
2017-2018年度 RI テーマ
HIRATSUKA RC テーマ　

：変化をもたらす ～MAKING A DIFFERENCE～
：明るく　楽しく　…そして誇りをもって！

平塚ロータリークラブ 週報
Hiratsuka R.C. Weekly

例会日　毎週木曜日　12:15～13:30
会　場　グランドホテル神奈中　2F
事務局　平塚市松風町2-10 平塚商工会議所内
連絡先   0463-23-5955（事務局）　

会長 :片野之万　副会長 :清水 裕　幹事：三荒弘道　　会報委員長：馬上 晋

年　  月　  日       第　　　　回       週報第　　　　号

１．真実かどうか　２．みんなに公平か　３．好意と友情を深めるか　４．みんなのためになるかどうか

2017 10 12 3123 3123

会員数　   名

会員数　   名

対象者　   名

対象者　   名

出席者　       　  名

出席者　       　  名

出席率　  　　  %

出席率　  　　  %

本　日　   月　   日

前々回　   月　   日 計        名
修
正
率

名 %

10 12 61 58 36(36) 62.07

9 28 61 58 76.27 86.44516MUP

　冒頭に、平塚商業高校の教育活動におきましては、片
野会長を初めとした平塚ロータリークラブの皆さん、地域
の多くの皆様に支えられていることを感謝申し上げます。
　私は小田原市の農工商が揃った家に生まれ、多くの人
の出入りの中で育ちました。
　小さい頃からオーケストラが好きで、たくさんの先生に
導いていただいたことが今につながっていると感じていま
す。学生時代は学科の勉強はろくにしていませんでした。
　教員に採用され、20 代は部活動の顧問に重点を置き、
今流行の吹奏楽畑で数々の成績を残しています。平塚商
業では本来の専門学科教員としての業務に力を入れ、現
在に至ります。
　全国の専門学科で学ぶ生徒は約 61 万人、首都圏、特
に神奈川県は普通科傾向が強く、47都道府県の中でほぼ
ワースト、低所得家庭が多いのも傾向です。平塚市は産
業都市であり、３つの専門学科の高校が設置されていま
す。

専門高校の魅力と地域力について

本日の卓話者ご紹介

卓 話

45(43)

　普通科という学科設置は先進国でも日本に多く見ら
れる傾向ですが、専門学科視点で見ると、職業、納税
者の育成、社会貢献人財といったことが軽視されている
と感じています。中堅校以下の普通科からは就職は難
しいため、借金して進学するかフリーターの温床に
なっていると聞いています。
　平塚商業は戦後の産業復興で多くの企業が誘致され
たことに絡み、新設された学校です。前身は平塚市立
の学校でした。現在は①全員が主役、②地域の学校、③
専門性の追求の３つを柱に教育活動を行っています。
　社会人基礎力を自然に身につけられる学校デザイン
です。特徴的なのは生徒が自分たちで課題を見つけ仮
説を立て、それを検証するための実験実習を地域の皆
さんの力で行っているところです。平商鉄板 Project や
ぷちひらつか等の活動も授業の中で実施しています。
ものごとづくりの学校といわれる所以です。
　平成 32 年度から再編統合された新校としてスタート
します。現在の平塚農業の敷地に商業教育棟を新設し、
時代にあったビジネス教育と、農業＋商業のコラボで
新しい教育が行われる予定です。
　また、平成 31 年度までに全校にコミュニティスクー
ル制度が導入されます。いままで以上の地域の力が学
校教育に反映されます。

神奈川県立平塚商業高校　
総括教諭　穂田智範（ほだとものり）様

略歴
1974年1月小田原市にて建設業、農業、珠算塾等を営む家
に生まれ、幼少より約200人の小学生が通う環境で育つ。
県立小田原高等学校を経て、中央大学商学部会計学科で
学ぶ。1997年度より神奈川県立小田原城東高等学校へ着
任、吹奏楽部を部員数名から指導・指揮し、東関東吹奏楽

コンクール金賞、マーチング・バトンステージ全国大会出場等。
その後、知事部局へ3年間行政出向し、2008年度より神奈
川県立平塚商業高等学校全日制へ着任、商業課主任を歴
任し、現在地域連携・広報グループ総括教諭。
2年前より平塚市民となる。
【平商で導入・推進した主な事項】
・全国産業教育フェア初のキッズビジネスタウン導入。
・JCをはじめ地域企業、団体との連携を推進。
・会計教育の充実。カリキュラム改編、対策講座、e－ラーニ
ング、高大連携、高専連携職業会計人育成プロジェクト導入。
・独立行政法人INPITの知的財産権学習導入
・生徒が主体的に学ぶ学校づくりの推進。　課題探求型プ
ロジェクト学習の推進。
【研究発表及び講師等】
・全国商業教育研究大会、千葉商科大学、千葉県商業教育
研究会、神奈川県商業教育研究会、文教大学教員免許更新
講習講師等。全国の商業関係校教員とのパイプ役。
【音楽活動】
・オーケストラ：市民団体の企画運営
・吹奏楽：コンクール全国大会、学生団体指導
・その他：若手職業演奏家のサポート、演奏家との親交が多数。
ヴァイオリン、チェロ、ホルンの演奏をする。

神奈川県立平塚商業高校
総括教諭　 穂田智範様

卓話者ご紹介

予定しておりました元・米山奨学生ガンバヤル ツェルメン君の都合が
悪くなりまして、急遽、神奈川県立平塚商業高校 総括教諭 穂田智範様
に卓話をお願いいたしました。

