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本日　３月６日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ

デヴィ・スカルノ 夫人

次週　３月13日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「あなたの高知にも、Ｊリーグはある」

日本政策投資銀行 参事 傍士　銑太 氏

第2411回　例会報告／平成31年２月27日　天候　曇

◇ロータリーソング
  「それでこそロータリー」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
今日は、米朝首脳会談が
開かれるということで、
その結果、どうなるか。
私たち一般市民は実感が
湧かないし、少しワイド

ショー的な感じで見ておられる方もいるので
はないでしょうか。
　家にある本の帯に、「美しいもの、物の美
しさを使いわけた人。そして言葉のうそと無
言のものを対決させた人」と書いてあるのを
見て、これは何だろうと考えています。
　大阪に、安宅コレクションを集めた市立東
洋陶磁美術館があります。そこの伊藤前館長
の著書である「美の猟犬：安宅コレクション
余聞」の中に、美に対するエピソードがいく
つか載っています。その中の一つとして、伊
藤さんが安宅英一さんに、「あなたは古美術
商などを訪ねたとき、小僧さんにまで丁寧な
お辞儀をするのはなぜですか」と質問をする
と、「私は、その小僧さん、もしくはその人
の後ろに物が見える。私はその物に対して頭
を下げているんだから、誰に対しても頭を下
げることには躊躇しない」と答えたそうです。
　もう一つ、美を求めて行く中での話です。
東京に廣田不狐斎が創業した古美術商「壺中
居」があります。ここには、万暦赤絵の皿を

はじめとする三種の神器があり、安宅さんは
これが欲しくてたまらなくて、廣田さんに対
して、譲ってくれと何度も攻撃をかけます。
しかし、廣田さんは、これだけは譲れないと
言います。ある日、廣田さんは安宅さんに話
があるので、私の家に来てくれないかと言わ
れます。普段は、安宅さんの方から訪ねてく
るのに、何かおかしいと思いながらも行きま
す。居間に通されますが、なかなか安宅さん
が現れない。退屈になって、ふと床の間に目
をやると、何か細かい文字の掛け軸がかかっ
ている。近づいてみると、譲ってほしいとい
う安宅さんに、譲れないという断りを書いた、
自分の手紙をりっぱに表装して床の間に掛け
てあったそうです。これで、廣田さんは完全
に参りましたと、観念して三種の神器を安宅
さんに譲ったということです。
　人間は美しい物を見て感動すると、言葉に
表せないと言います。美の力は人を無言にし
ます。廣田さんも安宅さんもそうですが、私
も生き方として、ただ美しい物を見るだけで
はなくて、その物が持っている姿、物の美し
さが分かる人間になっていきたいと思います。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

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

●会長／寺尾正生　●幹事／松本隆之　●雑誌会報委員／中西克行・西山忠利・関　淑公
●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

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

● ニコニコ箱 ●
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２月27日
今期の累計

◇50周年記念事業報告
　記念式典、講演会、祝賀会、記念事業のＤ
ＶＤができました。２枚１組、2,000円で販
売します。ご協力よろしくお願いします。記
念誌は５月ごろに配布予定です。
◇幹　事　報　告
・本日例会終了後、役員会を行います。

・３月12日～14日、情報集会を行います。夜
の部は城西館で18時30分から、昼の部は、
クラウンパレス新阪急で例会終了後に行い
ます。テーマは「ロータリーの親睦につい
てもう一度考えよう」

・３月のロータリーレートは１ドル110円です。

■高知東ＲＣ当面の日程
情報集会
　３月12日㈫～14日㈭　18:30（城西館）
　３月13日㈬　13:30（ザ クラウンパレス）
３月27日㈬　花見夜間例会（城西館）
　　　　　　役員会
４月３日㈬　定例理事会
４月10日㈬　第５回クラブ協議会（次年度）
４月17日㈬　役員会
４月24日㈬　８ＲＣ合同夜間例会のため
　　　　　　18日㈭に変更

■例会変更のお知らせ
高知北ＲＣ　　３月11日㈪　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　３月14日㈭　職場例会
高知ＲＣ　　　３月19日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　３月19日㈫　花見例会に振替
高知北ＲＣ　　３月25日㈪　3/24家族合同野外例会に振替
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　３月26日㈫　お泊り例会に振替
香長ＲＣ　　　３月26日㈫　花見例会へ変更
高知南ＲＣ　　３月28日㈭　花見例会
高知西ＲＣ　　３月29日㈮　ロータリー休日

