
保護司会のみなさまの更生

保護活動に、そして地域での

活動に、心から感謝いたしま

す。

子供たちはさまざまな人と

人とのつながりのなかで生き

ています。

いきいきと、そして同時に、悩みながら自分の

道を探しています。なかには道からはぐれてしま

う子供もいます。そんなときに保護司のみなさま

からかけられたひとことが子供たちを救ってくれ

ています。

改めて地域の力はすごいと思います。

地域では子供たちは素直になれます。家や学校

で言えないことも素直にすっと出てきます。そし

て、地域のみなさまはすべての子供をあたたかく

受け止めてくださいます。

子供たちはそこでさまざまなことに気づき、日

常に帰っていきます。

また、子供たちは地域では「ありがとう」と、

いろいろな大人から声をかけてもらえます。子供

の力ってすごいね！と認められる体験に子供たち

は伸びていきます。

そこで出会った地域の方や保護司のみなさまの

つながりのなかで子供たちは生きています。

保護司のみなさまは日常的な地域活動の基盤の

うえに立ち、更生保護活動を展開されています。

常に地域のネットワークの要としての活動があり、

そのうえで問題行動をおこした子供たちの更生保

護活動をされています。一人の子供のために、子

供と厳しくも丁寧な対話をしていくとともに地域

のネットワークをコーディネートして厚みを持っ

た更生保護活動を展開されます。感謝の限りです。

地域の方が声をかけてくださる。保護司のみな

さまが見守ってくださる。子供たちにとって、道

を探し続けていくうえで、こんなに幸せなことは

ありません。

日野・多摩・稲城地区保護司会のみなさまの活

動に深く感謝いたします。
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――― 保護司会のみなさまの力、地域の力に感謝 ―――
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第20回定期総会が、ご来賓を含め68名の参加

を得て開催されました。司会の土方副会長の総

会成立の報告があり、物故者を悼み黙祷。紀副会

長の開会の言葉、安西会長の挨拶が述べられ、

来賓の紹介がなされ、

議長に松原氏が選出、

議事に入りました。

①平成29年事業報告･

②収支決算書・③監

査報告の後、④役員

（補欠理事）の選任

（案）、⑤平成30年度

事業計画（案）・⑥収

支予算書（案）が提

案されました。上記

の案件は、すべて可

決・承認されました。

以上で議事は滞りな

く終了し、次に、報

告事項２件の説明が

ありました。続いて、

ご来賓の方、柴田支

部長を始め、中島・

佐藤保護観察官、野

崎多摩連会長、３市

長代理の小平総務部

長、松尾くらしと文

化部長、武藤福祉部

長からご挨拶をいた

だき、篠崎副会長の

言葉で閉会しました。

ご 来 賓
東京保護観察所 立川支部長 柴田 由佳 様

東京保護観察所 立川支部 保護観察官 中島 美紀 様

東京保護観察所 立川支部 保護観察官 佐藤 以絵 様

多摩地区保護司会連絡協議会 会長 野崎 重弥 様

日野市長（代理）総務部長 小平 裕明 様

多摩市長（代理）くらしと文化部長 松尾 銘造 様

稲城市長（代理）福祉部長 武藤 路弘 様

日野・多摩・稲城地区更生保護女性会 会長 関戸 良 様

日野・多摩・稲城地区桐友会会長（代理）世話人 山田 喜一 様
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平成30年度 役員（理事）・専門部・分区構成

