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東京更生保護事業関係者
顕彰式典
平成二十九年度東京更生保護事業
関係者顕彰式典が︑十一月二十一日
(火)に︑めぐろパーシモンホールで

(福生)

(日の出)

(日の出)

(羽村)

(あきる野)

男∴∴∴鼓雄
(羽村)

(あきる野)

(青梅)

(奥多摩)

(あきる野)

村上

浩

団体の方々の

大久保雄二 (奥多摩)

れ︑謝意が表
されました︒

西多摩地区

保護司会の方

C

内田 正敏
宇津木由虜
菅原 弘音
小林 悦雄
平野ひとみ
小峰一郎
星野 護
伊膝 健一

諭

(青梅)

対馬伸一郎(日の出)
田中 康司(あきる野)
栃元

和田 敏信(青梅)
油日 政次(青梅)

小澤喜美子(あきる野)
三ツ木好枝(青梅)

地域活動部 対馬 伸一郎

更生プログラムを行っていることを

授(元少年院の法務教官) から︑ス
ウェーデンの刑務所出所者が独自の

園長の推薦で夜間大学へ進む︒そこ
で出会った社会福祉学科の津宮宏教

十一月二十九日(水)午後二時より︑

教わる︒すぐに教授と共に︑少年院
経験者による出院した少年へのサポ

開聞間酬劃聞
福生市市民会館小ホールで西多摩地
区保護司会﹁講演会﹂を開催した︒

を立ち上げる︒現在︑国内各地に︑

が会員となり︑定期的に交流できる

まっとうな希望を持って生きたい人

ートグループ﹁セカンドチャンス﹂

内容は才門辰史氏による﹁少年院を
一歩出た日﹂で︑出院後に自らが立
ち直った経緯と︑現在の出院者の更
生に向けた取組みについて語ってい
ただいた︒

の仲間の所に行ってしまう︒空しさ︑
孤独を感じ︑崩れてしまった︒

ろうと誓うが︑出院したその日に元

見捨てられていないと感じ︑立ち直

少年院へ︒すぐ父親から手紙が届く︒

非行︑事件を繰り返し十八歳で浪速

来た︒二十二︑三歳までによき出会

つがあったから自分は立ち直りが出

③何でも言える大人の存在︒この三

②必要としてくれる大人との出会い︒

生き直し︑立ち直りには三つのこ
とが必要︒①見捨てない人の存在︒

仲間作りを目指している︒

﹁正直﹂﹁平等﹂﹁尊敬﹂︒心地よい

場所を作っている︒会のモットーは

東京で仕事をしていた父親を頼っ

いがあれば社会人になれる︒今後も

岸和田市出身︒三人兄弟の三番目︒

て上京するが︑何度も面接で落ちて

﹁セカンドチャンス﹂の輪を広げて

(羽村)

(奥多摩)

仕事に就けず︑歌舞伎町を彿循して

いきたい︒

(あきる野)

(檜原)

(青梅)

(青梅)

(あきる野)

過ごす︒何とか通信制のフリースク

岳

(青梅)

(日の出)

聞 胴

々は次のとお
りです︒

(春)吉澤 洋子(青梅)
(秋)生田 恵稔(あきる野)

(春)奔辟∴次男(奥多摩)
(秋)高橋 秀夫(瑞穂)

田村 元彦(福生)

芳博時事忠
正文代之子

開催されました︒

式典は︑東京マンドリン宮田楽団

による四曲の演奏の後︑更生保護事

治基勇俊明

河遥 篤子(青梅)

