
1

（１）東京農業大学創立 125 周年記念事業資金募金
校友会では、本募金活動に対して支部別に募金目標額

を定め、平成 25 年度から平成 27 年度までの 3 カ年
を集中活動期間として取り組んできました。集中活動期
間は終了しましたが、大学が行う募金活動は平成 29 年
度まで継続中であります。校友会としては、学校法人財
務部募金課とも連係しつつ、本年度も支部総会等で募金
協力の呼びかけを行うと共に、すべての校友への周知徹
底を図るため、校友会ニュース№ 120 号にチラシを同
封して周知に努めました。ご協力頂きました校友各位に

心より感謝申し上げます。
なお、平成 28 年 10 月末までの実績は次のとおり、

校友会が目標とした 2 億円は達成いたしましたが、引
き続き、ご協力をお願いいたします。

① 大学全体の募金件数 4,374 件
② 大学全体の募金金額 368,224,272 円
③ 校友会組織の全体件数 3,360 件
④ 　　　〃　　　金額 241,549,113 円
 （目標額の 120.9％）

校友会は、大学創立 125 周年の記念すべき年にあた
り、平成 28 年 9 月 23 日に「東京農業大学校友世界
大会 2016 in Japan」を開催しました。

この世界大会は、校友会史上初めて開催するもので、
実行委員会（委員長・豊原秀和常任理事）による協議・
検討を重ねつつ、学校法人並びに大学等関係団体の支援・
協力を得て開催されたものです。

世田谷キャンパス百周年記念講堂での大会式典には、
国内 46 支部・海外 14 支部の支部長・幹事長、本部役
員並びに東京農業大学教職員等約 350 名が来賓として
招待され、盛大に開催されました。

式典終了後には、会場を都内の明治記念館に移して、
秋篠宮殿下にご臨席を賜り、一般参加者を含め 450 名
余りの卒業生校友による記念祝賀会が開催され、母校の
発展を祝うと共に互いの絆を深めました。

また、9 月 24 日～ 25 日には、海外支部参加者を中
心に約 130 名が参加して、東京農業大学富士農場、伊
勢原農場及び厚木キャンパス等を視察しました。
（世界大会の詳細は、校友会ニュース№ 120 号＜平

成 28 年 11 月 1 日発行＞及び東京農業大学校友会ホー
ムページを参照して下さい。）
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平成 29 年度地域後継者推薦入試に係る支部長推薦者
について、「平成 29 年度地域後継者推薦入試取扱要領」
を添付して、都道府県支部長・幹事長に推薦依頼を行い
ました。

その結果、40支部から76名の推薦（キャンパス別は、
世田谷 44 名・厚木 27 名・オホーツク 5 名＜ 7 支部
がブロック人数枠内調整を活用＞）があり、11 月 19
日に全員が受験、11 月 28 日に 75 名が合格（不合格
者 1 名）いたしました。

（１）平成 28 年度支部ブロック会議の開催

ブロック名
（当番支部） 開催日・場所 本部出席役職員

北海道・東北
（秋田県支部）

10 月 22 日（土）15 時～／ 23 日（日）
秋田市：秋田温泉プラザ

会長 三好吉清
常任理事・事務局長 小野甲二

関東・甲信越
（埼玉県支部）

12 月 3 日（土）13 時～／ 4 日（日）
秩父市：秩父錦「酒づくりの森」

会長 三好吉清
常任理事・事務局長 小野甲二

東海・近畿・北陸
（愛知県支部）

11 月 12 日（土）14 時～／ 13 日（日）
犬山市：名鉄犬山ホテル

会長 三好吉清
常任理事・事務局長 小野甲二

中国・四国
（岡山県支部）

11 月 19 日（土）14 時～／ 20 日（日）
岡山市：ピュアリティまきび

会長 三好吉清
常任理事・事務局長 小野甲二

九州
（鹿児島県支部）

11 月 19 日（土）13 時～／ 20 日（日）
鹿児島市：国民宿舎レインボー桜島

副会長　外園　
常任理事　豊原秀和

上記ブロック会議で各支部から大学並びに校友会に対する提案・要望事項については、平成 29 年 2 月 17 日に開催予定の平成 28
年度全国支部長会議において、大学関係者を交え全体討議を行うこととしております。