し、現在「よるまきの」という形で、夜の植
物を楽しんでいただいています。
　お母さんからは、子ども連れで植物園に行
くと、子どもが植物を取ろうとしたり、触ろ
うとするのを注意しないといけない。子ども
が植物に触れられるように、学べる場を充実
してほしいという要望があり、子どもたちが
ドングリを拾ったり、自分たちで植物を植え
たり、収穫をできるチルドレンガーデンを計
画。５月にはオープンの予定です。さらに、
ハーブ類を植えて、ハンディキャップのある
方が香りを楽しめたり、車椅子の方のために、
高い位置に植物を置くなど、ハンディキャッ
プガーデンもつくっています。
　もう一つは、牧野富太郎記念館を大きく改
築して、子どもたちだけでなく大人も学習で
きる、シアタールームをつくる計画です。現
在、ＮＨＫエンタープライズと共同で、オリ
ジナルの映像プログラムを作成中で、植物の
世界を勉強できる映像を４Ｋ、バーチャーリ
アリティで写します。また、牧野富太郎が実
際に採取して作った植物の押し葉標本や彼が
描いた植物画のオリジナル、ノートなどの展

示コーナー。さらに2020年までに、研究棟を
３階に建て替えて、３階にレストランとショ
ップにすることがほぼ決まっています。同時
に、新しい空中回廊の出口をつくって、駐車
場へのアプローチを簡単にして植物園内の導
線が改善されます。
　私たち牧野植物園は、高知県の方々に愛さ
れる植物園にしたい。県の発展に貢献するよ
うな植物園にしたい。牧野富太郎を顕彰する
世界標準の植物園にしたい。このように考え
ています。今後とも皆さま方のご支援を何と
ぞよろしくお願いいたします。

「高知県立牧野植物園
　　　　　今まで、今から」

◇会員スピーチ 高知県立牧野植物園 園長  水上　　元 会員

　牧野植物園は、こちらの東ＲＣの10年先輩、
今年61年目を迎えます。今から60数年前、高
知県民の方々が、牧野富太郎博士を顕彰する
ような植物園を造ろうという運動を進め、
1958（昭和33）年４月に開園しました。残念
ながら、富太郎が亡くなった１年後のことで
す。
　開園当初は、小さな受付、小さな温室とい
った小さな規模の植物園でした。1969年、青
柳橋のたもとから五台山の展望台までロープ
モノレールが開業しましたが、しばらくして
道が改善され、廃業。1976年、ほぼ全景が完
成。温室、売店、バスの駐車場、牧野文庫、
化石館、芝生広場、博士の銅像、周辺に主に
高知県に生えている植物を植えるという地域
密着型の植物園で、芝生広場には多くの学校
が遠足に訪れて、お弁当を広げていました。
　1999年から高知県が地域密着型の植物園を
踏まえて、さらに規模の大きな、いわば世界
標準の植物園にしようということでリニュー
アルが行われました。牧野富太郎記念館を二
つ、本館・展示館、北側に新しい園地を造り
ました。2004年には資源植物研究センターを
開設、実験機器を入れて様々な植物から有用
な物を探す研究も始まっています。2008年、
芝生広場を50周年記念庭園に改装。牧野富太
郎が非常に愛した仙台屋桜をはじめ、様々な
日本や東洋の園芸植物を植えて楽しんでいた

だきました。
　2010年には大型温室が改装され、現在は研
究、植物の知識の普及、皆さま方の憩いの場
という三つの機能を持った、恐らく日本では
最高水準の植物園として、県民の皆さまのご
支援によって育て上げていただきました。年
間の入園者数、14、15万人。また、観光施設
としても大きな役割を果たしており、トリッ
プアドバイザーという世界的な旅行の口コミ
サイトの集計では、口コミ評価が高知県内で
１位、我々も誇りにしています。
　これをさらにもう一段レベルアップしよう
と「牧野植物園磨き上げ整備事業」として
2017年12月、基本構想が策定され、今年４月
から事業が始まっています。　
　整備にあたって、県民の方々からの要望を
お聞きました。一つは、家族や友人とお弁当
を食べて、くつろげる芝生空間が欲しい。フ
ラワーイベントをもっと開催してほしいとい
うものです。これに関しては、近くの、すも
も農家さんの農地をお借りして芝生広場をつ
くります。高い場所で展望もよく、展望台や
野外デッキ、ステージなどもでき、ここでは
フラワーイベントも開催します。まもなく完
成予定です。
　もう一つの要望は、夜の植物園をセンス
アップしてほしいというものです。これは、
照明デザイナーさんを入れて常設照明が完成

