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舌L用 防上の推進を目指 して～

町lll市保掟所長 人丼

11 1山 ●,t111会 の+十 1・ 力1こ は、平素か¨当ni

の保t術■業務各般にわたり こ』!角千とご脇力を

1%り ,く |さ謝 |し il十 ます。 また、社会を明るく

する迎動、十怯との連批 イ[会参力1活動なと、様

々な虻11,tili占 動に、地域の で‖身的に収 11

まれていることに′亡、より故意をま します。

と0わけ 今年1虻 か■当|'「 力■:務局を担

'`に

て

おりま→東京都■1/1J舌[ll防 L推進

“

]〕山κ防嵩ヽ会

には 1'数のrt`ヽ ■をご世1日 いただいているほか

'1■

10月 ,司 ‖:の■lll舌 口‖坊「 と安
`ヽ

 安心 まち

づ くりの往′

"1キ

ヤンベーンにも 多数の会員のん

々にご参力‖をいただいてお りますことに、政めて

感 謝を |し ilナ まう.

こで 町 市は  「健康Jの視点に立った総合

的かつ一体||な まちづ くりを推,1す るため 本■

4'1に 東京都円 ll■
"の

業務をりき泄 ぎ、保lt

口i政令‖,へ とI多行いたしました.

現在 日1 市保社口iに おける築物舌口‖|万 JJ」 策

としては、「 |の Jヽ   十校に専IJ計 師を派,士 し

て にしい知識の普及lイ発に努めるとともに、保仕

‖,に よるヽ¬|,(健布1祉‖談の 環として鴫t物 依存

にl■ わる‖談に応 じるなどを実llLし ています。

鶉t物 舌し月∫の防止には |"`し 1'な 1111か らだけ こ

なく ■物が■たちの し、や体の健康 |ニ ケえる形拙:

などの仕J:山 iか らのアプロー
'も

重要です。口1川

け保健所では ,tit‖ 会をはじめ業物Ittt「 ]題 に

lTわ る け|の 4月係ll円 の十1様 と密iを に
'1喜

tす る

ことにより、業物による健康薇害のないまちづ く

りを11進 してまいりますので 今後ともご協力の

まとよろしくお″|い 中し iげ ます。

結びに 保11司 会の益々のご発展と会員の1キ 1■

方のこ1舌ヤrを 折念 し「 げ、ご」・・ 1多 といたします。
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入場風景 石阪市長による委員長挨拶

東日本大震ll被災者のための黙祷

社会を明るくする運動

犯罪や非行を防止し
立ち百りを実える地域のチカラ
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7月 29日 、市民ホールにおいて436名 の参力Π者

を迎え、盛会のうちに実施された。

総合司会は大泉小学校校長会代表。開会の言葉

は町田lL区保護司会会長で「社会をllる くする延

動J推進委員会副委員長の,ヒ 洋洋が行い、続いて

石阪市長 (推進委員会委員長)力濃 拶 した。

川畑町田市議会議長 古口東京保護観察所立川

支部長からは祝辞をいただき、渋谷田Inl市教育長、

大井町田警察署生活安全課長、三itt fl大沢警察署

生活安全.T長、武井町田地区担当主任保護観察官

を来賓として紹介した。

大会宣言を画村久美推進委員が読み上げ式典は

無事終了した。

第 2部 に入 り、講師伊藤幸弘氏が登壇。まず非

行少年に対する更生活動の1大況がDVDで 上映さ

れ、その後同氏による詰演が始まった。

演題は自らの体験に基づ くもので「こんな俺で

も生きててよかった 元ヽ暴走ll‐総長の立ち直りヽ J

である。

伊藤氏のぼくとつとした語り口調による特異な

経験談は、徐々に聴衆を魅了していつた。

特に立ち直りのきっかけとなった恩人との出会

いについて語つた時は 人を信じることの大切さ

を改めて力らされる思いであつた。

高校中退、非行の繰り返し、暴走族給長、服役

といつた転落の典型のような経験をした者でも「き

っかけさえあれば たヽち直れるJと のメッセージに

は強い説得力があった。

更■保護に携わる者にとつては大きな勇気をも

らい「社会を明るくする運動Jの原点についても

教えられる思いであつた。

講演が終わると貫 Il田」lu少年補導員がイヒ束を贈

り、閉会の言葉を町田青年会議所木村推進委員が

述べて幕が下りた。 (地域活動部 高野 昌憲)

