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本日のプログラム

司会 蓮野 美廣君

・点 鐘 名畑 豊君

・ROTARY SONG 「奉仕の理想」

・今月の歌 「故郷」

・ビジター紹介 名畑 豊君

・食事・歓談

・委員会報告

・祝 福

・卓 話 米山奨学生 楊 成寧さん

・卓 話 小島 啓冶君

・幹事報告 志水ひろみ君

・点 鐘 名畑 豊君

今月の歌

故郷

うさぎ追いし かの山

小鮒つりし かの川

夢はいまも めぐりて

忘れがたき 故郷

今月の祝福

会員誕生日

2日 山口 由起君 7 日 杉山 孝明君

12日 大橋 完一君 13日 加藤久仁明君

21日 小島 啓冶君

夫人誕生日

1日 大畑 一久君・三千代さん

2日 林 徹君・千枝子さん

19日 高橋 理江君・宏治さん

21日 蓮野 美廣君・ヒロミさん

２０１３年６月１４日（金）第２１４２回（６月第２例会）

結婚記念日

6 日 中川 健君

アテンダンス表彰

11 ヶ年 社本 太郎君

先週の記録

会長挨拶 会長 名畑 豊君

東京大学理学部付属小石川植物園

『ニュートンのリンゴの木』・『メン

デルの葡萄』

本日はアカデミックな挨拶を致します。（私とし

てはいつもアカデミックな挨拶をしているのです

が）この６月４日の午後に私は東京大学理学部付

属小石川植物園を訪問いたしました。このいきさ

つをまずお話をさせていただきます。会長エレク

トの屋嘉比さん、次期幹事の加藤さんに、ニュー

トンのリンゴの木を春日井ロータリーの森に植え

たら、春日井市民のかなりの人がロータリーの森

を認識してもらえるはずだと私は言いました。そ

うしたら、二人はそれをやろう、やろうというこ

とになりました。やろう、やろうから、やる、や

ると変化いたしました。（これは進化の法則にな

ります。）

次年度の幹事は、すぐに行動を起こしました。

丹羽秀樹議員は、現在、文部・科学省の政務次官

をされています。議員に次期幹事は電話をして、

東京大学とのコンタクトを取ってもらうように依

頼しました。このコンタクトの対応は、一般的な

議員行動に反して、１ヶ月もかかりませんでした。



議員のほうから、東京大学のだれだれに連絡をす

れば良いとの回答が来ました。

次に、東京大学とコンタクトを取るのは誰？と

いう問題になります。誰？が東京へ行くの？とい

う問題になります。次期会長、次期幹事は何も発

言をしないで、私のほうをじっと見ています。次

期幹事は、せっかくコンタクトを取ったので、丹

羽議員の好意を無視することはできないと発言し

ました。行動は早く行なうべきであるとも発言し

ました。ものすごい圧力を感じましたので、私が

行きますと言わざるを得ない状態になりました。

（これは言い出しっぺの法則になります。）次に、

旅費、手土産の問題が発生します。次期会長、次

期幹事はそのことには一切言及しません。お二人

の「阿吽の呼吸」は見事なものです。（これは他力

本願の法則に当てはまります。次年度は絶対にこ

の法則に注意をしてください。）次期の春日井ロー

タリーは完璧と私は感じました。私は脱線したり、

妄言を言ったり、失敗をしたり問題が多かったと

思います。それを、名幹事が目立たないように尽

力をしていただきました。（これは根回しの法則

になるでしょう。）次年度の会長、幹事の結束力は

強く、春日井ロータリー４５周年は成功間違いな

いと私は思います。

６月４日の暑い日の午後３時、私は重い手土産

を持って小石川植物園に到着しました。植物園は

広大で、事務室まで坂を上らなければなりません

でした。事務所は明るい事務所ではなく、事務員

さんの応対もすげないものでした。挨拶後、早速、

重たい手土産を出しました。この手土産はフィリ

ピンのマンゴ１２個でした。応対の態度がちょっ

と変わりました。（これは花よりダンゴの法則で

す。あるいは、ニュートンのリンゴとメンデルの

葡萄よりフィリピンのマンゴの法則が正しいので

しょうか？でも、法則にしては長すぎます。フィ

リピンの国名は、16 世紀にフィリピンを植民地と

していたスペインの国王、「フェリペ 2 世」に由

来しています。つまり、正しくは「フィリピンの