◇出席率報告

 ● 寺尾正生　水上会員、植物園の素晴らしい
話、ありがとうございました。植物の美しい
姿を分かるようになりたいと思います。
 ● 松本隆之　水上先生、毎回、興味深い卓話
をありがとうございます。来週はデヴィ例会
です。よろしくお願いいたします。
 ● 前川美智子　先週、2019年７月からの次年
度の役員、理事及び委員会構成（案）を配布
させていただきました。皆さま、よろしくお
願いいたします。徳島でのＰＥＴＳに出席し
てまいりました。往復、竹村さんに便乗させ
てもらいましたので、お礼と報告です。2019
－20年度、次年度のＲＩ会長テーマは「ロー
タリーは世界をつなぐ」、大島ガバナーの

２月27日

２月13日

総数
－4 54

出席
36

欠席
3

メイク
アップ HC出席率

66.67％

出席率
94.00％11

ロータリー休日

テーマは「パッション＆パシュート、情熱と
追究」です。
 ● 水上　元　牧野植物園の整備計画について
話をさせていただきありがとうございました。
今後ともご支援をよろしくお願い申し上げま
す。
 ● 西山忠利　久し振りの例会出席。
 ● 西森良文　島村さん、岡﨑さん、武吉さん、
八田さん、先日は野外レクの下見ありがとう
ございました。
 ● 福岡満喜子　レターボックスに入れていた
だいた写真ありがとうございました。
 ● 鬼田知明　妻の誕生祝いのお礼と長期欠席
のお詫び。親睦委員の皆さまにはご迷惑をか
け申しわけありません。
 ● 寺村　勉　家庭記念日プレゼントありがと
うございました。　
 ● サロンイースト協力金として　いつもあり
がとうございます。
◇遅刻・早退　１件
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２月27日
今期の累計

◇50周年記念事業報告
　記念式典、講演会、祝賀会、記念事業のＤ
ＶＤができました。２枚１組、2,000円で販
売します。ご協力よろしくお願いします。記
念誌は５月ごろに配布予定です。
◇幹　事　報　告
・本日例会終了後、役員会を行います。

・３月12日～14日、情報集会を行います。夜
の部は城西館で18時30分から、昼の部は、
クラウンパレス新阪急で例会終了後に行い
ます。テーマは「ロータリーの親睦につい
てもう一度考えよう」

・３月のロータリーレートは１ドル110円です。

■高知東ＲＣ当面の日程
情報集会
　３月12日㈫～14日㈭　18:30（城西館）
　３月13日㈬　13:30（ザ クラウンパレス）
３月27日㈬　花見夜間例会（城西館）
　　　　　　役員会
４月３日㈬　定例理事会
４月10日㈬　第５回クラブ協議会（次年度）
４月17日㈬　役員会
４月24日㈬　８ＲＣ合同夜間例会のため
　　　　　　18日㈭に変更

■例会変更のお知らせ
高知北ＲＣ　　３月11日㈪　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　３月14日㈭　職場例会
高知ＲＣ　　　３月19日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　３月19日㈫　花見例会に振替
高知北ＲＣ　　３月25日㈪　3/24家族合同野外例会に振替
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　３月26日㈫　お泊り例会に振替
香長ＲＣ　　　３月26日㈫　花見例会へ変更
高知南ＲＣ　　３月28日㈭　花見例会
高知西ＲＣ　　３月29日㈮　ロータリー休日

