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第1269回 例 会

2018年1月19日（金）

2017 - 2018 年度

国際ロータリー  本年度テーマ

国際ロータリー　第 2780 地区　第 8グループ

週  報
事務局：〒254-0014 平塚市四之宮 5-8-20
TEL 0463-51-4870   FAX 0463-51-4840
http://www.hiratsuka-shonan-rc.com/

例会場：ホテルサンライフガーデン

例会日：毎週金曜日 12：00～13：30

◆ロータリーソング ～我等の生業～
◆委員会報告【社会奉仕委員会委員長　清水会員】
◆ＩＭキャラバン【常盤ガバナー補佐】
　【実行委員長　小川会員】【古木会員】

◆卓話【教育長　吉野　雅裕様】

◆ロータリーソング ～我等の生業～
◆委員会報告【社会奉仕委員会委員長　清水会員】
◆ＩＭキャラバン【常盤ガバナー補佐】
　【実行委員長　小川会員】【古木会員】

◆卓話【教育長　吉野　雅裕様】

◎ 出席報告【笠原会員】
会員４２名　出席義務者３９名　出席者２４名　出席率６１．５％
今季初めにメーキャップをしましょうというお話をしましたが、２月からは是非、
やってみましょう。

◎ ＩＭキャラバン
【常盤ガバナー補佐】
田嶋様は株式会社ヤオマサの会長で在られるとともに神奈川県倫理法人会の会員でも
あり３代目の県の会長です。県の倫理法人会を立ち上げた第一人者です。本日は報徳
の学びと倫理の学びをお話して頂けると思いますので、楽しみにお聞きください。

【実行委員長　小川会員】
２月１０日全員出席ということでお願いします。南クラブがホストクラブで、会員の
人数は少ないですが皆一生懸命やっておりますので、よろしくお願いします。

【古木会員】
記者クラブ問題の答え合わせ

◎ 卓話　吉野　雅裕　様　～平塚市の教育の現状～

　平塚湘南ロータリークラブの皆様には本市の教育に多大なる協力を頂いており御礼
申し上げます。
　自己紹介も交えてお話をさせて頂きます。平塚市の花水台で生まれ、地元花水小学
校・浜岳中学校・市内の高校・県内の大学と進んでまいりました。最初に神田中学校
で数学を教え、柔道部の顧問を致しました。昭和５４年、当時は戦後第３の非行のピー
クでした。大変荒れていた時代でした。暴力や器物破損、喫煙などは「反社会的行為・
行動」と言い、不登校、集団からの逃避等は「非社会的行動」と言います。子供たち
の状況も少子化や情報化などの時代の変化と共に「反社会的行動」から「非社会的行動」
に推移しています。不登校の原因は「家庭の状況」「友人関係」「無気力」「学業不振」
など多岐にわたっています。（経済的理由。病気は定義でのぞかれています）

三富会長三富会長

真道会員　三富会長真道会員　三富会長

清水会員清水会員

近藤幹事近藤幹事

◎ ロータリーソング ～我等の生業～

◎ 幹事報告　【近藤幹事】
卓話のご案内です。２月２１日カルチャーボンズで中村恵さんの卓話があります。
難民問題等で有名な方らしいので、興味のある方は参加してください。下期の会費
の納入の案内を出しました。引き落としの方は１月２９日ですので気を付けてくだ
さい。

◎ 会長挨拶　【三富会長】
こんにちは。本日は教育長の吉野様に平塚市の教育の実態や課題などお話しいただ
きます。教育は国家が存続していくうえでとても重要な要因です。取り組んで結果
が出るまで１０年２０年以上かかり中長期的な視点で対応しなければならないかと
思います。知識・想像力・人間力・社会性等広範囲にわたり無難しい面もあるかと
思います。オリンピックを年後に控え国際的に通用する人材の育成が必須です。東
南アジアの学生もレベルアップしており日本の教育レベルの低下が危惧されます。
私も英語が喋れたら素晴らしい世界があったかと後悔しています。吉野様の卓話ご
期待ください。
近藤幹事よりお伝えしましたが今月、下半期の会費納入です。米山奨学金と財団寄
付もあわせてお願いします。

