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　皆さん、こんにちは。本日は、4月から新しく沼津市
の教育長になられた服部先生に卓話をいただくことにな
りました。お忙しいところありがとうございます。沼津ＲＣ
には沼津市の教育委員を歴任されたロータリアンが5名
ほどおられます。教育委員になると、Ｒに加入するようです。
　今日は、私の仕事の介護保険制度について少しお話
をさせていただきます。日本の超高齢化社会での高齢者
福祉・介護を支える新しい制度として、平成12年4月か
ら導入され、今年で16年目を迎えます。介護保険制度
も国民の間に広く定着した感があります。それまでは、老
人福祉法による税金を財源とした措置制度でした。税金
では将来財源を確保できないと考え、社会保険方式を
導入し介護保険料として国民から幅広く財源を確保してい
くものです。介護保険の財源は、公費（国25％、県
12.5％、市町村12.5％）と、被保険者50％（1号被保
険者19％、2号被保険者31％）からなっています。介護
保険制度導入にあたり、保険あってサービスなしでは国
民の理解を得られないと考え、在宅サービスに限り民間
企業・株式会社等の参入を認め、サービス提供の多様
性を確保しました。その結果今日では、沼津市内でもデ
イサービスの事業所が60前後あり、過剰気味のように思
えます。また、住宅型有料老人ホーム、介護型有料老
人ホーム、サービス付高齢者住宅も次から次に建設さ
れており、空きも出ているようです。
　高齢者介護等でお困りのことがございましたら、私を
含め会員の中に高齢者介護や医療に関する先生方がお
りますので、気軽にご相談ください。

ゲスト  服部裕美子様

他ＲＣ出席  石川（三）君・吉野君・山本君（10.14静
岡第3分区ＩＴ推進研修セミナー）、石川
（三）君・山本君（10.14静岡第3分区第
3回会長幹事会）、積君・細澤君・渡邊
（洋）君・山口君・山本君（10.16再生サッ
カーボール事業・アスルクラロＲＣマッ
チ観戦）、金子君・能見君・大熊君（10.17
沼津柿田川）

欠席者（6名）
石渡君、金子君、北澤君、望月君、
長橋君、野際君
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10月28日（金）
　沼津4ＲＣ合同例会（18:30点鐘）

11月4日（金）
　Ｒ財団月間担当例会
 Ｒ財団委員会委員長　　東　　宗徳君

「夢ある人」づくりに向けて

　　　沼津市教育委員会
 教育長　　服部裕美子様

卓話

石川（三）君…お忙しい中、沼津ＲＣにお越しくださ
り、ありがとうございます。本日は卓話をよろしくお
願いします。
渡辺（芳）君…結婚記念日のお祝いありがとうござい
ます。

１ ．例会変更のお知らせ
　沼津柿田川…10/31（月）は11/3（木/祝）
 グラウンドゴルフ大会
　　　　　　　11/7（月）は移動例会
　　　　　　　11/14（月）は裁量休会
　　　　　　　11/28（月）は12/4（日）
 グラウンドゴルフ大会
　富　士　宮…10/31（月）は特別休会
　富 士 宮 西…10/28（金）は10/30（日）ミツバ
 ツツジ植樹例会＠朝霧アリーナ
　　　　　　　11/4（金）は裁量休会
　　　　　　　11/11（金）は米山梅吉記念館
 訪問例会
　沼　津　北…11/1（火）は10/28（金）
 沼津4ＲＣ合同例会
　長　　　泉…11/9（水）は11/6（日）移動例会
　　　　　　　11/16（水）は移動例会
　　　　　　　11/23（水）は祝日休会
２ ．ロータリー米山記念奨学会ご寄付のお願い（今
年度地区目標：￥16,000/人・年）
　⇒ 10月は米山月間です。皆様のご協力をよろしく
お願いいたします

◆第5回定例理事会
　2016.10.21（金）13:35～　出席者14名

【議事】
１ ．11月例会プログラムの件　承認

11月11日 会員リレートーク
 会　員　　積　　惟貞君
 奥村　茂春君

11月18日 イニシエーションスピーチ
 会　員　　渡邉　秀一君

11月25日 地区大会報告 副会長・幹事

12月2日 年次総会　団欒例会

２ ．11/5（土）御殿場ＲＣ創立50周年記念式典祝
儀の件　承認
３ ．「千本をよくする会」道具置場許可申請の件
 　承認
４ ．12/22（木）忘年家族会の件　承認
　⇒ 予算案は別紙の通り・開会は18時30分・寄付
による景品は基本的に10,000円以内

理 事 会 だ よ り

　4月1日、教育長を拝命しました。新たな制度で
の教育長就任に身の引き締まる思いです。小学校
での教職経験を生かし、本市の教育の一層の発展
のため精一杯努めてまいります。どうぞよろしくお願
いします。

◆本市では、明日の社会を担う「夢ある人」づくりを
目的とし、教育施策の根本となる方針を定めた「沼
津市教育大綱」や「沼津市教育基本構想」が策定さ
れています。ここに示された理念の具現化に向け、
現状の課題をとらえた施策を実施していきます。

◆学校教育についての重点的な取り組みとしては、
「環境整備」と「指導の充実」に努めたいと考えてい
ます。子どもが落ち着いて豊かに学ぶことができる
教育環境を整えていきます。また、教職員が子ども
に向き合う時間や指導の充実のために、支援員等
職員による組織体制の強化に取り組んでいきます。

◆学校規模の適正化・小中一貫教育について
　全国的な少子化の流れの中で、本市においても、
各学校の児童生徒数の減少は大きな問題です。平
成27年5月の市内公立小中学校の児童生徒数は、
合計14,400人で、10年前と比較して約2,800人
減少しており、今後も減少するものと考えられます。
校区別に見ますと、沿岸部を中心に減少傾向が目
立つ一方、岡宮地区を含む門池校区は宅地化の進
行により著しい増加傾向が見られます。
　児童生徒が集団において多様な考えにふれ、認
め合い切磋琢磨する中で資質や能力を伸ばしていく
という学校の担う役割の面からは、児童生徒数の
一定規模の維持も重要です。また、学校には地域
住民との連携、コミュニティ・防災の核としての大
きな役割もあります。

◆昨年度、教育委員会において、中・長期的な見
通しを検討すべく「学校規模・学校配置の適正化」
の概略方針を作成しました。先に開校した静浦小
中一貫学校の成果をもとに、市内各地区の学校が、
未来を創る子どもたちの力を最大限に伸ばす充実し
た教育ができるよう、地域の皆様とともに考えていき
たいと思います。皆様方のお力添えを何卒よろしく
お願いいたします。

四つのテスト
言行はこれに照らしてから

Ⅰ　真実か　どうか　　　　　　　
Ⅱ　みんなに公平か　　　　　　　
Ⅲ　好意と友情を深めるか　　　　
Ⅳ　みんなのためになるか　どうか

ロータリーの標語　超我の奉仕
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