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   ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を 

下屋 勝比古 

＜会長の時間＞ 
「タンポポ戦争」 
・今、市内、郊外のあちこち

にタンポポの花が咲いていま

す。セイヨウタンポポばかり

です。セイヨウタンポポは、

明治時代に札幌農学校の先生

がアメリカから野菜として利用するために持ち込んだとされて

います。古来からあった在来種が町の中から全く姿を消して、繁

殖力の強いセイヨウタンポポが、一見、タンポポ戦争に勝利した

ような状況のようでもあります。 

セイヨウタンポポが勢力を増している理由 

・クローンであること、おしべ、めしべ、花粉もありますが、受

粉しなくても種子は出来、種子は母親の体細胞から成るため、母

親と同じ染色体・遺伝子です。無性生殖で３倍体の染色体 3n=3

×8＝24です。都市化、特に乾燥に耐える力があり、踏みつけら

れても強いとのこと。 

・種子は在来種より半分くらい軽く、遠くへよく飛び、単独でも

繁殖できる。在来種が繁殖に不利とされたのは、クローンではな

く受粉による有性生殖で自家不和合性ということもあり、集団が

なければ繁殖できない。単独で乗り込んで陣地を広げることがで

きないのです。 

在来種はタンポポ戦争に負けないで、多くの場合、棲み分けてい

ます 

・セイヨウが広がっているのは、人間によって環境破壊が進み、

在来種が都市に住めなくなり、そこに入ってきただけで、豊かな

自然が残っている田園地域には入り込めないのです。 

・タンポポ戦争は実はタンポポ同士の争いではなく、利便性を求

めての都市化が良いのか、田園風景を残す方が良いのかのせめぎ

あいをしている人間の「代理戦争」のようなものです。 

・豊かな自然を残そうという人達が増えていることもあり（？）、

在来種は郊外で結構踏ん張っているのです。岩滝の天空の棚田地

区、丹生川の下保、そしてあまり話したくないのですが、松之木

の車田からひょうたん池までの間の田園地帯にはびっくりする

位の在来種の群生。 

・在来種はカントウタンポポ、トウカイタンポポ、カンサイタン

ポポが有名ですが、飛騨地域はシナノタンポポという在来種です。

以前はエゾタンポポに外見が似ているのでエゾタンポポと同じ

ものとされてきましたが、遺伝子解析でカントウタンポポの亜種

ということになっています。長野・中部山岳地方に分布、２倍体

の染色体数（2n=2×8=16） 

・在来種と外来種の区別は、外総苞片の反り返りがなし・ありで

判断するしかありません。在来各種の見分け方は、小角突起の有

無、総苞の状態で判断します。 

・開発の進んだ地域にセイヨウ、自然が残る里には在来と棲み分

けています。（実際は混在しています） 

 雑種タンポポ（ハイブリットorハーフタンポポ？）の増加 

・棲み分けていても、圧倒的にセイヨウタンポポ優位と言われて

いましたが、そのセイヨウタンポポに異変がおきているのです。

外総苞片が十分に反り返らないセイヨウタンポポが異常に見つ

かるのです。 

・この十分に反り返らないセイヨウタンポポを雑種タンポポ（ハ

イブリットorハーフタンポポ？）と呼び、最近の報告ではセイ

ヨウタンポポの８割以上とも言われています。 

・雑種タンポポは、セイヨウタンポポの花粉が日本在来種のタン

ポポと受粉して誕生するのです。セイヨウタンポポがその遺伝子

を在来種に託して生き残りを図っているのだと言われています。

セイヨウタンポポの方から戦略を変え、ハーフとして生きようと

いうメッセージのようなものです。生態環境が良好な状況に転じ

ているのではないかと推察されています。タンポポは不思議な植

物です。タンポポをいろいろ観察しているとおもしろい発見があ

るものです。 

 

 
 