マンゴ」ではなく、「フェリペのマンゴ」です。リ

ンゴ、ブドウ、マンゴ、これらすべての果物の前

には西洋人の名前がついていますが、名前とマン

ゴの果物の関係性は現在研究中です。）小石川植物

園には、ニュートンのリンゴもあれば、メンデル

の葡萄もあります。絶対にそのリンゴも葡萄も口

にすることは多分？できないと思います。また、

毎日、管理に見慣れていますから、確実にフィリ

ピンのマンゴのほうに興味があるのが当然だと思

います。私の作戦は功を奏したことになります。

（孫子の兵法のまず敵を知れの法則）

ちょっと脱線しましたので、再度アカデミック

な話に戻ります。

事務員の代表の方に、植物園を案内していただく

ことになりました。別紙の案内表示の写真は、案

内していただいた事務員さんが作成したとのこと

です。東京大学の予算も十分ではないようです。

植物園にはこの時間はほとんど見物人がいません

でした。（入園料は大人、３３０円です。私は事務

所への打ち合わせのために、しつこく交渉をして、

入園料を免除していただきました。桜の満開の時

は、１万人の来園者があるとのことです。）この案

内表示に、メンデルの葡萄の表示があります。ニ

ュートンのリンゴの木のために、訪問したのです

が、メンデルの葡萄についてはまったく知りませ

んでした。事務員さんから親切な説明を受けまし

た。（ニュートンのリンゴの木とメンデルの葡萄

の説明は、解説書を最後につけましたので、参照

してください。）

ニュートンのリンゴ木は別紙の写真を参照して

ください。英国から日本に来て、５０年近くにな

ります。大木になっていました。リンゴの木の実

もなっていました。ゴルフボールより少し大きい

くらいでした。メンデルの葡萄は、ニュートンの

リンゴの木の隣にありました。メンデルの葡萄の

解説書も最後にありますので説明を省略します。

学校の学習ではメンデルはエンドウマメになって

いますが、エンドウマメと葡萄の関係も解説書に

記載されています。

大切な質問をすることを忘れました。リンゴは

おいしいですか？葡萄はおいしいですかという質

問です。私はニュートンのリンゴの木を見ること

に感激していたから忘れたと思います。でも事務

員さんは、きっとそのような質問には答えてくれ

ないでしょうが？？ フィリピンのマンゴのほう

がうまいと後日教えてくれるかも知れません。

愛知県にある某市は、○○○○を市のイメージ

としています。市内の到るところに、○○（○二

つは省略）ラーメン、○○最中、○○アイスクリ

ームなどの宣伝があります。ニュートンのリンゴ

の木のジャム、アップルパイ、ジュースなどを販

売したら絶対に私は成功するだろうと思います。

受験シーズンになったら、少しはおいしくなくて

も確実に販売できると思います。東京大学はニュ

ートンのリンゴの木の頒布に関して、３原則を作

成しました。（別紙、ニュートンのリンゴの木参

照）春日井ロータリーの目的はもちろん、大きな

声で言うことができますが、１番目の項目です。

１．子供たちに夢を与え、科学する心を育てる

公共施設であること。

２．頒布を目的としないこと。

３．東大植物園に報告のない再分譲を行わない

こと。

この３原則により、私の邪心は粉砕されました。



また脱線しましたのでアカデミックな話に戻り

ます。私はニュートンのリンゴ木を分けていただ

けることを確認してから小石川植物園に来たので

すが、メンデルの葡萄も分けていただけるかを質

問しました。ＯＫでした。きちんと、計画の趣旨

書を出せば頒布していただけるとのことでした。

（一石二鳥の法則） 頒布の時期は、２月から３

月にかけてです。今年は、すでに遅かったことに

なります。植物園からは枝木をいただけるので接

木として、３本は取れるとのことです。接木にす

れば、成長するとのことです。接木をしても成木

になるには、最低２年はかかることです。接木に

関しては、訪問する前に、電話で聞いていました

ので、成木なるまでの管理が必要になります。（枝

木、接木、成木を混乱しないようにお願いします。）

春日井市には高蔵寺地区に植物園があります。植

物園には造園する人がおられると思います。過日、

春日井市長とお話する機会がありました。ニュー

トンのリンゴの木の話をしました。もちろん、春

