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第 1116_1117 回例会報告                         10 月 12 日(水） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日の例会  10 月   26 日（水） 次週予告  11 月   2 日（水） 

◎ソング 「それでこそロータリー」 

           池田 美江 会員  

◎プログラム  卓話 

                   矢野 浩臣 会員 

◎ソング 「君が代」「われらの生業」 

            田辺 朱希美 会員 

◎プログラム 

ロータリー財団委員会プログラム           

 

 

 

 

 

会長 山本 章太郎 

 

皆さん こんばんは。 

 

セブン‐イレブン・ジャパンは、同社が運営す

るインターネットショッピングサイト「オムニ7」

で医薬品約 3000 点を販売し、購入した商品が全

国のセブン‐イレブンで店舗受取りできるサービ

スを 2016年 9月 28日から開始しました。 

2015年に医薬品の販売ルールが改正され、使用

に注意が必要な一部の医薬品は「要指導医薬品」

として対面販売に限る一方で、すべての「一般用

医薬品」は、薬剤師または登録販売者が常時配置

されている、実店舗を有しているといった一定の

条件が整えば、、インターネットや電話による注文

販売ができるようになっていました。 

今回オムニ 7の「イトーヨーカドーネット通販」

に「医薬品」の項目が追加され、商品の受取場所

をセブン‐イレブンに指定すると最寄りのセブン

‐イレブンで 24時間商品を受け取ることができ、

送料や受け取り手数料はかかりません。 

頭痛薬の「ロキソニン S」シリーズ、胃腸薬の

「ガスター10」、育毛剤の「リアップ」、アレルギ

ー鼻炎薬の「アレグラ」なども購入できます。 

但し、注文時に簡易的なチェック式の問診がお

こなわれ、注文完了後に薬剤師の判断で販売をキ

ャンセルされたり、薬剤師から注文者へ直接確認

メールを送るといった対応が取られる場合はあり

ます。 

いよいよドラッグストアにも逆風が吹き始めて

いるようですね。 

 

本日の本は「日本人には 2種類いる」岩村暢子

（いわむらのぶこ）著 新潮新書です。 

筆者はマヨネーズの「キューピー」の社員とし

ての活動を通して、日本人の家族を食卓を中心に

見つめ続けてきました。 

その結果到達したのが、「日本人には 2種類いる」

という結論でした。1960年を境に、日本人の生育

環境は一変し、この年以降に生まれた「’60年型」

はみな“新型の日本人”なのだそうです。 

「個」と「家族」という人の関係性を変えてし
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まった「1960年の断層」を 35の視点から炙り出

しています。 

例えば、出産については自宅または両親の実家

で産むのが一般的で、産婆さんに取り上げてもら

うのが主流でしたが、1960年を境に施設出産が多

数を占めるようになりました。 

また、サラリーマンの労働時間がどんどん長く

なり、父親の家庭でのポジションがどんどん低く

なっていきます。 

子供の教育についても父親より母親が中心にな

ったのもこの頃からです。おもちゃを見ても、大

勢で遊ぶめんこやおはじきより、一人で遊べる高

級玩具が発売されています。今でも人気の「プラ

レール」なども 1961年に発売されています。 

客観的評価に欠けるところが多い作品ですが、

面白い観点をしています。 

 

 

 

卓 話  

         宝塚市教育長 須貝浩三様 

 宝塚市の教育振興基本計画について語って頂き

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市教育委員会では、教育振興に関する基本的な

計画として、計画期間を平成 23年度から 10年間

とする「宝塚市教育振興基本計画」を策定してい

ます。 

この計画は、教育基本法第 17条第 2項の規定に

基づき定めるもので、宝塚市の特色を活かしなが

ら、教育の理念となる基本目標と計画期間の 10年

間を見通した 4つの教育の方向性、それらを実現

するための基本方針と施策で構成されています。 

平成 27年度は計画前期の最終年度に当たるこ

とから同計画の見直しを行い、このたび平成 28年

度から平成 32年度までの5年間に取り組むべき計

画を後期計画として策定しました。 

後期計画では、46の施策の中から本市の子ども

たちの現状を踏まえ、今後の 5年間で特に力を注

ぐべき施策として、5つの重点施策を選定しまし

た。今後、計画に基づき各施策を着実に実行し、

本市の目指す教育の実現に向けて取り組みを進め

ます。 

 