●会 長：安西 清
●副会長：土方 三男 紀 初子 篠崎 誠一 ●監 事：粟井 洋子 澤田 研二
●専門部（会員数：71人）

総務部 22人 研修部 16人 地域活動部 17人 広報部 16人

会 長
副会長
〃
〃
監 事
〃

安西 清
土方 三男（日野分区長兼務）
紀 初子（多摩分区長兼務）
篠崎 誠一（稲城分区長兼務）
粟井 洋子
澤田 研二

＝社会参加活動担当委員＝
小池 勝造（日野副分区長）
北畠 一誠（多摩副分区長）
原田 正美（稲城副分区長）

センター長 松本ちづ子

会会計
〃
〃
会書記

鹿島 正二（財 務）
石川ちづ子（出 納）
三枝 玲子（交通費・部会計兼務）
持田 幸子（部書記兼務）

部 長
副部長
書 記
会 計

青木 智子
谷 和彦
持田 幸子（会書記兼務）
三枝 玲子（会会計兼務）

角田 政信
渡邉 幸子
川島 保之
川久保和壽（企）

杉江 利行
松浦 昇
大須賀良子
西川 毅（企）

貴志 義孝
川井 博之
荻原 豊子
河内 惠子（企）

部 員

廣澤 伸幸（日野分区書記）
山上 貴久（日野分区会計）
佐倉 英明（多摩分区書記）
近藤 一美（多摩分区会計）
髙木 伸二（稲城分区書記）
唐木 洋子（稲城分区会計）

