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平成21年 度町口 lL区 保護司会定期総会において

町田地区保護司会は、
市内外 の数多くの関係機 関

t代 会長に選任頂き、この度 l■ 期満了をllえ ました。会
町
員各位をはじめ東京保護観察所及び日立川支部、

の協力によll舌 動していますが、
市当局には特段 のご高
配を頂いております。第一に財政支援であります。当会

田 け当局、町田警察署等 々関係 各機 関のご指導 とご

関係各
予算の40%以 上のFl成 負担を協力頂いており、

協力に衷心より感謝申し上げます。
なお平成23年 度定期総会にて再任され、
平成2324

市hに 御礼中し上げます。
場p千 の
第■にサボートセンター町口の設置にあたり、

年度も引き続き会長を務める事 になりました。浅学非才
ではありますが、
なお―層のご指導とごllT撻 をお願い中

提供と語経費の負担をしていただいております。また来
年夏に予定されています 庁舎移転 に伴うサポートセン

し Lげ ま→。また、
畠1会 長には小林文子 (研 修 広報 )、

ターIll日 の杉転先についても庁内で検討中と伺っており、

了― (総 務 財務 )、 中村 幸 (地 域活動 )の 3氏 が
揃って,任 されましたので共 々生しくお願い致します。

感謝 中し上げまう。当会としては町田市 が行う諸行事

1ら

'げ

3月 11日

の東 日本大震災で犠牲になられた保護司、

に企而的に協力して参る所在であります。
近年全国的傾 11と して、
保護司の確保に苦慮してお

BBS会 等 、更生保護 関係者のご冥
更生保護女性 会、

ります。充足率は、
企都82%、 多摩地区88%、 町日地区

福をお祈りするとともに、
行方不明者の一日も早い発見を

93%で あります。定年制の導入等により年々充足率は低
下傾 向にあります。会員はじめ関係各位 の情報提供を

願 い、
被災された皆様 にお見舞い中し上げます。長期
FHlに

わたり f/た ち一人一人が復興にい1け て最大限の

努力をすることが望まれております。

お願い致します。
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石阪町田市長 原隆幸氏 を指名 。スムーズに議事 は
すべ ての議案が承認 可決された。新役員の
進行し、
紹介ののち、
東京保護観察所立川支部長代 理石渡統
5月 10日

町田市民ホール会議室 において定期総会
、

渋谷町田市教育長、
括保護観察官、
大貫 町田市地域福祉部長 の方 々

が開催された。
「東日本大震災Jで
まず、
中村副会長の司会進行で、
亡くなられた方々への黙とうで始まった。

力ちも祝辞をいただいた。

「前年度、
会の
瀬戸山賞受賞により、
嶋時副会長より
歴史に新 たな1ペ ージが加わったという感 じがする。こ

場所を変えて懇親会力桁 われた。

開会の辞は小林副会長。その後、
川畑町田市議会議長

藤牧素子

(広 報部

の輝かしい歴史にあまんじることなく、
積極的な意見を
さらに発
活発な議論 を展 開していただき、
反映すべ く、

ご 来 賓

な

(主

)

様

町口市長

石阪夫

りき続き熊 澤会長 の会長挨拶 があった。国の施策
り、
である保護司会活動に対し、
予算面その他で市当局に

町 田市議会議長

川畑 ― 隆様

町 田市教 育長

渋谷 友 克様

対象者の就労難
保護司の確保難、
依存度が高いこと、
対策、
解決へ の意欲 を述べ た。
等の問題点を挙げ、

町 田市地域福祉部長

大貫

展するための総会にしたいと思うJと いう開会の辞があ

)

武様

福祉総務課長

富 岡淳 ―様

事業係長

武井和哉様

東京保護観察所ユ11支 部統括保護観察官
石渡茂雄様
大貫地域福祉部長

主任保護観察官

石渡統括保護観察官

西

町 田警 察暑長
● ●

環市慕議親蒸丼

‐

主
螢登驚護親春宦
式丼 わ 宏

武井和宏様
講 二様

生活安全課長

大丼 忠夫様

少年第 一係長

口中清 司様

南大沢警 察生活安全課長
jIL区

東京桐 友会 町 口

代表

扇1島 多光 生様
飯 口喜 ―様
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東 日本大震災で被害 に遭われた皆様 に,さ よ り御
見舞 いを申 し上げ、今後の復興 をお祈 りします。

