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川育英会青英晏農業科創立 創設者 複本 武揚
私立東京農業大学と政称、横 井 時敬学長就任
高市 茂 1912年 大肥卒、重 国移住 、アルゼンテン花丼園芸業界 の茸
平川 末友 1917年 大高卒 、亜国移住
吉川 録郎 1923年 大高卒、工国移住 、果樹技術顧間、農薬、天然肥料海鳥 糞採掘事業
伏見真治自1923年 大高卒、王国移住 、花丼園芸、果樹 国経 営
財 団法人東京農業大学設立
渡辺 諒 929年 高造卒 )亜 国移住、ホセセパス、花丼園芸
杉 口 俊夫 (1929年 専農卒 )王 国移住 、花丼園芸、マルデルプラタ
高市 茂 在亜 日本人花丼組合連合会 初代会長就任 、後進の育成 業界 の発展に尽 カ
福士 匡 (1948年 車化卒 )重 回移住 、花丼園芸、後に醸造業
森 武久 (1940年 専農卒 )重 回移住 、メル ロ地 区ポンテベドラ入植 花丼園芸
吉
郎 癌のため逝去 (享 年49歳 )
千葉二郎第
"1録 4代 学長に就任
農学部農業拓殖学科創設 初代学科長に杉野 忠夫が就任
杉野先生亜国視察の際 に東京農業大学アルゼンチン校友会を発足 .
ベジヤフロール杉日園で。初代会長 杉日俊 夫就任
高市 茂 (大 肥 12年 漬 綬 褒章を受章
東京農業大学アルゼンテン校 友会 伏見真治郎支部 長就任
J,H忍
o962年 拓殖卒2)亜 国移住ミシオネス州に入植 紅茶 園、食 品店経 営
川日 青之 0901年 農学卒 )亜 国移住
釜津 紀之 0962年 拓殖卒 )亜 国移住 、養鶏技師としてサンタフェ州入植
佐 々木 将夫 (1962年 進国卒 )王 国移住 、花丼園芸
間山 公雄 (1964年 拓殖卒 )亜 国移住、庭国管理 、飼料販売
二村 雄爾 (1964年 拓殖 卒 )重 国移住 、ミシオネス州で紅茶技師として入植
杉野忠夫先生没 (享 年63歳 )
高市 茂 (大 肥 12年 )勲 五等瑞 宝双光章を受章
猪又 康夫 0961年 造 園卒 )重 国移住 、造園設計施行
藤沼 正志 0965年 農化卒 )亜 国移住 、ドントルクアル ト入植後マルコスパス花 丼国芸 鷹国管理
徳永 昌信 (1965年 造園卒 )亜 国移住 、造園施行
工城 勝 0966年 拓殖卒 )亜 国移住 、コルドバ 州に入植 、花丼園芸店
松本 勲 0967年 拓殖卒 )亜 国移住 、エスコバール細川国入植 、花丼 園芸
芝 舜吉 0967年 拓殖卒 )車 国移住 フロレシアバレラ入植
青木 允子 0965年 短栄卒 )亜 国移住
迎 茂信 0967年 拓殖卒 )王 国移住 、プエノスアイレスにて食品カロ
エ業
山崎 正実 (1969年 農学卒 )王 国移住 、マルデルプラタに入植 。花丼栽培
高市 茂 アルゼンチン花丼業界の大 御所逝去 (享 年78歳 )
カロ賀見 真務 (1970年 拓 殖卒 )亜 国移住 、農事会社IZE SAの 要請でキノコ技 師として来亜
森本 正道 (1971年 拓殖 中退 )亜 国移住 、オリーボスに入植 。花丼栽培
山崎 正実帰 国
伏見 真治郎 (大 高23年 )勲 六等瑞宝単光章を受章
永江 久利 (1972年 林学卒 )亜 国移住 、ラプラタに入植 .後 にミシオネスに転住
小野功講師アルゼンチン視察。
原芳■ (1975年 農経卒 )重 国移住 、ブエノスアイレス州ネコチェア市 に移住 養蜂
加藤番織 (1976年 短栄卒 )重 国移住 、メンドーサ 州、後、ブ州ラプラタベ転住 、養峰業開始
越前栄子 (1970年 造園卒 )亜 国移住
伏見 真治郎逝去
渡辺 諒支部長就任
村藤 修 0979年 拓殖卒 )亜 国移住 、ブエノスアイレス市商事会社入社
池 盛武 農大校友会北海道支部評議員来亜
農大実習生 日本 、笠原 来亜
原 養蜂園の水害見舞い、農 大実習生 城 口来重
中野先生 農業拓殖学科客員教授来亜
榊原 弘 0979年 工 学卒 )、 貴子 (1979年 拓殖卒 )夫 妻 亜 国移住 、メンドサ州入植 果樹
岡本 清 人 (1980年 拓殖卒 )亜 国移住 、ネコチェア入植 養峰
森 昌平 0977年 拓殖卒 )王 国移住 、コリエンテス」
ll入 植 、後コルドバ転住
鈴木 俊 農業拓殖学科専任講師来重
猪又 康夫支部長就任、農大創立90周 年記念式奥出席
仲日元農大講師アルゼンテン訪 間 猪又支部長農大 創立 90周 年式典帰 国報告
西郷理事長、海外養蜂 KK前 山氏来亜
二村 雄爾支部長就任
立 25周 年 .a念 案、南米合同総会案

