
◇出席率報告

•西森やよい　12月２日の例会は通常どおり
のお昼の開催です。年次総会もございます。
間違ったご案内を差し上げてしまい申し訳あ
りませんでした。
•前川美智子　先週の例会では、ホテルのス

高知東ロータリークラブ週報
第2430号

12月090日.2020

本日　12月９日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「創業110周年」

関　　淑公 会員

次週　12月16日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「お口から見えてくる風邪の予防とは」

西内　俊介 会員

第2476回　例会報告／令和２年11月25日　天候　曇
◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇会　長　挨　拶

　皆さんこんにちは。11
月最後の週となりました。
寒さもだいぶ増してまい
りましたが、去年までの
冬の訪れとは大きく違っ
て、今年は寒さが増すご

とにコロナの影響のニュースが賑やかになっ
てきました。幸い高知では感染者数の報告が
かなり少ないというか、発生してない状況が
続いていますが、この先、予断を許さない状
況が続くんじゃないかと思います。皆さまも
手洗い・うがい・ソーシャルディスタンスと
いう感染予防には十分気を付けていただいて、
メンバーの中から一人も感染者を出すことが
ないようにご配慮いただきたいと思います。
ただ、恐れることなく気を付けていれば、多
分大丈夫じゃないかと個人的な感想をもって
おります。しっかりと予防していただきたい
と思います。
　そんな中、注目されているのが日本シリー
ズ。目が離せない状況だと思いますが、如何
せん昨日の対戦なんかを見ると、互いの気迫
を感じるプレーも見受けられはしましたが、
結果として０点という、巨人の不甲斐なさが
目立ったところです。得点がなければ勝つこ
とができないと、野球などではよく言われま
す。せめて、残り1試合になるか、３試合、

４試合になるのか分かりませんが、一矢報い
る以上のことが巨人にあることを期待したい
と思います。
　私の父はアンチ巨人でした。その影響で、
私も父の背中から巨人以外の球団を応援して
いました。もっとも、根っからの野球少年で
はなかったので「素晴らしい世界旅行」とか、
「木曜スペシャル」が野球中継のために見ら
れなくなるのが非常に残念でした。野球中継
が入ると番組が見られない、ゴールデンタイ
ムの番組枠をプロ野球中継が何のはばかりも
なく独占しているようにも思えました。確か
に巨人、あるいはプロ野球は高度成長期に長
嶋さん、王さんというヒーローを従えて、巨
人は９連覇を成し遂げた。いわば正義の味方
のような位置付けを得ていたようにもみえま
した。もちろん野球振興に大いに貢献したこ
とは間違いありませんし、高度成長期におけ
るビジネスマンのモチベーションのアイテム
となっていたのは間違いないと思います。
　私の父が巨人を嫌っていた一番の理由は巨
人が強いからでした。相撲であれば、横綱が
負けると盛り上がるというのとちょっと似た
心の動きがあるように思います。心が動けば、
派生効果として脳が活性化するように思いま
す。
　心が動く象徴としては恋愛感情があります。
かつて私も好きな人の個人情報は瞬く間に覚
えました。逆にアンチ巨人ファンのように、
嫌いという感情によっても心が動き思考能力
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が向上するようにも思います。そしてテレビ
中継で反復していたものですから、私はアン
チ巨人ファンでありながら巨人の打順を１番
から９番まで覚えていました。逆に巨人以外
の球団の選手はあまり知らないという、アン
チ巨人ファンあるあるじゃないかなというふ
うに思います。つまり、他のどの球団が好き
だったということではないということです。
好きとか嫌い以外にも心の動きはあります。
生きていく上でいろんな感情や感覚に出合い
ます。疑問をもつ、気持ちよい環境に遭遇す
る、大きな失敗をする、一方で達成感を味わ
うなどです。
　ロータリーでもただ漠然とこの例会にいる
のではなく、ロータリーのいろんなことに疑
問を持つ、あるいはいろんな人との出会いの
中で嬉しかったり、意外だったり、さまざま
な心の動きを感じながらロータリーを楽しん
でいただく。それも一つのロータリーの理解
を深めていく、関心を持つことに繋がるん
じゃないかなと思います。
　１番突き詰めていくのは、ロータリーを身
にまとうというふうに私は考えているところ
ですが、そこへ至るまでにはやはりロータリ
ーの一つ一つ、財団であったり、出席であっ
たり、親睦であったり、あるいは社会奉仕、

国際奉仕、例会とかRIについても理解してい
く必要もあるだろうし、いろんなキーワード
をまずは理解した上で、いろんな人の考え方
を聞いていく。そういうきっかけというのは
心が動いてないと、そういう言葉などにも出
合わないと思います。ぜひ心を動かして、
ロータリーライフを楽しんでいただきたいと
思います。
◇会　長　報　告
　忘年夜間例会のご案内は、東クラブの会員
と水曜会の会員に限定してご案内いたしまし
た。コロナの影響で子どもさん方をお呼びす
るのはどうかと役員で話し合った結果、ご家
族の文字を消しました。ところが、そのこと
によって、水曜会に入られてない奥さま方が
はじかれたような内容になってしまったため、
もう一度、そのことをお断りして、ご案内を
差し上げます。再度ご検討をお願いします。
◇幹　事　報　告
・例会終了後、役員会を行います。
・来週は五大奉仕の中間発表と年次総会です。
・来週12月２日の例会を18時半からと案内し
てしまいました。12時半からのお昼の会で
すので、皆さま間違わないように、お昼に
お集まりくださいますようによろしくお願
いいたします。申し訳ございませんでした。