中上田井司

功績が顕彰さ

業に貢献された千二十一人︑二十五

濱井指新鹿
須奔沖福末
席辟倉島宮

良昭

名分区の視察研修
立川拘置所参観
福生分区 竹田

バスでの訪問でした︒予定より二十

分早く研修が始まりました︒

施設概要の説明ビデオの視聴︑河/

村総務部長より拘置所の現状や施設

説明をして頂き︑その後施設内を視

道路は日頃利用しますが拘置所がこ

察させていただきました︒私は前の

こにあるとは気づきませんでした︒

外塀は無く低い柵で囲まれ︑景観に

配慮した造りとの説明を聞いて︑こ

の施設を気付かなかったのだと納得

しました︒

施設内見学では︑屋上運動場︑居

室︑遠目から中央監視室を見ること

ができました︒居室ドアは内側には
ドアノブが無いこと︑共用廊下から

は窓ガラスが黒く見え外が見えない

は居室内部は見えるが︑居室内から

こと︑自殺防止にタオル掛けにも工

夫がされていること等細かい工夫に

は感心しました︒

部長よりバブル崩壊後一時期犯罪

は増加傾向にあり入所者が増えだが

現在減少している︒東京五輪後は⁝

⁝?景気の影響がでるかもしれない︒

また高齢入所者には認知症が見受け

られ︑社会復帰後の生活を心配して

加者からは収容者への対応や刑務所

秋晴れの十一月六日分区会貝に福

行われていたブロック別研修に替わ

との違いなどについて知ることがで

いるとの説明を頂いた︒世相を反映

る自主的な研修として︑この視察を

きたとの感想を頂き実のある研修が

していると考えさせられました︒参

計画しました︒私は保護司五年目で

できました︒

川拘置所の視察を行いました︒例年

すが初めての拘置所見学です︒庁用

生市役所明智さんを加え十人名で立

分区長による締め

)