日井市の７０周年記念事業になると持ちかけまし

た。春日井市長も やる、やる との返事をもら

いました。どんどん話は進化しています。つまり、

春日井市の植物園を活用できるわけです。（これ

も他力本願の法則の活用）頒布依頼の主旨書には

春日井市と春日井ロータリーの共同事業として提

出する予定です。

職員の方は、小石川植物園の由来の話をしてい

ただきました。この植物園は、江戸時代、八代将

軍の徳川吉宗の立案した小石川養生所の跡地との

ことです。小石川養成所は薬代も支払うことがで

きない、庶民の病院でした。（詳細は別紙の写真参

照）山本周五郎の小説、赤ひげ診療譚の舞台にな

ったところです。映画化され、白黒映画ですが、

監督 黒澤明、主演は三船敏郎、若き加山雄三で

した。三船敏郎演じる医者は、小石川養生所を任

されていました。幕府の財政難のために、予算は

大幅に縮小されました。加山雄三演じる若い医者

は、長崎でオランダ医学を学び、将来は徳川将軍

の主治医になれる存在でした。主人公は、金策の

ために、その主人公医者の技術を信頼してくれる

商人から多額の治療費を取ります。その態度を若

い医者は嫌悪していました。しかし、商人から取

った金が、養生所の維持費に使われているのを知

りました。若い医者は、将来の将軍の主治医にな

るのを棒に振って、小石川養生所の医師になるこ

とを選びました。この映画を若い時に見ました。

感銘を受けたのですが、その小石川養生所に立つ

ことができて、さらに感激をしました。

（作成者注、これはノンフィクションです。文中

の団体、固有名詞は存在しています。多少、斜め

から書かれていますから、失礼な発言は快く笑っ

ていただけるようにお願いします。文中の法則に

関しては、作成者の偏見と思いつきで使用されて

います。他に流用されるときは、しかるべき文献

でその活用を確かめてから使用されることをお勧

めいたします。また、文中で作成者が自分の偏見

と趣味で、無意義な法則を作成したものがありま

す。作成者は著作権を放棄いたします。）

ニュートンのリンゴの木

学 名 MalusdomesticaBorckh.cv.Flower of

Kent

品種 ケントの花

栽培品種 バラ科

この樹は、今より約３００年前、アイザック・

ニュートンが（１６６５年）英国リンカーン州の

生家で、林檎が落ちるのをヒントに「万有引力の

法則」を発見したという逸話のもととなったリン

ゴの木です。

英国リンカーン州ウルスソープのニュートンの

生家にあったリンゴの木から接木された苗が、１

９６４年にイギリス物理学研究所サザーランド博

士から、日本学士院長柴田雄次博士に送られてき

ました。送られてきたその株は、リンゴ高接病（ウ

イルス病の一種）に侵されており防疫上焼却処分

となるところを、貴重な植物であることと病気が

接木でしか伝染しないことを理由に、厳重管理の

約束のもと東大植物園に隔離栽培されることにな

りました。

その後、リンゴ高接病無毒化の研究が進みそれ

らの試料をもとに、東大植物園技官伊藤義治がウ

イルスの無毒化に取り組み、１９８０年にリンゴ

高接病のウイルス除去した株を得ることに成功し

ました。長い間隔離栽培されてきたリンゴの木は、

防疫係官立合いのもと焼却処分され、無毒化され

た株は、１９８１年１月２０日晴れて園内に植栽

されました。

公開となったリンゴの木は、新聞等の報道で有

名となり各地の植物園や博物館・学校等から分譲

依頼が殺到しました。東大植物園では、分譲につ

いて協議し、次のような施設に分譲することに決

めました。

１．子供たちに夢を与え、科学する心を育てる

公共施設であること。

２．頒布を目的としないこと。

３．東大植物園に報告のない再分譲を行わない

こと。

東大植物園では、「植物園が承知してない分譲

株については、たとえ遺伝子が同一であったとし

ても、東大植物園から分譲したニュートンのリン

ゴとの認定は与えない。」方針を決めています。

（無断再分譲の禁止）



英国のニュートンの生家でも、１８１４年に、

リンゴの木が枯れたという記録があると聞きます。

それでも枯れる前に枝を接木増殖しニュートンの

生家に植え継ぎ大切に育て大木となっているそう