観光スポット、新しい場所として開発してい
くことが大事ではないか。そうすることで、
エコツーリズムあるいは癒しのツーリズム、
ヒーリングツーリズム、ヘルスツーリズムと
いったものにも結びついて、いろんなトレイ
ルをつくったりオリエンテーリングのコース
をつくったり、そういうこともしながら、全
く新しいタイプの場所として開発して、発展
していくようになればと思っています。

　牧野植物園は、昨年の８月、展示館の中に
大型スクリーンの入った映像シアターをつく
りました。そして、ＮＨＫエンタープライズ
と一緒に「牧野富太郎が描く植物の巧みなし
くみ」「牧野富太郎が描く植物の巧みなしく
み」「牧野博士とめぐる植物園カレンダー」
「牧野博士の歩んだ道をいく高知植物紀行」
の４本の番組を作り、大々的に宣伝をと思っ
ていた矢先、コロナの影響でできなくなって、

展示館シアターもしばらく開けなくなったと
いう状態です。そこで、本日は３本の番組の
予告編バージョンを持ってまいりましたので、
ぜひ皆さん方に見ていただきたいと思います。
　恐らく高知の他の施設でこれだけの映像施
設を持ってるところないと思いますし、全国
的にも植物園でこういうことをやってるとこ
ろはありません。ぜひお友達とかお子さま連
れで、見ていただければと思います。よろし

　次の大きな節目は、今から42年後、牧野富
太郎生誕200年です。ちょうど同じころ、50
年に１回ある竹林寺さんの文殊菩薩の御開帳
があります。そのあたりを見据えながら、こ
の植物園と宗教施設、あるいは展望台が一緒
になって、五台山をどうするかということを
考えていっていただければいいかなと思って
います。ご清聴ありがとうございました。

くお願いします。
　次の計画ですが、盗難事件で有名になった
寒蘭センターの横に資源植物研究センターと
いう非常に古い建物があります。これを取り
壊して、ここに３階建の大きな研究施設を造
ります。ほぼ設計が終わり、来年から工事を
始めて令和４年の10月から11月にオープンの
予定です。研究棟、研究室というと部外者立
入禁止のところが多いと思いますが、この研
究棟は積極的に入園者の皆さまに入ってもら
って、ここで働いてる研究員とも交流をして
いろんなことを楽しんでいただける、そうい
う外に開かれた研究棟にしたいということで
進めています。
　１階は、大きな吹き抜けのロビー。プロジ
ェクションマッピングができるような設備を
入れて研究活動の成果も映写でき、簡単な市
民の皆さま向けのサイエンスカフェも開催し
たり、ゆっくりくつろいでいただくこともで
きるという場所です。研究棟の中にも来園者
の皆さまが自由に入っていただいて、キッズ
ラボという20人程度の小・中学生が、例えば
植物から遺伝子を取り出したり、植物の香り
成分を取り出したり、なかなか学校ではでき
ないちょっと高度な実験をして、植物やサイ
エンスに興味をもってもらう。研究室も全部
廊下側からガラス張りにして、研究員が何を
してるか分かるように。これは結構抵抗され
ましたが、自由に見ていただける、そういう
研究棟にしたいと思っています。
　２階にもロビースペースをおいて、研究員
の居室や一緒に研究ができる企業の研究室に
入ってもらうということで、この部分はちょ
っとクローズにしようかなと考えています。
　最も大きな特徴は３階で、ここは入園者の
スペースにしたいと思ってます。ショップと
レストランが入りますが、木を使っている部
分以外は全てガラス張りにして、ここから植
物園の景色を楽しんでいただきます。キッチ
ンもオープンキッチンにするといってますの
で、食事を作ってるところを見ながら植物園
を見てもらう。また、時々開催する夜のイベ
ントのときも、ここで素晴らしい光景を眼下
に見ながら食事をしていただける。そんなレ
ストランにしようということで計画を進めて
います。

　さらに、新しい研究棟が道に接しますので、
これを利用して新しい出入口を３階につくり
ます。そうすると駐車場に非常に近いという
ことで、園地からエレベーターで上へあがる
と、園内をゆっくり見ていただく上でも非常
に便利、そういう入り口になります。
　この研究施設が完成した後、その先をどう
するかということも、今少し計画を進めてい
ます。この研究棟からずっと先に入っていく
と車が１台しか通れない、すれ違えないよう
な狭い道になります。そこを下がっていくと、
温室で南園の出入口、この辺りも車が１台し
か通れない。これが今アクセス上の一番大き
な問題で、ここの道路を広げて大型バスが２
台すれ違えるような道路の拡幅が一つ計画さ
れています。ただ、単に拡幅するだけでは面
白くないので、思い切って植物園の園地を供
出して、うーんと広いスペースをつくろう。
トイレ、栽培担当のバックヤード、売店、全
部潰して大きな広場空間をつくるということ
を考えています。
　竹林寺さんがあり、我々の命はご先祖さま
から受け継いだものだと。そして植物園があ
る。そもそも植物なしで人間の命はないわけ
で、大きな広場空間は、いのちを考える広場
「いのちのひろば」と名付けようと思ってい
ます。
　令和４年にはオープン型で皆さん方にも楽
しんでいただける研究棟ができて、令和６年
度の終わりまでには広場ができて、植物園の
南側の景観はかなり変わってきます。では、
その後はというと、私はやはり植物園だけを
考えていてはいけない、五台山全体を考える
必要があるんじゃないかなと思っています。
五台山の展望台から見る高知は、お客さんに
高知を説明するのに１番いい場所です。植物
園があり、竹林寺や野中兼山神社、そして護
国神社があります。竹林寺ができたのは今か
ら1400年前。行基という有名な上人が、中国
の五台山に似てるから五台山と名付けたとい
う言い伝えのある、非常に歴史のあるところ
です。
　高知県の治水に努力された野中兼山さんが
いて、戦争で亡くなった方々がいて、我々が
ある。そして植物があって我々がある。全体
として「いのち」を考える、そういう新しい