御縁があつた ように感 じてお ります。
最近では、震災後 の節電 により、照明不足が原

さて、東京保護観察所立川支部 に着任 し、町日
地区主任官 をさせていただ くことにな りました。

因 と思われる犯罪が起 きてい るとの報道があ りま
した。今年 も [社 会 を明る くする運動』月間 を迎

どうぞ よろ しくお願 い申 し上げます。

える ことで もあ ります ので、1く 明だけに頼 ること
な く、 この運動 の推進 によ り犯罪 非行 の防止 に

前任 の横浜保護観察所 では隣接す る相模原市、
大和市、横浜市緑 区、川崎市麻生区 を担当 しま し
たので保護観察対象者 の移動 を通 じて、以前か ら

つ なげていければ と願 つてお ります。
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来年度 は市役所新庁舎 が完成するのに伴 いサボー
トセンターが森野分庁 舎 からの移転を余儀 なくされてい

5月 18日 に開催 された平成28年 度

ます。また、
今年度 より会計 li式 が全 国的 に続 ― される

定期 総 会において推 薦を受 け副 会

など総務 財務 関係 は新 たな.T題 に取り組まなければな

長に再 び選出されました。

りません。

これまでの二年間、 F修 広報担当高」
会長として両部
の皆 さんに助けられながら活動 してまいりました。今後

んでゆくためには会員の皆 さんの協 力を得 ながら総務

二年間は総務 財務を担当するということになりました。

財務部 員と共に尽力するつもりです。

もとより浅学 非才 の私 です力￢ 1積 する問題 に取 り組

平成23年 度定 llll総 会において副会長 にご推挙頂き

′
!ヽ ホ

ました。会員 各位 からのご期 待 と2期 日の重責 を思 い

文 子 (鶴 川,区 )

遂行 について検討 し、倉1意 ある活動が

心をひきじめております。
熊澤会長指揮 のもと微力 ではありますが地区保護司

開始 されています。もとより保護 司 会 の
諸 活動 は観 察所 の指 示 を仰 ぎつつ 進

会発展に全力を尽くす所存です。
今期 はll修 部及 び広報部担 当をlrllせ っかりました。
■生保 護活動 は課題 山積ですが、
広 い視 野と1寺 ■ に
応じた分析 と取 り組 み、
情報 の共有化や対応 の工 夫 が
求 められます 。既 に担 当各部 では今年度事 業計 画 の

めますが、
会員個 人に託された責任には大きいものがあ
ります。
llt点 の活月
1や 分区を軸とする信頼関係を深めて、
充

実した活動が図れるよう配慮して参ります。
社会を明るくする運動、
学校との連携 社会参加活動な
ど、
何れも分区活動と密接な関わりのあるものばかりです。
これらの活動 は各分区と連携し、
従って、
あるいは協 同
して行うことが非常に大事で、
そうでなければ所期 の成

一月l懸 命務
才の身でその任を果たせるか不安ですが、
める,F存 ですのでよろしくお願い申し上￨な す。
保護司会力γテう事業のうちの多くは地域活動ですが、

果は得られないと考えます。
皆様 のご協 力をいただきながら地域活動部の活発な
活動展開のために微力ながら務めたいと思つております。
とうぞよろしくお願いいたします。

瑞宝双光章を受賞 して
町 口介区
平 成 23年 春 の 叙 勲 に際 し、

き t わE
J・

は か らず も受 章 の 栄 に浴 し、

に所属 しま した。爾来31年 ￨、 微力 なが ら更生
保護活動 を務めて まい りま したが、 これ もひ と

去 る 6月 27日 法務省 にお いて 、

えに保護観察所 の主任官 をは じめ、保 護司 の皆

勲章 の伝達 を受け、引 き続

様他多 くの方 々の ご指導、 ご支援 の賜 と深 く感

法務大 臣よ り勲記

き家内 と皇居 に参内 し、
天皇陛下 に拝謁 の栄誉 と共 に、お言葉 まで賜 り
感激の極 みでござい ました。
顧 みます と、私 は昭和55年 5月 25日 付 で保護
司を委嘱 され、当時は南多摩保護司会町 日分区

l・

謝申 し上げ ます。
今後 は、 この章 に恥 じない よう更生保護 の諸
活動 になお―層精励 して まい ります ので、皆様
の更 なる ご指導、 ご鞭撻 のほ ど、 よろ しくお願
い 申 し上げます。

町 田地 区保護 司会 だよ り
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24年 度
① 駅頭 街頭広報活動の積極01推 進
② 町田大会の全面協力
③秋の活動は活発な啓発活動を推進