し、現在「よるまきの」という形で、夜の植
物を楽しんでいただいています。
　お母さんからは、子ども連れで植物園に行
くと、子どもが植物を取ろうとしたり、触ろ
うとするのを注意しないといけない。子ども
が植物に触れられるように、学べる場を充実
してほしいという要望があり、子どもたちが
ドングリを拾ったり、自分たちで植物を植え
たり、収穫をできるチルドレンガーデンを計
画。５月にはオープンの予定です。さらに、
ハーブ類を植えて、ハンディキャップのある
方が香りを楽しめたり、車椅子の方のために、
高い位置に植物を置くなど、ハンディキャッ
プガーデンもつくっています。
　もう一つは、牧野富太郎記念館を大きく改
築して、子どもたちだけでなく大人も学習で
きる、シアタールームをつくる計画です。現
在、ＮＨＫエンタープライズと共同で、オリ
ジナルの映像プログラムを作成中で、植物の
世界を勉強できる映像を４Ｋ、バーチャーリ
アリティで写します。また、牧野富太郎が実
際に採取して作った植物の押し葉標本や彼が
描いた植物画のオリジナル、ノートなどの展

示コーナー。さらに2020年までに、研究棟を
３階に建て替えて、３階にレストランとショ
ップにすることがほぼ決まっています。同時
に、新しい空中回廊の出口をつくって、駐車
場へのアプローチを簡単にして植物園内の導
線が改善されます。
　私たち牧野植物園は、高知県の方々に愛さ
れる植物園にしたい。県の発展に貢献するよ
うな植物園にしたい。牧野富太郎を顕彰する
世界標準の植物園にしたい。このように考え
ています。今後とも皆さま方のご支援を何と
ぞよろしくお願いいたします。

「高知県立牧野植物園
　　　　　今まで、今から」

◇会員スピーチ 高知県立牧野植物園 園長  水上　　元 会員

　牧野植物園は、こちらの東ＲＣの10年先輩、
今年61年目を迎えます。今から60数年前、高
知県民の方々が、牧野富太郎博士を顕彰する
ような植物園を造ろうという運動を進め、
1958（昭和33）年４月に開園しました。残念
ながら、富太郎が亡くなった１年後のことで
す。
　開園当初は、小さな受付、小さな温室とい
った小さな規模の植物園でした。1969年、青
柳橋のたもとから五台山の展望台までロープ
モノレールが開業しましたが、しばらくして
道が改善され、廃業。1976年、ほぼ全景が完
成。温室、売店、バスの駐車場、牧野文庫、
化石館、芝生広場、博士の銅像、周辺に主に
高知県に生えている植物を植えるという地域
密着型の植物園で、芝生広場には多くの学校
が遠足に訪れて、お弁当を広げていました。
　1999年から高知県が地域密着型の植物園を
踏まえて、さらに規模の大きな、いわば世界
標準の植物園にしようということでリニュー
アルが行われました。牧野富太郎記念館を二
つ、本館・展示館、北側に新しい園地を造り
ました。2004年には資源植物研究センターを
開設、実験機器を入れて様々な植物から有用
な物を探す研究も始まっています。2008年、
芝生広場を50周年記念庭園に改装。牧野富太
郎が非常に愛した仙台屋桜をはじめ、様々な
日本や東洋の園芸植物を植えて楽しんでいた

だきました。
　2010年には大型温室が改装され、現在は研
究、植物の知識の普及、皆さま方の憩いの場
という三つの機能を持った、恐らく日本では
最高水準の植物園として、県民の皆さまのご
支援によって育て上げていただきました。年
間の入園者数、14、15万人。また、観光施設
としても大きな役割を果たしており、トリッ
プアドバイザーという世界的な旅行の口コミ
サイトの集計では、口コミ評価が高知県内で
１位、我々も誇りにしています。
　これをさらにもう一段レベルアップしよう
と「牧野植物園磨き上げ整備事業」として
2017年12月、基本構想が策定され、今年４月
から事業が始まっています。　
　整備にあたって、県民の方々からの要望を
お聞きました。一つは、家族や友人とお弁当
を食べて、くつろげる芝生空間が欲しい。フ
ラワーイベントをもっと開催してほしいとい
うものです。これに関しては、近くの、すも
も農家さんの農地をお借りして芝生広場をつ
くります。高い場所で展望もよく、展望台や
野外デッキ、ステージなどもでき、ここでは
フラワーイベントも開催します。まもなく完
成予定です。
　もう一つの要望は、夜の植物園をセンス
アップしてほしいというものです。これは、
照明デザイナーさんを入れて常設照明が完成