タッフの方々には温かいお料理を用意いただ
き心より感謝します。出たり入ったり、ＳＡ
Ａさん、河野さんのお心遣いのおかげです。
ありがとうございました。
•市川哲司　先日の歓迎会、ありがとうござ
いました。感謝します。
•水上　元　牧野植物園についてお話させて
いただく機会を与えていただきありがとうご
ざいました。マスク代と併せて。
•ザ クラウンパレス新阪急高知　いつもお世話
になり、ありがとうございます。
◇遅刻・早退　１件
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み」「牧野博士とめぐる植物園カレンダー」
「牧野博士の歩んだ道をいく高知植物紀行」
の４本の番組を作り、大々的に宣伝をと思っ
ていた矢先、コロナの影響でできなくなって、

展示館シアターもしばらく開けなくなったと
いう状態です。そこで、本日は３本の番組の
予告編バージョンを持ってまいりましたので、
ぜひ皆さん方に見ていただきたいと思います。
　恐らく高知の他の施設でこれだけの映像施
設を持ってるところないと思いますし、全国
的にも植物園でこういうことをやってるとこ
ろはありません。ぜひお友達とかお子さま連
れで、見ていただければと思います。よろし

　次の大きな節目は、今から42年後、牧野富
太郎生誕200年です。ちょうど同じころ、50
年に１回ある竹林寺さんの文殊菩薩の御開帳
があります。そのあたりを見据えながら、こ
の植物園と宗教施設、あるいは展望台が一緒
になって、五台山をどうするかということを
考えていっていただければいいかなと思って
います。ご清聴ありがとうございました。

くお願いします。
　次の計画ですが、盗難事件で有名になった
寒蘭センターの横に資源植物研究センターと
いう非常に古い建物があります。これを取り
壊して、ここに３階建の大きな研究施設を造
ります。ほぼ設計が終わり、来年から工事を
始めて令和４年の10月から11月にオープンの
予定です。研究棟、研究室というと部外者立
入禁止のところが多いと思いますが、この研
究棟は積極的に入園者の皆さまに入ってもら
って、ここで働いてる研究員とも交流をして
いろんなことを楽しんでいただける、そうい
う外に開かれた研究棟にしたいということで
進めています。
　１階は、大きな吹き抜けのロビー。プロジ
ェクションマッピングができるような設備を
入れて研究活動の成果も映写でき、簡単な市
民の皆さま向けのサイエンスカフェも開催し
たり、ゆっくりくつろいでいただくこともで
きるという場所です。研究棟の中にも来園者
の皆さまが自由に入っていただいて、キッズ
ラボという20人程度の小・中学生が、例えば
植物から遺伝子を取り出したり、植物の香り
成分を取り出したり、なかなか学校ではでき
ないちょっと高度な実験をして、植物やサイ
エンスに興味をもってもらう。研究室も全部
廊下側からガラス張りにして、研究員が何を
してるか分かるように。これは結構抵抗され
ましたが、自由に見ていただける、そういう
研究棟にしたいと思っています。
　２階にもロビースペースをおいて、研究員
の居室や一緒に研究ができる企業の研究室に
入ってもらうということで、この部分はちょ
っとクローズにしようかなと考えています。
　最も大きな特徴は３階で、ここは入園者の
スペースにしたいと思ってます。ショップと
レストランが入りますが、木を使っている部
分以外は全てガラス張りにして、ここから植
物園の景色を楽しんでいただきます。キッチ
ンもオープンキッチンにするといってますの
で、食事を作ってるところを見ながら植物園
を見てもらう。また、時々開催する夜のイベ
ントのときも、ここで素晴らしい光景を眼下
に見ながら食事をしていただける。そんなレ
ストランにしようということで計画を進めて
います。