こ堕ス全員留任 となり、
私もひき続 きもう一期部長の重責を担うこととなりました。
近年、
年ごとに多様化してゆく保護司の活動― 当然

「学校との連携J
特
学校連絡保護司が学校 に赴き易い体制 を整え、
に中学校とは連携を強め、
懇談内容の報告をまとめる。

総務部の仕事も複雑 になってまいりました。
これからも会員の皆様 の活動に支障をきたすことの

「社会参加活動」

ないよう、
情報伝達 指示のスピード化と徹底に努力 して

分区ごとの活動に協力する。
更生保護女性会 BBS会 と深く意見交換する。特

まいりたいと思います。

にBBS会 の活動 に支援 をする。

テームヮークは万全。ぜひ、
勤 力を
皆様 のご支援、
よろしくお願いいたします。
賜りますよう、

部長2期 日になりました。原稿をお願いしたとき庚く応
経理 システムを導入致
昨年度町日は全 国に先駆け、
しました。更に今年度 は、
保護司会の経理事務の標準

じてくださる会員の皆様 、
推敲 校正 発送作業等 に汗

0と した全 国統 一様式及 びその勘定
化 と適正化 を目自
この経理事務
ll目 による経理が 開始されます。そこで、

何がしか心に残る記
今期も年3回 の発行 を維持 し、
興味を持つて読んでいただける紙面作りを目
事の掲載、

を軌道に乗せて行くことが最大の目標です。

指します。

して頑張ってくださる部員の皆様 に感謝しております。

ホームページ
今年度、
多摩連 に広報部が新設され、
の開設力l.f画 されています。部員の役日は掲載記事の

(1)事 務局を拠点とした会計業務の習熟
(2)分 区も本会計に準じた会計統一様式の開始

提供と思われます。インターネットは時代 の趨勢。大いに
勉強させていただく所存 です。

(3)予 算に準拠した事業費の支出
(予 算執行状況把握による予算管理)

1

地域別定例研

町国市教育センター

① 第I期「良好措置と不良措置について」
23年 6月 22日 (水 )

② 第 Ⅱ期「提出書類の書き方J
23年 10月 28日 (金 )

③ 第 皿期「就労に問題のある対象者の処遇についてJ
24年 2月 22日 (水 )

2

自主研修
23年 11月 8日 (火 )〜 9日 (水 )に 管外研修 (施 設見

学)を 実施。
その他、
課題別自主研修の実施。

●
０ ● ０ ● ０ ● ０ ● ０ ● ０ ● ０ ● ０ ● ０ ● ０ ● ０ ● ０ ● ●● ｏ ● ｏ ● ０ ●

(4)半 期仮決算報告 (理 事会)

区は町田地 区保 護司会の活動計画 に沿って
活動していく
予定です。各保護司は自覚して各々研鑽し、
lF.分

また学校や地ttと できる限り接触 して全体のこととして
お互いに協力し補い合っていきたいと思
情報を共有し、
います。
しかし困つた事も起き始 めています。高齢化 の問題
です。たった14名 で構成された分区ですから1名 でも貴
重な存在です。新 しい保護司を発掘して早い段階から
の人員確保 を目標 としています。特に急速 に開発 され
住宅化 が進んだ小 山ヶ丘地域には推薦できる保護司
の情報の提供がなかなかありません。
また、
堺分区で重点的に活動 したいと考 えているの
は自主研修です。各保護司か にしい中、
大変ではある
と思いますが14名 の日時を合わせ時勢にあつた有効な
かつ有意義な研修会を開催したいと考えています。

平成 23年 7月 18日
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今年度忠生分 区の活動 として、
昨年町 田地 区保護

旧来の分区活動は、
保護司の勉強や情報交換等親

司会で初めて実施されました「社会参加活動Jの 2回 日

睦を兼ねた活動が主であつたと記憶しております。平成

を予定しております。

に入り保護司法が改正され、
保護司が事後処理だけで

この活動は観察所 警察署 市役所等各方面からお
褒めの言葉をいただきまして、
分 区 ―同たいへ ん励 み

「犯罪の予防Jの 最前線 に関わるようになりました。
なく

になりました。
今年は町口警察からぜひ連携したいとのお話力あ り、
より充実した活動ができるものと期待しております。

しました。
その結果保護司会力報 う活動や事業が増力Π
多々ある活動 の中でも分 区を通して行 われる事業 は、
対象者 のバックアップや共 同参画事業等対象者 に直
接関わる活動になります。一方近年の保護司は定年を