本部と支部との連携活動（10月～12月）

東京農業大学地域後継者推薦入試について

本部の動き（10月～12月）

１．常任理事会の開催
（１）第 4 回／ 10 月 18 日（火）
①世界大会の開催結果について
②ブロック会議等当面の予定について
③箱根駅伝の結果とスポーツ振興基金への拠出について

（２）第 5 回／ 12 月 9 日（金）
①第 3 回理事会提出議題等について
②株式会社農大常磐松取締役会提出議題等について
２．第 2 回監事会の開催／ 12 月 9 日（金）

（１）理事の会務の執行状況について
（２）平成 28 年度前期事業報告書（案）について
（３）平成 28 年度前期決算報告書（案）について
（４）会計帳簿及び証憑書類への記録について
３．第 3 回理事会の開催／ 12 月 16 日（金）

（１）平成 28 年度前期事業報告並びに前期収支決算報

告について
（２）平成 28 年度ブロック会議での主な論点について
（３）その他、当面の予定等について
４．都道府県議会東京農大校友アカデミー総会の開催

本総会は、卒業生校友の都道府県議会議員が集い、母
校・東京農業大学が行う諸研究の動向を勉強すると共に、
お互いの情報等の交換を通じて、今後の政務活動に生か
すことを主たる目的としております。

（１）平成 28 年 12 月 26 日（月）
（２）場　所　東京農大校友会館
　　　　　　（グリーンアカデミーホール）3 階会議室

（３）講　話　東京農業大学学長　髙野克己　先生
内容「東京農業大学と地方公共団体との
包括連携協定等について」

（４）情報交換会

（２）東京農業大学スポーツサポート募金
校友会ニュース№ 120 号に募金概要と募金方法を記

載したチラシを同封しておりますので、東京農大スポー
ツ強化を図るため、全国校友のご協力をお願いいたし

ます（募金の概要と方法等については、大学のホーム
ページにも詳細を説明しておりますので参照して下さ
い）。
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（２）都道府県支部総会の開催
都道府県名 開催日 曜日 場　　　　所 出席者
京　都　府 10 月   8 日 土 京都タワーホテル 常任理事　小野甲二
秋　田　県 10 月 15 日 土 ルポールみずほ 副会長　　外園　
石　川　県 10 月 29 日 土 金沢都ホテル 会長　　　三好吉清
岩　手　県 11 月   5 日 土 稲庭交流センター 副会長　　小泉幸道
福　島　県 11 月 12 日 土 いわき新舞子ホテル 常任理事　横澤　馨
山　梨　県 11 月 18 日 金 ベルクラシック甲府 常任理事　鳥海稔雄
大　阪　府 11 月 19 日 土 シティプラザ大阪 常任理事　横澤　馨
福　井　県 11 月 26 日 土 福井パレスホテル 副会長　　小泉幸道
各支部総会の開催状況について、本部にご報告がありました総会情報については、校友会のホームページの各支部頁に詳細情報を掲

載（集合写真等も掲載）しておりますので、参照にして下さい。
なお、未報告支部については、情報のご提供をお願いいたします。

連絡・報告事項

１．卒業生会員名簿の整備について
会員名簿原簿の精度を高めるため、住所変更（異動等）・

改姓などがありましたら、本部にご連絡頂きますようご
協力をお願いいたします。

報告様式については校友会ホームページに掲載して
おりますので、FAX でご連絡下さい。また、E-Mail で
も住所変更等の報告が出来ます（ ko3883@nodai.
ac.jp ）。
２．校友会会員名簿管理規程の運用について

