
本年４月１日付けで東京

保護観察所立川支部長を拝

命いたしました。

立川支部での勤務は初め

てとなりますが、ここ多摩

の地は、私が生まれ育った

故郷であり、東京・多摩の

安全・安心のために日夜、御尽力をいただいて

いる更生保護関係者の皆様、関係機関・団体の

皆様への感謝を胸に、改めて一緒に仕事をさせ

ていただく幸せを感じている次第です。どうぞ

よろしくお願いいたします。

さて、近年、再犯・再非行の防止が安全・安

心な社会の構築に不可欠であるとして、政府一

丸となって様々な施策が打ち出されています。

更生保護においても、平成20年に基本法であ

る更生保護法が施行されるとともに各種制度の

充実が進められ、昨年度は社会貢献活動が本格

的に実施され、また、本年６月には刑の一部の

執行猶予制度も始まります。

こうした動きは、再犯・再非行の防止に向け

た更生保護に対する社会の期待の表れであると

ともに、更生保護に課せられた責任もこれまで

以上に重くなっていることが感じられ、より一

層身が引き締まる思いがいたします。

保護観察所といたしましては、引き続き保護

司の皆様の御理解と御協力を得て、ともに社会

の期待に応え、また、重責を果たすことができ

るよう努めてまいりたいと考えております。

そして、多摩の更生保護のために何ができる

か、多摩の安全・安心のためにするべきことは

何か、ということを常に念頭に置き、はなはだ

微力ではありますが、立川支部管内における様々

な課題にも全力で取り組む所存でありますので、

今後とも皆様の更なる御支援・御鞭撻を賜りま

すようお願い申し上げます。
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―――着任の御挨拶―――
東京保護観察所立川支部長 村木 康弘



春のいぶきを感じる中、第18回定期総会が開

催されました。司会の中村副会長から出席者数

の報告があり、総会成立が宣言されました。開

始の前に、熊本地震で犠牲になられた方々を悼

み黙祷がささげられました。

篠崎副会長の開会の言葉、

安西会長の挨拶に続き、ご

来賓の紹介がされました。

議長には多摩分区の土谷氏

が選出され、書記に日野分

区の山上・川久保の両氏が、

議事録署名人に多摩分区の

河内・古平の両氏が指名さ

れました。

議事は滞りなく進み全て

が承認され、松本総務部長

より会計事務担当について

と、西川センター長より企

画調整保護司についての報

告があり全ての議事が終了

しました。今回の総会には

初めから終了まで三市の市

長が在席下さり、祝辞を頂

きました。

今年度で退任される多摩

分区の入江マリ子氏と沼裕

子氏に記念品と花束の贈呈

がされ、お２人から挨拶を

いただき、澤田副会長の言

葉で閉会となりました。

ご 来 賓
東京保護観察所 立川支部 統括保護観察官 大橋由美子 様

東京保護観察所 立川支部 主任保護観察官 竹内 研児 様

日野市長 大坪 冬彦 様

多摩市長 阿部 裕行 様

稲城市長 髙橋 勝浩 様

日野警察署 生活安全課 少年係長 上條 誠司 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 馬場三榮子 様
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平成28年度 役員（理事）・専門部・分区構成

●顧 問：佐伯 進 ●会 長：安西 清
●副会長：澤田 研二 中村 洋一 篠崎 誠一 ●監 事：土方喜久弘 松原 一郎
●専門部（会員数：77人）

総務部 22人 研修部 18人 地活部 20人 広報部 17人

顧 問
会 長
副会長
〃
〃
監 事
〃

佐伯 進
安西 清
澤田 研二（日野分区長兼務）
中村 洋一（多摩分区長兼務）
篠崎 誠一（稲城分区長兼務）
土方喜久弘
松原 一郎

＝社会参加活動担当委員＝
土方 三男（日野副分区長）
紀 初子（多摩副分区長）
原田 正美（稲城副分区長）

センター長 西川 毅

本会計 北畠 一誠

部 長
副部長
書 記
会 計

松本ちづ子
石川ちづ子（本会計補）
青木 智子
三枝 玲子（本会計補）

大澤 春雄
角田 政信
荻原 豊子
武田 博

大須賀良子
小池 勝造
松浦 昇
杉江 利行

鹿島 正二
貴志 義孝
川井 博之
渡邉 幸子

部 員

山上 貴久（日野分区書記）
川久保和壽（日野分区会計）
佐倉 英明（多摩分区書記）
持田 幸子（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）

