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本日　２月28日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「ワイン作りを通して目指すこと」

井上ワイナリー株式会社 代表取締役 井上　孝志 氏

次週　３月７日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「モンゴルのお祭りと日本の学生生活」

米山記念奨学生 オユン・ズブドエルデネ 氏

第2367回　例会報告／平成30年２月21日　天候　曇　職場例会

◇会　長　挨　拶（代読：寺尾副会長）
　皆さんこんにちは、先
週はロータリー休日でし
た。２月９日から２月15
日まで、総勢20名でハワ
イ島へ行ってきました。
夜はけっこう寒くて、半

そでシャツの私は、美味しいディナーも震え
ながらたべました。4,200ｍのマウナケアー
山頂の星空ツアーに行きまして、しかし強風
と道路が凍結しているとのことで、2,900ｍ
のところで☆を見ました。私のふるさと池川
町で子供の頃見た夜空を思い出しました。皆
さんはゴルフを楽しんだり、プールで泳いだ
りの７日間でした。
　今日は水上さんのお世話で、牧野植物園で
の職場例会です。
　「植物学の父」牧野富太郎先生の、愛にあ
ふれた７つの言葉＋１の一部を紹介させてい
ただきます。
　私は植物の愛人として生まれてきた。
　あるいは草木そうもくの精かもしれん。
　先生は小学校中退（２年時）ながら600種
もの新種を発見し、2,500種以上もの植物に
命名した牧野富太郎さんの誕生日は文久２年
４月24日。『植物学の日』として制定されて
います。
 ● 独学　

1862年佐川村今の佐川町に生まれる。
　わしは植物の精だよ。

 ● 不屈
　研究者として上がる一方、大学教授たち
には妬（ねた）まれました。
　人間は生きている間が花である。わずか
な短い浮世である。
　その間に大いに勉強して身を修め、徳を
積み、智を磨き、人のために尽くし、国の
ために務め、自分のために楽しみ、善人と
して一生を幸福に送ることは人間として大
いに意義がある。

 ● 愛
　金銭感覚に問題があった先生をささえた
のは、奥様すえ子さんでした。
　借金をしても、標本を手放しても研究に
まい進しました。
　何よりも貴き宝もつ身には、富も誉（ほ
ま）れも願わざりけり。

 ● スエコザサ
　世の中の　あらん限りや　スエコザサ

 ● 学位
65歳で理学博士の学位取得。
“鼻くそと同じ太さの十二円　これが偉勲
（いくん）のしるしなりけり”
「こんなもん欲しくてやってるわけじゃな
いわい、馬鹿らしい。」

 ● 不死身
　わが姿たとえ翁と見ゆるとも、心はいつ
も花の真っ盛り
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　私は高知市愛宕町で生まれ、現在60歳です
が、30ぐらいのときに博物館の展示デザイン
に興味を持ち、一生の仕事にしようと決めま
した。もちろん、その他、展示会やウィンド
ウディスプレイ等々も行いながら、19年ほど
前、ふるさとの植物園に建てる「牧野富太郎
記念館」を手がけました。その後、こちらの
採用試験を受けて18年勤め、昨年３月に定年
退職をしました。
　私は、日本の植物分類学の父と呼ばれてい
る牧野富太郎さんが大好きです。今日は、牧
野さんのすごさ、面白さを皆さんに知ってい
ただきたいと思います。
　牧野さんは、1862年、明治維新の６年前、
佐川町の造り酒屋の子どもとして生まれます。
苗字帯刀を許された家柄で、小さいときから
武士と一緒に、東洋の伝統、文物、学業、和
書漢籍等々、日本の伝統を身にしみ込ませま
す。その後、一気に西洋文明が日本に流入し、
牧野さんは小学校のとき誰よりも早く鉛筆を
使っていたとか、散切り頭にした等々、牧野
さんの人生には、東洋と西洋が無理なく融合
し、かつすみ分けして存在しているように思
います。
　当時、日本にも江戸時代からの本草学とい
う植物学がありましたが、西洋には西洋の植
物学のルールがありました。牧野さんは、こ
ういった時代背景の中で、西洋式のルールで
植物研究を始めた日本の学術を世界に通用す
るものに自分はするんだと考え、独学で学び
ます。若いころの「抱負」という文章に「外
国人をあっと言わせる誇りのあるものをつく
りたい。植物を網羅し、絵の入った植物誌を
作りたいのだ」と言っています。
　また牧野さんは、10歳のころ儒学者に教え
てもらった「漢書」董仲舒伝の中の、単に理
想を夢みているのではなくて、それを実現す

