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嘲 二躙

ご液 拶 町口市副市長 鷲光 を樹

町田地区保護司会の皆様には日頃より市内各地

域における更生保護活動を通じて、青少年の健全

育成 犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える「社

会を明るくする運動」に精力的なご協力をいただ

き、心よりおネL申 し上げます。

更生保護活動は、ボランテイア精神で活躍され

ている保護司の皆様によつて支えられております。

」暇を惜しまず活動されているその姿に′しヽから

敬意を表します。とりわけ、非行防止に向けて、

サポートセンター町日での「ひまわりlH談 まちだJ

の実施や、葉物舌L川 防止教室、セーフティ教室の

開催といった取り組みを積極的にされています。

そのT.果、少年犯罪 lJ」 Lや非行llJ上 に大きく寄

与するとともに、子どもたちが犯罪被害に遭わな

いための知識習得にもつながっていると伺つてお

ります。

さて、町田市では2012年度から新 しい10年 F・lの

町田市基本計画「まちだ未来づ くリプランJ力'ス

ター トします。この言画では、まちづ くり基本日

標の一つに、「安.し、して生活できるまちJを つ く

ることを掲げております。犯罪のない安全なまち

を日指 したllRり 組みを進めてまいります。そのた

めには、保護司の皆様によるll続 した活動が 欠

かすことの出来ないものであると考えます。‖iや

警察と共に 安全安心なまちづ くりのために、今

後もどうかお力添えをよろしくお願いいたします。

昨年の東日本人震災以降「絆Jと いうことばが話

題 となりました。更生保護活動 もこの「絆Jを大

切に活動 していただくことを期待いたします。

luび に、町田地区保護司会の益々のご発展 と

皆様方のご健勝、ご多+を 祈念いたしまして挨拶

とさせていただきます。

回福寺の しだれ梅
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熊澪会長挨拶 川畑市議会議長

1月 Hロ ホテル サ エルシーにて新本の rlぃ

が開催された。

i:里総務部長の司会で嶋崎高I会長が開会の言葉

を、熊洋会長が新春の祝いを述べた。

続いて各受ri者のイ{介が行われ、lit双光章の

γl崎氏、法務大臣表杉の中里(1/)氏  11奇氏に町

1日 lt区保 i雙 ,1会 より1己念 171を 贈 11し た。

東京保護観察所JI川 支部長代JI南統括保護観察

官、石阪市長、川畑市議会議長、武智町
「

l警察署

長、吉川鶴り「会理事長のご来■からご祝辞をいた

だいた。

11年 のコtH本大震災後、薇災 した方々 支援す

る方々の姿に日本人としての誇 りと希望を1認識

し、いつそうの努力をしていこうとの気概に満ち

たご挨拶が多かつた。それらの::葉 に保護,1と し

てさらにプllい に責務を果たさねばならないことを

ll感 じ第一部が終了した。

第二部懇機会は近藤総務副部長の司会で進行。

武丼主lT lJ、 宮岡‖,日市地域11祉部福祉総務課

長、「 iiV南大沢腎察署生活安イ、課長、判1野 BBS
会長のご挨拶のあと、桐友会宮本氏のご発声で乾

杯。‖1席者の方々のカラオケに和やかなムー ドが

満ち、各テーフルの歓談もひときわ弾んだ。

小林市1会長の円l会のことばで終 J´ した。

(2:‖ 古々F   IIF・ 11  恵 ■)

主なご来賓

南東京保護観察所立川支部長lt理

石阪町田市長

川畑町田市議会ll長

武智町田警察署長

三澤南大沢警察署生活安全課長

富岡町田市地域福祉都福祉総務課長

田中町田警察署生活安全課少年第一係長

武井東京保護観察所立川支部町田地区担当主任官

吉川鶴舞会理事長

細野町田BBS会会長

石阪市長

南統猶保護観察官
(支部長代理 )

雪同福祉rt務課長 武智町日警察署長 吉川1鶴舞会理事長
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「ひまわり相談」
多摩 稲城地区保護司会新春の集い

