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・週報：入間、

　狭山、狭山中央、新所沢ＲＣ�

【委員会報告】

◎親睦活動委員会　　　　　　　　　大崎君

　４／１３親睦ゴルフ。５／２３夜間例会および

６／９、１０親睦旅行の出欠は４／２５までに。

【出席報告】無断欠席なし　増島出席委員長

【Ｍ　　Ｕ】

４／７（ガバナー）木川君

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ�

・野口さんようこそ。本日は卓話よろしくお願い致

　します。新井君、中里（昌）君、市川（洋）君、小久保君

　　　和泉君、矢島（巌）君、小崎君、杉田君、前島君

　　吉島君、吉田（武）君、安藤君、間邉君、土屋（崇）君�

・ＪＣ時代お世話になりました。　　 新井君�

・井花ガバナー補佐様はじめ新狭山ＲＣの方 、々オー

　ストラリアＧＳＥのメンバーの方々ようこそ飯能へ。

　　　    中里（昌）君、半田君、吉島君、吉田（武）君

　　　　　　　　  安藤君、間邉君、土屋（崇）君�

・井花さん、ガバナー補佐役頑張って下さい。

　　　　　　　　　　　　　　　  矢島（巌）君�

・おかげさまで無事退院しました。お見舞を

　有難うございました。　　　　  吉田（健）君�

・結婚記念日お花有難うございました。石井君�

・早退　　　　　  馬場君、細田（伴）君、大野君�

本日計３３，０００円、累計額１，００７，１２５円。

◎１８日例会当番は大崎会員、齋藤会員です。�

【卓　　話】

講師紹介　　　　　小久保会報・広報委員長

　Ｓ１９年生まれ、６７才。手塚治虫の担当編集者

をされていた異色の経歴。家業を継いで親子

３代にわたり在来種、固定種、各地の伝統野菜

の種を扱う種苗店を飯能の地で営む。昨年秋

『タネが危ない』を出版、現在第４刷、１２０００部

の発行。ご興味のある方はお買い求め下さい。

　食べ物をどういじって〈ミトコンドリア異常〉

の植物を食べるようになったかという今日は

ちょっと恐ろしいお話。細胞の中には核の他

に細胞内小器官がいろいろあり、その１つが

ミトコンドリア。人間６０兆の細胞の中に約１千

～３千個居て、我々はこれの出すエネルギー

のお蔭で生きている。核の染色体遺伝子とは

別の環状の遺伝子を持っているのだが、何故、

細胞内に別の遺伝子を持つものが居るのか。

　地球の誕生は４６億年前。３８億年前に最初の

生命、単細胞のバクテリアが生まれる。地球上

はほぼ炭酸ガスだけだったので嫌気性バクテ

リアだった。その中からシアノ・バクテリアが

生まれ光合成をして酸素を地球上に出すよう

になる。嫌気性バクテリアにとって酸素は猛毒。

酸素の無い所へ、地中、海底深くへと移動する。

その中で好気性の細菌が生まれ、ある時、嫌気

性と出合い、嫌気性が好気性を取り込んで細

胞内共生が起こる。好気性細菌がミトコンド

リアに変わり、呼吸して酸素エネルギーを提

供してくれるようになる。ミトコンドリアが

同居し、増殖したことで、単細胞だったバクテ

リアが細胞分裂して多細胞の生命体になって

いった。別の生き物だったミトコンドリアが

別の遺伝子を持ったまま我々の体の中で動い

て生かしてくれているというわけである。

　卵子中のミトコンドリアは１０万、精子は

尻尾の付根に１００個位。卵子にたどり着くま

での酸素エネルギーを供給する。睾丸で生ま

れた精子が膣内の卵子にたどり着くためには

１００ｋｍマラソンを２回全力疾走する位のエ

ネルギーが要る。くたびれたミトコンドリア

は活性酸素を出すようになるため、卵子のミ

トコンドリアだけが子どもに受け継がれる。

母系遺伝。我々は男も女もお母さんのミトコ

ンドリア遺伝子しか持っていない。

　本来、免疫機能を持ち我々の体を生かして

くれている存在だが、くたびれてくると老化

の原因になったり、癌が転移する原因になっ

たりする。死もミトコンドリアが司っている。