る計画をし、実行しなさいという故事から取
って、自らの号を「結網」としています。そ
して、この「結網」の考え方が、牧野さんの
一生を貫いています。
　12歳で佐川にできた小学校に入学しますが
２年で退学。その後は、自分のやりたい勉強
方法で植物を学びます。しかし、日本の中だ
けで植物を発見したと言っても世界は認めて
くれません。世界が認めてくれるベースとし
て、25歳で「植物学雑誌」を発表。さらに、
日本中の植物の情報が集まるようにネット
ワークを構築、植物誌を作りたいために印刷
技術も自ら学びます。
　牧野さんが植物画を描く以前、シーボルト
に指導を受けた長﨑の絵師、川原慶賀の描い
た植物画は写実性が低くて、雅で情緒的です。
それに比べて世界の植物の絵は、非常に写実
的で立体的な感覚のある絵です。牧野さんは、
西洋に遅れている日本が、世界で同等に研究
発表できるためにはどうすればいいか。西洋
のルールに基づいて描くけれど、自分が生ま
れて培ってきた日本の伝統を生かしながら、
それを個性としてプラスにして何かできない
か。そこで、牧野さんは筆を利用して西洋の
立体的な表現の真似をすれば、西洋の固いイ
メージより生命感のある絵が描けると考えた
のではないかと思います。そして、27歳のと
きに描いたショーキズイセンの絵は、立体感、
影も描きながら、西洋の絵の固さに比べて、
花びらを触ると温度も伝わるような、風で揺
れるしなやかさが表現されています。
　29歳のとき描いた、小さな水草であるムジ
ナモがドイツの文献に掲載され、世界的に評
価されます。しかし、この当時、牧野さんは
東京大学に出入り禁止になり、失意の中、か
ねてから慕っていたロシアのマキシモヴィッ
チ氏を頼ろうとしますが、マキシモヴィッチ
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が亡くなることで実現しません。同時期、佐
川の酒屋も倒産、育ててくれた祖母や最初の
子どもの女の子が亡くなり、４、５年の間に
たくさんの不運に見舞われます。その後、知
人らの助力により、農科大学（現・東大農学
部）に籠もって研究を続けます。この数年が、
牧野さんのその後の学術の基礎になったので
はないかと思います。
　今回の平昌オリンピックで金メダルを取っ
た、フィギュアスケートの羽生結弦選手は、
ケガを克服し、リンクで滑れないときはリハ
ビリやイメージトレーニングをしていたと言
います。牧野さんは筆にこだわり、羽生さん
は日本の伝統、陰陽師を取り入れました。ま
た、羽生さんの名前の結弦は弓の弦を結ぶと
いう意味で、牧野さんの結網にも通じるもの
ではないかと思います。時が自分に利がない
と思ったら、逆境に耐えて静かに雑音を排除
して、自己を高める精神力を養い、地域性や
伝統的なもの、既に備わっているものを生か
す力。こういったものが二人に共通している
のではないかと、私は考えます。
　牧野さんは94歳まで生きましたが、86歳の
ときの雑誌インタビューで「特に健康法とし

て、日常実行しているものはなく、平々凡々
と毎日を過ごしている。すなわち、心を平静
に保つことが私の守っている健康法です。私
は86になるのですが、老とか翁、曾おじいさ
んと言う言葉を自分の名前の上に付けるのは
嫌いですし、自分のことをおじいさんだと
言ったことはありません」と答えています。
また、91歳で語った「私の健康法」の中に
は、「若さを保つには、若い女性に接するこ
とも必要であると思う。長生きのため、若い
女性に接するのは、一つも悪いことではある
まい」とも述べています。
　牧野さんの長い人生は61年前に終わりまし
た。その翌年、牧野植物園、牧野標本館、牧
野記念庭園、牧野ふるさと館、そして東京に
は牧野植物同好会ができ、牧野の研究をもっ
と進めていこうとしています。私は今、牧野
植物園に監修をしていただき、牧野富太郎さ
んをモデルにした科学絵本を出版する準備を
しています。４月20日に発売されます。今後
もいろいろな形で、牧野さんの素晴らしい生
き方を伝える仕事をしていきたいと思ってい
ます。

■高知東ＲＣ当面の日程
３月７日㈬　定例理事会
情報集会
　３月13日㈫～15日㈭18：30～（城西館）
　３月14日㈬13：30～（ザ クラウンパレス）
３月21日㈬　休会（春分の日）
３月28日㈬　花見夜間例会（城西館）
　　　　　　役員会