講浪者 伊藤幸弘氏

問会の言葉 熊澤副委員長

会場風景 大会宣言 花東贈呈
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地域活動推進協議会を開催 第6プロック協議会

10月 27H、 町日‖j教育センターにおいて地域活

動部主催「学校との連携J―地域関係団体の関わ

りについて―をテーマに、地域活動推進協議会を

開催 した。

東京保護観察所立川支部より石渡統括保護観察

官 武井主任保護観察官、町田市役所より人貫福

祉総務部長 富同課長 武井係長、教育委員会指

導課大山指導■事、中学校校長会から武内金丼中

学校校長 布施小山田中学校校長 町口警察生活

安全課白井 中本主任、更生保護女性会から上谷

会長他 4名、細野BBS会 会長、保護司会から熊

澤会長他26名 が参加 した。

初めに、大山指導主事による講演「平成22年度

児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関す

る調査」、続いて武内校長の「地域における生活

指導 安全指導の状況J、 最後に布施校長の「最

近の中学生を取 り巻 くllll向 Jの発表があった。

次に、ひまわり相談若林代表より、ひまわり相

談の概要 最近のlH談傾向についての説明があり、

意見交換に移つた。

各出席団体より団体紹介 意見をいただき、そ

の後に活発な意見交換があった。

短い時間ではあつたが、今後保護司会が学校と

いかにして連携 していくかの糸日が見えてきて、

これからの活・H」 の大きな手がか りとなった。

保護司組織運営連絡協議会へ参カロして

10月 26日 パルテノン多摩第 1会議室において、

第6ブ ロック保護司組織運営連絡協議会が開ltさ

れた。今年度は日野 多摩 lF城地区が当番であ

った。

発表する小林 小野両協議員

当地区保護司会からは、|ヒ 洋会長をはじめ、協

議員 9名が出席 した。意見発表は小林 小野保護

司の二人が行つた。

協議会のテーマは「保護司活動充実のための保

護司組織の基盤■備についてJで、各地区から現

状及び課題等についての集約意見が報告され、多

くの課題について活発な意見交換が行われた。

(忠生分区 石川 一郎 )

(地域活動部 村圧 功 )

一 町田地区協議員

一警 静
‐・

― 堺 分 区

忠生分区

鶴川分区

町田分区

南 分 区

井上三夫

若林文子

小林文子・高野昌憲

春山幸子・小野敏明

内田絢子

今年は30回記念の集いであった。

9月 9日 、穏やかな秋日和、会場の私学会館に

笑顔の会員諸氏が続々と集まって来られ、先輩の

萩原氏 も出席された。

黙祷、長寿の顕彰、挨拶と祝辞、総会議事と滞

りなく進み、元気なお声で一部を終了。

続いて清興の津軽三味線 と民謡を楽 しみながら

会食、 ・やさしさや 桐友の集い 天高 し
｀

が披

―

―

司会 原地域活動部長

統括保護観察官 大貫 福祉総務部長
露されて閉会 した。 (副会長 小林文子 )
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毎年行われていた「恩田川桜まつり」での社明

