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相原駅　駅舎と駅前西口広場

より安全・安心な街、町田へ

警視庁町田警察署　署長　岩下　悦男

町田地区保護司会の皆様方には、平素より警察

行政各般にわたり、深いご理解とご協力を賜って

おりますことに厚く御礼申し上げます。

とりわけ少年の健全育成と非行防止につきまし

ては、多大なご支援を賜り、深く感謝申し上げます。

さて、昨年の管内における治安情勢を振り返り

ますと、町田市をはじめとする関係機関、団体、

そして多くの地域の皆様のご協力をいただき、各

種諸対策に取り組んだ結果、一昨年に比べ、ひっ

だくりや自動車盗の被害が大幅に減少し、また、

交通人身事故の発生件数についても僅かでありま

すが減少となったところであります。

しかしながら一方では、特殊詐欺被害が急増し

たほか、重大交通事故が相次ぐなど課題が残る一

年でもありました。

このため本年は、管内住民の皆様の身近で発生

する侵入窃盗などの重点犯罪については、引き続

き犯罪抑止と検挙活動の両面を推進するとともに、

とりわけ高齢化社会が急速に発展する中にあって、

高齢者を狙った特殊詐欺については、今がまさに

正念場であるとの認識の下、被害防止対策を強力

に推進してまいります。

又再犯率や再非行の増加が社会問題になる中で、

更生保護に携わる保護司の皆様方のご負担が増え

ていると聞いております。

町田警察署といたしましても、非行少年等に対

する立ち直り支援や子どもを見守る社会機運の醸

成を通じ、 「非行を生まない社会作り」を推進し、

少年の規範意識の向上を図るため、署員一丸となっ

て尽力してまいりますので、引き続きのご理解と

ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

結びに町田地区保護司会の益々のご発展と皆様

方のご活躍を祈念し、挨拶とさせていただきます。
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『顕劇を闘
閣

1月19日、東京保護観察所立川支部前川支部長、

石阪町田市長をはじめ多くのご来賓を迎え町田地

区保護司会の「新春の集い」が開催されました。

鈴木総務部長の司会、中里副会長の開会の挨拶

で始まりました。小山会長は平素の協力への謝辞

とともに、 「今年は第6ブロック(西多摩、八王子、

日野多摩稲城、町田で構成するグループ)保護司

会組織運営連絡協議会開催当番に当たり、お客様

を迎える立場として、駅からのご案内から始まり

様々な役割をお願いすることになりますが団結力

を持ってよろしくご協力を!また、社会を明るく

する運動も従来とは少し様

式を変えたいと市と話し

合っているところです。何

事も新しいことを始めるに

はエネルギーが必要です。

いっそうのご協力と団結

を!」と呼びかけられました。

続いて平本相談役、中岡前鶴川分区長、山崎前

堺分区長の瑞賓双光章をはじめ、 29年度各賞受賞

者の紹介が梅木副会長からされました。

前川支部長から、 「刑法犯が初めて100万件を切

り特殊詐欺以外は減少し

ています。しかし捕まっ

た人の47.8%がリピーター

です。再犯防止基本法も

できました。犯罪の無い

明るい町田を作って頂きた

い」とご挨拶がありました。

また「子どもは地域の教

育力なしでは育たない、教育環境を整えるという

意味からも社会を明るくする運動は大切でその主

旨が一人ひとりに浸透するよう願っている」等ご来

賓それぞれのお立場からのご挨拶をいただきました。

第二部はご来賓のご挨拶の後、中里桐友会会長

の音頭で乾杯、歓談や分区ごとのカラオケで楽し

い時間を過ごし散会となりました。

(広報部　市川　恵子)