■例会変更のお知らせ
高知ロイヤルＲＣ　
　　　　　　　３月６日㈫　香長ＲＣとの合同夜間例会
香長ＲＣ　　　３月６日㈫　夜間例会
高知中央ＲＣ　３月８日㈭　職場例会
香長ＲＣ　　　３月13日㈫　3/25物部川河川敷清掃作業に変更
高知北ＲＣ　　３月19日㈪　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　３月20日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　３月20日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　３月22日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　３月23日㈮　職場例会
高知北ＲＣ　　３月26日㈪　花見家族合同夜間例会
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　３月27日㈫　3/29花見例会に振替
香長ＲＣ　　　３月27日㈫　花見例会
高知南ＲＣ　　３月29日㈭　花見例会
高知中央ＲＣ　３月29日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　３月30日㈮　ロータリー休日

「牧野富太郎の人生の歩き方」

◇職　場　例　会 元 高知県立牧野植物園 教育普及課長／里見デザイン室 所長  里見　和彦 氏
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的で立体的な感覚のある絵です。牧野さんは、
西洋に遅れている日本が、世界で同等に研究
発表できるためにはどうすればいいか。西洋
のルールに基づいて描くけれど、自分が生ま
れて培ってきた日本の伝統を生かしながら、
それを個性としてプラスにして何かできない
か。そこで、牧野さんは筆を利用して西洋の
立体的な表現の真似をすれば、西洋の固いイ
メージより生命感のある絵が描けると考えた
のではないかと思います。そして、27歳のと
きに描いたショーキズイセンの絵は、立体感、
影も描きながら、西洋の絵の固さに比べて、
花びらを触ると温度も伝わるような、風で揺
れるしなやかさが表現されています。
　29歳のとき描いた、小さな水草であるムジ
ナモがドイツの文献に掲載され、世界的に評
価されます。しかし、この当時、牧野さんは
東京大学に出入り禁止になり、失意の中、か
ねてから慕っていたロシアのマキシモヴィッ
チ氏を頼ろうとしますが、マキシモヴィッチ

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

が亡くなることで実現しません。同時期、佐
川の酒屋も倒産、育ててくれた祖母や最初の
子どもの女の子が亡くなり、４、５年の間に
たくさんの不運に見舞われます。その後、知
人らの助力により、農科大学（現・東大農学
部）に籠もって研究を続けます。この数年が、
牧野さんのその後の学術の基礎になったので
はないかと思います。
　今回の平昌オリンピックで金メダルを取っ
た、フィギュアスケートの羽生結弦選手は、
ケガを克服し、リンクで滑れないときはリハ
ビリやイメージトレーニングをしていたと言
います。牧野さんは筆にこだわり、羽生さん
は日本の伝統、陰陽師を取り入れました。ま
た、羽生さんの名前の結弦は弓の弦を結ぶと
いう意味で、牧野さんの結網にも通じるもの
ではないかと思います。時が自分に利がない
と思ったら、逆境に耐えて静かに雑音を排除
して、自己を高める精神力を養い、地域性や
伝統的なもの、既に備わっているものを生か
す力。こういったものが二人に共通している
のではないかと、私は考えます。
　牧野さんは94歳まで生きましたが、86歳の
ときの雑誌インタビューで「特に健康法とし

て、日常実行しているものはなく、平々凡々
と毎日を過ごしている。すなわち、心を平静
に保つことが私の守っている健康法です。私
は86になるのですが、老とか翁、曾おじいさ
んと言う言葉を自分の名前の上に付けるのは
嫌いですし、自分のことをおじいさんだと
言ったことはありません」と答えています。
また、91歳で語った「私の健康法」の中に
は、「若さを保つには、若い女性に接するこ
とも必要であると思う。長生きのため、若い
女性に接するのは、一つも悪いことではある
まい」とも述べています。
　牧野さんの長い人生は61年前に終わりまし
た。その翌年、牧野植物園、牧野標本館、牧
野記念庭園、牧野ふるさと館、そして東京に
は牧野植物同好会ができ、牧野の研究をもっ
と進めていこうとしています。私は今、牧野
植物園に監修をしていただき、牧野富太郎さ
んをモデルにした科学絵本を出版する準備を
しています。４月20日に発売されます。今後
もいろいろな形で、牧野さんの素晴らしい生
き方を伝える仕事をしていきたいと思ってい
ます。

■高知東ＲＣ当面の日程
３月７日㈬　定例理事会
情報集会
　３月13日㈫～15日㈭18：30～（城西館）
　３月14日㈬13：30～（ザ クラウンパレス）
３月21日㈬　休会（春分の日）
３月28日㈬　花見夜間例会（城西館）
　　　　　　役員会

