Ｈ．25．06．30

東京城西ロータリークラブ

ジュニア支援 『杉並区小・中学生の課外授業』

活動報告

２００２－０３年度（鏑木 亨 会長）
当クラブの会員が自らの職業体験を生かし、自ら汗をかいて青少年の育成に
役立つ奉仕活動を行おうと考えて計画を開始した。
杉並区山田区長・杉並区教育委員会と協議の上、杉並区学校教育コーディネー
ターと相談しながら『杉並区小・中学生の課外授業』に取り組むことに決定し
た。

２００３－０４年度（喜多崇介 会長）
（講演活動実績）
・杉並区立天沼中学校

ＲＩ100 周年記念事業

道徳授業公開講座
予備授業『少年法といじめ』
Ｈ.15.09.11
道徳授業公開講座
Ｈ.15.09.20
・杉並区立杉森中学校
公開課外講座『青少年犯罪と裁判制度』
Ｈ.15.09.27
・杉並区立高井戸第三小学校 『人権について』
Ｈ.15.10.04
裁判所・弁護士会館見学
Ｈ.15.11.12
・杉並区立第一小学校
『これからどう生きるか』弁護士について
Ｈ.15.11.20
・杉並区立井草中学校
『社会体験学習』
事前授業『職業について』
Ｈ.16.02.09
事前授業『社会でのマナー』
Ｈ.16.02.23
・杉並区立第五小学校
『働くってどういうこと』
Ｈ.16.02.10
・杉並区立松ノ木小学校 キャリア教育『あこがれの職業人に会おう』
Ｈ.16.03.02
以上
7 校 10 講座 講師数：23 名
（職場体験学習実施）
・杉並区立天沼中学校
ひまわり法律事務所他 3 事業所
Ｈ.15.10.09
・杉並区立井草中学校
ホテルニューオータニ他 5 事業所 Ｈ.16.03.05
以上
2 校 10 事業所

2004－05 年度（中西信策 会長）
ロータリー100 周年記念賞『奉仕活動』受賞
（講演活動実績）
・杉並区立天沼中学校

職場体験学習の予備学習
『挨拶・マナー・心構え』
Ｈ.16.09.09
・杉並区立杉森中学校
公開課外講座『実業の世界の話』 Ｈ.16.09.11
・杉並区立井草中学校
職場体験学習
講話授業『職業について』
Ｈ.16.10.21
マナー講習
Ｈ.16.11.01
・杉並区立東原中学校
道徳公開講座『キャリアについて』Ｈ.16.11.19
・杉並区立松渓中学校
道徳授業講話
Ｈ.16.11.24
Ｈ.16.12.01
・杉並区立高井戸第三小学校
『人権について』
Ｈ.16.11.26
裁判所見学
Ｈ.17.01.26
・国学院久我山女子中等部『進路ガイダンス』講話（弁護士）Ｈ.17.03.05
・杉並区立第一小学校
『弁護士の職業について』
Ｈ.17.03.10
・指宿市立南指宿中学校 立志式での講演
Ｈ.17.02.04
・指宿市立北指宿中学校 立志式での講演
Ｈ.17.02.04
・杉並区立富士見丘中学校 職場体験学習の事前授業
『マナー講習』
Ｈ.17.07.04
・杉並区立井草中学校
職場体験学習
『職業について』講話・グループ討議 Ｈ.17.05.17
事前授業『マナー講習』
Ｈ.17.07.05
以上

11 校

16 講座

（職場体験学習実施）
・杉並区立天沼中学校
・杉並区立井草中学校
以上

2校

講師数：37 名

東放学園他 6 事業所
山田写真製版所他 5 事業所

13 事業所

※ ロータリー１００周年記念賞（奉仕活動）受賞
東京城西ロータリークラブ 熊野隆喜

Ｈ.16.09.30
Ｈ.16.11.15

2005－06 年度（西潟眞澄 会長）
ジュニア支援委員会 として活動継続
（講演活動実施）
・杉並区立高井戸第三小学校

講話『弁護士の仕事』
Ｈ.17.10.21
裁判所見学
Ｈ.17.11.25
・国学院久我山女子中等部 『進路ガイダンス』講話 弁護士について
Ｈ.17.11.19
・杉並区立井草中学校
社会人教育授業
『卒業後の生き方・心の持ち方』 Ｈ.18.03.02
・杉並区立井草中学校
職場体験学習の事前学習
『職業についての講話』・グループ討議
Ｈ.18.05.16
『挨拶とマナー』講話・実習
Ｈ.18.06.20
・杉並区立天沼中学校
『仕事とは？仕事の意義、仕事の面白さ』
Ｈ.18.05.25
・杉並区立向陽中学校
職場体験学習の事前学習
『職業・仕事について』
Ｈ.18.06.16
『挨拶とマナー』
Ｈ.18.06.27
・杉並区立富士見丘中学校 職場体験学習の事前学習
『職業・仕事について』
Ｈ.18.06.20
『挨拶とマナー』
Ｈ.18.07.04
以上