また、
「薬
従来どおり学校 との連携 、
特 に定評がある

迎えても、
社会 の要望に応え、
再度仕事に関わる方が

物舌し
用 b止 教室J。 今年度は忠生地 区の中学校が一
巡したので町日総合高校に声をかけたところ快いお返

多くなりました。そして平日に行 われる行事等に参加で
きる保護司も限定されてしまいます。

l・

事をいただき12月

13日

に実施することにいたしました。

その他自主研修 意見交換等多くの行事力あ りますが、

今年より社会参加活動へ の取り組みが地区会のIT
間計画に盛り込まれました。実施単位 は分 区となってお

会員の意識の向上 連携 協力体制等 、
分区― 同力を

ります。係わりのある関係機関、
団体等と調整し、
余裕を

はりきって活動する体制が
合わせて取り組んでいこうと、

充実した分 区活
持って参加できるような仕組みを考 え、
動ができるよう計画立案したいと思つております。

整っています。

活動計画「重点日標J
l「 協力雇用主J「
,舌

t労

支援 Jの 充実 (ハ ローワークの

用)

2「 社会参加活動」の可能性を研究する
3「 学校との連携J活 動を重視する

4「 社会を明るくする運動Jヽ 犯罪や非行を防止し、
立

ち直りを支える地域のチカラヽ
7月

11月

「社明J駅頭 街頭広報活動へ の全員参加
町田大会へ の全員参加
鶴川分区「地域懇談会Jの 取組及び実施―青

この度の役員改選に伴 い、
南分区の組織運営 の大
役を担うことになりました。これまで諸先輩方が築かれ
てこられた信頼を損 ねることのないよう非力ながら責任
を果たす所存です。
当分区では今年から来年 にかけ定年を迎える先輩
その後任を探すのが 当面私に課
保護司が5名 もおり、
せられた責務かと 、
得、
会員からの情報 はもとよりあら
,し

ゆるチャンネルを利用させていただきながら保護司候補
一日も早い補充を目指します。
者の発掘に努め、
「さくら祭りJは 、
分区活動の特徴でありました恩日川の

少年健全育成地区委員会に所属の関係団体他、

「東日本大震災」により急違中止になり、
3月 11日 発生した

保護司 更生保護女性会 BBS会 ぬ 鶴川支店

「成瀬まつり
その対案として毎年成瀬駅前で開催される
J

の協賛による第19回 目の実施
ビデオ鑑賞、
5「 分区自主研修J年 3回 実施…事例研修、

に参入すべ く関係者と調整に入つたところです。
従前 の方法を
分区の組織運営 の在 り方について、

等、
意見交換
新任保護
・ lの サポート
重責ですが分区の皆さんのご理解とご協力をいただ

実行することを
踏襲しつつ新しい方策をみんなで考え、

き取り組んでまいりたいと考えております。

期待するものです。
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第85号

「社明」駅頭 。街頭広報活動

推進委員長

石阪市長

町田ター ミナルプラザに集合

社会を明るくする運動
犯罪や非行を防 止 し、
立 ち直 を支える地崚 のチカラ.
￨′

7月 1日

街頭にて広報活動

推進日1委 員長
熊沢保 護司会会長

、
蒸し暑いtn
午後 1時 、

雨

の晴れ間、
町日ターミ

応は低かった。

ナルプラザ市民広場 に集まった責任者は、
受llの 設置、

今 回 の運動 で寄 せ られている反 省点 、問題 点 が検

「社明Jの タスキなどの準備を手際よ
広報資材の点検、

この運動に対する
討 され 次 回に生かされることを望み、

くした。

市民の方 々の理解と協カカ演 に広力ヽ ことを願っている。

午後2時 より推進委員会委員長石阪市長 の挨拶に続
いて熊澤副推進委員長の挨拶後、
参加者は現場責任
者に続き、
各拠 点8箇 所に移動し、
約 1時 ￨の 広報活動
l・

を展開した。
今回の活動 は町田駅周辺の繁華街の人通りの多い
場所で、
来る7月 29日 の町田大会のチラシとメデイックバ

活動場所・ 参加者数

①ぽっぽ町田 28名
②」R町 田駅 27名
③原町田大通 り 34名
④東急前 22名
⑤カリヨン広場 17名
⑥ マク ドナル ド前五又路 19名
⑦小田急町田駅西口 21名 ③町田壱番街 19名
合計187名 〔
関係団体112名 、保護司75名 〕