■例会変更のお知らせ
高知ロイヤルＲＣ　
　　　　　　　３月６日㈫　香長ＲＣとの合同夜間例会
香長ＲＣ　　　３月６日㈫　夜間例会
高知中央ＲＣ　３月８日㈭　職場例会
香長ＲＣ　　　３月13日㈫　3/25物部川河川敷清掃作業に変更
高知北ＲＣ　　３月19日㈪　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　３月20日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　３月20日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　３月22日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　３月23日㈮　職場例会
高知北ＲＣ　　３月26日㈪　花見家族合同夜間例会
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　３月27日㈫　3/29花見例会に振替
香長ＲＣ　　　３月27日㈫　花見例会
高知南ＲＣ　　３月29日㈭　花見例会
高知中央ＲＣ　３月29日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　３月30日㈮　ロータリー休日

「牧野富太郎の人生の歩き方」

◇職　場　例　会 元 高知県立牧野植物園 教育普及課長／里見デザイン室 所長  里見　和彦 氏

事務局・河野さん「プラハのワンコ」事務局・河野さん「プラハのワンコ」
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今期の累計

内田荘一郎会員 送別会
2018年２月21日㈬　於：城西館

◇出席率報告

２月21日

２月７日

総数
－7 57
－4 57

出席
31
36

欠席
4
0

メイク
アップ HC出席率

54.39％

63.16％

出席率
92.00％

100％

15
17



高知東ロータリークラブ週報
第2320号

020月28日.2018

本日　２月28日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「ワイン作りを通して目指すこと」

井上ワイナリー株式会社 代表取締役 井上　孝志 氏

次週　３月７日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「モンゴルのお祭りと日本の学生生活」

米山記念奨学生 オユン・ズブドエルデネ 氏

第2367回　例会報告／平成30年２月21日　天候　曇　職場例会

◇会　長　挨　拶（代読：寺尾副会長）
　皆さんこんにちは、先
週はロータリー休日でし
た。２月９日から２月15
日まで、総勢20名でハワ
イ島へ行ってきました。
夜はけっこう寒くて、半

そでシャツの私は、美味しいディナーも震え
ながらたべました。4,200ｍのマウナケアー
山頂の星空ツアーに行きまして、しかし強風
と道路が凍結しているとのことで、2,900ｍ
のところで☆を見ました。私のふるさと池川
町で子供の頃見た夜空を思い出しました。皆
さんはゴルフを楽しんだり、プールで泳いだ
りの７日間でした。
　今日は水上さんのお世話で、牧野植物園で
の職場例会です。
　「植物学の父」牧野富太郎先生の、愛にあ
ふれた７つの言葉＋１の一部を紹介させてい
ただきます。
　私は植物の愛人として生まれてきた。
　あるいは草木そうもくの精かもしれん。
　先生は小学校中退（２年時）ながら600種
もの新種を発見し、2,500種以上もの植物に
命名した牧野富太郎さんの誕生日は文久２年
４月24日。『植物学の日』として制定されて
います。
 ● 独学　

1862年佐川村今の佐川町に生まれる。
　わしは植物の精だよ。

 ● 不屈
　研究者として上がる一方、大学教授たち
には妬（ねた）まれました。
　人間は生きている間が花である。わずか
な短い浮世である。
　その間に大いに勉強して身を修め、徳を
積み、智を磨き、人のために尽くし、国の
ために務め、自分のために楽しみ、善人と
して一生を幸福に送ることは人間として大
いに意義がある。

 ● 愛
　金銭感覚に問題があった先生をささえた
のは、奥様すえ子さんでした。
　借金をしても、標本を手放しても研究に
まい進しました。
　何よりも貴き宝もつ身には、富も誉（ほ
ま）れも願わざりけり。

 ● スエコザサ
　世の中の　あらん限りや　スエコザサ

 ● 学位
65歳で理学博士の学位取得。
“鼻くそと同じ太さの十二円　これが偉勲
（いくん）のしるしなりけり”
「こんなもん欲しくてやってるわけじゃな
いわい、馬鹿らしい。」

 ● 不死身
　わが姿たとえ翁と見ゆるとも、心はいつ
も花の真っ盛り

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

●会長／石川　健　●幹事／土居祐三　●雑誌会報委員／髙橋卓弥・宇津木達也・西森良文
●例会日／毎週水曜日12：30PM～1：30PM　●例会場／ザ クラウンパレス新阪急高知　（088）873－1111
●事務所／高知新聞放送会館１階　〒780－8572　高知市本町3－2－15　　　　直通（088）824－8660

　ホームページアドレス（PC・携帯共通）http://www.kochi-east-rc.com
　メールアドレス　事務局／hcrc@coffee.ocn.ne.jp　広報ＩＴ委員会／info@kochi-east-rc.com