校友会活動の基本となる会員名簿の活用に当たって
は、本部事務局では個人情報保護の重要性に配慮して、
校友会会員名簿（個人情報）の更新、消去、情報の開示・
提供及び管理事項等の扱いを規程に定め、個人情報の保
護に努めております。

校友会本部事務局が配布した支部別会員名簿及び
CD-R 等（個人情報）の利用及び管理等の対応について
は、校友会支部別会員名簿管理規程に従った取り扱いを

お願いいたします。
３．校友会 HP の更新情報の提供について

校友会 HP では、本部の動き、会議予定や会議内容
を紹介しています。

また、各都道府県支部の役員、支部規約、支部総会開
催予定、同内容、年度計画、活動報告などを管内の校友
会員に連絡・報告できる支部別の頁を設けています。各
支部からの更新情報が届き次第、随時、支部のページを
更新して行きますので、支部活動情報の提供にご協力を
お願いします。
４．校友会本部・グリーンアカデミーホールの冬季休業日

（1）校友会本部事務局
　　12 月 28 日（水）～ 1 月 4 日（水）

（2）グリーンアカデミーホール（校友会館）
　　休館日　12 月 28 日（水）～ 1 月 4 日（水）

（3）グリーンアカデミーホール・レストラン
　　休業日　12 月 28 日（水）～ 1 月 4 日（水）

会員の動静

◎ 慶
平成 28 年春の褒賞・叙勲で次の方が受章されました。
褒賞・叙勲の種類 支部名 氏　名 卒　年 学　科

瑞宝双光章 千葉県 内藤　　篤 昭 27 学農

平成 28 年秋の褒賞・叙勲で次の方が受章されました。
褒賞・叙勲の種類 支部名 氏　名 卒　年 学　科

旭日双光章 群馬県 田村　方雄 昭 37 醸

旭日双光章 茨城県 菊池　　侃 昭 44 栄管

瑞宝小綬章 長野県 伊澤　宏爾 昭 39 畜

瑞宝単光章 岡山県 武田　光弘 昭 45 造

黄 綬 褒 章 滋賀県 山村文志郎 昭 46 造
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学校法人並びに大学の動き

１．学会賞等の受賞者紹介（9 月以降～詳細は東京農業大学 HP（学術）参照・日付は HP 公表日）
◯2016/12/15 第15回Molecular and Cellular Cognition Society、第39回日本分子生物学会年会優秀ポスター賞
   受賞　宮原瑞希さん（バイオサイエンス専攻博士前期課程2年） 
◯2016/12/02 第7回 International Scientific Agriculture Symposium “Agrosym 2016” 
  Best Poster Presentation Award受賞　関山絢子 准教授（生産環境工学科） 
◯2016/11/30 第24回日本胎盤学会学術集会学会賞（相馬賞）受賞　白砂孔明　助教（畜産学科） 
◯2016/11/30 平成28年度公益社団法人日本造園学会関東支部大会＜事例・研究発表賞表彰＞各賞受賞 
◯2016/11/21 第22回「野生生物と社会」学会大会最優秀ポスター賞受賞
  羽根田貴行さん（生物産業学専攻博士　後期課程3年） 
◯2016/11/21 アグリビジネス創出フェアin Hokkaido　ブースプレゼンテーショングランプリ受賞
  オホーツク実学センター 
◯2016/11/09 科学基礎論学会 2015年度奨励賞受賞　網谷祐一 准教授（生物産業学部） 
◯2016/10/25      「日比谷公園ガーデニングショー2016 ガーデンコンテスト」にて造園科学科学生が優秀賞を受賞 
◯2016/10/19 関東森林学会大会 学生優秀論文賞受賞　窪江優美さん（林学専攻博士後期課程2年） 
◯2016/10/17 第47回日本緑化工学会大会 優秀ポスター賞受賞　杉浦総一郎さん（造園学専攻博士前期課程2年） 
◯2016/10/06 The 8th Conference on Monitoring and Management of Visitors in Recreation and
  Protected Areas (MMV8)　ポスター賞受賞　下嶋　聖 助教（環境緑地学科） 