6校

11 講座

（職場体験学習実施）
・杉並区立天沼中学校
以上

1校

6 事業所

講師数：64 名

『ドリームズ・カム・トゥルー』
ＮＴＴラーニングシステムズ他 5 社

Ｈ.17.09.15

２００６－０７年度（熊野隆喜 会長）
（講演活動実施）
・杉並区立高井戸第三小学校

『キャリア教育』
Ｈ.18.11.11
講話『弁護士の仕事』
Ｈ.18.11.15
裁判所見学
Ｈ.18.11.24
・杉並区立荻窪中学校
『企業人から、直接お話を聞く会』
Ｈ.18.11.24
『挨拶とマナー：職場体験学習の事前授業』
Ｈ.19.01.18
・杉並区立井草中学校
職場体験学習事前授業
『職場でのマナーと挨拶』
Ｈ.19.01.18
・杉並区立高井戸東小学校 『キャリア教育指導』
Ｈ.19.02.17
・杉並区立井草中学校
卒業に向けての講座
『これからの人生をどう生きるか』Ｈ.19.03.06
・東京都立杉並総合高校
『企業人講演会』
Ｈ.19.05.28
・杉並区立富士見丘中学校 『職業について』講話とグループ討議
Ｈ.19.06.15
・杉並区立富士見丘中学校 『マナーと挨拶』講話とグループ討議
Ｈ.19.06.29
以上

6 校 11 講座

（職場体験学習実施）
・杉並区立天沼中学校
以上

1校

講師数：74 名

『ドリームズ・カム・トゥルー』
東放学園 他 7 社

8 事業所

※ ２００６－０７年度 ガバナー賞受賞

Ｈ.18.9.26

2007－08 年度(山賀 豊 会長)
(講演活動実施)
・杉並区立井草中学校
・杉並区立天沼中学校
・杉並区立沓掛小学校
・杉並区立東田中学校

職場体験事前授業『マナー講座』
『職業人ワークショップ』
キャリア教育『お仕事博覧会』
職場体験事前学習
『働くこと（職業）の意義』
・杉並区立高井戸第三小学校
『人権教育』
・杉並区立高井戸第三小学校
裁判所見学
・杉並区立荻窪中学校
職場体験事前学習
『働くこと（職業）の意義』

Ｈ.19.07.02
Ｈ.19.07.05
Ｈ.19.10.11
Ｈ.19.10.22
Ｈ.19.11.06
Ｈ.19.11.30
Ｈ.19.12.07

・杉並区立井草中学校
・杉並区立荻窪中学校
・中央区立佃中学校

『研究発表会（授業公開）』
Ｈ.20.01.15
職場体験事前学習『マナー講座』
Ｈ.20.01.18
職場体験事前学習
『働くこと（職業）の意義』
Ｈ.20.01.25
・杉並区立泉南中学校
キャリア教育
Ｈ.20.02.08
・杉並区立高井戸東小学校 キャリア教育
『いろいろな職業人の話を聞く』 Ｈ.20.02.16
・杉並区立井草中学校
卒業講座
『これからの人生をどう生きるか』Ｈ.20.03.04
以上

９校

１３講座

（職場体験学習実施）
・杉並区立天沼中学校
以上
１校 ８事業所

講師数：４５名

山田写真製版所他７事業所

Ｈ.19.09.26

2008－09 年度(岩松章泰 会長)
（講演活動実施）
・杉並区立井草中学校
職場体験事前授業『マナー講座』 Ｈ．20．07．02
・東京都立永山高校
キャリア教育『模擬面接指導』
Ｈ．20．07．17
・杉並区立天沼中学校
職業人ワークショップ
Ｈ．20．07．22
・杉並区立高井戸第三小学校 『基本的人権・弁護士の仕事』Ｈ．20．10．10
・杉並区立富士見丘小学校
キャリア教育
Ｈ．20．11．19
・杉並区立高井戸第三小学校
キャリア教育
Ｈ．20．11．27
・杉並区立荻窪中学校
職場体験事前授業『働く意義』
Ｈ．20．12．05
・杉並区立荻窪中学校
職場体験事前授業『マナー講座』 Ｈ．20．12．15
・杉並区立富士見丘小学校 裁判所見学
Ｈ．21．01．20
・杉並区立神明中学校
職場見学事前授業『働く心構えとマナー』
Ｈ．21．01．26
・東京都立杉並総合高校 『ビジネスマナーについて』
Ｈ．21．02．03
・杉並区立井草中学校
社会人講座『卒業を前に心構えと
感謝の気持ちを語る』
Ｈ．21．03．03
・目黒区立目黒第 9 中学校 『マナー講座』
Ｈ．21．06．15
東京目黒ＲＣと共同で行う。