費主なご来賓

東京保護観察所立/ii支部支部長　　　前川　　洋　様

東京保護観葉所町田地区担当主任官　吉Iii　昌宏　様

多摩地区保護司会連絡協議会会長　　野崎　重弥　様

町田市長　　　　　　　　　　　　　石板　丈一　様

町田市議会議長　　　　　　　　　　吉田　つとむ様

町田市教育委員長　　　　　　　　　佐藤　　昇　様

町田市地域福祉部部長　　　　　　　叶内　昌志　様

町田市地域福祉部福祉総務課課長　　重囲　　淳　様

町田警察署署長　　　　　　　　　　岩下　悦男　横

町田警察署生活安全課課長　　　　　荒井　重之　様

町田警察署生活安全課少年第一係主任
山本　弘大　様

町田市青少年健全育成地区委員会連絡協議会会長
井上　　勉

町田地区更生保護女性会会長　　　　吉田　庸子

鶴舞会施設長　　　　　　　　　　　根本　英男

様
　
様
　
様
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第67回「社会を明るくする運動」
作文コンテスト優秀賞表彰式に出席して

地域活動部長

新年を迎えて早々の1月5日、小山会長・梅木

副会長と共に、霞が閑の東京保護観察所へ向かい

ました。

第67回「社会を明るくする運動」作文コンテス

トにおいて優秀賞を受賞した金井中学校2年生小

澤花音さんの授賞式があり、同伴することになっ

たからです。

受賞者本人は勿論、母親、担任教師、市の担当

職員2人も同行しましたので道中、受賞の喜びも

あり大いに会話が弾みました。

予定より早めに到着したことから、法務省の20

階にある食堂で昼食を摂ることになりました。通

された席は皇居が一望できる場所で、今時の言葉

を使うならば、インス夕映えする場所でした。受

賞者は初めて見る光景に感激していました。

その後、午後1時半から始まった式典に臨みま

した。受賞者は小澤さんを含め14名でした。祝辞

が続く中、応募された作文は小・中学校で1万5

千作もあったことが分かりました。小澤さんの作

文は、その中から選ばれていたことを知り、喜び

と感動が増してきました。

受賞者の作文が、

社会を明るくする運

動の駅頭・街頭広報

活動で経験したこと

を綴ったことも嬉し

いことでした。

式典を終えた後、

石阪町田市長に受賞

報告するため町田市

役所へと向かいまし

た。

市役所に着くと中里副会長と金井中学校の校長

先生が出迎えてくれました。

受賞した小澤さんの表彰状を見た中里副会長は

目頭を熱くしながら喜んでくれました。その姿を

目にし、改めて喜びの気持ちを共有することがで

きました。

その後、満面の笑みで出迎えてくれた石阪市長

は、担当者から時間が過ぎていることを促される

ほど受賞者との会話に夢中になって喜んで下さ

いました。

市長と受賞者との記念撮影を終え、無事行事は

終了しました。

小澤さんの投じた一石が、大きな輪となり広

がって欲しいとの思いにさせられた貴重な経験で

した。

繁華街の合同視察
地域活動部長　　高野　呂憲

クリスマスソングが鳴り響く12月18日、町田地

区保護司会が主体となり町田地区更生保護女性

会・町田警察署を交えた合同による町田駅周辺の

繁華街視察パトロールを行いました。犯罪を誘発

しかねない風俗営業等の実態を確認することを目

的としたものでした。繁華街には種々の業種が轟

いていますが町田市も例外ではありません。一見

して目につくパチンコ店やゲームセンターのこと

は分かりますが、人目に付くことなく営業を続け

ている店も散見されました。

現在はなくなりましたが、以前は「危険ドラッ

グ」の店や性を売り物とする「セリクラ」といっ

た風俗店もありました。これらの業種が直接的に

犯罪を誘発するといったことはないかも知れませ

んが、要因にはなり得るという認識を持つことは

保護司として必要なことだと感じました。

視察終了後は、情報交換と親睦を図るための時

間を作りました。普段はあまり接触のない人たち

とも会話が弾み、場は盛り上がり、意義のある時

間を過ごすことができました。

園田園田
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小山中央小学校との連携

堺分区　佐藤　伸一郎。

11月27日小山中央小学校からの依頼により、朝