瀬戸山賞受賞祝賀会

今年度は二人の相談員の交代で相談業務が始ま

った。

昨年度の相談員研修会で、『中学校が今は落ち

着いているが、何かあった時、保護司が支援する

ことが学校との連携であろう』と話し合われた。

そのためには日頃から現状を知り、信頼関係を

深めておくことである。そこで地域活動部と連携

し、学校連絡員が校長先生と懇談を持ち、学校方

針や現状をお伺いした。どの学校も真摯にメす応し

てくださり感謝している。

昨今の社会状況から、相談内容も多様になるた

め「関連機関相談一覧」を作成し、相談機関が充

実してきている時代に対応できるようにした。

「ひまわり相談Jは更生保護サポートセンター

設立に伴い、青少年の非行防止を主目的に開設さ

れた。第一 第二火曜日に二人の相談員がサポー

トセンターに駐在し相談を受けている。

夜遊びや家出 万引き等で今後の非行が′心配な

家庭や学校からの相談を受けた。

最近では市の諸機関に掲示してあるポスターを

見て相談に来る方が多くなった。働かない息子や

意欲がなく引きこもりがちな成人の相談もあり、

本年度の途中からそれらの相談も直接対応できる

ようにした。

相談の中には青少年も成人も精神的な問題を抱

えていらっしゃるのではないかと思われるケース

もあった。第二回のひまわり相談員研修では、′し、

に問題を抱える相談者の対応について小森相談員

を講師に、うつ病や統合失調症などの症例や相談

対応を学んだ。この日のために作ってくださつた

資料は貴重なものであった。とりわけ、相談者に

病と闘っているのだという故意と尊重の思いを持

って信じる態度で接 し、支援していく重要性を身

にしみて感じた。

サポートセンター駐在員の方々もひまわり相談

受付業務がスムーズに行われるように、マニュア

ルまで作って対応してくれている。

これからもlH談 を受けやすくなるよう体市1を 工

夫していく予定である。

(ひ まわり相談員代表   若林 文子)

1月 11日 、日野 多摩 稲城地区保護司会の瀬

戸山賞受賞祝賀会が新春の集いと合わせて、京王

プラザホテル多摩にて開催された。

今回の受賞は、平成21年 4月 、サポートセンタ

ーの指定を受け、その設置運営に関する功績が認

められたものである。

式典では佐伯会長の挨拶に続き、馬場三栄子前

会長により現状の説明があった。

その後浜島東京保護観察所長、森久保多摩連会

長、関係各市長から祝辞があり、式典を終了した。

(会長 熊澤 洋)

―

八王子地区保護司会

設立30周年記念式典に出席して

1月 27日 、八王子地区保護司会設立30周年 平

成24年新年祝賀会が京エプラザホテルで開催され、

会長の代理として出席しました。

八王子地区保護司会は、昭和57年 旧南多摩区保

護司会※より独立し本年をもつて設立30周 年を迎

えました。

大竹八王子地区保護司会会長に続き挨拶に立っ

た来賓の浜島東京保護観察所長より「24年度はサ

ポー トセンターが100か所設置されることが決ま

っていますJと 述べられ、八王子保護司会念願の

サポートセンター実現の期待が高まりました。

八王子市長代理をはじめ来賓 関係者多数と会

員100名 を超える参加のもと盛会のうちに開催さ

れた記念式典でした。  (副 会長 嶋1計 了―)

※青多摩保護司会は人王子 町日 面多
=東

(■ 日野 多鷹
稲城)の 3地区カラ 離し現在に至つています。
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第2回社会参カロ活動報告 都立詢田総合高校での「薬物乱用防止教室」