＜幹事報告＞ 
◎ガバナー、次期ガバナー、 

地区会員基盤増強維持委員長より 

・会員基盤増強維持研修セミナー 

開催のご案内 
日  時   6月14(土) 受付10:30点鐘11:00終了15:30 

  場  所   岐阜グランドホテル 岐阜市長良648 
   出席義務者   14-15年度会長・幹事、会員基盤増強維持委員長、 

入会3年未満の新会員 
◎日本ロータリー親睦ゴルフ全国大会実行委員長より 
・第24回日本ロータリー親睦ゴルフ北海道大会のご案内 

大会日時  6月23日(月) 午前７時４５分スタート 

大会会場  ソキサップゴルフクラブ 

            北海道札幌市清田区有明412-5 

    参加資格  全国のﾛｰﾀﾘｱﾝ及び配偶者ならびにｹﾞｽﾄ 

競技方法  18 ﾎｰﾙｽﾞｽﾄﾛｰｸﾌﾟﾚｲ(新ペリア方式） 

登  録 費  17,000円（賞品代、懇親会費、事務経費他） 

プレー費    11,000円 程度 ※高齢者割引あり 

参加申込    ５月３０日(金)まで 

◎高山市教育委員会学校教育課長より 
・高山市キャリア教育を考える会打ち合わせ会の開催について 

日  時   5月28日(水) 13：00～15：00 

場  所   高山市役所２階２０３会議室 

会議内容   ・今後の出前講座の運営について 

     ・進路講話等に協力いただける方の人材の 

名簿作成について 
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◎はぐるま会より 

第177回はぐるま会開催のご案内 
日 時  6月29日(日)   12：22スタート  

   場 所  飛騨高山カントリークラブ   
懇親会  洲さき 

   会 費  8,000円     締 切  6月 6日  
◎光記念館より 
・特別展のご案内および優待券  
 エジプトvs縄文展   期日6月12日(木)～9月7日(日) 

＜受贈誌＞ 
服部 芳樹（I Serve）、台北東海ＲＣ（創立19周年記念誌）、 
高山中央ＲＣ（会報）、高山市社会福祉協議会（評議委員会 
資料）、岐阜県環境生活部人権施策推進課長(人権だよりNo.57)  

  
 

＜出席報告＞ 
区分 出席 Make-Up 出席者数 会員数 出席率 

前々回 休会 のため 補正 ありま せん 

本日 40名 － 40名 51名 78.43％

 
 
＜本日のプログラム＞ 米山奨学委員会 
委員長   田近 毅 

 本日は米山奨学委員会担当例

会ですが、高山地区には大学が

なく、米山奨学事業についても

なかなか実感を得にくいもので

す。そこで、より理解を深めて

いただける様、地区米山記念奨

学部門委員長の後藤 博美 様および 2013 学年度ロータリー米山

記念奨学生、四日市大学経済学部経営学科４年生のチャン・アン・

ヴァン 様をお招きし、卓話をお願いしております。 

どうぞよろしくお願い致します。 

 

現在のベトナム 

2013学年度ロータリー米山記念奨学生  チャン・アン・ヴァン 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ベトナム社会主義共和国

 東アジア・東南アジアのインドシナ半島東部
に位置

 南北に長く、北に中華人民共和国と、
 西にラオス、カンボジアと国境を接し、
 東は南シナ海に面し、フィリピンと対する。
 首都はハノイ市。
 通貨： ドン
 面積：３３１．２１０km２

 人口： 8878万 (2012年)

 公用語： ベトナム語

 1858年～１９５４年：フランスの植民地

 1962年2月：アメリカは軍事介入。ベトナム戦争が
始まる。

 1975年4月３０日、大攻勢を行い、サイゴンは陥落
してベトナム共和国 崩壊。

 北ベトナムー南ベトナム 統一。戦争終結

 1986年、ベトナム政府は政策を更新、世界の各国
友好関係 樹立。

 その後、ベトナム ますます発展。

 １９７３年９月２１日、日越関係
を公式に樹立

 日本はベトナムの経済、教育、
労働、旅行など様々な分野を
支援し、両国の交流も強めま
した。

 ODAは日本が最大の支援国
であり、

 日本のODAによってタンソン
ニャット国際空港やカントー橋、
ハイヴァントンネルなどベトナ
ムの基幹インフラを建設・支援
をしている。
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 「世界に平和を続くように みんなの生命が輝くように」

愛
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寄付金の使い道と 

寄付金増額のお願い 

 