1984年 (昭 59)
1985年 (昭 60)

1986年 (昭 01)
1987年 (昭 62)
1988年 (昭 03)

1989年 (昭 64)
1990年 (平

2)

1991年 (平

3)

1991年 (平

3)

7月 21日
3月 8日

三井 光 (1982年 拓殖卒 )亜 国移住 、釜津氏の呼び寄せでエスコバールで養峰
上村 賀代子 (1980年 農学卒 )王 国移住 三井氏と結婚
6月 23日
三井夫妻結婚祝賀会、」10A職 員有賀校友歓・m会
佐 々木 将夫支部長就任
農大実習生 白旗 、外館 、福井、紙透来重
7月 19日
杉田 俊 夫逝去
7月 24曰
松口農学部長、小野助教 授アルゼンチン視察
8月 24自
杉田 俊夫合同追悼会、於 ベジャフロール 日本 人会、チャンプリアン会共催
12月 14日
鈴木 正一先生 専 門家として来亜
6月 21日
三村 雄爾支部長就任
8月 8日
石丸東京農大短大学 長アルゼンテン訪問
3月 0日
鈴木 正一先生 専門家の任期を終えて日本帰国
3月 14日
大田農業拓殖学科教授アルゼンチン訪 問
11月 29日
総会 亜国支部 憩いの場建設案
4月 17日
有賀校 友 JCA園 芸センター主任 任期を終 えて帰 国
6月
渡辺 諒夫妻金婚式
高橋 (拓 54卒 )校 友 東芝サッカー監督としてアルゼンチン訪問
小野功先生 Ye● a Mateの 調査、視察
8月 20日
長町校 友 UICA国 芸センター主任着任
農大実習生 吉村 〈
拓01期 )学 移連伯国移住 80周 年記念事業使節団として来重
1月 25日
農大生 力￨口 聡子 く
畜産 )馬 肉の調査で来亜
4月 4日
高橋 日出美 (拓 23期 )イ グアス移住 地 (」 iCA開 発青年 )か らアルゼンチン視察
0月 13日
森 武 久 (専 農40年 )急 性心不全の為、逝去
8月 8日
池夫妻 農大校 友アルゼンチン訪間 .
11月 19日
津川 安正先生御夫妻アルゼンテン訪問
11月 20日
静原園 雹害の災害見舞い
11月 25日
生松 健 ―校友会副会長 アルゼンテン訪問
農大生 稲垣 〈
拓 )来 重
4月 20日
鈴木助教授 食 肉加工調査の為、来亜
伊佐校 友 海外農業協会からの視察
5月 5日
農大創 立 100周 年記念事業資金 に支 部会 員が寄 付
片平校 友 」:OA野 菜栽培専 F5家 として来亜
5月 13日
農大創立 100周 年記念式典 、祝 賀会 二村支部長、村藤幹事 出席