11月 27日 、忠生

公園において忠生

分区主催の第2回

社会参加活動を実

施 した。

今回は忠生公園

忠生分区では分区内すべての中学校での「薬物

乱用防止教室Jを終えたことから、12月 13日 に都

立町田総合高校で 1年生、 2年生の計480名 と教

職員、保護司が参加 し「薬物乱用防正教室Jを実

施 しました。

ビデオ鑑賞、薬物の種類の問題 解答後に、小

山分区長が薬物の怖 さ、依存症での家庭内の影響

などの話をしました。

生徒たちは初めはあまり聞いてないように感 じ

ましたが、いろいろな実例を話すと、会場 も静か

になり聞き入つているようで した。

生徒たちの感想文には「今回l■lい た話を家族に

話そうJ「薬物の恐ろしさ、危険性を周りの人に伝

えようJ「小学生 中学生で聞いた話よリリアルで

鳥lLが立ったJ「薬物の.uFを 聞いて逆に興味を持つ

人がいるかも、でも自分は絶対にやらないJ「薬物

の恐ろしさ危険性などを理解して誘われてもはつ

きり析る決意を実践したいJ「 自分は絶対やらない

し、やりたくないと思つているが気を付けていき

たい」「今回の話で改めて薬物乱用の危険1■ を知る

ことができてとても良い機会になった」等とあり

真剣に受け止められたと思います。

薬物の乱用によつて、自分だけでなく家族、友

達など大勢の人たちを巻き込み、取り返しのつか

ない状態になつてしまう恐ろしさ、依存症による

影響で本人がとる行動の話を聞いて、私自身もわ

かっているつもりでしたが、改めて怖さを感じま

した。

将来のある生徒たちが薬物の怖さを頭の中に叩

き込んで、薬物犯罪に巻き込まれないように、そ

して薬物には手を出さない強い意志を持ち続けて

いってはしいと願います。

(忠生分区 石川 好忠 )

周辺の清掃活動で、対象者 47.、 保護観察所武井

主任官、町田警察署、更生保護女性会会長、町匡

市役所福祉総務課、保護司17名 、総人員27名 が

参加した。

午前10時 より社会参加活動班別表が配布され

清掃班 4グループ、炊事班 1グループに分けられ

清掃範囲役割分担等説明がなされた。

月ヽ 1分区長、熊澤会長のあいさつ後、清掃班は

全員が年手を着用し、竹ほうき ゴミ袋等をFrっ

て各々班別に活動を開始した。

曇り空で寒い日であつたが、公園内外の落ち栞

掃きや側溝の清掃活動を始めると●Fばむほどにな

った。休憩時間に対象者と会話すると、初めての

経験で、竹ぼうきを持ったことのない少年もおり

見よう見まねで掃除をしたと言い、またスポーツ

の話には目を輝かして活発に発言していた。活動

が予定通り進まないと、他のグループの対象者が

一緒に作業を手伝ってくれ、短時間で作業を終え

ることができた。

昼食はカレーライスで、炊事班が′心を込めて調

理し、大鍋で煮込んだカレーはおいしくて、お代

わりする人もあり和気あいあいと食事した。

食事後自己紹介があり、対象者においては各自

ロマンがあり、ハキハキ発言して楽しい懇談だっ

た。

その後全員で、

ポー トを提出後、

武井 主任 官 よ り

「今後もこの活動

を維持 させ定着さ

せることが大事で

すJと の挨拶をい

ただき、きれいに

なった公日で解散

した。

,舌動に参加して感じたことのレ

説明する小山忠生分区長

(忠生分区 坂倉 優)
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町田分区自主研修

警視庁を見学

_ヽ

分区自主研修として、警視庁見学を2月 18日 に

行いました。見学者は事前登録が必要とのことで

住所や生年月日を登録後実施しました。

昭禾155年 におなじみの九い形から現庁舎に建て

替えたとのこと。町日警察署の自丼主任と警視庁

の係官の案内で110番 を受け付ける指令所を見学

しました。警視庁指令所は東京23区 内の通報を受

け、私たちの地域は立川にある指令所で受けてい

るそうです。受信状況がパ トライトで色分けされ

緊急の度合いが半1る ようになつております。

一日に3000件以上の通報があり無言や緊急性の

無いlH談 もlH当 あ り、できれば#9110を つかって

ほしいとのことで した。スクリーンに相談概要が

表示されますが、いたずら 変死 火事等緊迫 し

た文字が表記されてお り、指令が近 くの警察やパ

トカーに指示するそうです。

治安維持には費用 と人手が掛かることをtB間見

ました。    (町 日分区長   平本 薫― )