◎ 誕生祝
【真道会員】
誕生祝有難うございます。来週水曜日に喜寿になります。喜寿のお祝いとしてクラ
ブから「チャリティーゴルフコンペ」の実行委員長を仰せつかりました。とても良
いお祝いを頂いたと思っていますが、まだ動員が思うように進んでいないので、是
非ご協力をお願いします。クラブの同好会に入っていない方もご協力お願いします。

◎ 委員会報告
【社会奉仕委員会　委員長　清水会員】
また、盲学校との「点字ブロック理解推進キャンペーン」のティッシュ配りがあり
ますので、案内を出しますので、よろしくお願いします。

　平塚市も全国とほぼ同じような状況です。不登校の子供に対しては、担任が家庭
訪問をしたり、ケース会議を開くなど学校でも対応していますが、「子供教育セン
ター」や各学校でスクールカウンセラーの支援など専門的な立場からも支援してい
ます。
　では次に、平塚市の学校や教育の状況をお話します。まず、エアコンの設置につ
いてですが、現在、保健室・職員室、パソコン教室などには設置されていますが、
普通教室・特別支援学級には設置されていません。特別支援学級とは以前は「特殊
学級」と呼ばれていた障害のある子ども達が学習する学級を今はそう呼んでいます。
　盲学校や聾学校、養護学校も名称が変更になりました。「特殊」という言葉に差別
的な言い方だということで変更になりました。知的障害や肢体不自由などの障害だ
けでなくアスベルガー症候群・ＡＤＨＤ・ＬＤなどの「広汎性発達障害」なども認知
されてきて「特別支援教育」という概念が出てきたわけです。発達障害は子供だけ
でなく大人の方にもいらっしゃいます。病気ではなく障害ですので生まれつきのも
のです。子供大人にかかわらず、その生涯をよく理解し共に生きていく事が今、求
められています。
　「障害のある子供も、ない子供もできるだけ同じ場で共に学び、共に育つ」ことを
目指す教育を「インクルーシブ教育」と言います。神奈川県では今年度から県立の
３つの普通高校に知的障害児を入学させ同じ教室で授業を受けるという全国初の取
り組みに臨んでいます。「特別支援教育」「インクルーシブ教育」を是非覚えていた
だき、障害のある人たちと共生社会を築いていく事が大切になって来ていることを
実感してください。
　エアコンに関して今年度から３年間をかけて普通教室・特別支援教室にも設置す
ることに成りました。
　次に、「学習指導要領」が改定になります。各学校で授業などのカリキュラムを編
成する際に基準となるものですが、文部科学省が作成し、日本全国一定の水準の教
育を受けさせるためにそれに則って各地の学校が授業を実施していきます。今回の
改定の目玉となるのが「道徳の教科化」と「小学校英語の教科化」です。
　今現在「道徳」は教科ではありませんが、いじめによる自殺などの痛ましい事件
が再発しないように、子供たちの心の部分を育てる為に道徳教育をより充実させる
必要から今回の改定で教科に格上げされました。他の教科は数字で評価されますが、
道徳は「礼儀・思いやり・生命尊重」など数字で評価できないものがあります。そ
のため道徳の評価は文章による評価「記述式」になります。高校入試などの入学選
抜の資料とはなりませんので、教科と言っても「特別の教科道徳」という名前になっ
ています。
　そしてもう一つの「小学校英語の教科化」ですが、今まで小学５・６年生が週１
時間「外国語活動」という授業だったものが、２０２０年度から「英語」という教
科に格上げされ、授業時間も週２時間に増えます。英語の授業の無かった３・４年
生に新しく週１時間「外国語活動」の授業が実施されます。社会の急速なグローバ
ル化の進展に対応する為や東京オリンピックの開催等で、外国人との交流が増える
こと、国際競争力の激化、地球規模の環境問題への対応など様々な場面で今後は外
国人と接したり、一緒に生活したり仕事をしていくような場面が増え、コミュニケー
ションツールとしてますます重要になっていくからです。そのために小学生のうち