平卑‑手年西多摩地区保護司会新年会醸麗

平成三十年一月二十二日(月)福生
保護司会新年会が開催されました︒

市もくせい会館において西多摩地区
午前中からの降雪︑午後から夜間

にかけ更に勢いが増し交通マヒの心
配までする中で実施されました︒

斎藤会長は﹁昨年は現職の会長︑
庶務の司会で楽しいひと時を演出し

きました︒二人の保護観察官︑各地

保護司から感激の声を聞くこともで

恒例の福引抽選会では総務部の

区分区長の締めで閉会となりました︒

と挨拶されました︒

いがした︒会員の皆さん健康に留意

西多摩地区保護司雀
てくれました︒会長賞をあてた新人

澄蜜琵冨田冨田

し更生保護活動に取り組みましょゝふ

副会長が急逝され︑とても悲しい思

斎藤会長
二瓶保護観察官・小嶋主任保護観察官
方々が事前準備を重ね︑当日は福島

福生分区の皆さんによる清興
会長賞を当てた町田保護司

○Ⅲ,。,。。」 。‑。二
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中野

修

千葉刑務所・館山ダルク
羽村分区
十一月六日秋晴の中︑十九名の保
護司会メンバーは︑トランプ大統領
の訪日の警備体制を考慮して早めの

八時に羽村市役所を出発した︒東
四十九階で昼食を済ませ︑午後一時

京湾を一望できる東京ベイ幕張の
過ぎに千葉刑務所を訪れた︒重厚な
赤レンガ造りの正門を通り︑手続き

を済ませ説明会場に入った︒

担当の阿部分類部長から丁寧で分
かりやすい説明を受け︑所内を案内
して頂いた︒収容状況は︑拘置支所

を含み︑定員の千三百四十二人の約
六十%と落ち着いているように思え

た︒犯罪傾向の進んでいない刑期十
れており︑無期懲役の収容者も多く

年以上 (重犯罪) の受刑者が収容さ

現役として使用されている︒暫し明

る︒正門と本館は百十年を経た今も

設を出発し︑帰路についた︒

施設内を案内して頂き︑十二時に施

謝意を表明した︒その後︑ダルクの

でした︒

り︑その半数は薬物使用者と言う事

た矯正教育の指導や︑少女達の社会・

園長からは一人一人の個性に応じ/

治の面影を偲ぶことができた︒

活発な意見交換を行った後︑十五

挙げながら︑懇切丁寧な説明を受け

復帰の支援について︑具体的事例を

榛名女子学園

ました︒印象的だったのは︑生徒同

士の学び合いを重視し︑生徒による

り︑比較的自由に視聴できるように

た︒独居房は各室にTVが置いてあ

で︑多国籍の外国人も収容されてい

者(薬物及びアルコール依存症)か

の説明を受けた︒その後三名の入所

ルクの概要と就労支援二型WARP

員として働いている二人から館山ダ

翌七日︑十時頃に館山ダルクを訪
れた︒薬物依存症で入所し︑現在職

中に静かに仔んでいました︒施設は

た︒学園は黄紅色に染まる大自然の

バスは︑台風後の晴れた朝の光を
浴び︑榛名女子学園に向かいまし

十月三十日︑二十一名を乗せた

に良く映え︑厳粛な外観に清楚な華

物全体は灰色が基調でしたが︑それ

口の扉がピンク色だった事です︒建

ある南房総市に一路向かった︒

時過ぎに当施設を出発し︑宿泊地の

浩

なっていた︒

ら自身の体験談を聞かせてもらった︒

昭和二十七年︑旧前橋陸軍病院を転

視察後宿舎では親睦を深め︑翌日

あきる野分区 村上

生徒のための支援活動を行っている

点でした︒学園が目指す精神︑﹁在
院者の人権を大切にする処遇﹂の一

端が︑このお話しで理解できました︒

さらに心に響いたのは︑﹁家庭内

での虐待やネグレクト等により︑少

女達は脳に障害を持っている︒その

て直しをしている︒﹂と話された後︑

ため当園では育て直し︑家庭の立

柔らかな口調を一転させ︑﹃子供が

子供らしく育つ場所と時間を無くし

ているのは大人の責任である!﹄と︑

当刑務所は︑明治四十年に司法省
営繕技官であった山下啓次郎(東京

薬物の誘惑は︑自身の気持ちとは裏

用して発足した女子少年院で︑現在

は雪景色の谷川岳ロープウエイ等を
薬物の怖さ︑再犯防止の難しさを

十七歳以上の年長者が収容されてお

長期の処遇専門の施設になっており︑

て︑帰路につきました︒

楽しみ︑有意義な二日間を心に留め

やかさを添えていました︒

施設見学で目を惹いたのは︑入り

でした︒

る園長の︑強い使命感を感じた瞬間

です︒少女達の更生と自立を支援す

帝国大学工科大学で東京駅を設計し

腹に薬の方から近づいて来ると絞る

三十八名が在院していました︒また

厳しく保護者や大人を問われた言葉

た辰野金吾教授に学ぶ) の設計によ

ような声で話してくれた︒

いた︒また︑成田国際空港の関係

る五大監獄の一つとして建てられ︑

レンガ造りのイタリア式の洋風建築

物語っていた︒真撃な告白に対して

目

で︑日本の建築史上名高いものであ

墓

￣
二三
西多層地区保護司会会報

宮城刑務所訪問記
奥多摩分区 小峰 一郎

)