◇出席率報告

 ● 寺尾正生　水上会員、植物園の素晴らしい
話、ありがとうございました。植物の美しい
姿を分かるようになりたいと思います。
 ● 松本隆之　水上先生、毎回、興味深い卓話
をありがとうございます。来週はデヴィ例会
です。よろしくお願いいたします。
 ● 前川美智子　先週、2019年７月からの次年
度の役員、理事及び委員会構成（案）を配布
させていただきました。皆さま、よろしくお
願いいたします。徳島でのＰＥＴＳに出席し
てまいりました。往復、竹村さんに便乗させ
てもらいましたので、お礼と報告です。2019
－20年度、次年度のＲＩ会長テーマは「ロー
タリーは世界をつなぐ」、大島ガバナーの
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テーマは「パッション＆パシュート、情熱と
追究」です。
 ● 水上　元　牧野植物園の整備計画について
話をさせていただきありがとうございました。
今後ともご支援をよろしくお願い申し上げま
す。
 ● 西山忠利　久し振りの例会出席。
 ● 西森良文　島村さん、岡﨑さん、武吉さん、
八田さん、先日は野外レクの下見ありがとう
ございました。
 ● 福岡満喜子　レターボックスに入れていた
だいた写真ありがとうございました。
 ● 鬼田知明　妻の誕生祝いのお礼と長期欠席
のお詫び。親睦委員の皆さまにはご迷惑をか
け申しわけありません。
 ● 寺村　勉　家庭記念日プレゼントありがと
うございました。　
 ● サロンイースト協力金として　いつもあり
がとうございます。
◇遅刻・早退　１件



高知東ロータリークラブ週報
第2365号

030月060日.2019

本日　３月６日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ

デヴィ・スカルノ 夫人

次週　３月13日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「あなたの高知にも、Ｊリーグはある」

日本政策投資銀行 参事 傍士　銑太 氏

第2411回　例会報告／平成31年２月27日　天候　曇

◇ロータリーソング
  「それでこそロータリー」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
今日は、米朝首脳会談が
開かれるということで、
その結果、どうなるか。
私たち一般市民は実感が
湧かないし、少しワイド

ショー的な感じで見ておられる方もいるので
はないでしょうか。
　家にある本の帯に、「美しいもの、物の美
しさを使いわけた人。そして言葉のうそと無
言のものを対決させた人」と書いてあるのを
見て、これは何だろうと考えています。
　大阪に、安宅コレクションを集めた市立東
洋陶磁美術館があります。そこの伊藤前館長
の著書である「美の猟犬：安宅コレクション
余聞」の中に、美に対するエピソードがいく
つか載っています。その中の一つとして、伊
藤さんが安宅英一さんに、「あなたは古美術
商などを訪ねたとき、小僧さんにまで丁寧な
お辞儀をするのはなぜですか」と質問をする
と、「私は、その小僧さん、もしくはその人
の後ろに物が見える。私はその物に対して頭
を下げているんだから、誰に対しても頭を下
げることには躊躇しない」と答えたそうです。
　もう一つ、美を求めて行く中での話です。
東京に廣田不狐斎が創業した古美術商「壺中
居」があります。ここには、万暦赤絵の皿を

はじめとする三種の神器があり、安宅さんは
これが欲しくてたまらなくて、廣田さんに対
して、譲ってくれと何度も攻撃をかけます。
しかし、廣田さんは、これだけは譲れないと
言います。ある日、廣田さんは安宅さんに話
があるので、私の家に来てくれないかと言わ
れます。普段は、安宅さんの方から訪ねてく
るのに、何かおかしいと思いながらも行きま
す。居間に通されますが、なかなか安宅さん
が現れない。退屈になって、ふと床の間に目
をやると、何か細かい文字の掛け軸がかかっ
ている。近づいてみると、譲ってほしいとい
う安宅さんに、譲れないという断りを書いた、
自分の手紙をりっぱに表装して床の間に掛け
てあったそうです。これで、廣田さんは完全
に参りましたと、観念して三種の神器を安宅
さんに譲ったということです。
　人間は美しい物を見て感動すると、言葉に
表せないと言います。美の力は人を無言にし
ます。廣田さんも安宅さんもそうですが、私
も生き方として、ただ美しい物を見るだけで
はなくて、その物が持っている姿、物の美し
さが分かる人間になっていきたいと思います。
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２月27日
今期の累計