　私は高知市愛宕町で生まれ、現在60歳です
が、30ぐらいのときに博物館の展示デザイン
に興味を持ち、一生の仕事にしようと決めま
した。もちろん、その他、展示会やウィンド
ウディスプレイ等々も行いながら、19年ほど
前、ふるさとの植物園に建てる「牧野富太郎
記念館」を手がけました。その後、こちらの
採用試験を受けて18年勤め、昨年３月に定年
退職をしました。
　私は、日本の植物分類学の父と呼ばれてい
る牧野富太郎さんが大好きです。今日は、牧
野さんのすごさ、面白さを皆さんに知ってい
ただきたいと思います。
　牧野さんは、1862年、明治維新の６年前、
佐川町の造り酒屋の子どもとして生まれます。
苗字帯刀を許された家柄で、小さいときから
武士と一緒に、東洋の伝統、文物、学業、和
書漢籍等々、日本の伝統を身にしみ込ませま
す。その後、一気に西洋文明が日本に流入し、
牧野さんは小学校のとき誰よりも早く鉛筆を
使っていたとか、散切り頭にした等々、牧野
さんの人生には、東洋と西洋が無理なく融合
し、かつすみ分けして存在しているように思
います。
　当時、日本にも江戸時代からの本草学とい
う植物学がありましたが、西洋には西洋の植
物学のルールがありました。牧野さんは、こ
ういった時代背景の中で、西洋式のルールで
植物研究を始めた日本の学術を世界に通用す
るものに自分はするんだと考え、独学で学び
ます。若いころの「抱負」という文章に「外
国人をあっと言わせる誇りのあるものをつく
りたい。植物を網羅し、絵の入った植物誌を
作りたいのだ」と言っています。
　また牧野さんは、10歳のころ儒学者に教え
てもらった「漢書」董仲舒伝の中の、単に理
想を夢みているのではなくて、それを実現す

る計画をし、実行しなさいという故事から取
って、自らの号を「結網」としています。そ
して、この「結網」の考え方が、牧野さんの
一生を貫いています。
　12歳で佐川にできた小学校に入学しますが
２年で退学。その後は、自分のやりたい勉強
方法で植物を学びます。しかし、日本の中だ
けで植物を発見したと言っても世界は認めて
くれません。世界が認めてくれるベースとし
て、25歳で「植物学雑誌」を発表。さらに、
日本中の植物の情報が集まるようにネット
ワークを構築、植物誌を作りたいために印刷
技術も自ら学びます。
　牧野さんが植物画を描く以前、シーボルト
に指導を受けた長﨑の絵師、川原慶賀の描い
た植物画は写実性が低くて、雅で情緒的です。
それに比べて世界の植物の絵は、非常に写実
的で立体的な感覚のある絵です。牧野さんは、
西洋に遅れている日本が、世界で同等に研究
発表できるためにはどうすればいいか。西洋
のルールに基づいて描くけれど、自分が生ま
れて培ってきた日本の伝統を生かしながら、
それを個性としてプラスにして何かできない
か。そこで、牧野さんは筆を利用して西洋の
立体的な表現の真似をすれば、西洋の固いイ
メージより生命感のある絵が描けると考えた
のではないかと思います。そして、27歳のと
きに描いたショーキズイセンの絵は、立体感、
影も描きながら、西洋の絵の固さに比べて、
花びらを触ると温度も伝わるような、風で揺
れるしなやかさが表現されています。
　29歳のとき描いた、小さな水草であるムジ
ナモがドイツの文献に掲載され、世界的に評
価されます。しかし、この当時、牧野さんは
東京大学に出入り禁止になり、失意の中、か
ねてから慕っていたロシアのマキシモヴィッ
チ氏を頼ろうとしますが、マキシモヴィッチ
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が亡くなることで実現しません。同時期、佐
川の酒屋も倒産、育ててくれた祖母や最初の
子どもの女の子が亡くなり、４、５年の間に
たくさんの不運に見舞われます。その後、知
人らの助力により、農科大学（現・東大農学
部）に籠もって研究を続けます。この数年が、
牧野さんのその後の学術の基礎になったので
はないかと思います。
　今回の平昌オリンピックで金メダルを取っ
た、フィギュアスケートの羽生結弦選手は、
ケガを克服し、リンクで滑れないときはリハ
ビリやイメージトレーニングをしていたと言
います。牧野さんは筆にこだわり、羽生さん
は日本の伝統、陰陽師を取り入れました。ま
た、羽生さんの名前の結弦は弓の弦を結ぶと
いう意味で、牧野さんの結網にも通じるもの
ではないかと思います。時が自分に利がない
と思ったら、逆境に耐えて静かに雑音を排除
して、自己を高める精神力を養い、地域性や
伝統的なもの、既に備わっているものを生か
す力。こういったものが二人に共通している
のではないかと、私は考えます。
　牧野さんは94歳まで生きましたが、86歳の
ときの雑誌インタビューで「特に健康法とし