2月 10日 、南市民センター会議室において町田

警察署生活安全課課長代理の白井主任を講師に迎

え、自主研修を実施した。

はじめに町日署管内の最近の犯罪傾向について

話され、少年犯罪検挙者実数が28年度は前年に比
べ若干減少しているものの振 り込め詐欺に係わつ

た少年は増えている。犯罪、特に万引きについて

は中高校生が全体の約 8割 と圧倒的に多く、罪の

意識も乏しく憂慮すべき事態である。薬物では合

法の名のもと、吸引目的のハーブ店が町田にも出

店し、新たに危惧される要因となつている。

また、携帯やネットを利用した具体例等、パワ

ーボイントの併用で大変解りやすかった。

青少年を取り巻く社会環境の厳しい中、子ども

を犯罪から切り離す一番の近道は、家庭内でのコ

ミュニケーションの大切さという。学校に行くよ

うになったら子どもから日を離さず、心を離さず

に育てたと新聞で読んだことがあり、親と子のか

かわりの大切さをあらためて考える椰r修であった。

(南分区   宮本 幹雄 )

_    多摩連自主研修報告

2月 10日 、多摩地区保護司会連絡協議会研修部会主催の自主研修が、立川支部で開催された。

町田地区保護司会から会長、担当副会長、研修部員4名が参加した。

第 1部では「更生保護行政の変遷と今日|1課題」と題し、古日立川支部長による基調講演があった。

F戦後より続いてきた司法行政の仕組みが、ここ5年位の短期間の内に変化してきた。これは地縁

血縁が薄くなった地域社会の都市化と国民の意識の変化に起囚する。警察の不祥事や桶川 栃木の事

件の失策により警察刷新会議。検察 裁判では司法制度改革審議会を経て裁判員制度。矯正施設でも

暴行事件から改革会議。更生保護では保護観察中の者によるたて続きに起きた凶悪事件で有識者会議。

犯罪被害者等基本計画ですべての部署に被害者対策。池田小事件から医療観察制度がと次々と新設。

その結果、更生保護の分野では一号の警告制度、保護者への指導 助言、プログラム処遇、所在不明

者の調査徹底。さらに就労支援センターや地域定着支援センターでは福祉との連携が強化されること

となった。これから私達に大きく関係してくるのが一部執行猶予制度の導入と社会貢献活動。これら

に関しては試行錯誤して形が整つていき、定例研修等で勉強していくことになるのかと思う。最後に、

会も支部も業務の分担 活動の見直しをスクラップ&ビルドで対応していかなければならない。そし

て楽しい遣り甲斐のある仕事として活動してlJし いJと結ばれた。

第 2部の「地区の悩みJで は多摩連 9地区会から一人 5分の意見発表があり、町田地区は会の仕事

が年々忙しくなり、新任保護司の発掘もより困難になるのではと春山が発表した。他地区も同様の意

警視庁見学記念

見とサポートセンターの設置の要望が多かった。 (研修部   春山 幸子 )
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名取講師     唐木議|五 小林昌!会長

は生活も
‐
t労 も安定 しているようだとのこと。

施設立替は新理事長の ド、三階建て7501nせ 、定

員20名  障がい者 4名 、地域にオープンにすると

いうことで、多目的ホールや保護司面接室などの

設置計画が進められている。

今回身近な両施設の説 月を受け、支援協力関係

を一層深めることが出来れば幸いと思つた。

1月 24日 、町田市教育センターにおいて紫翠苑

施設長名取雄二氏、鶴juF会常務理事唐木仲氏を請

師に迎え、施設の概要と現状について受講 した。

初めに紫翠苑の名lk氏から事業日的を 生活環

境や自立更生ができない人たちを円滑に社会復帰

ができるように援助支援する事業を行うことであ

ると説明があつた。

職員は昼夜を,1わず在苑者の生活全般の指導や

相談助言をし、現在少年女子 10名 、成人女子4名

の再出発を支えてるということである。

鶴舞会の唐木氏からは平成 8年、組織変更を経

て現在の鶴舞会に至 り、更に高齢者及び′心身の障

がい者施設に指定 されていると説明があつた。収

容定員は男 r成 人 9名、青少年 6名。円満退所者

(01修 部 吉川 俊lt)