　さらに、新しい研究棟が道に接しますので、
これを利用して新しい出入口を３階につくり
ます。そうすると駐車場に非常に近いという
ことで、園地からエレベーターで上へあがる
と、園内をゆっくり見ていただく上でも非常
に便利、そういう入り口になります。
　この研究施設が完成した後、その先をどう
するかということも、今少し計画を進めてい
ます。この研究棟からずっと先に入っていく
と車が１台しか通れない、すれ違えないよう
な狭い道になります。そこを下がっていくと、
温室で南園の出入口、この辺りも車が１台し
か通れない。これが今アクセス上の一番大き
な問題で、ここの道路を広げて大型バスが２
台すれ違えるような道路の拡幅が一つ計画さ
れています。ただ、単に拡幅するだけでは面
白くないので、思い切って植物園の園地を供
出して、うーんと広いスペースをつくろう。
トイレ、栽培担当のバックヤード、売店、全
部潰して大きな広場空間をつくるということ
を考えています。
　竹林寺さんがあり、我々の命はご先祖さま
から受け継いだものだと。そして植物園があ
る。そもそも植物なしで人間の命はないわけ
で、大きな広場空間は、いのちを考える広場
「いのちのひろば」と名付けようと思ってい
ます。
　令和４年にはオープン型で皆さん方にも楽
しんでいただける研究棟ができて、令和６年
度の終わりまでには広場ができて、植物園の
南側の景観はかなり変わってきます。では、
その後はというと、私はやはり植物園だけを
考えていてはいけない、五台山全体を考える
必要があるんじゃないかなと思っています。
五台山の展望台から見る高知は、お客さんに
高知を説明するのに１番いい場所です。植物
園があり、竹林寺や野中兼山神社、そして護
国神社があります。竹林寺ができたのは今か
ら1400年前。行基という有名な上人が、中国
の五台山に似てるから五台山と名付けたとい
う言い伝えのある、非常に歴史のあるところ
です。
　高知県の治水に努力された野中兼山さんが
いて、戦争で亡くなった方々がいて、我々が
ある。そして植物があって我々がある。全体
として「いのち」を考える、そういう新しい

「牧野植物園はその先へ」

◇会員スピーチ 水上　　元 会員

タッフの方々には温かいお料理を用意いただ
き心より感謝します。出たり入ったり、ＳＡ
Ａさん、河野さんのお心遣いのおかげです。
ありがとうございました。
•市川哲司　先日の歓迎会、ありがとうござ
いました。感謝します。
•水上　元　牧野植物園についてお話させて
いただく機会を与えていただきありがとうご
ざいました。マスク代と併せて。
•ザ クラウンパレス新阪急高知　いつもお世話
になり、ありがとうございます。
◇遅刻・早退　１件



◇出席率報告

•西森やよい　12月２日の例会は通常どおり
のお昼の開催です。年次総会もございます。
間違ったご案内を差し上げてしまい申し訳あ
りませんでした。
•前川美智子　先週の例会では、ホテルのス

◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇会　長　挨　拶

　皆さんこんにちは。11
月最後の週となりました。
寒さもだいぶ増してまい
りましたが、去年までの
冬の訪れとは大きく違っ
て、今年は寒さが増すご

とにコロナの影響のニュースが賑やかになっ
てきました。幸い高知では感染者数の報告が
かなり少ないというか、発生してない状況が
続いていますが、この先、予断を許さない状
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せん昨日の対戦なんかを見ると、互いの気迫
を感じるプレーも見受けられはしましたが、
結果として０点という、巨人の不甲斐なさが
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４試合になるのか分かりませんが、一矢報い
る以上のことが巨人にあることを期待したい
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　私の父はアンチ巨人でした。その影響で、
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となっていたのは間違いないと思います。
　私の父が巨人を嫌っていた一番の理由は巨
人が強いからでした。相撲であれば、横綱が
負けると盛り上がるというのとちょっと似た
心の動きがあるように思います。心が動けば、
派生効果として脳が活性化するように思いま
す。
　心が動く象徴としては恋愛感情があります。
かつて私も好きな人の個人情報は瞬く間に覚
えました。逆にアンチ巨人ファンのように、
嫌いという感情によっても心が動き思考能力
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が向上するようにも思います。そしてテレビ
中継で反復していたものですから、私はアン
チ巨人ファンでありながら巨人の打順を１番
から９番まで覚えていました。逆に巨人以外
の球団の選手はあまり知らないという、アン
チ巨人ファンあるあるじゃないかなというふ
うに思います。つまり、他のどの球団が好き
だったということではないということです。
好きとか嫌い以外にも心の動きはあります。
生きていく上でいろんな感情や感覚に出合い
ます。疑問をもつ、気持ちよい環境に遭遇す
る、大きな失敗をする、一方で達成感を味わ
うなどです。
　ロータリーでもただ漠然とこの例会にいる
のではなく、ロータリーのいろんなことに疑
問を持つ、あるいはいろんな人との出会いの
中で嬉しかったり、意外だったり、さまざま
な心の動きを感じながらロータリーを楽しん
でいただく。それも一つのロータリーの理解
を深めていく、関心を持つことに繋がるん
じゃないかなと思います。
　１番突き詰めていくのは、ロータリーを身
にまとうというふうに私は考えているところ
ですが、そこへ至るまでにはやはりロータリ
ーの一つ一つ、財団であったり、出席であっ
たり、親睦であったり、あるいは社会奉仕、