も収容されている人もいるそうで

す︒そのため受刑者の高齢化が進み︑

六〇歳以上の人が全体の三〇%もい

八街少年院プラスアルファ

さわやかな気持ちで参加者二十一人

れた雨も︑十月三日の朝には上がり︑

福生分区 平井 戊泰

宮城刑務所のもう一つの特色は︑
CTスキャン・人工透析装置等が整

るそうです︒

備されていることです︒また全国で

が︑福生市役所を出発しました︒

研修日の前日から降りだし心配さ

唯一︑C型肝炎ウイルス感染症に対

八街少年院に着くと︑倉繁院長が
二時間にわたり対応してくだきり︑

するインターフェロン治療を実施し

ていて︑医療・衛生関係が充実して

説明をいただいた主な内容を次のと

の各家庭裁判所において︑第一種少

八街少年院は︑関東甲信越静岡

馬﹂を買う人︑そば殻の枕︑キーホ

家庭に譲るまでしつけをし︑交流を

1

おりご紹介いたします︒

います︒

最後にキヤピック (刑務所作業製

ルダー︑木の香りのする木製ジグソ

年院送致決定のあった少年のうち︑
反社会的な価値観・行動傾向︑自己

通して命の尊さや信頼関係を築くた

品) での買い物︒孫のために ﹁木

ーパズルなど︑大きなものは送って

上特に問題となる事情を改善する必

統制力の低さ︑認知の偏り等︑資質

るとのことである︒

めの忍耐力を育むことを目指してい

年を対象としている︒

が圧倒的に多いが︑地域に問題があ

護された捨て犬の訓練に取り組み︑

もらい身軽で今日の宿泊地︑松島海

要がある者のうち︑十九歳未満の少

湾を見学︑日本三景を満喫しました︒

2

るところがあり︑とても心配だ︒そ

次の朝︑松島観光の船に乗り松島

岸へ向かいました︒
一つは﹁蛭龍(はんりょう) の松﹂

次に端厳寺に行き︑宮城刑務所で見

ルにも及ぶ広大な土地を︑職員が一

の少年たちの再犯率は︑十五

宮城刑務所には二匹の龍がいます︒

樹齢三百八十年 (推定)︑枝を四十

た龍に会いました︒﹁臥龍梅﹂ です︒

3

丸となって管理している︒

ここに︑心から少年たちの更生を
願いつつ︑八街少年院の視察報告と

%に及ぶとのことであった︒

二十

震災の傷跡がはっきり見えていまし

時の平成十二年が六千五十二人に対
し︑平成二十七年は二千七百四十三

少年院の新収容者数は︑ピーク

退院後︑親族のもとに帰る少年

mにも広げ︑あたかも地を這う龍の

同じ梅を植えたんですね︒ここには

伊達政宗の庇護を受けた瑞巌寺にも

﹁臥龍(がりょう)梅﹂です︒幹が

た︒参道の杉並木が︑海水に浸かり

いたしますが︑当分区では︑夕食後︑

5

ようです︒もう一つの龍は︑伊達政

八街少年院の十五万平方メート

宗公が朝鮮から持ち帰った朝鮮梅
地面に伏して横たわり︑あたかも龍

人と五十五%減少していて少子化の

現況を一人五分ずつ報告し︑このこ

枯れてしまい大きな切り株が残って

とが今後の活動の礎になるとともに︑

が臥しているように見えることから

今回の研修旅行は︑震災の復興が

(ジーマック)と呼んでいる全国初

4 八街少年院では︑通称GMaC

当分区のきずなを深める絶好の機会

全員が幹事部屋に集い︑保護観察の
進む東北地方の宮城刑務所にしまし

の独自のプログラムに取り組んでい

となり︑充実した有意義な研修が実

減少率よりも高い︒

含む執行刑期十年以上の犯罪傾向が

た︒まだ避難生活をしている人もい

る︒その採用の趣旨は︑入所してい

施できたものと確信しています︒

いました︒

進んだ者 (しB指標)及び十年未満

ます︒一刻も早く元の生活に戻れる

る少年が︑矯正教育の一環として保

名付けられました︒

の犯罪傾向が進んだ者(B指標)を

よう願いつつ︑仙台を後にしました︒

宮城刑務所の収容者は︑無期刑を

収容しています︒長い人では五十年

西多摩地区保護司会会報
臆二へ
￣
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神奈川医療少年院

お話が開けた︒
日頃のご苦労など微塵も見せない

軽快な︑分かりやすい語り口に充実

松本少年刑務所
(日の出・槽原分区合同研修)

