名 
③ 不明です       ８名 

 
５：４の②の方、県支部会に入会して頂けますか？  

① 入会する       62 名 
② 入会しない      80 名 
③ 未定（状況により）  ６名 
④ 転居予定、他支部会員 ８名 

  
６：ご自由にご意見等をお書き下さい。 
 ・県支部、県同窓会名簿があると嬉しいです 
 ・退職し家に居ますのでお手伝いできることは 

少ないと思います 
 ・地域活動等に参加しています。北里同窓会とタ 

イアップできたらと考えます（具体的には「星 
の家」支援）。 

 ・中々交流がないので、是非日時があえば参加し 
たいです。但し仕事と子育てで中々忙しくちょ 
っと難しいことも（まだ子供も小さく）。 

 ・当方は獣医療者ですが、他、医、薬、その他の 
業種の方と情報交換できる場所があればうれ 
しい。 

 ・今年の春に何か企画をお願いします。一度県支 
部会のメンバーに会いたい 

 ・栃木支部独自のメーリングリストを作ってはい 
かがでしょうか？ 

 ・私事に忙しくなかなか協力できないかもしれな 
いが機会があれば・・・・ 

 ・振込用紙が同封されていれば、入会したかも 
 ・自由業ですので支部会に参加する時間的な余 

裕がありません。 
 ・発足当初（H6？）連絡を頂き、総会等ご案内 

がありましたが、いつの間にか音信不通。 
 ・滝先生が支部長になられたということなので是 

非支部会に入会したいと思います。よろしくお 

願いします！ 
 ・あまり出席できないかもしれませんが宜しくお 

願いします。 
 ・はじめまして。私は現在那須塩原市で和牛繁殖 

90 頭を飼育しております。あと趣味で宇都宮 
市にあるRDA宇都宮で週一回障害者乗馬のボ 
ランティアをしております。よろしくお願い致 
します。 

 ・入会しようとは思いますが、活動にはなかなか 
参加できないかもしれません。でも、栃木県支 
部がなくなってしまうのはさびしいので、が 
んばっていただきたいです。 

 ・自治医大看護学部で教員しています。栃木に 
  来て 6 年目です。よろしくお願いします。 
・北里大学同窓会および獣医畜産学部同窓会栃 
 木県支部会員です。会費がかさむので遠慮した

いです。個人情報保護用に、目隠しラベルを同

封してほしいです。（ちなみに貼ったものは、

参考に、ジョイフル本田で20 枚∕¥1,134-です） 
・薬剤師生涯学習に関する講演は是非聞きたい 

 
ので、お知らせを頂けると、有難いです。 

 ・県外に引越した為、栃木県支部の活動に参加 
出来なくなりました。申し訳ありません。 

 ・仕事も第一線を卒業し、のんびり生活したい 
ので、この機会に退会させて頂きたい。 

 ・本人、現在県外総合病院勤務、在住。 
 ・入会できず、申し訳ありません。 
 ・山梨に住んでおり、残念ながら栃木県支部に 

は参加できることができません。 
 ・業種がまったく異なる為、残念乍ら現時点での 

参加は不可能な状況です。 
・北里大学同窓会および紅緑会等複数の会員と 
なり、会費が大変なので統一できないでしょう

か。 
・現在、家族で東京に住んでいます。残念ながら

県支部に入会することは出来ません。 
 ・長年薬剤師として仕事せず専業主婦で下ります 

ので入会して支部会の活動はなかなか参加で 
きないと思います。 

 ・もともと栃木出身ではないので、支部に属する 
か疑問に思っておりますので・・ 

 ・家庭の事情で参加することが出来ず、申し訳あ 
りません。仲間が身近で活動していると心強く 
なります。 

 ・ご案内を頂いても、参加できないため支部会へ 
の入会も遠慮させて頂きます。 

 ・今は、仕事、子供のことなどで忙しく、そちら 
の活動に参加できません。 
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 ・一度会に参加いたしましたが、その時は獣医学 
科卒業の方の参加が多くて、とても輪の中に入 
ることができませんでした。それに加えて「君 
はどこにでも参加する人だな・・」なんて少し 
知っている顔見知りの先輩に言われてしまし、 
戸惑った経験があるので参加しづらい。参加し 
て悪かったような印象だった。 