ンを配り、
「社 明Jの 声かけをしたが、人々の理解度 反

(地 域活動部

村田 功

)

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

杉 山、小林両氏兼任 、監査吉 岡 (感 Jつ 、中島 (町
田)の 各氏 が就 任 しま した。

去 る6月 15日 に町田地 区桐友会設立総会が Fl催
され、会の設立 と会口1の 承認 を受 けて 即 日発足
しました。町口地区桐友会会員 は全員東京桐友会
会貝 とな ります。
この会 は、保護司会 との緊密 な連携の もと、会
員 の親睦や更生保護 の充実発展 に寄与す る事 を日
的 として①更生保護思想の普及宣伝。②犯罪 非
行予lJ活 動へ の参加。③ 会員 に対す る慶弔 親睦
行事。①その他必要 と認めた事業。 を実施 します。
役員は、会長杉山
小林 (鶴 川)、 柿本

(オ )、
(町

(忠 生)、

副会長坂倉

口)

宮本

(南

)

会計

今後 は、保 護司 会 との連携 に よる活動 が 大 い に
期待 されてい ます。

(南

分区

加藤

薫憲

)
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●●悼・
●●
・
友野寅夫氏を惇む
故荻 野寅夫保護 司 は長年勤

、東京都薬用植物園にて自主研修 を行 つ

5月 4日

務 した京王電鉄 を定年退職 さ

た。参加者 は熊澤会長、他分 区か らの参加 を含 め

れ た後 、持 ち前 の行動力 で介

16名 であつた。同回 は昭和21年 設立以来、薬用植

物 を収集、栽培 してい る研究機関であ り、一般 に
も開放 されて いる。最近は違法 ドラ ッグや健康食
品 の指導

取 り締 ま りに向けた植物鑑別等 の試験

検査 、調査研究 を行 っている。研修 は主 として違
法 ドラッグの原料 となるケシ、大麻 、 コカについ
て、小 山分区長 の力 り合 いで元麻薬 Gメ ン、同国

護 の仕事 に就 かれ 、 さらに交
通安全推進協会、町内会長、老人会長 を歴任
されて きました。保護司会では理事 として、
サポー トセ ンター設立時 は当初 よ り企画調整
保護司 として尽力 し、会員の皆 さんか らの信
頼 を一 身に受け活躍 され ました。以後、財務
部 に在籍 し、来期 は指導的立場 を期待 されて

主任研究貝 の渡辺大介 さんか ら説明 を受けた。
コカは鉢植 え され、ケ シ、大麻 は隔離 され厳重

お りました力 病魔 に侵 され 自宅療養の さな

に管理 された畑で栽培 されてお り、一般 の人は近

とな りま した。 まことに惜 しまれる急逝で し

付 けない。ケ シはモルヒネな どの鎮痛、鎮静薬 な
どの製造原料 となるが、一 方 アヘ ンなどの違法 ド

た。 ご冥福 をお祈 り申 し上 げます。

'、

か保護司現役の まま、人生 を全 うされること
合掌

石川 洋一郎)

(前 鶴川分区長

ラ ッグとな り栽培 は厳禁 されてい る。 このケシは
一般 に切 り花 として栽培 されてい るケシとは全 く

温かな絆で 更女総会に出席 して

異 な り、 目に した ことの無 いケ シだった。「違法

5月 18日 町 田市役所 に於 いて更生保護女性会 の

のケシは菫 は無毛、業 のtTJれ 込みが浅 い、全体が

定期総会 が行 われた。石阪町田市長 をは じめ、多

ロ ウ質 を帯 びて 自っはいJな どの特徴 の説明 を受
けたが判別 は難 しい と思 つた。 また、 よ く報道 さ

くのご来賓 のご出席 をいただいた。

れる屋 内の大麻栽培 を見 ることがで きた。写真 で
しか見 ることのなか った、違法 ドラッグの原料 と

内団会長か らは昨年 の町田が当番 だった第6ブ
ロ ック研修等、会員 の協力へ の謝辞があ った。
保護司会 の行事 に参加

協力す ることや更生保

なる植物 を実際 に見、製法、流通 ルー トな どの知

護法人鶴舞会

見 を得 て、麻薬撲減 を再認識 した。

社会福祉法 人精舎児童学同等 の子育 て支援 な どを

同園 までの往復 バ スの車 中で は本年度広報 ビデ
オ「立 ち直 りを支 える地域のチ カラJと 警察 か ら
借 りた 「なぜ い けないのか、君 はそれを知 つてい