礼で2回目の講話を行いました。

まず学校周辺で行われている区画整理事業によ

る、周辺環境の変化について話しました。日頃子

ども達が自然観察など　多目的に利用している身

近な片所谷戸(かたそやと)。春にはホシザクラ

が咲き、夏にはホタルが舞う、昔からある緑地が、分

地域の方々の努力と市の協力で、今後も残ること

になりました。この身近な緑地を、子ども達にも

大切にずっと見守ってほしいと思います。

さらに、区画整理事業が終えると、また新しい

小学生が小山中央小学校へ通うことになります。

早く学校に慣れ、仲良く過ごしてほしいと思います。

私が保護司の仕事の中で一番大切にしているこ

とは、相手の話を良く聴くことです。これは人と

の関わりの中でとても大切なことで、家族、友達、

先生方など、いろいろな人の話をしっかり聴くこ

とで、お互いに認め合い楽しく生活できるように

なると思います。学校では、子ども達が成長し大

人になった時に、人との関わりで困ったり悩んだ

りしないように指導されているのです。まず人の

話を良く聴き、楽しい小学校生活を送ってほしい

ことを伝えて講話を終えました。

駅頭・街頭広報活動

鶴川分区　田中　公夫。嵩

第67回社会を明るくする運動の駅頭・街頭広報

活動に、鶴川分区では、今年初めて中学生に参加

していただきました。

鶴川駅前での広報活動には、真光寺中学校から

生徒会の5名、鶴川中学校からボランティア部の

5名の生徒に参加していただきました。

当日(7月l日)は、朝から天気の良い日で、午

区　後3時半に集合し、 4時から開始しました。最初

だ　に参加者に概要及び注意事項について説明をしま
した。まだ日差しが強く、熱中症にならないよう

に注意しながら広報活動を行いました。駅前では、

改札口付近(真光寺中)と西側のタクシー乗り場付

近(鶴II旧)の二つのグループに別れ、中学生に7

月31日の町田大会のパンフレットとメディカル

パッドを配っていただきました。私たち保護司は、

「社会を明るくする運動です」と声を出して、中学

生の活動を見守りました。昨年は、大人ばかりで

朝8時から広報活動を行いましたが、なかなかパ

ンフレットを受け取っていただけませんでした。

今年は生徒さんが積極的に活動して下さり、受け

取る方も多く、短時間のうちに準備したパンフ

レットが無くなりました。中学生の皆様に感謝す

ると共に、今後、中学校や地域の関係団体も含め

て広報活動をしていきたいと感じました。

薬物乱用防止教室

忠生分区　石川　一郎、

平成30年2月28日に町田市立木曽中学校主催、

町田地区保護司会忠生分区共催にて薬物乱用防止

教室を開催しました。

講師には一般社団法人横浜薬剤師協会学校薬剤

師部会副部会長の山崎　健氏をお招きし、ご講義

をいただきました。講義には小山会長を始め、保

護司12名が出席し、木曽中学校1年生93名と教職

員5名に対して熱のこもった授業が行われま/した。

講義では、まず薬の飲み方にくつ..いて了お茶、



第105号　　　　　　　　　　町田地区保護司会だより　　　　　平成30年3月20日(5)

ジュース等で飲んだ場合の悪影響を科学的な実験

で視覚的に紹介し、飲む水の量が極端に少ない場

合には食道に穴が開く(鎮痛薬)等の情報も合わせ

て説明されました。その後、薬物の危険性につい

て、大麻(マリファナ)、コカイン、覚醒剤、MDMA、

シンナー等の作用や影響等の話のみならず、依存

症の恐ろしさについて丁寧に説明されました。更

に、どの薬物が一番危険かではなく、何歳から飲

酒や薬物を始めてしまったかがとても重要である

ことを話され、 13-16歳で飲酒を始め、アルコー

ル依存症になった女性8名の内、 40歳まで生きら

れるのは1名で、他の人は殆どが事故死か自殺し

てしまう等の実例も紹介されました。そして、子

供の最も身近な危険としては飲酒であり、飲酒開

始年齢が低いほど依存症に陥る割合が大きく、 「中

高生のうちは決して飲酒の習慣をつけてはならな

い」と幾度となく指導さました。

我々保護司としては、今後もこのような薬物乱

用防止教室を継続し、薬物の危険性を子ども達に

周知すると共に一人でも多くの子ども達を薬物の

害から守る環境を整えていきたいと思います。

スクラム組んで!