国際奉仕、例会とかRIについても理解してい
く必要もあるだろうし、いろんなキーワード
をまずは理解した上で、いろんな人の考え方
を聞いていく。そういうきっかけというのは
心が動いてないと、そういう言葉などにも出
合わないと思います。ぜひ心を動かして、
ロータリーライフを楽しんでいただきたいと
思います。
◇会　長　報　告
　忘年夜間例会のご案内は、東クラブの会員
と水曜会の会員に限定してご案内いたしまし
た。コロナの影響で子どもさん方をお呼びす
るのはどうかと役員で話し合った結果、ご家
族の文字を消しました。ところが、そのこと
によって、水曜会に入られてない奥さま方が
はじかれたような内容になってしまったため、
もう一度、そのことをお断りして、ご案内を
差し上げます。再度ご検討をお願いします。
◇幹　事　報　告
・例会終了後、役員会を行います。
・来週は五大奉仕の中間発表と年次総会です。
・来週12月２日の例会を18時半からと案内し
てしまいました。12時半からのお昼の会で
すので、皆さま間違わないように、お昼に
お集まりくださいますようによろしくお願
いいたします。申し訳ございませんでした。

観光スポット、新しい場所として開発してい
くことが大事ではないか。そうすることで、
エコツーリズムあるいは癒しのツーリズム、
ヒーリングツーリズム、ヘルスツーリズムと
いったものにも結びついて、いろんなトレイ
ルをつくったりオリエンテーリングのコース
をつくったり、そういうこともしながら、全
く新しいタイプの場所として開発して、発展
していくようになればと思っています。
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•西森やよい　12月２日の例会は通常どおり
のお昼の開催です。年次総会もございます。
間違ったご案内を差し上げてしまい申し訳あ
りませんでした。
•前川美智子　先週の例会では、ホテルのス

◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇会　長　挨　拶

　皆さんこんにちは。11
月最後の週となりました。
寒さもだいぶ増してまい
りましたが、去年までの
冬の訪れとは大きく違っ
て、今年は寒さが増すご

とにコロナの影響のニュースが賑やかになっ
てきました。幸い高知では感染者数の報告が
かなり少ないというか、発生してない状況が
続いていますが、この先、予断を許さない状
況が続くんじゃないかと思います。皆さまも
手洗い・うがい・ソーシャルディスタンスと
いう感染予防には十分気を付けていただいて、
メンバーの中から一人も感染者を出すことが
ないようにご配慮いただきたいと思います。
ただ、恐れることなく気を付けていれば、多
分大丈夫じゃないかと個人的な感想をもって
おります。しっかりと予防していただきたい
と思います。
　そんな中、注目されているのが日本シリー
ズ。目が離せない状況だと思いますが、如何
せん昨日の対戦なんかを見ると、互いの気迫
を感じるプレーも見受けられはしましたが、
結果として０点という、巨人の不甲斐なさが
目立ったところです。得点がなければ勝つこ
とができないと、野球などではよく言われま
す。せめて、残り1試合になるか、３試合、

４試合になるのか分かりませんが、一矢報い
る以上のことが巨人にあることを期待したい
と思います。
　私の父はアンチ巨人でした。その影響で、
私も父の背中から巨人以外の球団を応援して
いました。もっとも、根っからの野球少年で
はなかったので「素晴らしい世界旅行」とか、
「木曜スペシャル」が野球中継のために見ら
れなくなるのが非常に残念でした。野球中継
が入ると番組が見られない、ゴールデンタイ
ムの番組枠をプロ野球中継が何のはばかりも
なく独占しているようにも思えました。確か
に巨人、あるいはプロ野球は高度成長期に長
嶋さん、王さんというヒーローを従えて、巨
人は９連覇を成し遂げた。いわば正義の味方
のような位置付けを得ていたようにもみえま
した。もちろん野球振興に大いに貢献したこ
とは間違いありませんし、高度成長期におけ
るビジネスマンのモチベーションのアイテム
となっていたのは間違いないと思います。
　私の父が巨人を嫌っていた一番の理由は巨
人が強いからでした。相撲であれば、横綱が
負けると盛り上がるというのとちょっと似た
心の動きがあるように思います。心が動けば、
派生効果として脳が活性化するように思いま
す。
　心が動く象徴としては恋愛感情があります。
かつて私も好きな人の個人情報は瞬く間に覚
えました。逆にアンチ巨人ファンのように、
嫌いという感情によっても心が動き思考能力
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が向上するようにも思います。そしてテレビ
中継で反復していたものですから、私はアン
チ巨人ファンでありながら巨人の打順を１番
から９番まで覚えていました。逆に巨人以外
の球団の選手はあまり知らないという、アン
チ巨人ファンあるあるじゃないかなというふ
うに思います。つまり、他のどの球団が好き
だったということではないということです。
好きとか嫌い以外にも心の動きはあります。
生きていく上でいろんな感情や感覚に出合い
ます。疑問をもつ、気持ちよい環境に遭遇す
る、大きな失敗をする、一方で達成感を味わ
うなどです。
　ロータリーでもただ漠然とこの例会にいる
のではなく、ロータリーのいろんなことに疑
問を持つ、あるいはいろんな人との出会いの
中で嬉しかったり、意外だったり、さまざま
な心の動きを感じながらロータリーを楽しん
でいただく。それも一つのロータリーの理解
を深めていく、関心を持つことに繋がるん
じゃないかなと思います。
　１番突き詰めていくのは、ロータリーを身
にまとうというふうに私は考えているところ
ですが、そこへ至るまでにはやはりロータリ
ーの一つ一つ、財団であったり、出席であっ
たり、親睦であったり、あるいは社会奉仕、