紫翠苑の訪間、市立大蔵保育園

今年 も実施することになった。

23 24年 度 の役貝 は次 の通 り承認 された。
会

長 上谷サ ト子

るJの 2本 のDVDを 見なが らの密度 の濃 い研修 で

副会長 深澤

あ つた。途中、深大寺植物 園 に寄 り、 きれ い な花

書

を見学、お い しい深大寺そ ばを味 わい、保護司 lB

会 計

吉川 厚子

′眸寸 智子

互の親陸 も深 まる有意義な研修会 となった。

監 査 松村 きよ枝

渋谷 さかえ

(忠 生分区 鈴木 定彦)

愛子

若林 文子

記 石田 文恵

高梨 利江

(忠 生分区

く ケ シ の花

渡辺 さん か ら説明 を受 ける参加者

若林

文子)
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か藤

俊夫

私 は5月 よりmr田 保 護 区、町 日分 区付 きに就任
致 しました。以前 は町内会 自治会連 合会 の役 員
を長くしておりましたが、
町内会長の職を辞してから、

初めま し て

町 口介 区

忠三 分 区

坂倉

優

この度 、 ご推薦 をいただ きま して5月 15日
付 で保護司を委嘱 されました。
5月 81日 新任保護司研修 にお いて、更生保

先
護 司の役 は初めてで、右往左 往 していますが、

護の責務は大変重責 と感 じ、自分 自身一生懸
命頑張 りたい と思 い ます。

輩 方のご指導を仰 ぎながら続 けていきたいと思 い

諸先輩 の方 々よ り、 ご指導 ご支援 をいただ

昨年 12月 より民 生 児童委 員を務めております。保

きなが ら、保護司 の職責 を果た して参 りたい

ます。今後 ともよろしくお願 い致します。

佐 力1 雅 夫
30数 年間教職に携わり、
多くの子とヽたちと接し、

保護者 地域 の方々にお世話になって参りました。
この度現職 を退くにあたり、
微 力ながら地域へ 恩

新 任保護 司館介

鶴 力I介 区

と考 えますので、よろしくお願いいた します。

南分 区

広瀬

勉

平成23年 5月 15日 付で保護司の委嘱を賜りまし
た。私は数十年間に亘り行政に携わつてきました。

返しができないかと考え、
先輩保護司の勧めもあ

その経験 を少しでも生かせればと思っております。

つて、
お引き受けすることになりました。

正直なと
今は保護司としての使命を果たせるか、
ころ不安でいっぱいでございます。

5月 15日 付けで拝命致しました。
不安もありますが、

先輩方のご指導を賜 りながら、
精 一杯頑張りたい
と思います。よろしくお願い致します。

これからは、
保護司としての自党と知識を身に
つけ、
組織の一員として活動 して参る所存 でござ
います。今後、
諸先輩のご指導を賜 り努力 して参
りたいと思つております。どうぞよろしくお願いします。

保護 司 を終 えて
市介 rxl

れ藤 薫 憲

5月 14日 に保護司を定年退任しました。過ぎ去った日

編集後記
3月

11日

の東 日本大震災では、予想 を超えた津

波、原子力発電所 の事故 により日本中が Fttttと 不
安な日々を過 ごす ことにな りました。 この大震災
は決 して一部地域 のF.5題 ではな く、私 たち もいつ

は短い16年 間だったと感じています。

大地震が起 きてもよい ように備えをきちん として

私には、
犯罪や非行 に関わることは新しいことへの挑
全く無縁の
戦でした。サラリーマンを定年退職するまで、

おかな くてはなりません。

世界にいたからです。保護司の仕事 は人の心と向き合
よい経験をさせて頂いた
うため、
気持ちに張りが持てて、

ぶれ も大 きく変わ りました。皆様 に町田地区保護

と感謝しております。
保護司会の活動も人間 5係 力泳 く、
楽しくでき、
F‐

良い仲間と巡り合えたものだと思っています。
退任しても暫くの間は、
挑戦心と好奇心を持ち続けた
いなとキザなことを考えているこの頃です。

その ような中で新年度が始 まり、広報部員 の顔
1
司会の活動や更生保護 の現状 などを分か り易 く百
確 にお知 らせできるよう努力 してまい ります。 こ

れまで通 り年3回 の発行 を予定 してお りますので、
原稿や資料 などのご協力 をよろ しくお願 いいた し
ます。また、記事 などについてご意見がござい ま
したら広報部までお寄せ ください。

(桐 生

敏子)