です。偉大な発見に対して心ある人々から大切に

されてきたリンゴの木、英国から日本に着いたと

き、高接病のために焼却されるところを、隔離栽

培し病気を治し救った研究者や技術者の心意気・

先人・先輩諸氏達の思いを汚すことなく、次の時

代を生きる子供たちに引継ぎ大切に育ててほしい

ものです。

東京大学大学院理学系研究科付属植物園

育成部 樹木園掛

【小石川薬園の跡地説明】

メンデルの葡萄

学名 Vitisvinifera L

品種 ブドウ

栽培品種 ブドウ科

この葡萄は、約１５０年前遺伝学の基礎を築い

たヨハン・グレゴール・メンデルが、地元農家の

ワインの材料に使う葡萄の品種改良を試みる為の

【案内標示】

【ニュートンのリンゴの木】

【リンゴの実】

（味：不明 / 実：小振り）

【メンデルの葡萄】

【薬草園跡地】



研究実験用に育成していた由緒ある葡萄の分株で

す。エンドウマメを交配実験に用いたのは、ブド

ウに比べ世代交代が早く実験が早く進むためだと

考えられます。

メンデルは、エンドウマメの交配実験（１８５

３～１８６８）を基に「メンデルの法則」遺伝法

則を発見した基礎科学の研究者の印象が強いので

すが、ケーニギン修道院修道士として勤めていた

傍ら、人のために役立つ農作物として重要な葡萄

や林檎、イチジク、ナシなどの果樹や花卉の品種

改良、養蜂なども修道院の庭で盛んに研究してい

たようです。

大正２年【１９１３年】に、第二代園長三好学

教授がチェコスロバキア（現在チェコ）のブルノ

ーにメンデルが働いたケーニギン修道院の遺跡を

訪ねた時、旧実験園にあった葡萄の分譲を依頼し、

その翌年に、ブルカート博士から送り届られた分

枝を繁殖し、東大植物園でおよそ１００年もの長

い間大切に育成してきたものです。

チェコのケーニギン修道院の旧実験園の葡萄が

枯れた事をメンデル博物館（メンデリアーヌム）

館長オレル博士（V.Orel）と交流のあった山形大

学名誉教授中沢信午氏から聞き（１９８９・１９

９７年）、東大植物園から苗木を作る分枝を送り届

けました。２０００年３月に、園長をされた長田

敏行教授（日本メンデル協会会長）が、ブルノー

のメンデル博物館を訪ね、里帰りし培養された苗

木がメンデル農林大学で順調に生育しており、旧

ケーニング修道院（メンデル博物館）に移植され

育てられる事を報告されています。

「ニュートンのりんご」同様、「メンデルの葡萄」

も由緒ある植物です。

植物園や各研究施設では、貴重な植物を補間し

合いながら大切な遺伝子資源として保存に努めて

います。そのためにも植物のパスポートデータは、

「人の戸籍」と同様明確な物としなくてはなりま

せん。そのために厳重に管理しています。分譲さ

れた施設は、勝手に再分譲しないよう大切に管理

していただきますよう宜しくお取り計らい願いま

す。

東京大学大学院理学系研究科付属植物園

育成部 樹木園掛

幹事報告 幹事 志水ひろみ君

第１2 回理事役員会報告

日時２０１３年６月７日(金)

審議事項

第１号議案：開始貸借対照表及び５月収支表の件

承認

第２号議案：林 徹会員 退会願い 承認

第３号議案：春日井市交響楽団賛助会員継続承認

第４号議案：家族会(黒部立山)の会計報告 承認

第５号議案 ：次年度家族会 野球観戦について

承認

７月２６日（金）18：00～

ナゴヤドーム 中日-巨人戦

第６号議案：次年度事業計画について 承認

年会費 ３２０，０００円

会員祝福金 １０，０００円

ビジターフィ ３．０００円

カジュアル例会 ７月、８月、９月、６月

協議事項

第１号議案：

「第３２回耳の日記念聴覚障害者と県民のつど

い」開催に伴う後援 名義使用について 承認

第２号議案：

春日井市制７０周年記念市民協働事業について

「市民きずなコンサート」後援(名称使用)につい

て 承認

第３号議案：

春日が丘高校ＩＡＣの活動について職場訪問の協

力依頼 承認

2013 年～2014 年度「地区ロータリー財団セミナ

ー」開催

出席者 次期財団委員長 清水 勲君

日 時 平成 25 年 7 月 9 日（火）12:00 登録受付

場 所 名古屋東急ホテル

◎例会変更のお知らせ

名古屋清須 ６月２５日 (火)６月２８日(金)