基本目標 「自分を大切に 人を大切に ふるさ

と宝塚を大切にする人づくり」 

本計画では、計画策定当初に 10年間を通した基

本的な目標を掲げています。 

「自分を大切に」とは、自分のいのちを大切に

し、自分の存在を大事に思うこと、そして、「人を

大切に」とは自分と同じように他の人のいのちも

大切にし、また、その存在を大事に考えるという

意味です。 

さらに、「ふるさと宝塚を大切にする人づくり」

とは、自分を育ててくれた、ふるさとである宝塚

の自然や建物、文化、伝統に感謝の気持ちを持ち、

人や物を大切にする心を育てていきたいというこ

とを表しています。 

 

計画の対象期間と進行管理 

宝塚市教育振興基本計画の計画期間は平成 23

年度（2011年度）から平成 32年度（2020年度）

までの 10年間です。平成 27年度（2015年度）に

見直しを行い、平成 28年度（2016年度）から平

成 32年度（2020年度）までの 5年間に取り組む

べき計画を後期計画として策定しました。 

この計画を着実に推進し、計画に基づく各事業

を確実に執行することに努める一方、毎年度実施

する事務執行等に関する評価により、計画の基本

方針や施策に基づき実施する事業の妥当性や整合

性について検証を行います。 

この評価結果に基づき、次年度以降に具体的に

取り組む各種事業の参考とするほか、その内容に

よって計画に基づく方針や施策についての見直し

も検討します。 

さらに、計画の最終年度に当たる平成 32年度

（2020年度）には総合的な点検・評価に基づき 10

プログラム 
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年間の総括を行い、次期計画に向けての検討を行

います。 

 

重点的に取り組む 5つの教育施策 

後期計画の策定に当たっては、本市の子どもた

ちの現状を踏まえ、今後の 5年間で力を注ぐべき

施策を重点施策として選定しました。 

 

重点施策 1 幼児期の教育・保育の充実を図りま

す 

幼児教育は子どもの基本的な生活習慣を育て、

学びの基礎や生涯にわたる人格形成の基礎を培う

上で大切な役割を担っています。 

学齢期のみならず幼児期における教育が伸びゆ

く可能性を持った子どもたちにとって重要である

と認識し、幼児教育に重点を置くとともに、小・

中学校との連携を図ります。 

主な取組 

・幼児教育センターを設置し、時代にふさわしい

教育・保育を推進します 

・公私立幼稚園・保育所との連携及び保幼小中の

連携を強化します 

 

重点施策 2 体育・スポーツ活動を推進します 

 

子どもの時に活発に運動することは、成長、発

達に必要な体力を高め、スポーツに親しむ意欲や

能力を育成します。 

体力は学力と並ぶ両輪で、生きる力のベースと

なるものです。元気で、活力に満ちた子どもを育

てるため、基礎的な運動能力を向上させる体育・

スポーツ活動を推進します。 

主な取組 

・「体力向上プログラム」を策定し、子どもの体力

を向上します 

・体力向上指導員や体育授業サポーターを派遣し、

学校園の体育を支援します 

 

重点施策 3 読書活動を推進します 

 

読む、聞く、話す、書くといった、ことばの力

を身に付けることは、学力の基盤であり、今後の

グローバル社会に対応できる力にもつながります。

読書を通じ、子どもの心を豊かに育てると同時に、

ことばの力を高め、思考力、表現力を磨き、想像

力を育む言語活動の活性化を図ります。 

主な取組 

・読書のまち宝塚をめざし、朝の読書活動などを

推進します 

・「（仮称）ことばの祭典」事業などを実施し、言

語活動を活性化させます 

 

重点施策 4 教員の授業力向上を図ります 

子どもたちが楽しく充実した学校園生活を送る

ためには、授業力をはじめとする教員の力量を向

上させることが重要です。 

未来を担う子どもの志や人格の形成に携わる専

門職としての自覚を持ち、自信を持って教育活動

に専念できる環境づくりを進め、研究体制の整備

や支援などを行います。 

主な取組 

・校内研修を活性化することで教えるプロとして

の力量を高め、研究指定校の拡充を図ります 

・授業力向上支援員の活用等により若手教員の育

成を図ります 

 

重点施策 5 学校・家庭・地域の連携を強めます 

 