神奈川県立平塚商業高校
総括教諭　穂田智範 　結びとなりますが、学校

が減ることは、少子化と関
係があるのはもちろんです
が、地域力との関係性も
あると考えます。地域の学
校はみなさんの教育資源
ですので、今後もご尽力
をお願いいたします。
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クラブ会報委員会　◎ 馬上 晋　○ 青山 紀美代　西村 裕子　清水 雅広

幹事報告
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本日のスマイル

ゲスト

ビジター

卓話・行事予定

市内例会変更

◎第5回インター・ローターアクト委員会/地区IACアクター
　ズミーティングが今週の土曜日14日に開催されます。
　森誠司会員が出席されます。

◎社会・国際奉仕セミナーが10月21日（土）に開催されます。
　杉山会長エレクト、鳥山社会奉仕委員長、江藤奉仕プ
　ロジェクト副委員長が出席されますが、ガバナー事務所
　より席にまだ余裕があるので、新会員の方のご参加を
　おまちしていますとのご連絡がありました。ご希望の方
　は本日事務局までご連絡ください。

◎「第45回平塚市緑化まつり」第1回実行委員会が10月30日
　（月）に開催されます。
　瀬尾光俊会員が出席されます。

◎「第1回　新会員セミナー」が開催されます。
　日時：2017 年 12月7日（木）　
　対象：入会 5年未満の会員
　詳細につきましては決定次第ご連絡致します。

◎第51回神奈川県ロータリアン親睦テニス会（上野杯）のご案内
　日時：11月 14日（火）　
　　　　9：30 集合／ 16：00ﾊﾟｰﾃｨ- ／ 18：00 解散
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委員会報告

10月19日（木）

10月26日（木）

卓話　少年少女国連大使　高久夢華様

卓話　株式会社白坂企画　
             代表取締役　白坂亜紀様

現在ございません

神奈川県立平塚商業高校　総括教諭　穂田智範様

飯塚和夫会員、今村佳広会員、栗原良彰会員、
鈴木成一会員、玉井常裕会員、柳川正人会員

・第8グループ幹事　秋山　智　　　
　RID2780地区第7･8･9グループ合同  「第1回　新会員の
　集い」が10月5日に開催されました。当クラブからは入会 
　3年以下の会員15名、会長、幹事、委員長6名計21名が参
　加され、総勢約１２５名ほどで和やかにかつ盛大に開催
　されました。

・姉妹クラブ委員会　委員長　前田孝平
　本年度も姉妹クラブである台南東RC訪問を12月1日（金）
　～3日（日）に実施いたします。10日にお知らせをお送りし
　ました通り、到着日に記念式典に参加し、二日目と三日目
　の半日は観光となります。多くの方のご参加をお願いい
　たします。
　回答は来週の19日（木）までです。

　
　会場：湘南ローンテニスクラブ　（茅ヶ崎市香川）
　参加料：ロータリアン　7,000 円　　
　　　　　ご家族・ゲスト　5,000 円（ﾊﾟｰﾃｨ- 費まで含む）
　締切：11月 3日（金）
　＊お申込みの方は事務局までご連絡下さい。

◎平塚市観光協会から2018年版「湘南ひらつか観光写真
　カレンダー」のご案内がきております。
　市民参加のコンクールの入賞作品から選んだ平塚の海、
　山、川、田園風景やイベント写真を掲載したカレンダー
　です。一本 1,000 円です。（20 本以上ご購入の場合は
　1本 800 円です）
　ご希望の方は各テーブルに申込書が置いてありますので、
　例会後に受付にお申し込み下さい。
　
◎来週の例会は平常通り12時15分からの開催となりますが、
　会場はグランドホテル神奈中「なでしこの間」となります。
　お間違えの無いようお願いいたします。

神奈川県立平塚商業高校　
総括教諭　穂田智範（ほだとものり）様

略歴
1974年1月小田原市にて建設業、農業、珠算塾等を営む家
に生まれ、幼少より約200人の小学生が通う環境で育つ。
県立小田原高等学校を経て、中央大学商学部会計学科で
学ぶ。1997年度より神奈川県立小田原城東高等学校へ着
任、吹奏楽部を部員数名から指導・指揮し、東関東吹奏楽

コンクール金賞、マーチング・バトンステージ全国大会出場等。
その後、知事部局へ3年間行政出向し、2008年度より神奈
川県立平塚商業高等学校全日制へ着任、商業課主任を歴
任し、現在地域連携・広報グループ総括教諭。
2年前より平塚市民となる。
【平商で導入・推進した主な事項】
・全国産業教育フェア初のキッズビジネスタウン導入。
・JCをはじめ地域企業、団体との連携を推進。
・会計教育の充実。カリキュラム改編、対策講座、e－ラーニ
ング、高大連携、高専連携職業会計人育成プロジェクト導入。
・独立行政法人INPITの知的財産権学習導入
・生徒が主体的に学ぶ学校づくりの推進。　課題探求型プ
ロジェクト学習の推進。
【研究発表及び講師等】
・全国商業教育研究大会、千葉商科大学、千葉県商業教育
研究会、神奈川県商業教育研究会、文教大学教員免許更新
講習講師等。全国の商業関係校教員とのパイプ役。
【音楽活動】
・オーケストラ：市民団体の企画運営
・吹奏楽：コンクール全国大会、学生団体指導
・その他：若手職業演奏家のサポート、演奏家との親交が多数。
ヴァイオリン、チェロ、ホルンの演奏をする。