農業拓殖学T4を 国際農業開発学 TIに 名称変再 (農 大創 立 100周 年を記念して
7月 10日
長町校友 」ICA国 芸センター主任 任期を終えて帰国
11月 15日
日本校友 帰国
11月 13日
伏見 キン逝去 (真 治郎夫人)
11月 21日
農大実習生 菊沢 大助 来重
12月 11日
枷原校 友夫妻 帰国
3月 27日
ブラジル 支部大 島校友 (拓 3類 )、 5月 ベ レンより伊藤泰助校友 (拓 5期 )訪 問
11月 26日
(株 )梅 屋 前 日莞爾 (農 化 1950年 卒 )ア ルゼンチン訪 間
秋
渡辺 諒 (高 造 29年 )勲 六等旭 日単 光章を受章
12月 13日
渡辺 諒 勲六等旭 曰単光 章叙勲祝賀会
3月 6日
松 田藤 四郎学長、小野先生 アルゼンテン訪 問
0月 0日
尾上 忠 ―校 友御夫妻 アルゼンチン訪問
沢 日 満 (専 農43年 )逝 去
1月 2日
渡辺 読 (高 造29年 )逝 去
7月 20日
農大スポーツ基金に支部会員寄付
9月 29日
ブラジル支部荒木校友 (拓 2)ア ルゼンチン訪 間、南米合 同校 友会構想提案
5月 1日
東京農 大校友会中、南米枝 友シンポジューム (パ ンアメリカ校 友大会の始まり)
9月 12日
佐藤校 友 (拓 14期 )」 iCA専 門家帰 国
2月 23日
稲泉講師アルゼンテン訪問 (研 修 受け入れに関して)
3月
勝連ファンカルロス留学生訪 日
7月 31日
第 2回 東京農 業大学校 友会バンアメリカ サンパ ウロ大会開催
8月
稲泉講師 引華、生物企業情報学 科研修生7名 来亜
10月
二村雄爾通産大 臣賞受賞
11月 27日
釜津 紀之支部長就任
3月
釜津ウーゴ雷学生訪 日、パラグアイ堤校友来亜 、農大開発学科実習生小 林 来亜
7月 27日 〜29日
第 3回 東京農 業大学校 友会バンアメリカ エステ大会 開催 、新沼学科長、藤 日楓会会長来亜
7月 30日
福士 匡 (専 化48年 )逝 去
9月 16日
ブラジル支部家 田校友アルゼンテン訪 間、ウルグアイ日本庭日築造の視察
2月 6日
藤沼園台風災害見舞し生物企業情報学 科研修 生6名 来亜 3月 加賀見ラウラ留学訪 日
7月 13日 〜17日
第 4回 東京農業大学校 友会バンアメリカ メキショ大会開催
3月 4日
中川清 ―校友 (拓 3期 )日 本在 アルゼンチン訪 問
12月
二村雄爾東京農大経営者大賞受
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2月 5日