から、英語に親しみ、学習し、国際的共通語としての英語を身に着けるために文部
省が英語教育を充実させたようです。
　最後になりますが、教育委員会というのは学校の応援団であり、学校を下から、
周りから支援していく組織であると私は思っています。これからも平塚教育が、様々
な面で貴クラブのお力添えを賜る機会があると思いますので、その節はどうぞよろ
しくお願いします。
　最後になりましたが、平塚湘南ロータリークラブのますますのご発展と、皆様方
のご健康ご活躍を祈念いたします。本日はありがとうございました。



◎ 出席報告【笠原会員】
会員４２名　出席義務者３９名　出席者２４名　出席率６１．５％
今季初めにメーキャップをしましょうというお話をしましたが、２月からは是非、
やってみましょう。

◎ ＩＭキャラバン
【常盤ガバナー補佐】
田嶋様は株式会社ヤオマサの会長で在られるとともに神奈川県倫理法人会の会員でも
あり３代目の県の会長です。県の倫理法人会を立ち上げた第一人者です。本日は報徳
の学びと倫理の学びをお話して頂けると思いますので、楽しみにお聞きください。

【実行委員長　小川会員】
２月１０日全員出席ということでお願いします。南クラブがホストクラブで、会員の
人数は少ないですが皆一生懸命やっておりますので、よろしくお願いします。

【古木会員】
記者クラブ問題の答え合わせ

◎ 卓話　吉野　雅裕　様　～平塚市の教育の現状～

　平塚湘南ロータリークラブの皆様には本市の教育に多大なる協力を頂いており御礼
申し上げます。
　自己紹介も交えてお話をさせて頂きます。平塚市の花水台で生まれ、地元花水小学
校・浜岳中学校・市内の高校・県内の大学と進んでまいりました。最初に神田中学校
で数学を教え、柔道部の顧問を致しました。昭和５４年、当時は戦後第３の非行のピー
クでした。大変荒れていた時代でした。暴力や器物破損、喫煙などは「反社会的行為・
行動」と言い、不登校、集団からの逃避等は「非社会的行動」と言います。子供たち
の状況も少子化や情報化などの時代の変化と共に「反社会的行動」から「非社会的行動」
に推移しています。不登校の原因は「家庭の状況」「友人関係」「無気力」「学業不振」
など多岐にわたっています。（経済的理由。病気は定義でのぞかれています）

笠原会員笠原会員

左から
柳川ガバナー補佐  幹事
小川 IM実行委員長
常磐ガバナー補佐

左から
柳川ガバナー補佐  幹事
小川 IM実行委員長
常磐ガバナー補佐
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【吉野雅裕（よしの　まさひろ）様プロフィール】
昭和 31 年生（60 歳）　現住所　平塚市撫子原 

職歴　昭和 54 年　4月　平塚市立神田中学校　教諭
　　　平成   9 年　4月　平塚市教育委員会学校教育部指導室指導主事
　　　平成 14 年　4月　神奈川県教育委員会教育部障害児教育課指導主事
　　　平成 17 年　4月　平塚市教育委員会学校教育部指導室長
　　　平成 20 年　4月　平塚市立大野中学校　校長
　　　平成 21 年　4月　平塚市教育委員会学校教育部長
　　　平成 23 年　4月　神奈川県教育委員会教育局中教育事務所長
　　　平成 26 年　4月　神奈川県教育委員会教育局支援部長
　　　平成 28 年　3月　定年退職
　　　平成 28 年　4月　神奈川県立総合教育センター善行庁舎　企画広報課
　　　平成 28 年 10 月１日～平成 31 年 9月 30 日　教育長就任