広報活動は、3月 11日 に発生した東日本大震災

により急違中上となった。

そこで、臨時役員会を開き善後策を協議した結

果、JR横浜線成瀬駅前で行われるこの地域最大

のイベントで今年25回 日を迎える「成瀬まつりJ

に参加できるか、意向を関係者に打診した結果、

快諾を得た。

早速分区会をもち、 8月 6日 ヽ 7日 の二日間全

員が交代で活動するよう協力要請した。また、こ

の際、自前で揃えた「黄色い社明のTシ ャツJを

着用することにした。

いよいよ祭りの当日を迎え、資材の搬入に取り

掛かり出店準備OKと なるも段々と空模様が怪し

くなり、ぼつぼつ降り出したがお客さんがちらほ

ら見え始め、売れ行きも少しずつ増えていった。

二日日は朝から降り出し、時々雷雨に見舞われ

皆全身ずぶ濡れになりながらも最後まで頑張り通

した。

本来の日的である「社明広報活動」では、メデ

イックバンと花の種とチラシを手渡した。特に花

の種は大好評だつた。

反省点は、この度の災害による電力供給不足と

湿気が重なり、わた菓子がいまいち「ふわっと」

仕上がらなかったことである。

分区員の皆様には大変お疲れさまでした。

(南分区長   松沢 明治)

異校種からの中学校長
～見えてきた高校の様子～

11月 1日 鶴川市民センターにおいて225名 の参

力1者を得て、第19回鶴川地区地域懇談会「講演会」

が開催された。

中岡鶴川分区長挨拶、熊澤町田地区保護司会会

長の来賓挨拶の後、武井町田地区担当主任保護観

察官、高橋町田市教育委員、中村町田地区保護司

会高」会長のご来賓が紹介された。

講演に先立ち、高野地域活動部員が講師を紹介。

講師の戸塚町田市立真光寺中学校校長は町田市で

は初の異校種 (高 校)か らの着任で、81年 間一

貫して高校教育に携わってこられた。

ご経験に基づ く豊富な事例を交え、中学、高校

時代の多感な時期の生徒たちとの取 り組みを語つ

てくださつた。

都立南野高校に勤務 していた時は、女子サッカ

ーヮールドカップで活躍 した「なでしこジャパン」

の主将沢選手が在校 し、進むべき将来について真

剣に悩む純真な乙女だったことを紹介した。

自らの高校時代にも触れ、反抗期のこと、数学

で 0点 を取つていた逸話など、実わせつつもそれ

ぞれが思い当たる内容で聴衆を引き込んでいった。

都立高校が変遷していつた経緯や、都立永山高

校の改革に取 り組んだ話などは大変興味深 く、少

年を指導 していく上での参考になった。同時に、

親としての在 り方、地域の連携の大切さなどを改

めて教えられた。

小林町田保護司会副会長カル感謝の花束を贈呈し、

開会の言葉を高橋倫正鶴川mr内 会自治会連合会会

長が述べて盛会のうちに終了した。

(鶴川分区長  中岡 秀子 )

お

"い
の黄色い

Tシ ャツで準備
する分区員
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社明広報活動の一環として9月 4日 「ザ フェ

スタ栄lTり 」に分区員と更生保護女性会20名で参

加 した。

社明のチラシ ウエットテ ィッシュ700部 をメ

イン会場で配布 した後、パレー ドに参力1し た。

チラシ等の配布は7月 の街頭活動と異なり、呼

びかけにも快 く応 じてくれる人力ヽ まとんどで 短

時間で終了した。

パレー ドでは皆表情 も明るく参加できた。

警視庁自バイll 騎馬隊を先頭に、石阪市長と

武智町田警察署長がオープンカーに乗 り込み華々

しく行われ、私たちは後半の300mほ どを行進した。

(町 日分区 橋田 恵子 )

堺地区の大きな行事である「相原ふれあいフェ

スティバル201lJ(10月 9日 実施)会場の相原中

央公日にテントを張 り、「社会を明るくする運動J

の慨を高 く掲げ運動をアピールした。

昨年は雨で中止 となつたが、年々規模が大きく

なり、参加者も1万人。好天の下での開会式で石

阪市長が挨 F//さ れ、社明の峨を見つけ真っ先にな

たちのテントに来てくださった。

広報活動は地域に根ざした保護司の本領を遺憾

なく発揮 し 気軽に声かけして運動の意義を伝え

ることができた。用意 した配布物は昼にはなくな

るほどの活気 熟気だった。

会場で地域の方から相談されることもあ り、社

ljIの意義を再確認することもできた。

次回もさらに工夫 して広報活動 しようとの思い

9月 29日 、円福寺において保護司でもある住職

の鬼.・J明成氏に講演をいただいた。

「豊かさの中味と仏教の教えJと 題し、非行を

してしまった青少年の実態、とりわけ心理的な分

析をしながら仏教からのお話であった。

法や流行歌、文学作品等幅広く引用され分区令

員.Fに引き込まれた。例えば、悪行の報いは『善

悪の報に二次あり。一つは順現報受、二つには順

次■受、三つには順後次受』

ll教の教えは生き方を説いていると感銘した。

いただいた「修証義Jを じっくり読んでみたい。

(忠生分区 若林 文子 )