２．大学が締結した連携協定など（9 月以降～詳細は東京農業大学 HP（学術）参照・日付は HP 公表日）
◯2016/12/15　韓国国立江原大学との学術交流協定締結 
◯2016/12/09　東洋ライス株式会社との包括連携協定締結 
◯2016/11/24　株式会社フリーデンとの包括連携協定締結 
◯2016/10/27　高知県との包括連携協定締結

本学は、高知県と連携して長年に渡り学生による農業体験を地域住
民の協力を得て実施してきました。今後は、更なる相互の連携により、
本学が持つ農業や食料、環境、栄養など幅広い分野の教育・研究の知
識を農林業等との交流を通じて、地域の活性化に向けて取り組んでい
きます。

協定締結式は平成 28 年 10 月 20 日（木）、高知県庁で行われ、
高知県からは、尾﨑正直知事、農業振興部味元毅部長らが、東京農業
大学からは髙野克己学長、小川博農学部長らが出席して協定書の締結
を取り交わしました。

 
◯2016/10/24　鯉淵学園農業栄養専門学校との農業人材育成に係る包括連携協定を締結 
◯2016/10/19　松谷化学工業株式会社との包括連携協定締結 
◯2016/10/11　石川県輪島市との包括連携協定締結

本学は、輪島市と連携して地域住民とともに里山景観の調査、地域づくりワークショップ、学生のインターシップ
等交流を深めてきました。今後も相互の連携により更なる地域活性化、地域産業及び芸術・文化・歴史の保全等地域
貢献に向けて協力していきます。

◎弔
次の校友がご逝去されました。謹んでご冥福をお祈り申し上げます。（支部等からの報告のみ掲載）

氏　名 卒　年 学　科 支部名 逝去日

金井　宣夫 昭 33 経 群馬県 平成 28 年 11 月 17 日

菅沼　正久 昭 33 経 神奈川県 平成 28 年 11 月 22 日
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協定締結式は 10 月 7 日（金）、本学の世田谷キャンパス内（アカ
デミアセンター）で行われ、石川県輪島市からは梶文秋市長、野中交
流政策部次長らが、東京農業大学からは髙野克己学長、麻生恵造園科
学科教授らが出席して協定書の締結を取り交わしました。

 
◯2016/10/04　タイ国タマサート大学との学術交流協定を締結 

３．フォーラム・シンポジウムの開催など
　　（9 月以降～詳細は東京農業大学 HP（学術）参照）
◯12月17日 食香粧研究会シンポジウム「食品成分による刺激伝達研究最前線」開催
◯12月10日           「食と農」の博物館ＷＳ「魅力溢れるデザート野菜!! ペピーノって知ってる？」 開催
◯11月26日 第12回新規就農推進フォーラム「スモール イズ ビューティフル ～小規模農業が創る豊かな地域社会～」開催 
◯11月25日 125周年記念事業 東京農大経営者フォーラム2016 開催
◯11月10日 農協・GIS研究部会共催シンポジウム開催 
◯11月5～6日 125周年記念事業（生物産業学部公開シンポジウム）をオホーツクキャンパスで開催
◯11月5～6日 125周年記念事業・オホーツク実学センター設立10周年記念事業
                             （生物産業学部公開シンポジウム）「地域活性化と地方創生をめぐる新たな展望」開催
◯11月5日 125周年記念事業（総合研究所ハラル研究プロジェクト主催シンポジウム）
                             「イスラム教の食事“ハラール食品”に対して何を考えるべきか」
  ～日本人の食の国際化とオリンピックにむけて～開催 
◯10月16日 生命科学部キックオフ・シンポジウム開催 
◯10月13～14日 125周年記念事業「第21回AAACU Biennial Conference and General Assembly」を
  厚木キャンパスで開催 
◯10月9日 応用生物科学部シンポジウム「『生きる』を支える応用生物科学の力～生物生産・食品・健康・環境～」開催 