大坪 冬彦（日野市長）
阿部 裕行（多摩市長）
髙橋 勝浩（稲城市長）

中嶋ヒロ子
芦川 正雄
松原 一郎
萩原 実夫
水野 京子
中村 洋一
門井八重子
坂井 厚彦
岩田 利夫
福島美由紀
本多英二郎
津守 智弘

土方喜久弘
横田 定利
福島 幹男
會田 洋子
戸丸 久惠
馬場 房義
渡邉 力
内山 晃次
平田 紘一
上田 雅夫

石坂 齊雅
伊野 光雄
土谷 縷美
須崎 勝政
松永 健
津守 範学
飯島 文彦
髙木 禎信
池田 教秀
出沼恵美子
伊野 直美
山口 慶隆

●サポートセンター企画調整保護司（12人）

松本ちづ子 河内 惠子 三枝 玲子 西川 毅 石川ちづ子 鹿島 正二 青木 智子
髙木 伸二 渡邉 幸子 持田 幸子 川久保和壽 廣澤 伸幸

●社会貢献活動担当保護司（３人）

杉江 利行（地活部長） 小池 勝造（日野副分区長） 原田 正美（稲城副分区長）

●分 区

会 員 数 分 区 長 副分区長 書 記 会 計 会計監査

日野分区28人 土方 三男 小池 勝造 廣澤 伸幸 山上 貴久 水野 京子

多摩分区24人 紀 初子 北畠 一誠 佐倉 英明 近藤 一美 中村 洋一

稲城分区19人 篠崎 誠一 原田 正美 髙木 伸二 唐木 洋子 芦川 正雄

日野分区（９人）
安西 清 大須賀良子 松本ちづ子 土方 三男 小池 勝造 谷 和彦
荻原 豊子 貴志 義孝 石川ちづ子

多摩分区（８人）
紀 初子 三枝 玲子 北畠 一誠 杉江 利行 青木 智子 川井 博之
渡邉 幸子 持田 幸子

稲城分区（６人） 原田 正美 篠崎 誠一 角田 政信 鹿島 正二 川島 保之 松浦 昇

●役 員（理事）23人 平成30年４月１日現在

定定定期期期総総総会会会開開開催催催
期期日日 ４４月月2255日日（（水水））

場場所所 ササポポーートトセセンンタターー百百草草台台

平成30年度



東京保護観察所立川支部

佐藤 以絵 観察官

本年４月から日野・多摩・稲

城地区のうち、稲城分区を担当

させていただくことになりました。

３月までは関東地方更生保護委員会に勤務し

ており、３年ぶりの地区の担当となります。

立川支部での勤務は以前から希望しており、長

年の念願が叶い、意気込んで参りました。御縁が

あって皆様の地区を担当させていただけたことが

とても嬉しく、転任して間もないですが、既に貴

重な出会いをたくさん経験させていただきました。

地区の保護司の皆様方と触れ合う中で、皆様

の地域に対する愛情を感じ取り、懸命な保護司会

活動を目の当たりにし、皆様方のお力あってこそ

の更生保護だな、と実感し感謝する毎日です。

まだまだ不慣れな点もあり、御迷惑をお掛けす

るかもしれませんが、精一杯頑張りますので、御

指導よろしくお願い申し上げます。

サポートセンター運営について

東京都代表者会議で説明

副会長 土方 三男
センター長 松本ちづ子

３月16日に開催された保護司東京都代表者会

議において当地区のサポートセンター（以下セン

ター）多摩・稲城分室設置の経緯等について説

明を求められました。観察所では全保護区にセン

ターを設置することを積極的に進めています。東

京都全33保護区でセンターが設置されているのは

21保護区であり、特に複数の行政区からなる保護

区ではどこにセンターを置いたらよいかが課題で、

設置が遅れているのが現状です。分室を設けたの

は面接場所の確保が主な理由であること、センター

に対する各市の支援状況、センターの利用状況等

について説明を行いました。
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第63回

平平平成成成333000年年年度度度当当当地地地区区区

担担担当当当観観観察察察官官官のののごごご紹紹紹介介介

今今今年年年度度度ののの分分分区区区活活活動動動予予予定定定

日野分区 分区長 土方 三男

多摩分区 分区長 紀 初子

稲城分区 分区長 篠崎 誠一

４月24日に第１回運営委員会が開催され、

“第68回社会を明るくする運動”がスタートしま

した。６月12日には推進委員長である大坪日野

市長出席のもと、関係33機関が集まり日野市推

進委員会が開催されます。７月７日には日野市

立日野第三中学校を会場とし、日野第三中学校・

夢が丘小学校・七生緑小学校・都立七生特別支

援学校の生徒児童が参加する「子ども・いきいき

ふれあいステージ」（本年で17回目）が開催され

ます。

その他の活動として、10月に実施される「手を

つなごう・こどもまつり」への参加、年末に視察

研修・懇親会の開催を予定しているほか学校行事

等関係機関との連携も例年通りに行っていきます。

新しい啓発活動へ

日時 ７月９日（月）9:00～10:00

場所 多摩センター駅前、聖蹟桜ヶ丘駅前、永

山駅前で街頭活動

猛暑の中で熱中症等の心配をしながら27年間

続けてきた啓発パレードですが、この時期の異常

気象から参加していただく方々の安全と健康が第

一と考えました。学校を初め関係機関の声や要望

を聞き多摩分区での話し合いの結果、街頭啓発