国際奉仕、例会とかRIについても理解してい
く必要もあるだろうし、いろんなキーワード
をまずは理解した上で、いろんな人の考え方
を聞いていく。そういうきっかけというのは
心が動いてないと、そういう言葉などにも出
合わないと思います。ぜひ心を動かして、
ロータリーライフを楽しんでいただきたいと
思います。
◇会　長　報　告
　忘年夜間例会のご案内は、東クラブの会員
と水曜会の会員に限定してご案内いたしまし
た。コロナの影響で子どもさん方をお呼びす
るのはどうかと役員で話し合った結果、ご家
族の文字を消しました。ところが、そのこと
によって、水曜会に入られてない奥さま方が
はじかれたような内容になってしまったため、
もう一度、そのことをお断りして、ご案内を
差し上げます。再度ご検討をお願いします。
◇幹　事　報　告
・例会終了後、役員会を行います。
・来週は五大奉仕の中間発表と年次総会です。
・来週12月２日の例会を18時半からと案内し
てしまいました。12時半からのお昼の会で
すので、皆さま間違わないように、お昼に
お集まりくださいますようによろしくお願
いいたします。申し訳ございませんでした。

観光スポット、新しい場所として開発してい
くことが大事ではないか。そうすることで、
エコツーリズムあるいは癒しのツーリズム、
ヒーリングツーリズム、ヘルスツーリズムと
いったものにも結びついて、いろんなトレイ
ルをつくったりオリエンテーリングのコース
をつくったり、そういうこともしながら、全
く新しいタイプの場所として開発して、発展
していくようになればと思っています。

　牧野植物園は、昨年の８月、展示館の中に
大型スクリーンの入った映像シアターをつく
りました。そして、ＮＨＫエンタープライズ
と一緒に「牧野富太郎が描く植物の巧みなし
くみ」「牧野富太郎が描く植物の巧みなしく
み」「牧野博士とめぐる植物園カレンダー」
「牧野博士の歩んだ道をいく高知植物紀行」
の４本の番組を作り、大々的に宣伝をと思っ
ていた矢先、コロナの影響でできなくなって、

展示館シアターもしばらく開けなくなったと
いう状態です。そこで、本日は３本の番組の
予告編バージョンを持ってまいりましたので、
ぜひ皆さん方に見ていただきたいと思います。
　恐らく高知の他の施設でこれだけの映像施
設を持ってるところないと思いますし、全国
的にも植物園でこういうことをやってるとこ
ろはありません。ぜひお友達とかお子さま連
れで、見ていただければと思います。よろし

　次の大きな節目は、今から42年後、牧野富
太郎生誕200年です。ちょうど同じころ、50
年に１回ある竹林寺さんの文殊菩薩の御開帳
があります。そのあたりを見据えながら、こ
の植物園と宗教施設、あるいは展望台が一緒
になって、五台山をどうするかということを
考えていっていただければいいかなと思って
います。ご清聴ありがとうございました。

くお願いします。
　次の計画ですが、盗難事件で有名になった
寒蘭センターの横に資源植物研究センターと
いう非常に古い建物があります。これを取り
壊して、ここに３階建の大きな研究施設を造
ります。ほぼ設計が終わり、来年から工事を
始めて令和４年の10月から11月にオープンの
予定です。研究棟、研究室というと部外者立
入禁止のところが多いと思いますが、この研
究棟は積極的に入園者の皆さまに入ってもら
って、ここで働いてる研究員とも交流をして
いろんなことを楽しんでいただける、そうい
う外に開かれた研究棟にしたいということで
進めています。
　１階は、大きな吹き抜けのロビー。プロジ
ェクションマッピングができるような設備を
入れて研究活動の成果も映写でき、簡単な市
民の皆さま向けのサイエンスカフェも開催し
たり、ゆっくりくつろいでいただくこともで
きるという場所です。研究棟の中にも来園者
の皆さまが自由に入っていただいて、キッズ
ラボという20人程度の小・中学生が、例えば
植物から遺伝子を取り出したり、植物の香り
成分を取り出したり、なかなか学校ではでき
ないちょっと高度な実験をして、植物やサイ
エンスに興味をもってもらう。研究室も全部
廊下側からガラス張りにして、研究員が何を
してるか分かるように。これは結構抵抗され
ましたが、自由に見ていただける、そういう
研究棟にしたいと思っています。
　２階にもロビースペースをおいて、研究員
の居室や一緒に研究ができる企業の研究室に
入ってもらうということで、この部分はちょ
っとクローズにしようかなと考えています。
　最も大きな特徴は３階で、ここは入園者の
スペースにしたいと思ってます。ショップと
レストランが入りますが、木を使っている部
分以外は全てガラス張りにして、ここから植
物園の景色を楽しんでいただきます。キッチ
ンもオープンキッチンにするといってますの
で、食事を作ってるところを見ながら植物園
を見てもらう。また、時々開催する夜のイベ
ントのときも、ここで素晴らしい光景を眼下
に見ながら食事をしていただける。そんなレ
ストランにしようということで計画を進めて
います。