石坂 齊雅
中嶋ヒロ子
小島 淳子
粟井 洋子
芦川 正雄
古平 順一
谷 和彦
坂井 厚彦
近藤 一美
川島 保之
大山 和子
岩田 利夫
髙木 禎信
福島美由紀

寺沼 恭子
沼 裕子
土谷 縷美
横田 定利
萩原 実夫
福島 幹男
會田 洋子
水野 京子
門井八重子
尾嵜 義昭
渡邉 力
内山 晃次
池田 教秀

入江マリ子
伊野 光雄
河内 惠子
大石 靖子
戸丸 久惠
馬場 房義
倉澤 兆一
須崎 勝政
松永 健
津守 範学
飯島 文彦
廣澤 伸幸
平田 紘一

●サポートセンター企画調整保護司（９人）

西川 毅（センター長） 北畠 一誠（本会計） 松本ちづ子（総務部長） 石川ちづ子（総務副部長）
青木 智子（総務書記） 三枝 玲子（総務会計） 鹿島 正二（広報部長） 河内 惠子（広報部）
川久保和壽（日野会計）

●社会貢献活動担当保護司（３人）

大須賀良子（地活部長） 紀 初子（多摩副分区長） 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29人 澤田 研二 土方 三男 山上 貴久 川久保和壽 水野 京子

多摩分区29人 中村 洋一 紀 初子 佐倉 英明 持田 幸子 伊野 光雄

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（10人）
安西 清 澤田 研二 大須賀良子 松本ちづ子 大澤 春雄
土方 三男 小池 勝造 荻原 豊子 貴志 義孝 石川ちづ子

多摩分区（９人）
紀 初子 三枝 玲子 中村 洋一 北畠 一誠 杉江 利行
青木 智子 川井 博之 武田 博 渡邉 幸子

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

●役 員（理事）25人 平成28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2277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28年度



日野・稲城分区担当

竹内 研児 観察官

本年４月から、日野･多摩･
稲城地区のうちの日野分区と稲
城分区を担当することになりまし
た。私は、さいたま、立川支部、

関東地方更生保護委員会の勤務を経て、平成26
年から立川支部に復帰し、直近の２年間は町田
地区を担当してまいりました。４年ぶりに支部で
勤務して感じたことは、保護観察事件が減少して
いる割には、処遇困難なケースが増大していると
感じました。この度は、日野･多摩･稲城地区の
担当となり、まだ日が浅く、充分に地域事情を把
握しておりませんが、保護司の皆様のご支援やご
協力を賜りながら、罪を犯した者達への更生指導
と犯罪予防活動を推し進めてまいりたいと思いま
すので、何卒お力添え方よろしくお願いします。

多摩分区担当

作間 政雄 観察官

平成28年４月から日野・多
摩・稲城地区のうち、多摩分
区を担当させて頂くことにな
りました。日野・多摩・稲城

地区保護司会の先生方には、日頃より保護司会
活動にご尽力賜り、誠にありがとうございます。
私はこの４月に水戸保護観察所から転任して
まいりました。水戸では、やっと咲き始めた桜
が、こちらではすっかり花開いていたことが、
とても印象に残っております。
まだまだ慣れないことが多く、先生方にはご
迷惑をおかけすることがあるかもしれませんが、
日野・多摩・稲城地区の更生保護活動に全力で
取り組む所存でおりますので今後ともどうぞよ
ろしくお願い致します。

「子ども･いきいきふれあいステージ」の開催

日時 ７月２日（土） 10:00～12:00

場所 日野市立平山中学校

４月26日（火）に第１回の運営委員会を開

催し、平成28年度第66回社明運動がスタート

しました。６月21日（火）には推進委員長で

ある大坪日野市長出席のもと、関係31機関が

集まり日野市推進委員会が開催されます。

本年度は、平山中学校、平山・滝合小学校

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15回目）を開催し

ます。

啓発パレードの実施

日時 ７月18日（月）海の日 16:00～17:00

場所 多摩センター、多摩美術大学美術館前

広場～多摩センター駅～パルテノン多

摩大階段まで

去る５月10日に運営委員会を開催し、啓発

パレードへの協力要請をしました。

６月10日には推進委員会を開催し、小・中

学生の参加拡大を目指して関係機関等への協

力をお願いしました。

駅頭・街頭広報活動の実施

例年と同様、市内６か所の鉄道駅頭と平尾

地区バス停で、７月１日早朝に通勤者や通学

者などにポケットティッシュなどを配布して

ＰＲします。ポケットティッシュには、市内

中学校の全生徒の願いを込めた折鶴がはさみ

込まれています。７月１日の活動には、市長、

教育長をはじめ、中学生の代表や市内各種団

体が参加します。

又、ジャイアンツ球場や市内神社の夏祭り

などにも保護司と更生保護女性会が協力して

ウェットティッシュなどを配布してＰＲしま

す。
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社社社会会会ををを明明明るるるくくくすすするるる運運運動動動