ＲＩ第2630地区 

米山記念奨学部門委員長 

    後藤 博美 様 

■皆様の寄付金はすべ

て奨学事業に 

 公益財団法人ロータリー米山記念奨学会の活動は、｢平和日本

を世界へ｣ 国際親善と世界平和に寄与するため､東京ロータリ

ークラブから始まった｢米山募金｣は､今や半世紀以上の歴史を

もつ日本最大の民間国際事業となりました。国際ロータリーが

認めた「多地区合同活動」であり、その財源は日本全国のロー

タリアンから毎年いただく寄付金が支えています。善意の結実

である寄付をどんな留学生に支給し、どのような人材に育てて

いくかは、ロータリアン皆様の理解と参加にかかっています。 

 2011－12年度の寄付金収入は12億9,500万円（前年度13億

1,400万円）でした。いただいた寄付は奨学金のほか､地区､世話

クラブ､学友会への補助費など奨学事業だけに使われています｡

事務費や人件費などの管理費支出は､資産の利子収入で賄って

います。＊年度寄付金収入の82，2％奨学金補助費、ほか13，3％ 

（利子収入管理費４，５％） 

＊寄付金の種類「普通寄付金」と「特別寄付金」の２種類があ 

ります。いずれも使い道は同じです。 

 ・普通寄付金：各クラブが決めた金額×会員数分を国内全ク 

ラブから納入いただいたもので、安定財源として必要です。  

2011年度平均:4,586円 

 ・特別寄付金：個人､法人､クラブからの任意の寄付金で､金額 

も自由です｡一定金額に達するごとに表彰制度があります。 

（豆辞典を参照下さい）2011年度  平均:10,038円 

 米山記念奨学会では財政の健全吐､透明性の確保に十分配慮 

しています｡内部監査に加え､公認会計士による外部監査とし 

て､公正な立場から毎月全伝票のチェックを受けています｡決 

算報告もホームページ上で公開しています｡詳細な計算書類 

は「事業報告書（統計・資料編）に掲載して､毎年９月下旬に 

全クラブに送付しています。 

＊すべての寄付金に税制優遇が受けられます 

 ・年間2,000円以上の特別寄付金（個人）には、確定申告用 

の領収書を、翌年１月末までにクラブ宛にお送りします｡普 

通寄付金についても、2010年度からクラブの申請と会員氏 

名のデータ提供があれば､申告用領収書を発行できるよう 

  になりました｡全国のクラブの約３分の１にあたる７７８ 

クラブから申請がありました。ロータリー米山記念奨学会 

は平成24年１月４日に公益財団法人ヘ移行したため、当会 

へのご寄付は新たに「税額控除」の対象となりました｡所得 

  税の確定申告の際には､従来の「所得控除」に加え、「税額 

控除」のどちらか有利な方を選択できます｡税額控除は､所 

得控除にかかわらず､寄付金の約４０％の金額が所得税額 

から控除されます。 

 ・法人からの特別寄付については､一般の寄付金損金算入限度 

額とは別枠で損金算入でき、これにより、法人税額が軽減 

作曲者：大阪府、台中学校の教諭である内本
先生です。

作曲名：日本語で「いつも僕の中に」―「Vi 
mot the gioi tuoi dep」（美しい世界のため
に）

 2012年6月、ベトナムのホーチミン市で、ドク
さん、ドクのクラブ、枯葉剤の被害者たち、日
本の歌手ルースさん、ベトナムの歌手HUNG 
さんなど約100人が参加した。
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されます、（法人の場合は､寄付金受領の都度、申告用の書 

類をお送りします。 

＊2013学年疫学生からは、８年ぶりに採用数引き下げ 

昨年3月6日の当会理事会で、2013年４月採用からの奨学生 

数を、100人減の700人とすることが決定されました｡ 2005 年 

には1,000人から800人にして以来､採用数の削減は､８年ぶ 

りです。今後は特別積み立て財産の取り崩しを行わない方針 

が決定されており、寄付金の減少は､即､奨学生採用数の減少 

につながります｡米山記念事業は､1952年に東京ＲＣの「米山 

基金」として始まって以来、日本のロータリアンの熱意によ 

って支えられてきました｡奨学生や学友は､皆様の思いを受け 

止め、日本で､世界で頑張っています。この灯を消さないため 

に、今後とも皆様方のご協力をお願い致します。 

■米山奨学生・学友の現状 

＊奨学生の募集、選考スケジュール 

  7月地区で指定校決定→8月指定校・募集要項発表（ＨＰ掲

載）→10月～11月、指定校からの申し込み期限10月15日→ 

書類審査（奨学会）書類審査（地区）→地区奨学会面接試験 

実施１月19日→2月合格通知指定校経由本人へ→ 4月地区米 

山記念奨学委員会主催オリエンテーション（学生、カウンセ

ラー、指導教官）４月から奨学金支給１年及び２年学部月/10 

万､修士・博士月/14万円世話クラブから学生に例会場で渡す。 

今年度の2630地区奨学生人数枠13名（継続２名）・来年度枠11

名です（継続２名入れて合計１３名）。巣立った米山奨学生（学

友）は､韓国学友会､台湾学友会､中国学友会､タイ学友会、昨年

の10月には、ネパール学友会設立総会が行われています。 2014

年３月には、６番目の学友会が､モンゴルで誕生します｡米山記

念奨学事業が､ひろがりつつあります。今後ともロータリアンの

ご寄付、ご協力をお願い申し上げます。 

 