　平塚市も全国とほぼ同じような状況です。不登校の子供に対しては、担任が家庭
訪問をしたり、ケース会議を開くなど学校でも対応していますが、「子供教育セン
ター」や各学校でスクールカウンセラーの支援など専門的な立場からも支援してい
ます。
　では次に、平塚市の学校や教育の状況をお話します。まず、エアコンの設置につ
いてですが、現在、保健室・職員室、パソコン教室などには設置されていますが、
普通教室・特別支援学級には設置されていません。特別支援学級とは以前は「特殊
学級」と呼ばれていた障害のある子ども達が学習する学級を今はそう呼んでいます。
　盲学校や聾学校、養護学校も名称が変更になりました。「特殊」という言葉に差別
的な言い方だということで変更になりました。知的障害や肢体不自由などの障害だ
けでなくアスベルガー症候群・ＡＤＨＤ・ＬＤなどの「広汎性発達障害」なども認知
されてきて「特別支援教育」という概念が出てきたわけです。発達障害は子供だけ
でなく大人の方にもいらっしゃいます。病気ではなく障害ですので生まれつきのも
のです。子供大人にかかわらず、その生涯をよく理解し共に生きていく事が今、求
められています。
　「障害のある子供も、ない子供もできるだけ同じ場で共に学び、共に育つ」ことを
目指す教育を「インクルーシブ教育」と言います。神奈川県では今年度から県立の
３つの普通高校に知的障害児を入学させ同じ教室で授業を受けるという全国初の取
り組みに臨んでいます。「特別支援教育」「インクルーシブ教育」を是非覚えていた
だき、障害のある人たちと共生社会を築いていく事が大切になって来ていることを
実感してください。
　エアコンに関して今年度から３年間をかけて普通教室・特別支援教室にも設置す
ることに成りました。
　次に、「学習指導要領」が改定になります。各学校で授業などのカリキュラムを編
成する際に基準となるものですが、文部科学省が作成し、日本全国一定の水準の教
育を受けさせるためにそれに則って各地の学校が授業を実施していきます。今回の
改定の目玉となるのが「道徳の教科化」と「小学校英語の教科化」です。
　今現在「道徳」は教科ではありませんが、いじめによる自殺などの痛ましい事件
が再発しないように、子供たちの心の部分を育てる為に道徳教育をより充実させる
必要から今回の改定で教科に格上げされました。他の教科は数字で評価されますが、
道徳は「礼儀・思いやり・生命尊重」など数字で評価できないものがあります。そ
のため道徳の評価は文章による評価「記述式」になります。高校入試などの入学選
抜の資料とはなりませんので、教科と言っても「特別の教科道徳」という名前になっ
ています。
　そしてもう一つの「小学校英語の教科化」ですが、今まで小学５・６年生が週１
時間「外国語活動」という授業だったものが、２０２０年度から「英語」という教
科に格上げされ、授業時間も週２時間に増えます。英語の授業の無かった３・４年
生に新しく週１時間「外国語活動」の授業が実施されます。社会の急速なグローバ
ル化の進展に対応する為や東京オリンピックの開催等で、外国人との交流が増える
こと、国際競争力の激化、地球規模の環境問題への対応など様々な場面で今後は外
国人と接したり、一緒に生活したり仕事をしていくような場面が増え、コミュニケー
ションツールとしてますます重要になっていくからです。そのために小学生のうち

から、英語に親しみ、学習し、国際的共通語としての英語を身に着けるために文部
省が英語教育を充実させたようです。
　最後になりますが、教育委員会というのは学校の応援団であり、学校を下から、
周りから支援していく組織であると私は思っています。これからも平塚教育が、様々
な面で貴クラブのお力添えを賜る機会があると思いますので、その節はどうぞよろ
しくお願いします。
　最後になりましたが、平塚湘南ロータリークラブのますますのご発展と、皆様方
のご健康ご活躍を祈念いたします。本日はありがとうございました。