ＲＣ 例会場都合の為

岡 崎 南 ６月２５日 (火)６月２５日(火) 18：30

ＲＣ 最終例会の為岡崎ニューグランドホテル

名古屋千種 ６月２５日 (火)６月２５日(火) １８：００

ＲＣ 夜間例会の為 松楓閣

瀬 戸 北 ６月２５日 (火) ６月２８日（金）

ＲＣ 夜間例会例会の為 暮雨巷

岩 倉 ６月２５日 (火) ６月２９日（土）18：00

ＲＣ 夜間例会例会の為 未定

瀬 戸 ６月２６日 (水) ６月３０日（日）12：00～

ＲＣ 親睦例会の為 吉良観光ホテル

◎例会休会のお知らせ

○名古屋東ＲＣ ６月２４日（月）は休会

○名古屋名駅ＲＣ ６月２６日（水）は休会

○あまＲＣ ６月２４日（月）は休会

○名古屋北ＲＣ ６月２６日（水）は休会

○犬山ＲＣ ６月２５日（火）は休会

○尾張旭ＲＣ ６月２８日（金）は休会

○名古屋港ＲＣ ６月２８日（金）は休会



出席報告 委員長 和田 了司君

会員 ５３名 欠席 14 名 出席率90.6%

先々週の修正出席 欠席 3 名 出席率94.3%

ニコボックス報告 委員長 大畑 一久君

○今年度は皆様には大変お世話になりました。あ

りがとうございます。 志水ひろみ君

○卓話を楽しみにしています。 名畑 豊君

○志水さん卓話楽しみです。 峠 テル子君

○ハートシティ中濃の杜 ８月開所に向けて順調

に進みホッとしている処です。 小川 長君

○志水幹事卓話楽しみです。 高橋 理江君

○大変お世話になりました。今月ホテルを卒業し

ます。 早川 八郎君

○志水幹事の卓話を楽しみにしています。

浅井 瀧治君 磯野 俊雄君 伊藤 一裕君

梅田 英夫君 太田 弘道君 岡田 義邦君

加藤久仁明君 加藤 茂君 風岡 保広君

河村 哲也君 貴田 永克君 社本 太郎君

杉山 孝明君 宅間 秀順君 中島 宗幸君

成瀬 浩康君 長谷川英輝君 林 鑛三君

林 憲正君 蓮野 美廣君 場々大刀雄君

古屋 義夫君 森田 誠君 松尾 隆徳君

屋嘉比良夫君 山田 治君 和田 了司君

大畑 一久君

卓話 志水ひろみ君

今年度も残り 1 か月を切りました。

当初はとても長い 1 年のように思えましたが、あ

っという間に時間が駆け抜けたように思います。

名畑会長には各事業について報告・連絡・相談さ

せていただきましたが、最終的には「幹事の選択

にまかせるよ」と背中を押していだだきました。

また、理事・役員の皆様、会員の皆様には各事業

への協力、参加をいただきまして本当に心から感

謝申し上げます。ありがとうございます。

7 月には 名古屋ﾄﾞｰﾑにおきまして野球観戦の家

族会。

8 月には ＩＤＭ開催、ガバナー補佐 小原久和

様の来訪、地区内交流にて知立ＲＣさんより酒井

一造会長はじめ 3 名の訪問がありました。

9 月から月 1 回の夜例会を実施、千田 毅ガバナ

ーの公式訪問のホストを務めました。

事務局のリニューアルを実施。

10 月には 職場例会にて中部電力(株)武豊火力発

電所のﾒｶﾞｿｰﾗｰの見学、台湾東港ＲＣさんへ訪問し

姉妹クラブ継続締結をいたしました。

11 月には 新築補助金事業の「福祉のつどい」に

て「サボテンの鉢植え」を実施、地区内交流にて

一色ＲＣさんにバスを利用して合同例会を実施、

12 月には 恒例の年忘れ家族会を開催、

3 月には 韓国南釜山ＲＣさんへ訪問し姉妹クラ

ブ継続締結をいたしました。

4 月には 親睦家族旅行を立山黒部へ実施

海外事業としまして、「フィリピン、セブ島の小学

校に水洗トイレの寄贈」と「あしながおじさんプ

リジェクト」は来年度に引き継ぎさせていたくの

ですが、名畑会長には何度も現地においでいただ

き大変ご苦労をおかけしました。

思いつくまま行事を挙げさせていだきましたが、

そのほかにもいろいろな活動を実施してまいりま

した。担当委員会のみなさまにはたいへんご苦労

様でございました。重ねて御礼申し上げます。

会長挨拶 名畑 豊 君

卓話 志水ひろみ 君