町田分区　春山　幸子。

“冬きたりなは春遠からじ’’呪文のように唱

えている今日この頃。公園を散歩しても唯一花を

つけてる、蝋梅の控えめな薄黄色の花から清々し

い早春の芳香がただようのみ。

今、私は今年度の計画が無事完了し、ほっとし

ているところです。

保護司の補充については、あと一歩。次に定年

を迎えられる方の平成32年までには、あと二人。

振り返ってみると、平成15年には22名という時

もあったのです。 22年から25年は16名が続きま

した。これは、定年退任を超えた退任者が出たと

いうことです。自己都合の退任は突然起こること

があり、家族の事情や健康上のこともあり、致し

かたないことなのです。

定年退任が予定されたら補充するだけでは追い

つかないことが間々あります。少し多めにしてお

いた方が安心ということです。

分区員の分布状況を見ると、どうしても埋らな

い地域や手薄な地域があります。これは現在いる

保護司の人間関係がある地域に偏ってしまうから

で、これを打開するには、健全育成地区委員会で

心ある方をお誘いするのがいいのかと思います。

平成26年から今年度までに新しい保護司が8名

になりました。若い方が多く、長く活躍して頂け

ると思います。楽しい会にして行きましょう。

身近な歴史で郷土愛!

南分区　市川　恵子。,登

去る12月12日、分区研修として、大先輩で町

田地方史研究会副会長の中里猪一様にご講演を頂

きました。演題は「井戸家は『遠山の金さん』と

親戚」サブタイトルは「成瀬・東雲寺にある井戸

家の墓石から読み解く」です。井戸石見守弘道と

奥方の墓石から、その奥方が遠山金四郎の義兄の

息子の娘に当たると、系図をたどりながら分かり

やすくお話して下さいました。身近な事でも知ら

ないことが多いことに気づかされました。

その後、場所を移して新任の方の歓迎懇親会を

行いました。席上、保護司としての叙勲ではあり

ませんが、江上・大山・橋本各氏の叙勲をみんな

でお祝いし、盛会のうちにお開きとなりました。

塵
醒
顕
分
区
だ
よ
り
　
慈
胃
帯



(6)平成30年3月20日　　　　　町田地区保護司会だより　　　　　　　　　　　第105号

平成29年11月26日(日)忠生公園において、未

成年対象者の処遇の一環として保護司と共に公園

内外の清掃を実施しました。

活動には、保

護司13名(他分

区より1名含む)、

対象者4名、更生

保護女性会5名、

町田市役所1名、

保護観察官l名、

町田警察署1名、忠生地区交番より制服警察官が

常時2名ずつ交代の交通整理での参加がありまし

た。

9時に開会・説明を行い、4班(内1班は炊事班)