　そして、タネの話。「在来種」は人類が誕生

してからずっと農民が受け継いできたもの。

遺伝学や植物学を知らずに自家採種している

とだんだん交雑しておかしくなってくる。「固

定種」は、その中から種屋が形質等を選抜して

遺伝子を固定したもの。

Ｓ３０年代まではほぼこれ

だったが、今は「Ｆ１」一代

雑種（交配種）になってし

まった。雑種にすると雑

種強勢の力が働いたり、

メンデルの法則で１代目

に優性形質だけが出るの

で揃いが良く丈夫になる。

雑種にするには、トマト等の場合、“しべ”が成

熟しないうち、若いつぼみを開いて全ての雄

しべを引っこ抜いてしまう。雌しべだけの哀

れな姿になった花が成熟した時に他の花の雄

しべの花粉を取って来て着けてやる。１個の

トマトで５００粒程の種が取れる。人件費がか

かるが、それなりに値段を高く売れば成り立つ。

もっと良い方法を考えていた時、１９２５年、米国

カリフォルニア州農業試験場で技師がタマネ

ギの１つに雄性不稔のものを見つける。花粉

が出ない代わりに１つ１つの花に小さなマイ

クロタマネギを着けていた。それを畑に植え

ると咲いた花は全て雄性不稔のいじけたもの

だった。そこに健康な花粉を着けてみたら子

どもは全て雄性不稔。これで簡単に「Ｆ１」が

出来る事に気付いた。母親が雄性不稔だと子

どもも雄性不稔というのはミトコンドリアの

異常。今はそれをどんどん増やして食べる時

代になった。以下は僕の仮説。

　固定種・在来種は１年で一粒万倍、２年で１

億倍と天文学的に増える。これが生命が持つ

本来の力。ところが、その中からたった１個体

見つかった子孫を作れない株を「これは有難い」

と増やした。２００７年２月、時事通信が、米国で

ミツバチが忽然と消える「イナイ・イナイ病」を

伝える。全米２４０万の巣箱の８０万箱から働き

バチが消え、１か月半後、「蜂群崩壊症候群」と

名付けられ、病気ではないが何かわけの分か

らない事が起こっているという事になった。

ミツバチは雄性不稔の母親の花に健康な花粉

をかける役目をしている。１千ｈａの畑に１～

２万の巣箱が必要で、１つの巣箱に５万匹の

働きバチが居るとすると５億匹位が働いてい

ることになる。ミツバチは花粉を着けるため

に働いているのではなく（異常な）蜜を集めて

巣箱の未来のために奉仕しているわけである。

欧州では卵を産まない女王バチが増えている。

進化は１００万年前に終わっているミツバチに

１９６０年代から突然大規模にへんな事が起こ

った。女王バチに異常が蓄積され、生殖能力

のない雄バチが生まれる。無償の奉仕を続け

てきた働きバチ（雌）が、巣の未来に絶望し、

アイデンティティーを失って巣を見捨てて飛び

去った事件なのではないか。２０年後、２０２７年

頃にもう一度起こるのではないか。そして、

その時には手遅れになるのではないか。もし、

ミツバチでそれが起こるとしたら人間にも起

こるだろう。健康なミトコンドリアを持った

野菜を食べる必要があるのではないかと思う。

※この写真は車乗入れ禁止前のものです。

※次週の例会案内は省略。
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こるだろう。健康なミトコンドリアを持った

野菜を食べる必要があるのではないかと思う。

※この写真は車乗入れ禁止前のものです。

※次週の例会案内は省略。

カルヤン・バネルジー

立 原 雅 夫

当 番 小川君、大野君

こころの中を見つめよう　博愛を広げるために

雑 誌 月 間

＋ガンバレ！日本のロータリークラブ～継続できるロータリークラブとは～

吉 島 一 良 間 邉 元 幸

例会場：マロウドイン飯能

雨

野 口  勲 様

タ ネ が 危 な い

会　員　数 当　　日

出席数対　象全　数 出席率
前々回修正
出　席　率

８５．７１％

飯能にホームステイ
Ａ．Ｋｏｐｐ氏
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