　さらに、新しい研究棟が道に接しますので、
これを利用して新しい出入口を３階につくり
ます。そうすると駐車場に非常に近いという
ことで、園地からエレベーターで上へあがる
と、園内をゆっくり見ていただく上でも非常
に便利、そういう入り口になります。
　この研究施設が完成した後、その先をどう
するかということも、今少し計画を進めてい
ます。この研究棟からずっと先に入っていく
と車が１台しか通れない、すれ違えないよう
な狭い道になります。そこを下がっていくと、
温室で南園の出入口、この辺りも車が１台し
か通れない。これが今アクセス上の一番大き
な問題で、ここの道路を広げて大型バスが２
台すれ違えるような道路の拡幅が一つ計画さ
れています。ただ、単に拡幅するだけでは面
白くないので、思い切って植物園の園地を供
出して、うーんと広いスペースをつくろう。
トイレ、栽培担当のバックヤード、売店、全
部潰して大きな広場空間をつくるということ
を考えています。
　竹林寺さんがあり、我々の命はご先祖さま
から受け継いだものだと。そして植物園があ
る。そもそも植物なしで人間の命はないわけ
で、大きな広場空間は、いのちを考える広場
「いのちのひろば」と名付けようと思ってい
ます。
　令和４年にはオープン型で皆さん方にも楽
しんでいただける研究棟ができて、令和６年
度の終わりまでには広場ができて、植物園の
南側の景観はかなり変わってきます。では、
その後はというと、私はやはり植物園だけを
考えていてはいけない、五台山全体を考える
必要があるんじゃないかなと思っています。
五台山の展望台から見る高知は、お客さんに
高知を説明するのに１番いい場所です。植物
園があり、竹林寺や野中兼山神社、そして護
国神社があります。竹林寺ができたのは今か
ら1400年前。行基という有名な上人が、中国
の五台山に似てるから五台山と名付けたとい
う言い伝えのある、非常に歴史のあるところ
です。
　高知県の治水に努力された野中兼山さんが
いて、戦争で亡くなった方々がいて、我々が
ある。そして植物があって我々がある。全体
として「いのち」を考える、そういう新しい

タッフの方々には温かいお料理を用意いただ
き心より感謝します。出たり入ったり、ＳＡ
Ａさん、河野さんのお心遣いのおかげです。
ありがとうございました。
•市川哲司　先日の歓迎会、ありがとうござ
いました。感謝します。
•水上　元　牧野植物園についてお話させて
いただく機会を与えていただきありがとうご
ざいました。マスク代と併せて。
•ザ クラウンパレス新阪急高知　いつもお世話
になり、ありがとうございます。
◇遅刻・早退　１件
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「牧野博士の歩んだ道をいく高知植物紀行」
の４本の番組を作り、大々的に宣伝をと思っ
ていた矢先、コロナの影響でできなくなって、

展示館シアターもしばらく開けなくなったと
いう状態です。そこで、本日は３本の番組の
予告編バージョンを持ってまいりましたので、
ぜひ皆さん方に見ていただきたいと思います。
　恐らく高知の他の施設でこれだけの映像施
設を持ってるところないと思いますし、全国
的にも植物園でこういうことをやってるとこ
ろはありません。ぜひお友達とかお子さま連
れで、見ていただければと思います。よろし

　次の大きな節目は、今から42年後、牧野富
太郎生誕200年です。ちょうど同じころ、50
年に１回ある竹林寺さんの文殊菩薩の御開帳
があります。そのあたりを見据えながら、こ
の植物園と宗教施設、あるいは展望台が一緒
になって、五台山をどうするかということを
考えていっていただければいいかなと思って
います。ご清聴ありがとうございました。

くお願いします。
　次の計画ですが、盗難事件で有名になった
寒蘭センターの横に資源植物研究センターと
いう非常に古い建物があります。これを取り
壊して、ここに３階建の大きな研究施設を造
ります。ほぼ設計が終わり、来年から工事を
始めて令和４年の10月から11月にオープンの
予定です。研究棟、研究室というと部外者立
入禁止のところが多いと思いますが、この研
究棟は積極的に入園者の皆さまに入ってもら
って、ここで働いてる研究員とも交流をして
いろんなことを楽しんでいただける、そうい
う外に開かれた研究棟にしたいということで
進めています。
　１階は、大きな吹き抜けのロビー。プロジ
ェクションマッピングができるような設備を
入れて研究活動の成果も映写でき、簡単な市
民の皆さま向けのサイエンスカフェも開催し
たり、ゆっくりくつろいでいただくこともで
きるという場所です。研究棟の中にも来園者
の皆さまが自由に入っていただいて、キッズ
ラボという20人程度の小・中学生が、例えば
植物から遺伝子を取り出したり、植物の香り
成分を取り出したり、なかなか学校ではでき
ないちょっと高度な実験をして、植物やサイ
エンスに興味をもってもらう。研究室も全部
廊下側からガラス張りにして、研究員が何を
してるか分かるように。これは結構抵抗され
ましたが、自由に見ていただける、そういう
研究棟にしたいと思っています。
　２階にもロビースペースをおいて、研究員
の居室や一緒に研究ができる企業の研究室に
入ってもらうということで、この部分はちょ
っとクローズにしようかなと考えています。
　最も大きな特徴は３階で、ここは入園者の
スペースにしたいと思ってます。ショップと
レストランが入りますが、木を使っている部
分以外は全てガラス張りにして、ここから植
物園の景色を楽しんでいただきます。キッチ
ンもオープンキッチンにするといってますの
で、食事を作ってるところを見ながら植物園
を見てもらう。また、時々開催する夜のイベ
ントのときも、ここで素晴らしい光景を眼下
に見ながら食事をしていただける。そんなレ
ストランにしようということで計画を進めて
います。