に分かれ、担当エリアにおいて落ち葉清掃を行い

ました。道路(歩道)清掃は、警察官の注意のもと、

歩行者に支障の無い様、皆で声を掛け合いながら

和気萬々と行いました。また、木から時折落ち葉

が雨のように降り注ぎ、風のいたずらに笑い声が

あがる場面もあり皆笑顔で楽しんでいるようでし

た。途中休憩では、日ごろは見ることの出来ない

ような対象者の何気ない日常が分かり、有意義な

時間でした。その後、更生保護女性会を中心とし

た炊事班の方々の愛情たっぷりのカレーライスを

皆でテーブルを囲みながら頂きました。

対象者からは「楽しかったので次回も参加した

い」との声も上がり、 6回目を数えるこの行事は

社会活動において皆と一緒に汗を流す喜びを対象

者に伝え、保護司も面談等では見られない対象者

の新たな一面を発見するための良い機会となって

いると考えます。

醗1二と章二iヾ′“÷農具▲.至れ▲鴨・い一二< 」ニふ-ふここ三方「、雪ぎ!裳里謡絹製閻館聾

いよいよ真冬突入の12月3日(日)、町田分区は

例年どおり、青少年施設ひなた村での社会参加活

動として清掃作業を行いました。

皆の日頃の行

いが良く?晴天

に恵まれ、主任

官、会長はじめ、

ひなた村所長、

町田市福祉総務

課長も参加して

下さり、最初は初対面ということもあり、少し硬

い感じではありましたが、代表の号令で清掃ボラ

ンティアのスタートです。

落葉掃き、焚き木集め、カレー作りとグループ

に分かれ、寒さも飛ばす勢いで作業に取り組み、

あっという間にきれいになりました。この頃には

もう皆和気あいあいです。

そして、お待ちかねの昼食です。大釜のカレー

と釜炊きのご飯、今はなかなかお目にかかれない

オコケ付き。焚き火での焼き芋、産地直送新鮮野

菜のサラダ。皆で協力して、この季節に汗をかい

て皆で食事。それはそれは最高の昼食となりまし

た。

対象者の子ども達も口々に「良い経験ができた」

「楽しかった」と話しており、大切な活動だと感じ

ています。対象者に限らず、清掃ボランティアを

通しての「人」「事」の出会いを、すぐそこにある機

会’を私自身も大事にしていきたいと改めて感じ

ました。

「町田地区保護司会だより」 104号の「平成

29年度第6ブロック保護司組織運営連絡協議

会」の記事中「幸島所長」様と表記すべきと

ころを「辛島所長」様、八王子地区保護司会

会長「内田貫」様と表記すべきを「内田寛」

様と誤記してしまいました。

訂正して、お詫び申し上げます。
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ーどんなお仕事をされている会社ですか?

当社は、建物の外壁や屋根工事をする会社で、

大磯プリンスホテル、武田薬品湘南研究所、三郷

にあるパームクーヘン工場等の外壁工事を担当し

ました。建物の印象、見栄え、耐久性等の面から

大事な仕事だと思っています。

今年3月からは、ディズニーランドの仕事が入っ

ています。

-初めての人でも出来ますか?

「あれやれ・これやれ・見て覚えろ」では、誰

もついて来ません。基本的なことはきちんと教え、

納得できるようにしながら仕事を覚えてもらいま

す。

ベテラン大工さんが教育係となって、初めての

人も安心して働けるようにしています。どんな年

齢の方でも、その人に合った仕事があります。一

年もすれば、一現場ひとりでこなせるようになり

ます。
-会社のアピールポイントは?

寮がありますので住まいの心配はありません。

最初の生活物品はすべて支給します。まず落ち着

いた生活をすることで、自分の目標を見つけて欲

しいと思っています。

有名な建築家の仕事が多いので最先端技術を目

、_　のあたりにできますし、一緒に仕事をすることで、

技術を修得することができます。

私は、どんどん仕事を覚え、どんどん独立して

もらいたいので、教育には力を入れています。常

に、より良いものを作る意欲を育てる人材養成所

でありたいと思っています。

●軍、¥ 〔章
ーなぜ協力事業主に?

北海道から東京に出て来て、会社は作ったもの

の人は集まらず困っていた時に、一番に入社して

きた子が少年院を出た少年で、その子が友達を

次々に連れて来てくれて会社が軌道に乗ることが

できました。

また、元請けが倒産し全くお金が入ってこなく

なった時、苦楽を共に、建て直しに奔走してくれ

たのもそういう子達でした。

その子達は、今はもう独立して会社を経営して

います。臨機応変な才覚を発揮する彼らを見られ

たことは、雇い主冥利に尽きるものです。そうい

う子に又、出会えることを楽しみに受け入れてい

ます。

少年達は、何かやりたいけれど何をやれば良い

かわからないだけです。少年達の持っている力は

爆発的なエネルギーで、私はその力を信じ続けて

います。

政府あげて再犯防止、就労支援等と叫んでいま

すが、立ち直りを見守ろうという社会の態勢はま

だまだです。口先だけでなく、皆が真に立ち直り

を支える、そのような環境が早く整って欲しいと

願っています。　　　　(広報部　中島　寿子)