て、日常実行しているものはなく、平々凡々
と毎日を過ごしている。すなわち、心を平静
に保つことが私の守っている健康法です。私
は86になるのですが、老とか翁、曾おじいさ
んと言う言葉を自分の名前の上に付けるのは
嫌いですし、自分のことをおじいさんだと
言ったことはありません」と答えています。
また、91歳で語った「私の健康法」の中に
は、「若さを保つには、若い女性に接するこ
とも必要であると思う。長生きのため、若い
女性に接するのは、一つも悪いことではある
まい」とも述べています。
　牧野さんの長い人生は61年前に終わりまし
た。その翌年、牧野植物園、牧野標本館、牧
野記念庭園、牧野ふるさと館、そして東京に
は牧野植物同好会ができ、牧野の研究をもっ
と進めていこうとしています。私は今、牧野
植物園に監修をしていただき、牧野富太郎さ
んをモデルにした科学絵本を出版する準備を
しています。４月20日に発売されます。今後
もいろいろな形で、牧野さんの素晴らしい生
き方を伝える仕事をしていきたいと思ってい
ます。

■高知東ＲＣ当面の日程
３月７日㈬　定例理事会
情報集会
　３月13日㈫～15日㈭18：30～（城西館）
　３月14日㈬13：30～（ザ クラウンパレス）
３月21日㈬　休会（春分の日）
３月28日㈬　花見夜間例会（城西館）
　　　　　　役員会

■例会変更のお知らせ
高知ロイヤルＲＣ　
　　　　　　　３月６日㈫　香長ＲＣとの合同夜間例会
香長ＲＣ　　　３月６日㈫　夜間例会
高知中央ＲＣ　３月８日㈭　職場例会
香長ＲＣ　　　３月13日㈫　3/25物部川河川敷清掃作業に変更
高知北ＲＣ　　３月19日㈪　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　３月20日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　３月20日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　３月22日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　３月23日㈮　職場例会
高知北ＲＣ　　３月26日㈪　花見家族合同夜間例会
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　３月27日㈫　3/29花見例会に振替
香長ＲＣ　　　３月27日㈫　花見例会
高知南ＲＣ　　３月29日㈭　花見例会
高知中央ＲＣ　３月29日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　３月30日㈮　ロータリー休日

「牧野富太郎の人生の歩き方」

◇職　場　例　会 元 高知県立牧野植物園 教育普及課長／里見デザイン室 所長  里見　和彦 氏

事務局・河野さん「プラハのワンコ」事務局・河野さん「プラハのワンコ」
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本日　２月28日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「ワイン作りを通して目指すこと」

井上ワイナリー株式会社 代表取締役 井上　孝志 氏

次週　３月７日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「モンゴルのお祭りと日本の学生生活」

米山記念奨学生 オユン・ズブドエルデネ 氏

第2367回　例会報告／平成30年２月21日　天候　曇　職場例会

◇会　長　挨　拶（代読：寺尾副会長）
　皆さんこんにちは、先
週はロータリー休日でし
た。２月９日から２月15
日まで、総勢20名でハワ
イ島へ行ってきました。
夜はけっこう寒くて、半

そでシャツの私は、美味しいディナーも震え
ながらたべました。4,200ｍのマウナケアー
山頂の星空ツアーに行きまして、しかし強風
と道路が凍結しているとのことで、2,900ｍ
のところで☆を見ました。私のふるさと池川
町で子供の頃見た夜空を思い出しました。皆
さんはゴルフを楽しんだり、プールで泳いだ
りの７日間でした。
　今日は水上さんのお世話で、牧野植物園で
の職場例会です。
　「植物学の父」牧野富太郎先生の、愛にあ
ふれた７つの言葉＋１の一部を紹介させてい
ただきます。
　私は植物の愛人として生まれてきた。
　あるいは草木そうもくの精かもしれん。
　先生は小学校中退（２年時）ながら600種
もの新種を発見し、2,500種以上もの植物に
命名した牧野富太郎さんの誕生日は文久２年
４月24日。『植物学の日』として制定されて
います。
 ● 独学　

1862年佐川村今の佐川町に生まれる。
　わしは植物の精だよ。

 ● 不屈
　研究者として上がる一方、大学教授たち
には妬（ねた）まれました。
　人間は生きている間が花である。わずか
な短い浮世である。
　その間に大いに勉強して身を修め、徳を
積み、智を磨き、人のために尽くし、国の
ために務め、自分のために楽しみ、善人と
して一生を幸福に送ることは人間として大
いに意義がある。