長野 生物企 業情報学科長 アルゼンテン訪問
三 簾開発学 Fl講 師 、24曰 大矢生物企業情報学科助教授研修 生5人 弓率
新澤セバステアン留学生学生訪 日、農大開発学科実習生 秋 沢
小林 識史 (2002年 開発卒 )亜 国移住
氏バ イアプランカ牧場
第 5回 東京農業大学校 友会バンアメリカ =村
ロスアンゼルス大会 開催
2月
大矢先生生 物企業情報学科研修 生5名 弓1率
0月
間山ハ ビエル 留学生訪 日、開発学科生橋本美樹牧場実習 9月 阿曽田校友会熊本支部長来重
10月 24日 〜26日 第6回 東京農 業大学校友会 バンアメリカ トロント大会開催
1月 14日
佐野悦子農大ミシガン留学生アルゼンチン訪問、30日 野 口稜 友 (拓 5期 )米 国在来亜
3月
村藤ヘラルド留学生訪 日
3月 19日 〜21日
第 7回 東京農業大学校 友会パンアメリカ アマツンベ レン大会開催
8月 23日
鈴木校友 (造 園69年 卒 )カ ナダ在住、武原校友 (拓 20期 )LA在 住アルゼンチン訪問
9月 4曰
大矢先生生 物企業情報学科研修生2名 引率
9月 7曰
小野巧先生アルゼンチン訪 間
1月 4日
高 山直己校 友(拓 18期 )ア ルゼンチン訪 問
1月 29日
加賀見 真務支部長就任
3月
原アルツーロ留学生訪 日
8月 16日
F■ 泉先生バ イオビジネス学科研修生 1名 引率
3月
加賛見パプロ留学生訪 日
8月 3日 〜4曰
第 8回 東京農業大学校 友会 バンアメリカ サンフランシスコ大会 開催
3月 16日
稲泉先生バ イオビジネス学科研修生 5名 引率
3月
福田フアクンド留学生訪 日
8月 7日
杉本 隆重教授アルゼンチン訪 F・l、 新部 昭夫准教授 バイオビジネス学科研修生 0名 引率
2月 16日
伊藤泰介校 友(拓 5期 )ベ レン在アルゼンテン訪間
2月 25日
小崎 、香川農 大女子実晋生アルゼンテン訪 F.5
8月 7日
新部 昭失准教授 バイオビジネス学科研修 生3名 ヨ率
9月 19日 〜21日 第9回 東京農 業大学校 友会 バンアメリカ ′
ヽ
ンクーバー大会 開催
11月 23日
渡邊農大客員教授 (医 師)ア ルゼンチン訪 問
2月 17日
越川校 友会東京支部役 員アルゼンチン訪 問
3月
永橋 エリアナ留学生 訪 日
3月 8日
丼形雅代准教授バイオビジネス学科研修 生 1名 3率
,0月 20日
牧 恒雄地域環境T4学部生産環境工学 科教授 アルゼンチン学会訪間
11月 27日
猪 又康夫東京農大経 営者技能賞受賞
1月 12日
千葉富夫校友 (昭 03年 林学卒 )山 岳部 OBア コンカグア登山でアルぜンチン訪問
8月 7日
井形雅代 /4E教 授 バイオビジネス学科研修 生3名 弓率
9月 10日
第 10回 東京 農 業大学校 友会 バンアメリカ ブエノスアイレス大 会 開催
9月
工城勝外務大 臣表彰
4月
東 日本大震災農大 関係者義援金寄付
8月
鈴木教授 バイオビジネス学科研修生6名 弓率
12月
家日氏 (拓 14期 )来 重
3月 25日
杉 日マリオ留学生訪 日
8月
新部教授バ イオビジネス学科研修 生0名 弓率
8月 28ヨ 〜31日
東京農業大学海外校 友大会イン サンパウロ開催
1月 25日
日村 氏 (」 iCAシ エアボランティア、ウルグアイ国勤務 )歓 迎会
7月 5日
及川氏農学1986年 卒 (」 10Aシ ニアボランティア、トゥクマン州言
式験場勤務 )来 亜歓迎会
8月
土 田教 授 バイオビジネス学科研修生3人 引率
9月
釜津家農大 3代 伝が校 友会ニュースに掲載
3月
高橋ダリオ留学生訪 日
7月 11日
越
友アルゼンチン訪 問
8月
新部教授
"校 バ イオビジネス学科研修生 3名 1率
10月
猪又康夫外務大 臣表彰
11月 9日
拓殖 11期 会をブエノスアイレスで開催 (池 上 失妻 、谷村、山崎、佐藤 、カロ賀見 )
11月 9日
農業拓殖学科 津川安正先生追悼文集配 布
2月 20日
猪又康夫外務大 巨賞受賞祝賀会
4月
二明睦実バイオビジネス学科生1年 間の実習開始
3月
渋谷教授バイオビジネス学科研修生 1名 弓率
9月 23日
玉城勝旭 曰単光 章受章
10月 22日
横島夫妻 (拓 27期 、JiCA S Vボ リビア ラパス勤務 )来 亜
1月 30日
村藤 修支部長就任
1月 30日
=城 勝叙 勲 〈旭 日単光章 )祝 賀会
3月 20日
飯崎ユ ウキ留学生訪 日
4月 1日
東京農大創立 125周 年記念寄付
8月 13日
畑 中教授 バイオビジネス学科研修生0名 弓1率
8月 14日
東京農業大学 卒業生アルゼンチン移住 100周 年記念祝賀懇親会
9月 23日
東京農 業大学校友会世界大会2016 h uapan開
2月 19日
3月
5月 10日
10月 25日 〜27日
5日
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