◇50周年記念事業報告
　記念式典、講演会、祝賀会、記念事業のＤ
ＶＤができました。２枚１組、2,000円で販
売します。ご協力よろしくお願いします。記
念誌は５月ごろに配布予定です。
◇幹　事　報　告
・本日例会終了後、役員会を行います。

・３月12日～14日、情報集会を行います。夜
の部は城西館で18時30分から、昼の部は、
クラウンパレス新阪急で例会終了後に行い
ます。テーマは「ロータリーの親睦につい
てもう一度考えよう」

・３月のロータリーレートは１ドル110円です。

■高知東ＲＣ当面の日程
情報集会
　３月12日㈫～14日㈭　18:30（城西館）
　３月13日㈬　13:30（ザ クラウンパレス）
３月27日㈬　花見夜間例会（城西館）
　　　　　　役員会
４月３日㈬　定例理事会
４月10日㈬　第５回クラブ協議会（次年度）
４月17日㈬　役員会
４月24日㈬　８ＲＣ合同夜間例会のため
　　　　　　18日㈭に変更

■例会変更のお知らせ
高知北ＲＣ　　３月11日㈪　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　３月14日㈭　職場例会
高知ＲＣ　　　３月19日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　３月19日㈫　花見例会に振替
高知北ＲＣ　　３月25日㈪　3/24家族合同野外例会に振替
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　３月26日㈫　お泊り例会に振替
香長ＲＣ　　　３月26日㈫　花見例会へ変更
高知南ＲＣ　　３月28日㈭　花見例会
高知西ＲＣ　　３月29日㈮　ロータリー休日
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八田さん、先日は野外レクの下見ありがとう
ございました。
 ● 福岡満喜子　レターボックスに入れていた
だいた写真ありがとうございました。
 ● 鬼田知明　妻の誕生祝いのお礼と長期欠席
のお詫び。親睦委員の皆さまにはご迷惑をか
け申しわけありません。
 ● 寺村　勉　家庭記念日プレゼントありがと
うございました。　
 ● サロンイースト協力金として　いつもあり
がとうございます。
◇遅刻・早退　１件
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本日　３月６日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ

デヴィ・スカルノ 夫人

次週　３月13日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「あなたの高知にも、Ｊリーグはある」

日本政策投資銀行 参事 傍士　銑太 氏

第2411回　例会報告／平成31年２月27日　天候　曇

◇ロータリーソング
  「それでこそロータリー」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
今日は、米朝首脳会談が
開かれるということで、
その結果、どうなるか。
私たち一般市民は実感が
湧かないし、少しワイド

ショー的な感じで見ておられる方もいるので
はないでしょうか。
　家にある本の帯に、「美しいもの、物の美
しさを使いわけた人。そして言葉のうそと無
言のものを対決させた人」と書いてあるのを
見て、これは何だろうと考えています。
　大阪に、安宅コレクションを集めた市立東
洋陶磁美術館があります。そこの伊藤前館長
の著書である「美の猟犬：安宅コレクション
余聞」の中に、美に対するエピソードがいく
つか載っています。その中の一つとして、伊
藤さんが安宅英一さんに、「あなたは古美術
商などを訪ねたとき、小僧さんにまで丁寧な
お辞儀をするのはなぜですか」と質問をする
と、「私は、その小僧さん、もしくはその人
の後ろに物が見える。私はその物に対して頭
を下げているんだから、誰に対しても頭を下
げることには躊躇しない」と答えたそうです。
　もう一つ、美を求めて行く中での話です。
東京に廣田不狐斎が創業した古美術商「壺中
居」があります。ここには、万暦赤絵の皿を

はじめとする三種の神器があり、安宅さんは
これが欲しくてたまらなくて、廣田さんに対
して、譲ってくれと何度も攻撃をかけます。
しかし、廣田さんは、これだけは譲れないと
言います。ある日、廣田さんは安宅さんに話
があるので、私の家に来てくれないかと言わ
れます。普段は、安宅さんの方から訪ねてく
るのに、何かおかしいと思いながらも行きま
す。居間に通されますが、なかなか安宅さん
が現れない。退屈になって、ふと床の間に目
をやると、何か細かい文字の掛け軸がかかっ
ている。近づいてみると、譲ってほしいとい
う安宅さんに、譲れないという断りを書いた、
自分の手紙をりっぱに表装して床の間に掛け
てあったそうです。これで、廣田さんは完全
に参りましたと、観念して三種の神器を安宅
さんに譲ったということです。
　人間は美しい物を見て感動すると、言葉に
表せないと言います。美の力は人を無言にし
ます。廣田さんも安宅さんもそうですが、私
も生き方として、ただ美しい物を見るだけで
はなくて、その物が持っている姿、物の美し
さが分かる人間になっていきたいと思います。
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● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
963,410円