◎ 出席報告【笠原会員】
会員４２名　出席義務者３９名　出席者２４名　出席率６１．５％
今季初めにメーキャップをしましょうというお話をしましたが、２月からは是非、
やってみましょう。

◎ ＩＭキャラバン
【常盤ガバナー補佐】
田嶋様は株式会社ヤオマサの会長で在られるとともに神奈川県倫理法人会の会員でも
あり３代目の県の会長です。県の倫理法人会を立ち上げた第一人者です。本日は報徳
の学びと倫理の学びをお話して頂けると思いますので、楽しみにお聞きください。

【実行委員長　小川会員】
２月１０日全員出席ということでお願いします。南クラブがホストクラブで、会員の
人数は少ないですが皆一生懸命やっておりますので、よろしくお願いします。

【古木会員】
記者クラブ問題の答え合わせ

◎ 卓話　吉野　雅裕　様　～平塚市の教育の現状～

　平塚湘南ロータリークラブの皆様には本市の教育に多大なる協力を頂いており御礼
申し上げます。
　自己紹介も交えてお話をさせて頂きます。平塚市の花水台で生まれ、地元花水小学
校・浜岳中学校・市内の高校・県内の大学と進んでまいりました。最初に神田中学校
で数学を教え、柔道部の顧問を致しました。昭和５４年、当時は戦後第３の非行のピー
クでした。大変荒れていた時代でした。暴力や器物破損、喫煙などは「反社会的行為・
行動」と言い、不登校、集団からの逃避等は「非社会的行動」と言います。子供たち
の状況も少子化や情報化などの時代の変化と共に「反社会的行動」から「非社会的行動」
に推移しています。不登校の原因は「家庭の状況」「友人関係」「無気力」「学業不振」
など多岐にわたっています。（経済的理由。病気は定義でのぞかれています）