12月 12日 、町田市役所森野分庁合会議室におい

て、地域活 61j部 主催による更生保護女性会 BB
S会 桐友会との懇談会が開催 された。

懇談会に先立ち、熊澤町日地区保護司会会I‐ か

ら保護司及び協力雇用主の確保等に力を注がなけ

ればならない実態について説月があ り「この機会

に多 くのご意 2HLを いただき、実のある懇談会にし

ていただければありがたいJと の挨拶があった。

懇 .●
Nに移 り、更生保護女性会上谷会長 BBS

会*Ш 野会長 桐友会杉 会長より、具体||な 活動

内容、今後の活動方針についての報告がされた。

その後自己紹介が行われ、出席 した16名 はそれ

ぞれの立場における古難や意気込み等を忌憚なく

意見発表した。

最後に司会の原地域活動部長から第61回 「社会

を明るくする運動Jの報告 及び次回の運動に対

する工程等の説 月が行われ、和やかなうちに懇談

会を終了した。

更生保護に関 しては今後 もいろいろな難間の発

生が予測1さ れるが 共通の問題点を話 し合えたこ

とは意義がある会だったと思う。

(地域活動部 高野 昌憲 )
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働守おりでピ」ござbじヨす
～法務大臣表彰を受彰 して～

1カ

～
か区l I商今区】

キユ 猪 ~さ ん

中里町田地区保護司によるマジックショーは大

掛か りな技に大きな歓声が上がっていた。

和やかな交流が続いた後開会 した。

―

占崎 清子さん

平成23年度東京更生保護事業関係者顕彰式典に

おきまして、法務大巨表彰を受彰致しましたこと

は大変光栄に思つております。

平成元年に保護司の委嘱を受けましてから23年

余り、微力ながら私が更生保護の活動を続けてこ

られたのも、保護観察所の先生方を始め、保護司

の皆様方の温かいご指導、ご協力があったからこ

そと感謝しております。

はや23年の日々が過ぎ去つたとはとても思えず、

未熟な自分と未だ向き合つております。

さまざまな対象者に出会いました。ある時は少

年の心が理解できず、悲しい思いをさせ、自分自

身の無力を感じたり、一方、一緒に将来に向かっ

て考えたり行動したりした子が、社会復帰を果た

し一生懸命頑張っている姿を見た時などは無上の

喜びを感じもしました。

今後も私たちに課せられた更生保護の責任の重

さを自覚して、その任務を全うしたいと考えてお

ります。

12月 2日 立川グランドホテルにおいて、平成23

年度多摩地区保護司会連絡協議会受彰祝賀会が開

催 された。

今年の立川支部管内の受彰者は、叙勲 5名 褒

章 7名 法務大臣表彰17名 全国保護司連盟会長表

彰16名であった。

土屋邦子総務部長の司会により会は進行、森久

保多l● 連会長、浜島東京保護観察所長の挨拶、ご

来賓の宮川東京都保護司会連合会長、中野東京更

`L保
護女性連盟会長からご祝辞をいただいた後、

受彰者を代表 して宮崎和臣町日地区保護司が謝辞

を述べた。

ひき続き行われた懇親会は古田東京保護観察所

立川支部長のご発声による乾杯でスター ト.

栄誉をいただくことが出来ま

り、法務大臣表彰の

した。御ネL申 し上げ

ます。

保護司として委嘱を受けてから18年間の民間ボ

ランテイア活動では、主体となる保護観察、環境

調整や保護司会を通しての犯罪予防活動、あるい

は更生保護サポートセンターの初期設置など多く

の感動的な体験もさせて頂きました。

現在取り組んでおりますのは分区内に設置され

ている更生保護施設「鶴舞会Jの建て替え問題で、

若干の障害に打ち当たつておりますが、関係する

方々と協力して解決に精力を傾注し、必ず完成さ

せる所存であります。

受賞に報いるためこれからも関係各位と協力し

て更生保護に求められる精神を充分理解し、成果

を巨げる努力を重ねて参りたいと念しております。

●ソ週ノ●ソ●ソ●ソ●ソもソ

平成 23年度受彰祝賀会を開催 | J    I    I    I   J

(多摩連事務局)