　さらに、新しい研究棟が道に接しますので、
これを利用して新しい出入口を３階につくり
ます。そうすると駐車場に非常に近いという
ことで、園地からエレベーターで上へあがる
と、園内をゆっくり見ていただく上でも非常
に便利、そういう入り口になります。
　この研究施設が完成した後、その先をどう
するかということも、今少し計画を進めてい
ます。この研究棟からずっと先に入っていく
と車が１台しか通れない、すれ違えないよう
な狭い道になります。そこを下がっていくと、
温室で南園の出入口、この辺りも車が１台し
か通れない。これが今アクセス上の一番大き
な問題で、ここの道路を広げて大型バスが２
台すれ違えるような道路の拡幅が一つ計画さ
れています。ただ、単に拡幅するだけでは面
白くないので、思い切って植物園の園地を供
出して、うーんと広いスペースをつくろう。
トイレ、栽培担当のバックヤード、売店、全
部潰して大きな広場空間をつくるということ
を考えています。
　竹林寺さんがあり、我々の命はご先祖さま
から受け継いだものだと。そして植物園があ
る。そもそも植物なしで人間の命はないわけ
で、大きな広場空間は、いのちを考える広場
「いのちのひろば」と名付けようと思ってい
ます。
　令和４年にはオープン型で皆さん方にも楽
しんでいただける研究棟ができて、令和６年
度の終わりまでには広場ができて、植物園の
南側の景観はかなり変わってきます。では、
その後はというと、私はやはり植物園だけを
考えていてはいけない、五台山全体を考える
必要があるんじゃないかなと思っています。
五台山の展望台から見る高知は、お客さんに
高知を説明するのに１番いい場所です。植物
園があり、竹林寺や野中兼山神社、そして護
国神社があります。竹林寺ができたのは今か
ら1400年前。行基という有名な上人が、中国
の五台山に似てるから五台山と名付けたとい
う言い伝えのある、非常に歴史のあるところ
です。
　高知県の治水に努力された野中兼山さんが
いて、戦争で亡くなった方々がいて、我々が
ある。そして植物があって我々がある。全体
として「いのち」を考える、そういう新しい

タッフの方々には温かいお料理を用意いただ
き心より感謝します。出たり入ったり、ＳＡ
Ａさん、河野さんのお心遣いのおかげです。
ありがとうございました。
•市川哲司　先日の歓迎会、ありがとうござ
いました。感謝します。
•水上　元　牧野植物園についてお話させて
いただく機会を与えていただきありがとうご
ざいました。マスク代と併せて。
•ザ クラウンパレス新阪急高知　いつもお世話
になり、ありがとうございます。
◇遅刻・早退　１件

Ｉ　Ｍ　ご　案　内

2020年12月１日㈫
於：例会場　サザンシティホテル

香長ＲＣ

2020年12月３日㈭
於：例会場　さくら

中芸ＲＣ



●会長／竹村克彦　●幹事／西森やよい　●雑誌会報委員／永野正将・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６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

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
609,461円
9,650円
619,111円

8,997円
704円
8,997円

618,458円
9,650円
628,108円

チビニコ 合　計

11月25日
今期の累計

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

■高知東ＲＣ当面の日程
12月16日㈬　役員会
12月23日㈬　忘年夜間例会（ラ・ヴィータ）
12月30日㈬　休会（年末年始）
2021年
１月６日㈬　時間変更例会
　　　　　　　　　  （ザ クラウンパレス）
　　　　　　定例理事会（例会前）
１月27日㈬　職場例会
　　　　　　役員会
２月３日㈬　定例理事会（例会終了後）
２月10日㈬　観梅夜間例会（得月樓）
２月24日㈬　役員会
２月27日㈯　高知第Ⅰ分区・第Ⅱ分区Ｉ.Ｍ
　　　　　　　　　  （ザ クラウンパレス）

■例会変更のお知らせ
高知中央ＲＣ　12月17日㈭　夜間例会
高知西ＲＣ　　12月18日㈮　忘年夜間例会
高知北ＲＣ　　12月21日㈪　クリスマス夜間例会
高知ＲＣ　　　12月22日㈫　忘年夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月22日㈫　夜間例会
高知南ＲＣ　　12月24日㈭　夜間例会
高知中央ＲＣ　12月24日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　12月25日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　12月28日㈪　年末休み
高知ＲＣ　　　12月29日㈫　年末休み
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月29日㈫　年末休み
高知南ＲＣ　　12月31日㈭　年末休み
高知中央ＲＣ　12月31日㈭　年末休み
2021年
高知北ＲＣ　　１月４日㈪　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　１月７日㈭　新年夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　１月12日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　１月14日㈭　新年夜間例会
高知西ＲＣ　　１月15日㈮　新年夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　１月19日㈫　新年夜間例会
高知北ＲＣ　　１月25日㈪　新年夜間例会
高知ＲＣ　　　１月26日㈫　職場例会
高知南ＲＣ　　１月28日㈭　職場例会
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