　平塚市も全国とほぼ同じような状況です。不登校の子供に対しては、担任が家庭
訪問をしたり、ケース会議を開くなど学校でも対応していますが、「子供教育セン
ター」や各学校でスクールカウンセラーの支援など専門的な立場からも支援してい
ます。
　では次に、平塚市の学校や教育の状況をお話します。まず、エアコンの設置につ
いてですが、現在、保健室・職員室、パソコン教室などには設置されていますが、
普通教室・特別支援学級には設置されていません。特別支援学級とは以前は「特殊
学級」と呼ばれていた障害のある子ども達が学習する学級を今はそう呼んでいます。
　盲学校や聾学校、養護学校も名称が変更になりました。「特殊」という言葉に差別
的な言い方だということで変更になりました。知的障害や肢体不自由などの障害だ
けでなくアスベルガー症候群・ＡＤＨＤ・ＬＤなどの「広汎性発達障害」なども認知
されてきて「特別支援教育」という概念が出てきたわけです。発達障害は子供だけ
でなく大人の方にもいらっしゃいます。病気ではなく障害ですので生まれつきのも
のです。子供大人にかかわらず、その生涯をよく理解し共に生きていく事が今、求
められています。
　「障害のある子供も、ない子供もできるだけ同じ場で共に学び、共に育つ」ことを
目指す教育を「インクルーシブ教育」と言います。神奈川県では今年度から県立の
３つの普通高校に知的障害児を入学させ同じ教室で授業を受けるという全国初の取
り組みに臨んでいます。「特別支援教育」「インクルーシブ教育」を是非覚えていた
だき、障害のある人たちと共生社会を築いていく事が大切になって来ていることを
実感してください。
　エアコンに関して今年度から３年間をかけて普通教室・特別支援教室にも設置す
ることに成りました。
　次に、「学習指導要領」が改定になります。各学校で授業などのカリキュラムを編
成する際に基準となるものですが、文部科学省が作成し、日本全国一定の水準の教
育を受けさせるためにそれに則って各地の学校が授業を実施していきます。今回の
改定の目玉となるのが「道徳の教科化」と「小学校英語の教科化」です。
　今現在「道徳」は教科ではありませんが、いじめによる自殺などの痛ましい事件
が再発しないように、子供たちの心の部分を育てる為に道徳教育をより充実させる
必要から今回の改定で教科に格上げされました。他の教科は数字で評価されますが、
道徳は「礼儀・思いやり・生命尊重」など数字で評価できないものがあります。そ
のため道徳の評価は文章による評価「記述式」になります。高校入試などの入学選
抜の資料とはなりませんので、教科と言っても「特別の教科道徳」という名前になっ
ています。
　そしてもう一つの「小学校英語の教科化」ですが、今まで小学５・６年生が週１
時間「外国語活動」という授業だったものが、２０２０年度から「英語」という教
科に格上げされ、授業時間も週２時間に増えます。英語の授業の無かった３・４年
生に新しく週１時間「外国語活動」の授業が実施されます。社会の急速なグローバ
ル化の進展に対応する為や東京オリンピックの開催等で、外国人との交流が増える
こと、国際競争力の激化、地球規模の環境問題への対応など様々な場面で今後は外
国人と接したり、一緒に生活したり仕事をしていくような場面が増え、コミュニケー
ションツールとしてますます重要になっていくからです。そのために小学生のうち
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から、英語に親しみ、学習し、国際的共通語としての英語を身に着けるために文部
省が英語教育を充実させたようです。
　最後になりますが、教育委員会というのは学校の応援団であり、学校を下から、
周りから支援していく組織であると私は思っています。これからも平塚教育が、様々
な面で貴クラブのお力添えを賜る機会があると思いますので、その節はどうぞよろ
しくお願いします。
　最後になりましたが、平塚湘南ロータリークラブのますますのご発展と、皆様方
のご健康ご活躍を祈念いたします。本日はありがとうございました。

吉野　雅裕様吉野　雅裕様

吉野様　　三富会長吉野様　　三富会長



◎ 出席報告【笠原会員】
会員４２名　出席義務者３９名　出席者２４名　出席率６１．５％
今季初めにメーキャップをしましょうというお話をしましたが、２月からは是非、
やってみましょう。

◎ ＩＭキャラバン
【常盤ガバナー補佐】
田嶋様は株式会社ヤオマサの会長で在られるとともに神奈川県倫理法人会の会員でも
あり３代目の県の会長です。県の倫理法人会を立ち上げた第一人者です。本日は報徳
の学びと倫理の学びをお話して頂けると思いますので、楽しみにお聞きください。

【実行委員長　小川会員】
２月１０日全員出席ということでお願いします。南クラブがホストクラブで、会員の
人数は少ないですが皆一生懸命やっておりますので、よろしくお願いします。

【古木会員】
記者クラブ問題の答え合わせ

◎ 卓話　吉野　雅裕　様　～平塚市の教育の現状～
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校・浜岳中学校・市内の高校・県内の大学と進んでまいりました。最初に神田中学校
で数学を教え、柔道部の顧問を致しました。昭和５４年、当時は戦後第３の非行のピー
クでした。大変荒れていた時代でした。暴力や器物破損、喫煙などは「反社会的行為・
行動」と言い、不登校、集団からの逃避等は「非社会的行動」と言います。子供たち
の状況も少子化や情報化などの時代の変化と共に「反社会的行動」から「非社会的行動」
に推移しています。不登校の原因は「家庭の状況」「友人関係」「無気力」「学業不振」
など多岐にわたっています。（経済的理由。病気は定義でのぞかれています）
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平塚ロータリークラブ　常盤ガバナー補佐・柳川会員
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大森会員 まんじ！いらっしゃ～い！
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労様です。
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