9月 29日 、南センターにおいて、「先輩の実体

験した事例Jと題して自主研修を行った。

講lTは 、加藤 村田 (仁)友 井の三氏。

O来訪がなければ往訪中心に、またおおいに社会

資源を活用した。事夕1そ れぞれが真剣勝負、思

いやりと本音でやってきた。

O兄弟ともに対象者という事例で、担当者は一人

の方が良い。状況把握や処遇の方向性を同じに

することができ、両親にとつても混乱が無いか

ら。一般百1に連絡してこない1寺 は追いかけない。

O一号から引き続き二号になった事例で、母子家

庭の少年を3年間担当した。親子の対話と安定

した就労が大事だ。

保護司の任の重さ力
'一段と増したlli修 となった。

(南分区   木村 恵里子)

1)=

で終了 した。 (岬分区   小森 正彦) にぎわう保護司会テント前
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外―泊研修
11月 8～ 9日 に恒例の管外研修 (兼新任保護司

歓迎会)が38名 の参加を得て実施された。

夜中の豪雨も我々の研修を見越してのように止

んでくれた。

車中ではDVD『更生保護』を鑑賞し、あらた

めて保護司としての役割の重要さを考えさせられ

た。

東京拘置所に到着後会議室に案内され、概要に

ついて刑務官より説明を受け、2班に分かれて所

内を見学した。

この拘置所は首都圏の治安を支える我が国最大

のものである。東京23区 の被疑者及び被告人で関

東甲信越静 1都 10県の控訴 L告被告人を収容す

る。逃走及び罪証の隠減の防止を図るとともにそ

の防御権を尊重しつつ未決拘禁者としての、法的

地位に応じた適正な収容生活を確保することを目

的として設置された。

明治 3年 12月 の創設以来、市ケ谷、小菅刑務所

東京拘置所と改称し、移転を繰り返し現在地にな

った。

建物は1211●
t建てに高層化しハイテク技術を駆ll

して高度なセキュリテイーを配慮した施設となっ

ている。ほとんどの施設に見られる外IIが この施

設にはない。都心にありながら月田環境に配慮し

た明るい近代的な都市型拘置所となつている。

収容定員3010名 、現収容数1880名 。

国別収容人員割合は、中国258%、 韓同235%

イラン53%、 ブラツル24%、 その他435%。

犯罪別では窃盗、覚せい剤が上位で、年齢別で

は30～ 40歳代が上位を占め、最近の傾向として高

齢者が増えているとのことであつた。

2日 日は、竹久夢二記念館を見学、特別にピア

ノ等の生演奏を聴いたりして、互いに懇親を深め

サポー トセンター往来
9月 8日  北多摩東地区保護司会国分寺分区が

来所・視察

保護司 更女 市職員16名 がサポートセンター

町口を7Hu察。北多摩東地区保護司会は4市で構成

されている。国分十分区では面接場所の確保が重

要。前分区長より場所の提供があり、80m2の事務

所 I分区サロン』をオープンし面接場所としてい

る。保護司会の事務は市の生活福祉課職員が行っ

ているとのことであった。

9月 9日  日野・多摩 稲城地区保護司会役員が

来訪

今年度瀬戸山賞を受賞された日野 多摩 稲城

地区保護司会の受賞報告会の開催に際し、昨年受

賞した当地区会を参考にしたいと、会長、センタ

ー長、会計の3名 が来訪された。当地区会からは

中里 友井より受賞報告会の記録資料に基づき説

明した。

10月 31日 サポートセンター運営連絡協議会を

町田地区担当で開催

東京保護観察所 東京保護司会連合会の主催に

より、現在サポートセンターを運営している大日、

町田、日野 多摩 稲城の 3地区にl」nえ 、八王子

地区を含む4地区から28名 の保護司が参加してサ

ポートセンターII口 にて開催された。

保護観察所からは浜島所長他 4名 、東保連より