４．大学創立 125 周年記念「東京農大経営者フォーラム 2016」 開催
平成 28 年 11 月 25 日、世田谷キャンパス百周年記念講堂において「東京農大経営者フォーラム」が開催されま

した。「経営者フォーラム」とは、優れた経営で活躍し、社会に貢献している 16 万余の卒業生を対象に「東京農大
経営者大賞」及び「東京農大経営者賞」を学長から贈り、栄誉を讃えるものです。

今回の受賞者は次の方々です。＜東京農大経営者大賞（敬称略、五十音順）＞

関谷　　健　氏（関谷醸造株式会社代表取締役　平6醸卒）

高木辰五郎　氏（高木酒造株式会社代表取締役会長　昭33短醸卒）

高木　顕統　氏（高木酒造株式会社代表取締役社長　平4醸卒）

高嶋　一孝　氏（高嶋酒造株式会社代表取締役　平13醸卒）

政田　治彦　氏（シティ環境株式会社代表取締役　平8産経卒）

村田　勝己　氏（有限会社池多ファーム代表取締役　平6畜卒）

５．収穫祭の開催
平成 28 年の収穫祭は、つぎの通り開催されました

・オホーツクキャンパス第28回収穫祭、テーマ「永久
～とわ～」

　平成28年10月9日（日）・10日（祝）

・世田谷キャンパス第125回収穫祭、テーマ「次代を
創る、農のみのり」

　平成28年10月28 日（金）～10月30日（日）
・厚木キャンパス 第17回収穫祭、テーマ「農大の花、

ここに咲く」
　平成28年10月29日（土）～10月30日（日）
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農大スポーツ、農友会の活躍（10月以降）