十八歳から十九歳はいない︒約半数

悪犯︒高校中退者が九十名︑高卒以ノ

が財産犯(窃盗︑詐欺等) で次が凶

もと︑今年度の視察研修は始まった︒

市職員一名の総勢三十名の参加者の

OB一名︑更生保護女性会役員二名︑

十一月二十七日︑保護司二十六名︑

られている確証があるからこその説

楽しそうな説明は︑十分な成果が得

ピジョントレーニング教室での大変

って行われサイコドラマを行う教室︑

施設内の見学が中村次長の引率によ

指導実践をみる思いがした︒その後︑

いる︒当日は所内工場で木彫り作業

仕事に従事する取り組みも行われて

いって︑刑務官が付かずに塀の外で

練が行われている︒外部通勤作業と

応じた改善指導や生産作業︑職業訓

入所後の矯正処遇として︑罪名に

上が十六名と比較的学歴は商いとの

新井幹事長︑中村分区長︑稲垣保護
明だと思えた︒

や近隣住民の自動車整備・洗車に励

した自信に満ちた日々の矯正教育の

司会OB︑清水更生保護女性会会長︑

短時間の中での視察研修ではあっ

む様子を見学することが出来た︒ま

青梅分区 和日∴敏信

青梅市福祉総務課野澤係長からの挨

たが︑今後の処遇対策について考え

た三名が教室で補習教科指導を受け

総務部長の説明によると︑職員は

こと︒

拶終了後︑事前研修が始まった︒内
容は医療少年院についてで︑講師は

させられる充実した視察研修となっ

日の出分区 対馬 仲一郎

前園保護司が勤めてくださった︒毎

ていた︒

年実施されるバス内でのその日に訪
︒
た

出所後の受刑者の更生と再犯防止に

問する施設に関わる事前研修は︑保
護司になってから日の浅い者にとっ

向けて︑居場所(住居)と出番(仕

的︑発達障害︑または︑それらの疑

今回訪問する神奈川医療少年院が知

で長野県松本市にある松本少年刑務

保護司︑日の出更女︑事務局十四名

十一月十六日︑日の出・檜原分区

ご苦労をうかがい知るとともに︑街

者もいるそうである︒職員の方々の

何とかなるだろうと甘く考えている

医療少年院には二種類あること︑

いのある者を収容している矯正施設

所を訪問した︒

なく本日の視察研修施設の神奈川医

得られた︒事前研修が終わるとまも

いる施設である こ と な ど 予 備 知 識 が

年刑務所となる︒同三十年に全国で

度か名称を変更後︑昭和十七年に少

明治十六年に設置された獄舎が何

ことに深い感銘を受けた︒

の理解・協力を得て運営されている

の中の刑務所でありながら近隣住民

翌日は﹁飛騨の小京都﹂高山市内

唯一所内に中学校の分校が併設され︑

を散策し︑江戸時代以来の城下町・

た︒心配された雪の影響も無く︑遥

同四十一年には高等学校の通信課程

かに雪を頂く北︑中央︑南アルプス

商業町の人々の暮らしに想いを馳せ

定員は四百十四名だが︑現在受

の雄大な峰々を車窓からながめるこ

も併設されている︒

刑者は二百二十名程で︑少年院送
致を二︑三回繰り返した二十歳か

とが出来た︒

いほど︑街中に溶け込んだ建物だ︒

すぐに会議室へ案内され︑当施設の

ら二十六歳の男子を収容している︒

因

中村次長から施設の概要等について

た︒これが少年院とはとても思えな

設の隣は壁一つ隔てて小学校であっ

相模原市中央区に在所するこの施

療少年院に到着した︒

が︑年齢が二十歳代と若いためか︑

で︑大変処遇困難な少年を処遇して

事) の確保に熱心に取り組んでいる

ては︑大変有意義な研修となる︒

星

/)
)

止への寄与

地域社会における非行及び犯罪防

ンター﹁くわのみ心理相談室﹂ で︑

③地域援助 八王子法務少年支援セ

人一人の状況を深く理解し︑寄り添

今回の視察研修を通じて︑入所者一

なずきながら聞き入っていました︒

でわかりやすい回答に︑参加者はう

のご経験と豊富な事例から︑具体的

午後一時より全員でカレーライス

モップの水切りをしてくれました︒

く大変とこぼしつつ︑女性保護司の

を行いました︒ある少年は窓が大き

年三人は室内で窓拭き︑フロア清掃′

作業は︑室内と室外に分かれ︑少

ほしい) とのお話がありました︒

また︑少年審判と処遇の流れにつ

って相談することは︑私たち保護司

の昼食を美味しく頂きました︒余暇

後半の質疑では︑所長さんの長年

十一月十三日︑秋晴れの爽やかな
いて表を使ってわかりやすく説明し

が対象者と面接をするときの心構え

活動では︑ポストカードに押し花で

健全な育成のための支援

日に︑瑞穂分区では︑保護司十名事
てくだきり︑少年院や刑務所との違

と全く同じであることを改めてご示

作った人形を張り︑木枯らしの雰囲

八王子少年鑑別所を
訪れて

務局一名の十一名で八王子少年鑑別

いや鑑別所の役割などについて理解

唆いただいたように思います︒

瑞穂分区 志村 武保

所を訪れました︒
することができました︒

八王子少年鑑別所は︑昭和五十七

所し︑平成二年六月に本所に昇格し

東京少年鑑別所八王子分室として開

させていただいた︒現在は収容され

また隣接する東京婦人補導院も見学

行き届いており︑整然としていた︒

皆様に感謝申し上げます︒

くださった所長さんをはじめ職員の

今回の視察研修を快く引き受けて

では比留間介助貝の担当のもと男性

者と一緒に楽しく行いました︒室外

気を出すように葉を張る作業を利用

施設の見学ではどの部屋も掃除が

た︒収容定員は八十名で東京都多摩

ている人はいないが︑いつでも受け

年三月︑東京婦人補導寮舎の一画に

地域全般を管轄している︒職員は所

入れられるように準備はしてあると

が終了しました︒

恒例の饅頭を頂き︑社会参加活動

想が述べられた︒

せて頂き勉強になりました﹂との感

が良く分った︒今日は良い体験をさ

会において﹁介護士の仕事の大変さ

二人の少年は午前中の作業で帰宅
し︑最後まで頑張った少年から懇親

採・枝の勇足などを行いました︒

保護司が急斜面の草刈り・竹の伐

長をはじめ専門官︑調査官︑医療職
のことでした︒

社会参加活動に
参加して

など三十三名おり︑それぞれの役割
があり︑勤務状況はかなりハードの
ようである︒

地域活動部 小野 静江
平成二十九年十一月二十六日(日)