26,650円

990,060円

16,868円

1,184円

18,052円

980,278円

27,834円

1,008,112円

チビニコ 合　計

２月27日
今期の累計

◇50周年記念事業報告
　記念式典、講演会、祝賀会、記念事業のＤ
ＶＤができました。２枚１組、2,000円で販
売します。ご協力よろしくお願いします。記
念誌は５月ごろに配布予定です。
◇幹　事　報　告
・本日例会終了後、役員会を行います。

・３月12日～14日、情報集会を行います。夜
の部は城西館で18時30分から、昼の部は、
クラウンパレス新阪急で例会終了後に行い
ます。テーマは「ロータリーの親睦につい
てもう一度考えよう」

・３月のロータリーレートは１ドル110円です。

■高知東ＲＣ当面の日程
情報集会
　３月12日㈫～14日㈭　18:30（城西館）
　３月13日㈬　13:30（ザ クラウンパレス）
３月27日㈬　花見夜間例会（城西館）
　　　　　　役員会
４月３日㈬　定例理事会
４月10日㈬　第５回クラブ協議会（次年度）
４月17日㈬　役員会
４月24日㈬　８ＲＣ合同夜間例会のため
　　　　　　18日㈭に変更

■例会変更のお知らせ
高知北ＲＣ　　３月11日㈪　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　３月14日㈭　職場例会
高知ＲＣ　　　３月19日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　３月19日㈫　花見例会に振替
高知北ＲＣ　　３月25日㈪　3/24家族合同野外例会に振替
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　３月26日㈫　お泊り例会に振替
香長ＲＣ　　　３月26日㈫　花見例会へ変更
高知南ＲＣ　　３月28日㈭　花見例会
高知西ＲＣ　　３月29日㈮　ロータリー休日

し、現在「よるまきの」という形で、夜の植
物を楽しんでいただいています。
　お母さんからは、子ども連れで植物園に行
くと、子どもが植物を取ろうとしたり、触ろ
うとするのを注意しないといけない。子ども
が植物に触れられるように、学べる場を充実
してほしいという要望があり、子どもたちが
ドングリを拾ったり、自分たちで植物を植え
たり、収穫をできるチルドレンガーデンを計
画。５月にはオープンの予定です。さらに、
ハーブ類を植えて、ハンディキャップのある
方が香りを楽しめたり、車椅子の方のために、
高い位置に植物を置くなど、ハンディキャッ
プガーデンもつくっています。
　もう一つは、牧野富太郎記念館を大きく改
築して、子どもたちだけでなく大人も学習で
きる、シアタールームをつくる計画です。現
在、ＮＨＫエンタープライズと共同で、オリ
ジナルの映像プログラムを作成中で、植物の
世界を勉強できる映像を４Ｋ、バーチャーリ
アリティで写します。また、牧野富太郎が実
際に採取して作った植物の押し葉標本や彼が
描いた植物画のオリジナル、ノートなどの展

示コーナー。さらに2020年までに、研究棟を
３階に建て替えて、３階にレストランとショ
ップにすることがほぼ決まっています。同時
に、新しい空中回廊の出口をつくって、駐車
場へのアプローチを簡単にして植物園内の導
線が改善されます。
　私たち牧野植物園は、高知県の方々に愛さ
れる植物園にしたい。県の発展に貢献するよ
うな植物園にしたい。牧野富太郎を顕彰する
世界標準の植物園にしたい。このように考え
ています。今後とも皆さま方のご支援を何と
ぞよろしくお願いいたします。