活動を実施します。

小中学校では、各学校で話題にしたり子どもが

家庭に持ち帰った啓発チラシ等を通して家族で話

しあう機会になることを願っています。街頭活動

を通して、また学校等で社会を明るくする運動を

広く知っていただくため、地区保護司と更女が中

心となって青少協や民生委員の協力で啓発活動

を展開していきます。

稲城分区の主な年間活動予定は、例年通り分

区会（年間４回実施予定）を開催し、併せて保

護司会員の資質向上を図る為、自主研修、処遇

会議を実施する。また、社明運動については、７

月２日に市内一斉駅頭・街頭広報活動を、７月

10日にはジャイアンツ球場で同じく広報活動を実

施し、それぞれPRグッズの配布を予定しています。

また、暑気払いや新春の集い等で、分区内外の

保護司会員との交流と親睦を図り、更に関係団

体、地域、学校との連携強化の実現を目指しま

す。管外研修は日帰り研修として矯正施設（場

所未定）への視察研修を11月に予定しています。

東 保 連 報 告
サポートセンターの実情



受章祝賀会は平成30年４月１日（日）京王プラ

ザホテル多摩で開催され、東京保護観察所立川支

部長はじめご来賓の方々、地区保護司会、名誉

会員、ご親族を含め約90名が集いました。ご来賓

からはご本人のお人柄が感じられる温かいお言葉

を頂戴し、ご親族の代表が謝辞を述べられました。

余興では各分区代表者の美声が、また分区ごとに

合唱が披露されました。伊野ご夫妻が各テーブル

を回られた際には、思い出話に花が咲きました。

終了後に「今日はとても良い会でしたね。」との

声を頂き、安堵いたしました。伊野さん、本当にお

めでとうございます。これからもお元気でお過ごし

ください。

２月より多摩分区でお世話に

なることになりました。一年前に

は保護司について全くと言ってい

いほど知識のなかった私が、今は

その世界に関わっているのを思う

と縁というものの不思議さを感じ

ずにはいられません。

なぜ保護司になろうと考えたの

かというと、これまでの経験で社会の中で様々な

生きにくさを感じている方々が現実にいらっしゃ

るのをいくばくか知る機会があり、そこに何かし

らの理不尽さを感じてきたからだと思います。更

生保護という活動は、この理不尽さを減じ、善い

社会を作る事に繋がるとの直感があります。

これから対象者の方々と共に考え、成長してい

く。そのような良い縁となるよう真摯に向き合っ

ていこうと思います。
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部 長 貴志 義孝 書 記 荻原 豊子

副部長 川井 博之 会 計 河内 惠子

石坂齊雅 土谷縷美 須崎勝政 松永 健

津守範学 飯島文彦 高木禎信 池田教秀

出沼恵美子 伊野直美 山口慶隆

広報部員

編 集 後 記

編集 広報部

昨年度の表紙写真のテーマは、“街道今昔”で

した。好評につき今年度も継続し、駅の移りかわ

りを表現したいと思います。

また、巻頭言は、保護司とも大きな関わりのあり

ます教育長（各市）に原稿の執筆をお願いしました。

前年同様今年度も３回の発行を予定しておりま

す。皆様方のご協力を得ながら、広報部一同全力

で編集に取り組む所存です。今後ともご愛読の程、

よろしくお願いいたします。 （川井 博之）

日野市百草999番地 電話 042-593-0950
FAX042-506-5474

メールアドレス：vpocentormog@true.ocn.ne.jp

お読みになったご感想をお寄せください
会報55号をお届けしました。如何でしたでしょ

うか。ご感想、ご意見を下記宛にファックスでお
寄せ下さい。部員一同心待ちにしております。

ファックス；0425065474 サポートセンター

伊伊野野 光光雄雄 氏氏 藍藍綬綬褒褒章章受受章章祝祝賀賀会会

上田 雅夫
多摩分区
（地活部）

ご活躍を期待します
平成30年２月１日付委嘱

ありがとうございました

伊野光雄 氏 多摩分区

平成30年５月24日付（在職22年）

保護司退任にあたり

平成８年５月25日委嘱を受けました。

保護司の称号は頂いたものの保護司とは名ばか

りで保護司らしく振舞えるまでには数年の歳月を

要しました。これも明快な答えではないが、多少

の差はあれ諸先輩同僚も苦悩している事を知り、

苦悩は成長過程の証と捉え気が楽になったことを

覚えています。

平成30年５月24日を持ちまして22年間任期満

了に伴い退任しましたが、この間多くの皆様にご

指導・ご鞭撻を賜りありがとうございました。

当保護司会のさらなる発展を祈念申し上げ退任

の挨拶といたします。

退 任 保 護 司 紹 介

新 任 保 護 司 紹 介

表 紙 写 真 の 説 明

【旧写真】○撮影日 昭和35年（1960）頃
○説 明 南武線の稲城長沼駅北側
○引 用 「写真で見る 稲城今昔」（稲城市教育委員会）

撮影 冨永順次郎氏 提供

【新写真】○撮影日 平成30年４月
○説 明 旧写真と同様北側より撮影