今今今年年年度度度ののの予予予定定定

日野分区 分区長 澤田 研二

多摩分区 分区長 中村 洋一

稲城分区 分区長 篠崎 誠一

第63回

平平平成成成222888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

会長 馬場 三榮子

５月14日（土）多摩市の旭鮨に於いて、ご
来賓に保護司会安西会長、佐伯顧問、松本総
務部長をお招きして、会員10名出席のもとで
平成28年度定期総会開催。
先ず、前年度の活動及び会計収支報告。東

京桐友会理事会報告。続いて昼食をしながら懇
親会。席上では出席者１人ひとりが近況を披露。
さすが元保護司、皆さんとてもお元気です。
今年度の活動は、会員18名で、保護司会

「社明」への協力を目的に頑張ります。

地地区区桐桐友友会会のの活活動動
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部 長 鹿島 正二 書 記 川井 博之

副部長 貴志 義孝 会 計 渡邉 幸子

入江マリ子 伊野光雄 河内惠子 大石靖子

戸丸久惠 馬場房義 倉澤兆一 須崎勝政

松永 健 津守範学 飯島文彦 廣澤伸幸

平田紘一

広報部員

表 紙 写 真 の 説 明

稲城市は丘陵地区が多く市内各所で富士山を望

むことができます。

この写真の撮影場所は坂浜地区にある駒沢女子

大学ですが、そのほかにも若葉台住宅地にある見

晴らし緑地なども眺望の良いポイントとなってお

ります。

近年はニュータウン開発地区として高層マン

ションなどの住宅施設や、スーパーマーケットな

どの商業施設が増えてきておりますが、多摩川と

多摩丘陵に囲まれ、緑の多い自然豊かな街でもあ

ります。

今年度の見出しの写真のテーマは地域か

ら望む富士山です。

近年、地域の開発により高層ビルが建ち

並び、富士山が望めないところもあります。

当の昔、霊峰富士を見入る場所を富士見

町、富士見坂等の地名をつけたと言い伝え

もあります。

どうぞ、移り行く光景にしたってみては

いかがでしょうか。

広報部も皆さんに分かりやすい広報誌を

作成すべくここ１年、部員一同頑張ってい

く所存ですのでどうぞよろしくお願い致し

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

ありがとうございました

倉澤 兆一 氏 日野分区

平成28年５月24日付（在職４年）

編 集 後 記

編集 広報部

退 任 保 護 司 紹 介
退任保護司紹介
永い間ご苦労様でした

沼 裕子 氏 多摩分区

平成28年５月24日付（在職20年）

「何故？」なのでしょう。この清々しい気

分は、淋しさはない。今まで脇に置いて来た

沢山の仕事。何から手を着けたらよいかと思

案投げ首の日々を過ごしています。桐友会あ

り更女、青少協、自治会…とまだ活動の場が

残されて楽しみです。はからずも過日桐友会

に招かれ、先輩方の変わらないお元気さに圧

倒され、ますます意欲が沸いて来ました。

“さあ目をつぶって断捨離からはじめましょ

うか”皆様に感謝申し上げます。

入江 マリ子 氏 多摩分区

平成28年５月24日付（在職20年）

このたび、平成８年５月に委嘱を受けてか

ら20年が過ぎ去り（年齢上限）退任となりま

した。大変お世話になりました。保護司活動

に従事できたことにより保護観察、分区会、

専門部、社明運動、地域の小学校中学校、青

少協等々多くの関係者との深い絆がよき思い

出として残り、これも又温かいご指導ご支援

の賜物と厚くお礼申し上げます。これからの

人生は今迄の経験を活かしながら地域に密着

した健幸生活を送りたいと望んでいます。当
・・

地区保護司会の益々のご発展と皆様のご活躍

とご健勝をお祈り申し上げます。

前号（48号）４頁、専門部の活動、研修部

の第Ⅲ期２月17日の出席率に誤りがありまし

たので訂正します。

誤 正

補講（支部） 3 7

補講（本庁） 1 4

欠 席 11 4

出 席 率 85.1％ 94.6％

訂訂正正