「高知県立牧野植物園
　　　　　今まで、今から」

◇会員スピーチ 高知県立牧野植物園 園長  水上　　元 会員

　牧野植物園は、こちらの東ＲＣの10年先輩、
今年61年目を迎えます。今から60数年前、高
知県民の方々が、牧野富太郎博士を顕彰する
ような植物園を造ろうという運動を進め、
1958（昭和33）年４月に開園しました。残念
ながら、富太郎が亡くなった１年後のことで
す。
　開園当初は、小さな受付、小さな温室とい
った小さな規模の植物園でした。1969年、青
柳橋のたもとから五台山の展望台までロープ
モノレールが開業しましたが、しばらくして
道が改善され、廃業。1976年、ほぼ全景が完
成。温室、売店、バスの駐車場、牧野文庫、
化石館、芝生広場、博士の銅像、周辺に主に
高知県に生えている植物を植えるという地域
密着型の植物園で、芝生広場には多くの学校
が遠足に訪れて、お弁当を広げていました。
　1999年から高知県が地域密着型の植物園を
踏まえて、さらに規模の大きな、いわば世界
標準の植物園にしようということでリニュー
アルが行われました。牧野富太郎記念館を二
つ、本館・展示館、北側に新しい園地を造り
ました。2004年には資源植物研究センターを
開設、実験機器を入れて様々な植物から有用
な物を探す研究も始まっています。2008年、
芝生広場を50周年記念庭園に改装。牧野富太
郎が非常に愛した仙台屋桜をはじめ、様々な
日本や東洋の園芸植物を植えて楽しんでいた

だきました。
　2010年には大型温室が改装され、現在は研
究、植物の知識の普及、皆さま方の憩いの場
という三つの機能を持った、恐らく日本では
最高水準の植物園として、県民の皆さまのご
支援によって育て上げていただきました。年
間の入園者数、14、15万人。また、観光施設
としても大きな役割を果たしており、トリッ
プアドバイザーという世界的な旅行の口コミ
サイトの集計では、口コミ評価が高知県内で
１位、我々も誇りにしています。
　これをさらにもう一段レベルアップしよう
と「牧野植物園磨き上げ整備事業」として
2017年12月、基本構想が策定され、今年４月
から事業が始まっています。　
　整備にあたって、県民の方々からの要望を
お聞きました。一つは、家族や友人とお弁当
を食べて、くつろげる芝生空間が欲しい。フ
ラワーイベントをもっと開催してほしいとい
うものです。これに関しては、近くの、すも
も農家さんの農地をお借りして芝生広場をつ
くります。高い場所で展望もよく、展望台や
野外デッキ、ステージなどもでき、ここでは
フラワーイベントも開催します。まもなく完
成予定です。
　もう一つの要望は、夜の植物園をセンス
アップしてほしいというものです。これは、
照明デザイナーさんを入れて常設照明が完成

◇出席率報告

 ● 寺尾正生　水上会員、植物園の素晴らしい
話、ありがとうございました。植物の美しい
姿を分かるようになりたいと思います。
 ● 松本隆之　水上先生、毎回、興味深い卓話
をありがとうございます。来週はデヴィ例会
です。よろしくお願いいたします。
 ● 前川美智子　先週、2019年７月からの次年
度の役員、理事及び委員会構成（案）を配布
させていただきました。皆さま、よろしくお
願いいたします。徳島でのＰＥＴＳに出席し
てまいりました。往復、竹村さんに便乗させ
てもらいましたので、お礼と報告です。2019
－20年度、次年度のＲＩ会長テーマは「ロー
タリーは世界をつなぐ」、大島ガバナーの

２月27日

２月13日

総数
－4 54

出席
36

欠席
3

メイク
アップ HC出席率

66.67％

出席率
94.00％11

ロータリー休日

テーマは「パッション＆パシュート、情熱と
追究」です。
 ● 水上　元　牧野植物園の整備計画について
話をさせていただきありがとうございました。
今後ともご支援をよろしくお願い申し上げま
す。
 ● 西山忠利　久し振りの例会出席。
 ● 西森良文　島村さん、岡﨑さん、武吉さん、
八田さん、先日は野外レクの下見ありがとう
ございました。
 ● 福岡満喜子　レターボックスに入れていた
だいた写真ありがとうございました。
 ● 鬼田知明　妻の誕生祝いのお礼と長期欠席
のお詫び。親睦委員の皆さまにはご迷惑をか
け申しわけありません。
 ● 寺村　勉　家庭記念日プレゼントありがと
うございました。　
 ● サロンイースト協力金として　いつもあり
がとうございます。
◇遅刻・早退　１件