【文化団体連合会】
●社交ダンス研究部
2016/12/11　第 61 回全日本学生競技ダンス選手
権大会

団体 3 位、FM（フォーメーション）の部 3 位
モダンの部 = 小堀森平（経 4）・正木智子（栄 4）

組がワルツで 4 位、尾高友祐（経 4）・葉安理（ビジ
ネス 4）組がスローフォックストロットで 5 位

ラテンの部＝薄一輝（経 4）・玉越裕衣（ビジネス 4）
組がチャチャチャで 5 位、紀田慶雅（醸 4）・大原理
子（経 4）組がサンバで 6 位

2016/11/27　第 95 回理工科系大学学生競技ダン
ス選手権大会

団体準優勝、シニアラテンの部＝小林和久（醸 3）・
松下梨花子（栄 3）組が優勝

ジュニアモダンの部＝廣瀬裕貴（造 1）・岡崎晴花（栄
1）組がワルツで 3 位、廣瀬裕貴（造 1）・中川歩美（造
1）組がクイックステップで 3 位

ジュニアラテンの部＝廣瀬裕貴・町田萌恵（工 1）
組がルンバで 3 位、雲林院正喜（短醸 1）・岩田観生（醸
1）組がチャチャチャで 3 位

2016/11/20　第 99 回東部学生競技ダンス選手権
大会Ｉ部戦

団体 3 位、FM（フォーメーション）3 位、ラテン
の部で薄・玉越組がサンバ準優勝、チャチャチャ 3 位

ラテンの部＝薄一輝（経 4）・玉越祐依（ビジネス 4）
組がサンバで準優勝、チャチャチャで 3 位

2016/11/13  第 48 回天野杯争奪学生競技ダンス選
手権大会

ラテンの部＝小林和久（醸 3）・松下梨花子（栄 3）
組が 3 位

2016/10/16　第 113 回東都大学学生競技ダンス選
手権大会

団体優勝 2 連覇の快挙。

モダンの部＝小堀森平（経 4）・正木智子（栄 4）組
がタンゴで優勝、ワルツでは小堀森平・正木智子組が
準優勝、石川貴之（健康 3）・増田綾（造 3）が 3 位

ラテンの部＝小林和久（醸 3）・松下梨花子（栄 3）
組がチャチャチャで優勝、紀田慶雅（醸 4）・大原理
子（経 4）組がパソドブレで 3 位

●講演部
2016/12/4　「第 50 回農林水産大臣杯争奪全日本学
生弁論大会」（講演部主催）

7 名の弁士が統一テーマ『学生と農林水産業の未来』
と題した弁論大会を行い、石山美桜子弁士（造 3）が

「種を播く人」で第 3 位
●管弦楽部
2016/11/26　大学創立 125 周年記念第 106 回定
期演奏会を開催
●マンドリン部
2016/11/26　大学創立 125 周年記念第 57 回定期
演奏会を開催 
●混声合唱部
2016/11/20　混声合唱部 Hallen Chor 第 45 回記
念定期演奏会を開催 
●全学応援団吹奏楽部
2016/12/27　全学応援団吹奏楽部第 52 回定期演
奏会を開催

【体育団体連合会】
●陸上競技部女子（女子長距離）
2016/10/30　第 34 回全日本大学女子駅伝対校選
手権大会 11 位
2016/11/27　第 3 回日光いろは坂駅伝大会

東農大 A チーム総合第 3 位、東農大 B チーム総合
第 6 位、小堀真佳選手が特別賞を受賞
＜Ａチームメンバー＞
1 区　保坂野恋花（醸 1）　 区間12位（総合12位）
2 区　小堀真佳　（栄 4）　 区間2位（総合5位）
3 区　古屋夏乃　（経 4）　 区間2位（総合5位）
4 区　土田佳奈　（食品 1）区間3位（総合5位）
5 区　小川奈々　（経済 1）区間1位（総合5位）
6 区　原田紗枝　（食品 2）区間3位（総合3位）
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2016/11/13　第 32 回東日本女子駅伝（福島市）
農大から6人の選手が県の代表に選ばれ5人が出場（＊印）
神奈川県チーム　＊小堀真佳（栄4）、＊清水萌衣乃（醸2）
山梨県チーム　　＊古屋夏乃（経4）、＊保坂野恋花（醸1）
新潟県チーム　　＊土田佳奈（健 1）
群馬県チーム　　　片野春香（経 2）

2016/10/14　全日本大学女子駅伝出場報奨を授与
東京農業大学校友会か

ら出場褒賞を授与（校友
会では、毎年、全日本選
手権等に出場した選手・
団体に農友会激励会の場
で授与している褒賞を大
会遠征費に活用して貰う
ため前渡ししたもの）。

●ボクシング部
2016/11/17 ～ 20　第 86 回全日本ボクシング選
手権大会

ライト級優勝＝森坂　嵐（ビ
ジネス 2）、ライトフライ級 3
位＝桑原　拓（ビジネス 3）、バ
ンタム級 3 位＝中野幹士（ビジ
ネス 3）、バンタム級 5 位＝北
浦龍馬（ビジネス 2）、ライト
級 5 位＝中島魁士（経 2）、ラ
イトウェルター級 5 位＝阿部龍
征（ビジネス 3）

技能賞＝ライト級　森坂　嵐

2016/10/6 ～ 10　第 71 回国民体育大会ボクシン
グ競技（岩手県奥州市）
優　勝　バンタム級 中野幹士（ビジネス 3）
優　勝　ライト級 森坂　嵐（ビジネス 2）
 ＝ 2 年連続優勝
第 3 位　ライト級 中島魁士（経 2）
第 5 位　ライトフライ級 森　義明（ビジネス 3）
第 5 位　フライ級 奥田大輔（ビジネス 2）
第 5 位　ウェルター級 押川幸輝（ビジネス 2）
2016/11/16 ～ 20　リオデジャネイロオリンピッ
ク出場（校友会ニュース№ 120 号参照）
●剣道部
2016/12/3　第 17 回関東女子学生剣道新人戦大会