 ● 愛
　金銭感覚に問題があった先生をささえた
のは、奥様すえ子さんでした。
　借金をしても、標本を手放しても研究に
まい進しました。
　何よりも貴き宝もつ身には、富も誉（ほ
ま）れも願わざりけり。

 ● スエコザサ
　世の中の　あらん限りや　スエコザサ

 ● 学位
65歳で理学博士の学位取得。
“鼻くそと同じ太さの十二円　これが偉勲
（いくん）のしるしなりけり”
「こんなもん欲しくてやってるわけじゃな
いわい、馬鹿らしい。」

 ● 不死身
　わが姿たとえ翁と見ゆるとも、心はいつ
も花の真っ盛り

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

●会長／石川　健　●幹事／土居祐三　●雑誌会報委員／髙橋卓弥・宇津木達也・西森良文
●例会日／毎週水曜日12：30PM～1：30PM　●例会場／ザ クラウンパレス新阪急高知　（088）873－1111
●事務所／高知新聞放送会館１階　〒780－8572　高知市本町3－2－15　　　　直通（088）824－8660

　ホームページアドレス（PC・携帯共通）http://www.kochi-east-rc.com
　メールアドレス　事務局／hcrc@coffee.ocn.ne.jp　広報ＩＴ委員会／info@kochi-east-rc.com

　私は高知市愛宕町で生まれ、現在60歳です
が、30ぐらいのときに博物館の展示デザイン
に興味を持ち、一生の仕事にしようと決めま
した。もちろん、その他、展示会やウィンド
ウディスプレイ等々も行いながら、19年ほど
前、ふるさとの植物園に建てる「牧野富太郎
記念館」を手がけました。その後、こちらの
採用試験を受けて18年勤め、昨年３月に定年
退職をしました。
　私は、日本の植物分類学の父と呼ばれてい
る牧野富太郎さんが大好きです。今日は、牧
野さんのすごさ、面白さを皆さんに知ってい
ただきたいと思います。
　牧野さんは、1862年、明治維新の６年前、
佐川町の造り酒屋の子どもとして生まれます。
苗字帯刀を許された家柄で、小さいときから
武士と一緒に、東洋の伝統、文物、学業、和
書漢籍等々、日本の伝統を身にしみ込ませま
す。その後、一気に西洋文明が日本に流入し、
牧野さんは小学校のとき誰よりも早く鉛筆を
使っていたとか、散切り頭にした等々、牧野
さんの人生には、東洋と西洋が無理なく融合
し、かつすみ分けして存在しているように思
います。
　当時、日本にも江戸時代からの本草学とい
う植物学がありましたが、西洋には西洋の植
物学のルールがありました。牧野さんは、こ
ういった時代背景の中で、西洋式のルールで
植物研究を始めた日本の学術を世界に通用す
るものに自分はするんだと考え、独学で学び
ます。若いころの「抱負」という文章に「外
国人をあっと言わせる誇りのあるものをつく
りたい。植物を網羅し、絵の入った植物誌を
作りたいのだ」と言っています。
　また牧野さんは、10歳のころ儒学者に教え
てもらった「漢書」董仲舒伝の中の、単に理
想を夢みているのではなくて、それを実現す