 

＜ニコニコボックス＞ 
●2630地区米山記念奨学部門委員長  後藤 博美 様 

昨日はお世話になりました。ありがとうございました。今日は

米山奨学生のアンちゃんの卓話に同行いたしました。宜しくお

願い致します。 

●山下 明さん 

・米山記念奨学部門委員長 後藤 博美 様、奨学生チャン・ア 

ン・ヴァン様、ご多忙の中遠方よりご来訪頂きありがとうご 

ざいます。卓話宜しくお願い致します。 

・5/18の新緑例会には、多数のご参加ありがとうございました。 

約10才から約80才までの年齢幅の中での位山散策、少しハ 

ードでありましたが中々賑やかで野外ジャズコンサートのお 

まけもあり楽しい山行でした。 

●寺田 昌平さん 

・本日は米山奨学委員会担当例会です。委員長田近さん、本日

の例会のためにお骨折りいただきありがとうございます。奨学

生のチャン・アン・ヴァン様、地区委員長 後藤 博美 様、遠

路お越しいただき恐縮しています。本日のスピーチ楽しみにし

ています。 

・8クラブコンペ、田中武さん、垂井さん、中島さんありがとう 

ございました。 

・新緑例会ありがとうございました。 

●米山奨学委員長 田近 毅さん、小森 丈一さん、菱川 正臣さん

本日は米山奨学委員会担当の例会です。地区委員長の後藤博美 

様、奨学生のチャン・アン・ヴァン様、ようこそ高山にお出で

下さいました。卓話楽しみにしています。 

●米山奨学委員 小森 丈一さん、菱川 正臣さん 

地区米山奨学委員会 後藤 博美 委員長、奨学生のチャン・ア 

ン・ヴァンさんのご来訪を歓迎いたします。米山奨学生の卓話 

は初めてなので楽しみにしています。 

●親睦委員長 堺 和信さん、副委員長 鴻野 幸泰さん 

先日の新緑例会に、沢山の方々に参加をいただきましてありが 

とうございました。事故も無く無事に終える事が出来ました事 

嬉しく思います。 

●阪下 六代さん、斎藤 章さん 

先日の新緑例会の位山登山は塗炭の苦しみを味あわされました 

が、身体に芯が入り引き締まったようです。親睦委員会の皆様 

のご尽力に厚くお礼申し上げます。 

●塚本 直人さん 

5/18 の新緑例会に家族４人で参加いたしました。一宮水無神社

に参拝した後、パワースポットでもある位山の登山が出来、久

し振りに感動しました。家族にとってとても良い想い出が出来

た一日となりました。計画を立てていただいた皆様に感謝しま

す。ありがとうございました。 

●野戸 守さん 

先週の新緑例会、皆さんご苦労様でした。また当社のバスを利 

用いただきありがとうございました。 

●脇本 敏雄さん 

先々週の例会日を間違えて無断欠席をしてしまいました。いよ 

いよボケが入ったようです。遅れ遅れのメッセージになりまし 

たが、住田さんの入会を歓迎いたします。 

●垂井 政機さん 

やったぜ、なでしこジャパン！あと一つぜひとも勝って欲しい。 

お陰様で呑み過ぎた… 

●中島 弘人さん 

・最近欠席が多く申し訳ありません。先週濃飛８クラブ合同ゴ 

ルフコンペに田中さんに連れられ行って来ました。残念なが 

らパッとしませんでしたが、ありがとうございました。 

・新緑例会も楽しく参加させて頂き有難うございました。本日 

所用のため途中退出しますので宜しくお願いします。 

●下屋 勝比古さん 

ヘルニアもかなり良くなりましたが清流マラソンは涙の欠場で 

した。今日は幼稚園で相撲教室のため早退をお許し下さい。 

●新井 典仁さん 

私事で恐縮ですが本日急用にて早退させて頂きますのでよろし 

くお願い致します。 
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