㊥軽重蜃画㊨
保護司を拝命して6年が過ぎました。この間10

名の保護観察対象者を担当させていただきました。

初めて担当したのは、高校生の女の子で無事終

了することができ、大変貴重な経験をさせていた

だきました。

その中で学んだことは、保護司であることを前

面に出さず、対象者や保護者の立場を考えて行動

をすると言うことです。対象者も保護者も大多数

の方が近隣に知られるのを心配しています。

ある時環境調整のため往訪した家で、母親から

「保護司さんにはいやな思いばかりさせられまし

た」と言われたのです。子供が保護観察中だった

時、近所に知られ転居したとのことでした。私は

その話を聞いて、自分は相手の立場を考えた行動

を今までしていたか考えさせられました。私が私

なりに考えたのは保護司であることを近隣に知ら

れないように行動することだと気づいたのです。

それ以来相手の立場に立った行動や対応に常に気

を配っています。そのためか対象者に「来訪しや

すいです」と言われたことがあります。

これからも相手の立場を考えた環境作りに努力

していきたいと思います。
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平成29年、秋の叙勲に際し、

瑞宝双光章の栄に浴しました。

平成元年9月に保護司の委
嘱を受けて29年間、その活動

を微力ながら続けてこられま

したのも、観察所の方々、町

田地区保護司会の皆様方の温

かい御指導と御協力があったからこそと心から感

謝しております。

また、私自身は叙勲に対してその重みなど全く

気にしておりませんでしたが、思いがけない程の

多くの祝福を受けましたことは改めて身が引き締

まり、面映ゆく感じております。

これまで担当した対象者の関わり方を顧みる

と、未熟な私の対応など相手も本気で聞いてくれ

るのかしら?相手の顔をどう見たらいいのかし

ら?と自分自身も自信がありませんでした。そし

ていつか受容と共鳴・共感という姿勢を持つこと

が人間同士の一番の信頼の根底にあることを学び

ました。

今後も更生保護という社会に於いて大事な事業
に皆様方の力をお借りして携わっていきたいと

思っております。よろしくお願い致します。

町田含互

青木仲太郎

東京保護観察所より今年の2月1日付保護司を

委嘱されました。

町田市森野で父の代より続く事業を受け継ぎ、
これまで協力事業主として保護観察対象の未成年

者達と接してきました。

これからは自身が保護司として接していくこと

となり、責務の重大さを痛感しております。今は

まだ何ができるか、はっきりとわからず、不安な

ところもございますが、諸先輩方にご教示をいた

編集後詰

だき一生懸命努力し、微力ではありますが保護司

の責務に邁進していきたいと思います。何卒ご指

導ご鞭擬の程よろしくお願いいたします。

新任

鶴川分区　板橋　洋一
l月1日付で着任されました。

梯川今互

小原　良雄

任を受けてから4年。障害のある息子の対応が

あり、緊急時の対応不可を実感。中途半端な気持　、、/

ちでの継続は、会の皆様にご迷惑をかけると判断

し、退任を決意しました。

現在、古希を迎え天命か、後輩からもう一度と

声があり、 50年ほどの経験を持つ「合気武道」に

身を入れて取り組んでおります。

貴重な経験を積ませていただき感謝するととも

に保護司会の益々のご発展をお祈りします。

この度、平成30年1月31日をもちまして、任期

満了により退任いたしました。

平成14年2月法務大臣より委嘱され、 16年間の

短い期間ではありましたが、多くの対象者と出会
い見事に立ち直る姿をみると保護司冥利に尽きる

思いでした。

これまでご指導、ご支援下さった皆様に衷心よ

り御礼申し上げます。

今後は社会の一員として今まで培った経験を、

地域の犯罪予防にお役立て出来ればと考えており

ます。引き続きご指導、ご鞭盤をお願い申し上げ、

保護司会の益々のご発展と皆様方のさらなるご活

躍ご健勝をご祈念申し上げ、退任の挨拶といたし

ます。

今号の巻頭写真は、一昨年に新しくなった相

原駅西口広場の全景でした。

刻々と変わり行く町田の街並み。保護司会だ

よりも新年度はこれまでにない新たな記事・企

画を考え、読み応えのある内容を掲載していき

たいと思います。

平成30年度も皆様方のご支援・ご協力を賜り

ますよう何卒よろしくお願い申し上げます。

(広報部　岩切　孝光)