当日は私たちのために︑たくさん

の資料をご用意いただき︑公務多忙

あきる野市特別養護老人ホーム麦久

社会参加活動が行われました︒この

のなか所長さん自ら講義や施設の案

講義では︑少年鑑別所の主な業務

事業は平成十二年から始まり︑本年

保園において︑西多摩地区保護司会

の三つについて詳しく説明してくだ

で十八年目になります︒当日の参加

内をしてくださった︒

さった︒

者は小嶋忠志主任保護観察官・二瓶
陽子観察官︑保護司十五名︑少年三

鑑別面接ではじっくりと丁

寧に聴く︑心理検査では個々の特

①鑑別

性を探る︑行動観察では綿密に観

ョン)を通し感謝の心を持ち帰って

との交わり(挨拶・コミュニケーシ

から﹁人として尊厳を重視し人と人

オリエンテーションでは︑施設長

名の合計二十一名でした︒

る︑再非行の可能性や処遇の適合
規則正しく明るい生活

性の把握・検討
②観護処遇

環境を整えるための日課の工夫や

少年の押し花作品

臆臆臆二
￣￣ ￣￣￣ ￣
西多犀地区保護司会会報で三二

平成三十年一月十七日(水)福生市
もくせい会館において臨時理事会が
開催されました︒副会長人事につい
て斎藤会長から提案があり了承され
ました︒

平山 和治(瑞穂分区)
(在職二十四年)

叙勲及び
平成二十九年度秋の叙勲及び褒章
に際し︑あきる野分区生田恵稔保護

奔巌 次男(奥多摩分区)
(在職二十六年)

秀夫保護司が藍綬褒章受賞の栄に浴

端霊魂先手貪露

心からお祝い申し上げます︒

されました︒

司が瑞宝双光章︑また瑞穂分区高橋

引乱割引里
平成三十年二月一日付左記の方が
新たに保護司として委嘱されました︒

今後のご活躍を期待します︒

偉

今年度西多摩地区保護司会副

会長の江川功保護司と総務部理

事の村野光治保護司がご逝去さ

び︑謹んでご冥福をお祈り申し

れました︒生前のご功績をしの

上げます︒(合掌)

功様(瑞穂分区)

平成二十九年十一月二十五日逝去

江川

享年七十五歳(在職 十三年)

平成三十年一月二十五日逝去

いたします︒

(広報部 本橋 義雄)

効な援護策は何かと思い悩むことは︑
七福神に望みをかけた庶民の思いと
通じるものがあると感じる方々は︑
多いのではないでしょうか︒
広報第124号を皆様のご協力に
より発行することができました︒引
き続き会員の皆様のご活躍をお願い

向かい合う保護司各位が︑最も有

古来の庶民が︑それぞれ抱える生
活課題を七人の福徳の神に願いをか
けた様子がうかがえます︒対象者に

立春を過ぎ︑木々の芽も本格的な
春を待ちわびていると思われる今日
このごろです︒
運動不足解消を兼ね︑ウオーキン
グで七福神めぐりを行いました︒

田園園田

享年六十七歳(在職 六年)

村野 光治様(福生分区)

大澤 徒労
(奥多摩分区)

(羽村分区)

佐々木庸喜

(青梅分区)

福田 米親

(あきる野分区)

青谷 淳一

藍綬褒章委棄

平成三十年一月二十二日(月)︑当

方が退任されました︒長い間保護司
活動へのご尽力ありがとうございま
し
た
︒

董

初予定されていた新年会前に臨時総
人事で︑羽村分区長の宮澤正弘保護

会が開催されました︒議題は副会長

司が副会長に就任し︑総務部長を担
当することになりました︒

宮津 正弘

平成三十年一月三十一日付二名の

退任保護司(敬称略)

新副会長・総務部長