以上

9校

13 講座

（職場体験学習実施）
・杉並区立天沼中学校
以上
1 校 7 事業所

講師数：45 名

ひまわり法律事務所他 6 事業所

Ｈ．20．10．24

2009－10 年度（田嶋春一 会長）
（講演活動実施）
・杉並区立井草中学校
職場体験事前授業『マナー講座』 Ｈ．21．07．06
・東京都立永山高校
キャリア教育『模擬面接指導』
Ｈ．21．07．16
・杉並区立富士見丘小学校
キャリア教育
Ｈ．21．10．14
・杉並区立富士見丘小学校
キャリア教育
Ｈ．21．10．21
・東京都立杉並総合高校
ビジネスマナーについて
Ｈ．21．12．24
・杉並区立富士見丘小学校
『裁判制度について』
Ｈ．22．02．12
・杉並区立富士見丘小学校
裁判所見学
Ｈ．22．02．18
・杉並区立井草中学校
社会人講座『ようこそ先輩』
Ｈ．22．03．04
・杉並区立荻窪中学校
職場体験事前授業『働くこと（職業）の意義』
Ｈ．22．05．28
・杉並区立荻窪中学校
職場体験事前授業『マナー・挨拶について』
Ｈ．22．06．04
・杉並区立井草中学校
職場体験事前授業『マナー講座』 Ｈ．22．06．25
以上

5校

11 講座

講師数：35 名

（職場体験学習実施）
・杉並区立天沼中学校
綜警ビルサービス他 8 事業所
以上
1 校 ８事業所

2010－11 年度（小暮元一郎

Ｈ．21．11．06

会長）

（講演活動実施）
・杉並区立高井戸第三小学校
・杉並区立高井戸第三小学校
・杉並区立久我山小学校

模擬裁判『コロッケがなくなった事件』
Ｈ．22．11．29
裁判所見学
Ｈ．22．12．03
模擬裁判『コロッケがなくなった事件』
Ｈ．22．12．07

・杉並区立久我山小学校
・杉並区立富士見ヶ丘小学校
・杉並区立井草中学校
・杉並区立井草中学校

以上 5 校

7 講座

裁判所見学
Ｈ．22．12．10
日本の司法制度
Ｈ．22．12
『ようこそ先輩』社会人講座 Ｈ．23．03．04
職場体験事前授業『マナー講座』
Ｈ．23．06．24

講師数 30 名

（職場体験学習実施）
・杉並区立天沼中学校
以上 1 校

ホテルニューオータニ他 5 事業所
Ｈ．22．10．29

5 事業所

2011－12 年度(皆川明良 会長）
(講演活動実施)
・杉並区立天沼中学校

『ドルリームズ・カム・トゥルー』
職業人ワークショップ
Ｈ．23．12．15
企業訪問
Ｈ．24．01．20
・杉並区立富士見丘小学校 裁判所見学事前授業模擬裁判
『コロッケがなくなった事件』Ｈ．23．11．24
裁判所見学
Ｈ．23．11．29
・杉並区立久我山小学校 裁判所見学事前授業模擬裁判 Ｈ．23．12．08
裁判所見学
Ｈ．23．12．09
・杉並区立井草中学校
社会人講座『ようこそ先輩』 Ｈ．24．03．02
・杉並区立荻窪中学校
職場体験事前授業『マナーと挨拶』
Ｈ．24．06．01
・杉並区立井草中学校
職場体験事前授業『マナー講座』
Ｈ．24．06．11
以上 5 校 8 講座 講師数 30 人
(職場体験学習実施)
・杉並区立天沼中学校
大成ユーレック(株)他５事業所
Ｈ．24．01．20
以上 1 校 5 事業所

2012－13 年度（根本信男 会長）
（講演活動実施）
・杉並区立天沼中学校

『ドルリームズ・カム・トゥルー』
職業人ワークショップ
Ｈ．24．11．29
企業訪問
Ｈ．25．01．25
・中野区立武蔵台小学校
裁判所見学事前授業模擬裁判
『コロッケがなくなった事件』 Ｈ．24．11．10
裁判所見学
Ｈ．24．11．27
・杉並区立久我山小学校 裁判所見学事前授業模擬裁判
Ｈ．24. 11. 30
裁判所見学
Ｈ．24. 12. 07
・杉並区立富士見丘小学校 キャリア教育
Ｈ．25．02．25
キャリア教育
Ｈ．25．06．07
・杉並区立井草中学校
卒業に当たっての社会人講座
『これからの人生をいかに生きるか
感謝の心』
Ｈ．25．03．05
・杉並区立荻窪中学校
職場体験学習事前授業
『働く意義・マナーと挨拶』 Ｈ．25．05．28
以上

5校

7 講座

講師数：31 名

（職場体験学習実施）
・杉並区立天沼中学校

山田写真製版所他 3 社

２００３－２０１2 年度 合計
講演活動実施

106 講座

職場体験学習実施

12 回

講師数 ： 延べ 431 名

事業所数 ： 延べ 73 事業所