:「撃鬱T琶
多●地区保饉司全迪

受彰の宮崎 山崎 中里氏を国んで



(8)平成24年 3月 14日 町 田地 区保 護 司 会 だ よ り 第87号

●

オ●良さん
l● ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2月 1日 付で保護司を委嘱されました。

2月 7日 に伝達式があり、その日のうちに初め

ての研修を受けながら、自分自身の中に責任が果

たせるのかという思い力`ありました。

これから先不安はありますが、貢務の重さを感

じながら保護司としての知識を学び一年一年経験

を積み重ねて、保護司として使命を果たせるよう

努力して参りたいと思っております。諸先輩にお

聞きすることが多々あると思いますが、ご指導を

よろしくお願いいたします。

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 口 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ロ

【衡介区】

オlオ公 薔ヱさん
■ R‐ ロ レ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

この度 2月 1日 付で保護司を委嘱されました。

はじめは、さしたる経験も無い主婦である私に

務まるはずもないと思つておりましたが、周りの

先輩保護司の方々に勧められ、励ましていただき、

少しでもお役にたてることがあるならばと引き受

けさせていただきました。

不安なことだらけですが、皆様方のご指導を賜

りながら精一杯努力して参りたいと思いますので、

どうぞよろしくお願いいたします。

第0」回 腱劃』作文●Jンテスト

叫 崚」与 青―nJきん嘔 舅

1月 6日 、東京保護観察所にて「社明J作文コ

ンテスト表彰式が行われた。

7作品に優秀賞が贈られたが、その中の東京都

保護司会連合会会長贅が町田市立忠生中学校 1年

の青山裕香さんの『支え合い』に贈られた。

その後町日にもどり、石阪市長へ表敬訪問し受

賞の喜びを報告した。

市長に表敬訪問

編集後記

■ ■ 口 ■ ■ ■ ■

I占今区l

木ロロ

||||:| |

1市今区】

村 ロ

IⅢ Ⅲ■|「 |11‐    |

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

イニさん

1月 31日 をもち定年退任致しました。顧みます

と昭和61年保護司の委嘱を受け、26年の歳月が経

過しました。ほとんどの対象者が更生して社会で

立派に働いている反面、再犯となつたケースもあ

り、いろいろな思いが走馬灯のごとく駆け巡りま

す。微力な私でありましたが、主任官のご指導を

いただき、また皆様のご支援をいただき、大過な

くこの日を迎えることが出来ました。本当にあり

がとうございました。mr団 地区保護司会の更なる

ご発展と皆様方のご健勝をお祈り申し上げ退任の

挨拶と致します。

あの3■から一年が過ぎました。ちょうどその

日f/は サポートセンター班在当番でした。

2回 目の大揺れのあと庁舎からすぐ退避するよ

うにとの緊急放送が流れ、急ぎ帰り支度をして、

信号灯の消えた街路を必死に自宅まで車を走らせ

たのを思い出します。自然災害の強大さ 恐ろしさ

人為の空しさ はかなさを思い知らされた大災害

でした。一方、助け合う無f/Nの 「愛」の尊さ、世

界中から届いた支援 友好の輪。人間の「絆Jを

知つた一年でもありました。

昨今、「復興」の文字がマスコミに頻繁に登場

してきますが、急を要するものはともかく、街造り、

精神的支援 エネルギー問題などは拙速に陥らず

じっくり取り組んでいただきたいものです。

さて、今年は花の咲くのが遅いという声をよく

F■lき ます。確かに2～ 3週間はずれているように

思います。東京も雪国の書のように一斉に花々が

開花するのでしようか?そ れはそれで素敵な光景

かもしれませんが、大雪となってしまつた東北地

方の雪は早く解ける様に念じております。(藤牧)

| |

(会長 熊澤 洋)

保護観察所での表彰式