優勝した國學院大學に代表戦の末敗退、ベスト 9（来
年のシード権獲得）

●ホッケー部
2016/11/25 ～ 27　第 90 回全日本男子ホッケー
選手権大会

国内ホッケー 2016 年最後の大会で社会人トップ
4、大学トップ 4 による「日本一決定戦」。農大は、
グループリーグ B で 1 勝 2 敗（勝ち点 4）で 3 位

2016/11/9～13　平成28年度全日本学生ホッケー
選手権大会（男子 65 回大会）

男子部 4 位（第 90 回全日本ホッケー選手権大会
出場決定）

2016/11/9～13　平成28年度全日本学生ホッケー
選手権大会（女子 38 回大会）

女子部ベスト 8

2016/9/4 ～ 10/23　平成 28 年度男子関東学生
ホッケー秋季一部リーグ戦

関東リーグ男子準優勝、ベストイレブン＝和田友道
（開 3）・三原広之（開 2 年）、敢闘賞＝和田友道

●馬術部
2016/10/29 ～ 11/2　平成 28 年度全日本学生馬
術三大大会

第 59 回全日本学生賞典馬場馬術競技大会
　吉田匡慶（ビジネス 3）第 3 位入賞
第 66 回全日本学生賞典障害馬術競技大会
　吉田匡慶（ビジネス 3）第 6 位入賞
第 66 回全日本学生賞典総合馬術競技大会
　団体第 4 位入賞、団体三種目総合第 5 位
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吉田匡慶（ビジネス 3）・オッディシィ号（左）
ホーリープレインチパラ号（右）

年　末　の　ご　挨　拶

校友会活動、とりわけ本年は本部役員及び都道府
県（海外）支部役員並びに多くの校友会員の皆様方
に大変お世話になりました。

東京農大校友会の発展をめざして、来年も頑張り
ますので、引き続きご指導ご鞭撻賜りますようよろ
しくお願い申し上げます。

皆様方にとって、2017 年（酉年）が良い年であ
りますようご祈念申し上げます。
　　平成 28 年 12 月 27 日

　東京農業大学校友会
　　　常任理事・事務局長　小野　甲二
　　　　　　　　　　　　　岡本　素子
　　　　　　　　　　　　　目　裕美子
　　　　　　　　　　　　　安井三己彦

農大OBの活躍（10月以降）

◯ 2016/12/19　東京農業大学から大相撲十両の
　 小柳関に「化粧まわし」が贈呈されました。

大相撲の十両小柳（おやなぎ）が 19 日、母校か
らの「化粧まわし」の贈呈式のため来校。小柳は新
十両の 11 場所で 11 勝 4 敗を収めた。贈呈式では、
大澤貫寿理事長が「これからは上位の人と当たる。け
がをしないよう頑張ってほしい」と期待した。また、
髙野克己学長は「あまりに早いスピード出世で贈呈式
が出来なかった」と喜びを語った。

1 月の初場所では、十両上位に番付を上げることが
確実。「母校からの化粧まわしに恥じないよう精進し
ます」と誓った。

 

◯大相撲・正代関と小柳関の 11 月（九州）場所の成績
正代関　西前頭三枚目　　11 勝 4 敗（敢闘賞）
小柳関　西十両十二枚目　11 勝 4 敗

 

九州場所で応援する福岡県支部

◯ 2016/10/5　大相撲・小柳関に羽織袴一式を贈呈
校友会と新潟県支部では、平成 28 年 10 月 5 日、

9 月場所幕下筆頭で勝ち越して十両（関取）に昇進し
たお祝いに羽織袴一式を贈呈しました（写真は外園
副会長から目録贈呈）。