学校園だけで教育が完結することはなく、学

校・家庭・地域が、連携、協働する中で、豊かな

より良い教育の実現が果たせます。 

地域の人々による学校園の支援体制が十分に機

能し、全市的な取組となるよう体制の見直しを図

るとともに、学校、保護者、地域がパートナーと

して学校運営にあたるコミュニティ・スクールの

指定に向けた取組を進めます。 

主な取組 

・地域コーディネーターを養成し、たからづか学

校応援団の活性化を図ります 

・コミュニティ・スクールの指定を検討し、地域

に開かれた学校園づくりを進めます 

 

 

 

○槇野 稔 君 

 8月 21日長男の長女、10月 9日長女の長女と孫

ニコニコ箱 
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の連続。  ニコニコ 

 

○芝池 巌 君 

 宝塚教育長の須貝浩三様本日はようこそ宝塚中

ロータリークラブへお越しくださいました。 

 

○竹原 善記 君 

 いつも楽しい例会、ありがとうございます。 

 

 

 

□ソング 

 「四つのテスト」       

野木 久子 会員 

□お客様 

須貝 浩三 様 （宝塚市教育長） 

山内 玲子 様 （宝塚演奏家連盟 会長） 

 

□出席報告 

 会員数 出席免除 算定 本日 MU 出席率 

本日 34 2 32 26  81.25 

前々回 

9/27 
34 2 32 20 5 78.13 

 

□幹事報告 

新事務所の住所。 

宝塚市栄町１丁目１７－８－２  

大門医院ビル２F 

電話番号、FAX 番号に変更はありません。 

入室用キーは事務所のキーボックスにあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リフレッシュ・エクササイズ №283  

 

★24期・第 4回目、通算 283回目の「リフレッシ

ュ・エクササイズ」です。 

よろしくお願い致します。 

 

★本日は公務ご多用のところ 宝塚市教育長「須

貝浩三様」をお迎えしています。 

宜しければご一緒にお楽しみくださいませ。 

 

★急に寒くなって参りました。身体を温め「体温

を保つエクササイズ」です。 

 

★お顔にこにこ呼吸と声をしっかりお願い致しま

す。 

 

1）先ず息を吸い「あ～」と吐きながら両手首を出

来るだけ早く横に振ります。 

2）縦に振ります。（眼の高さで行います） 

3）外回し、内回し。 

4）両手を「ありがとう・・・」と言いながらこす

り合わせます。 

5）右手の平にお左手の指先をツン・ツン・ツンと

打ち付けます。 

6）手を変えて行います。 

7）両手を耳の後ろに付けるようにして上に伸ばし

ます。（肘を伸ばします） 

8）そのまま腕の付け根に下ろします。 

9）指先で「ダンチュウ」から腕の付け根まで、さ

すりながら 3回イチ・ニい・サンと広げます。 

10）又上に伸ばして、どさっとおろします。 

11）親指を中にし「クンバハカ」して終わります。 

 

 ★「手先」「足先」の刺激をして温めて下さい。

体中がポカポカしてきます。 

次回をお楽しみに！ありがとうございました。                  

―完― 

 

☆1117 回例会（10 月 17 日 月曜日） 

宝塚中ﾌﾟﾛﾊﾞｽｸﾗﾌﾞとの合同例会をホテル若水にて 

実施しました。 

週刊報告 
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10月誕生日の木本会員、野木会員 そして槇野会員

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**お年寄りが詠んだ川柳それがシルバー川柳**                                   

 

○ この動悸 昔は恋で 今病気 

○ 恋かなと 思っていたら 不整脈 

○ いびきより 静かな方が 気にかかる 

○ 万歩計 半分以上が 探し物 

○ LED 使い切るまで ない寿命 

○ 忘れえぬ 人はいるけど 名を忘れ 

○ おじぎして 共によろける クラス会 

○ 腹八分 残した二分で 薬飲む 

○ 味のある 字とほめられた 手の震え 

○ 誕生日 ローソク吹いて 立ちくらみ 

○ 目覚ましの ベルはまだかと 起きて待つ 

○ 大事なら しまうな二度と でてこない 

○ 妻肥満 介護になったら 俺悲惨 

○ ひ孫 孫 名前混乱 全部言う 

○ 景色より トイレが気になる 観光地 

○ なあお前 はいてるパンツ 俺のだが 

○ 起きたけど 寝るまで特に 用はなし           

 

竹原善記会員 投稿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当クラブＨＰへのＱＲコードです。 

スマホでお試し下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今週の本 

「日本人には 2種類いる」 

岩村暢子（いわむらのぶこ）著 新潮新書 

 

 

 

 