 ・支部会で活動したいことは何もない。同窓会は 
親睦会で良いと思っています。支部が出来れば 
自然入会と思っていたが、どうもそうでもない 
らしい。会費納入も、振込み用紙でも入ってい 
ればついでの時にとも思うが。 

 ・今年 3 月に大学院を卒業する予定です。まだ卒 
業していませんので、就職後に参加させて下 
さい。 

 ・年賀状で他県の同窓生と「会いたいね!!」と。 
一度同窓会を開くのもいいかも知れませんね。 

 ・栃木県にはH10 年から住んでいますが、以前 
一度支部入会のお手紙をいただき会費を振込 
みましたが。いつだったのか記憶はありません 
が、銀行から入金した記憶がありました。その 
後何のお知らせもなく、忘れておりました。今 
回、新たな気持ちで参加したいと思いますので、 
宜しくお願いします。 

 ・家の都合で、支部の活動に参加できません。 
 ・ご近所の滝先生が支部長、同級生が運営委員に 

なられた支部会。今後、お手伝いができれば幸 
いです。 

 ・栃木のはずれに住み、年齢もだいぶ・・・。自 
分の体力に自信はありません。会に入会し会報 
を送っていただくだけでもうれしいのですが 
このような会員でも良いのでしょうか？ 

 ・卒業以来、長年結城市に在住していましたが、 
東京方面に行くに便利な小山駅近くに転居し、 
ほぼ 2 年となります。茨城県ではこのような支 
部は無かったので多少面食らってしまいまし 
た。入会しますので宜しくお願い致します。 

 ・病院での勤務に余裕が無く、活動に参加できま 
せん。 

 ・お忙しい中を御苦労様です。何のお役にも立ち 
ませんが、宜しくお願いします。 

 ・申し訳ありません。体調が余り良くなく仕事と 
家庭の事で精一杯で、協力出来る自信がありま 
せん。 

 ・川崎に転居したので、今後の連絡はいっさい必 
要ありません。 

 ・初めて入院を経験し、返事が遅くなり申し訳あ 
りません。役員の打合せが土曜日だったようで 
すが参加が難しく何かお手伝いしたいと考え 

ておりますが。 
 ・現在、信州大学に所属していますが、この春か 

ら自治医大の方に転出になります。今後ともよ 
ろしくお願いします。 

 

栃木県支部会費は当面、徴収しません!! 
栃木県支部支部長 滝 龍雄 

事務局 塚原 訓子 
 北里大学同窓会は、その運営費用を会員の会費で賄

っています。栃木県支部の運営も、基本的には同窓会

本部からの援助金と栃木県支部会員の皆様の会費によ

り運営されます。 
 平成 6 年に栃木県支部を設立した際には、年間 50
万円の設立時援助金が同窓会本部より 5 年間に亘り援

助されました。余り、活発に活動しなかったこともあ

り、支部会ニュースNo.1の会計報告にありますように、

現在、繰越金が130万円余あります 
今回行いましたアンケートで、入会している、又は

入会しますという回答は110名足らず、連絡を欲しい

という方を含めても約 30 名で、残念ながら県内全居

住者の約一割強に過ぎません。折角設立した支部会の

活動がだんだん鈍ると共に、県支部の存在そのものが

希薄になっていってしまったものと反省しています。  
ところで、多く寄せて頂きました回答の中に、県支

部に入会しない理由の一つとして、全学同窓会、学部

同窓会の他に県支部に入会すると年間の会費が嵩むた

めという返事も少なからず寄せられました。 
全学同窓会にも同様の意見が他の支部等より寄せら

れており、全学同窓会はそのような意見を尊重して、

今年度は支部活動に対する援助が以下のように改善・

増額されました。 
１：通信費援助が年1回から2回になりました。 
２：支部総会開催援助費が 10 万円と倍額になりま

した。 
３：支部援助金として、活動再開後 3 年間の援助が

1年度10万円となりました。 
 
支部会の規約には会費を以下のように定めてありま 

すが、当面は年会費の徴収を行わないで運営していく

ことが執行委員会で了承されました。 
細 則 
（会費） 
 第 1条 規約第 19条による会費は、1正会員につき 
     2年 3,000円、4年前納 5000円とする。 
  2   規約第 19条による賛助会員の会費は、１賛 

助会員につき年額 1,500円とする。 
    3     正会員同士が結婚している場合の年会費は、

第 1条に準ずる。 