る計画をし、実行しなさいという故事から取
って、自らの号を「結網」としています。そ
して、この「結網」の考え方が、牧野さんの
一生を貫いています。
　12歳で佐川にできた小学校に入学しますが
２年で退学。その後は、自分のやりたい勉強
方法で植物を学びます。しかし、日本の中だ
けで植物を発見したと言っても世界は認めて
くれません。世界が認めてくれるベースとし
て、25歳で「植物学雑誌」を発表。さらに、
日本中の植物の情報が集まるようにネット
ワークを構築、植物誌を作りたいために印刷
技術も自ら学びます。
　牧野さんが植物画を描く以前、シーボルト
に指導を受けた長﨑の絵師、川原慶賀の描い
た植物画は写実性が低くて、雅で情緒的です。
それに比べて世界の植物の絵は、非常に写実
的で立体的な感覚のある絵です。牧野さんは、
西洋に遅れている日本が、世界で同等に研究
発表できるためにはどうすればいいか。西洋
のルールに基づいて描くけれど、自分が生ま
れて培ってきた日本の伝統を生かしながら、
それを個性としてプラスにして何かできない
か。そこで、牧野さんは筆を利用して西洋の
立体的な表現の真似をすれば、西洋の固いイ
メージより生命感のある絵が描けると考えた
のではないかと思います。そして、27歳のと
きに描いたショーキズイセンの絵は、立体感、
影も描きながら、西洋の絵の固さに比べて、
花びらを触ると温度も伝わるような、風で揺
れるしなやかさが表現されています。
　29歳のとき描いた、小さな水草であるムジ
ナモがドイツの文献に掲載され、世界的に評
価されます。しかし、この当時、牧野さんは
東京大学に出入り禁止になり、失意の中、か
ねてから慕っていたロシアのマキシモヴィッ
チ氏を頼ろうとしますが、マキシモヴィッチ
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が亡くなることで実現しません。同時期、佐
川の酒屋も倒産、育ててくれた祖母や最初の
子どもの女の子が亡くなり、４、５年の間に
たくさんの不運に見舞われます。その後、知
人らの助力により、農科大学（現・東大農学
部）に籠もって研究を続けます。この数年が、
牧野さんのその後の学術の基礎になったので
はないかと思います。
　今回の平昌オリンピックで金メダルを取っ
た、フィギュアスケートの羽生結弦選手は、
ケガを克服し、リンクで滑れないときはリハ
ビリやイメージトレーニングをしていたと言
います。牧野さんは筆にこだわり、羽生さん
は日本の伝統、陰陽師を取り入れました。ま
た、羽生さんの名前の結弦は弓の弦を結ぶと
いう意味で、牧野さんの結網にも通じるもの
ではないかと思います。時が自分に利がない
と思ったら、逆境に耐えて静かに雑音を排除
して、自己を高める精神力を養い、地域性や
伝統的なもの、既に備わっているものを生か
す力。こういったものが二人に共通している
のではないかと、私は考えます。
　牧野さんは94歳まで生きましたが、86歳の
ときの雑誌インタビューで「特に健康法とし

て、日常実行しているものはなく、平々凡々
と毎日を過ごしている。すなわち、心を平静
に保つことが私の守っている健康法です。私
は86になるのですが、老とか翁、曾おじいさ
んと言う言葉を自分の名前の上に付けるのは
嫌いですし、自分のことをおじいさんだと
言ったことはありません」と答えています。
また、91歳で語った「私の健康法」の中に
は、「若さを保つには、若い女性に接するこ
とも必要であると思う。長生きのため、若い
女性に接するのは、一つも悪いことではある
まい」とも述べています。
　牧野さんの長い人生は61年前に終わりまし
た。その翌年、牧野植物園、牧野標本館、牧
野記念庭園、牧野ふるさと館、そして東京に
は牧野植物同好会ができ、牧野の研究をもっ
と進めていこうとしています。私は今、牧野
植物園に監修をしていただき、牧野富太郎さ
んをモデルにした科学絵本を出版する準備を
しています。４月20日に発売されます。今後
もいろいろな形で、牧野さんの素晴らしい生
き方を伝える仕事をしていきたいと思ってい
ます。

■高知東ＲＣ当面の日程
３月７日㈬　定例理事会
情報集会
　３月13日㈫～15日㈭18：30～（城西館）
　３月14日㈬13：30～（ザ クラウンパレス）
３月21日㈬　休会（春分の日）
３月28日㈬　花見夜間例会（城西館）
　　　　　　役員会

■例会変更のお知らせ
高知ロイヤルＲＣ　
　　　　　　　３月６日㈫　香長ＲＣとの合同夜間例会
香長ＲＣ　　　３月６日㈫　夜間例会
高知中央ＲＣ　３月８日㈭　職場例会
香長ＲＣ　　　３月13日㈫　3/25物部川河川敷清掃作業に変更
高知北ＲＣ　　３月19日㈪　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　３月20日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　３月20日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　３月22日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　３月23日㈮　職場例会
高知北ＲＣ　　３月26日㈪　花見家族合同夜間例会
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　３月27日㈫　3/29花見例会に振替
香長ＲＣ　　　３月27日㈫　花見例会
高知南ＲＣ　　３月29日㈭　花見例会
高知中央ＲＣ　３月29日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　３月30日㈮　ロータリー休日

「牧野富太郎の人生の歩き方」

◇職　場　例　会 元 高知県立牧野植物園 教育普及課長／里見デザイン室 所長  里見　和彦 氏

事務局・河野さん「プラハのワンコ」事務局・河野さん「プラハのワンコ」

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ

1,218,590円
0円

1,218,590円

13,951円
0円

13,951円

1,232,541円
0円

1,232,541円

チビニコ 合　計

２月21日
今期の累計

内田荘一郎会員 送別会
2018年２月21日㈬　於：城西館

◇出席率報告

２月21日

２月７日

総数
－7 57
－4 57

出席
31
36

欠席
4
0

メイク
アップ HC出席率

54.39％

63.16％

出席率
92.00％

100％

15
17