泉事務局長が出席し有意義な会となった。

各地区より事前に意見書が提出されていて、説

明後、意見交換となつた。それぞれ特色をフルに

出せるよう努力している様子が感じ取れ、当地区

の、更なる充実の参考にしたいと思った。

この会は回り持ちで、年 2回 の開催が予定され

ている。 (サポートセンター駐在員 友井 文代)

た管外研修となった。 (研修部 吉川 忍 )

竹久夢二記念館前にて
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終えて

川 康夫

愛と絆を大切に

町田地区更生保護女性会会長  上谷さと子
足掛け3年、 9回 の委員会は23年 7月 発刊を

目標に中藤委員長 (前多摩連会長)を 中心に和気

調調と進行した。委員長から「これを前史として

はどうか、一読してはしいJと 分厚い資料が届い

た。今、貴重な資料の散逸が憂慮されている。正

に千載―遇のチヤンスと思い、この機会にぜひ掲

載をと申し上げた。

編集中、311米曾有の東日本大震災が発生した

が無事発刊できて安堵した。

町日地区は独自の編集協力委員会 (10名 )を

立ち上げて担当分担を決め、10回 以上の会議を

重ねて各委員の英知を結集することができた。

「格調が高く歴史的な重みがあり、思わず見た

くなる記念誌であるJ等々感想をいただき、委員

木々の葉が風に舞い散る季節と

なりました。

保護司会の皆様には、平素より

格別なご支援ご指導を賜り厚くお

ネし申し上げます。

月日のたつのは早いもので総会にて任命されて

早半年になります。新しい体制の下、更生保護女

性会の活動 行事を会員皆様の温かいご1協力によ

り滞りなく行うことができました。

10月 8日 、多摩少年院の運動会に参加させてい

ただきました。快晴に恵まれ少年たちは日ごろの

練習の成果を発揮、真貪1に競技じ数々の熱戦が繰

り広げられました。

少年たちは大きな自信と感動を感じたことと思

います。私たちも共に感動し少年たちが一日も早

く正しい道を歩まれるよう願つています。

私たちの力は微力でございますが、愛情を持っ

て絆を深め更生保護の発展に努めてまいりたいと

思います。

_ヽ

υヽ

―同と喜びを分かち合えた。

ム報告

9月 3日 、文京学院大学において第61回 「社会

を明るくする運動J中央行事が行われた。

基調講演は浜井龍谷大学教授、演題は「刑務所

出所者等をとりまく現状と.T題～罪を犯した人が

立ち直ることのできる寛容な社会を目指して Jヽ

であつた。

日本における「厳罰化の意味」に触れ「治安は

改善しても市民の体感不安は悪化Jしているのは

なぜかを指摘された。

パネルデイスカッシヨンは「立ち直りを支える

地域の連携」について保護し、マスコミ等4人の

パネリストカ溌 言した。

会場には保護司、社会福祉士、精神保健福祉士、

学生等若い人の参加も多く、この課題の重要性を

10月 18日 、町田市役所において「最近の家族関

係の動向について～今日の社会的問題とその家族

的背景を探る～」と題し、公益社団法人家庭問題

情報センター瓜生武氏のお話がありました。

自己 個の実現や一代限りの充実による少引 ヒ。

うつの増加と対応できない家族、ホテル家族とい

われる癒しが機能しない家族。子育てなど習つて

いないと訴える母親たちの嘆き、増加している児

童F_待。

動機不明で起こる重大犯罪の問題等について多々

具体例を挙げ、これからは新しい児童支援の環境

作りと物より心の豊かさ志向を重視した学校教育

家庭教育 社会教育などが大切ではないかと話さ

れました。

(忠生分区  野ロ リヨ)認識 した。 (冨1会長 小林 文子)
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南介区

江上 孝範

この度、 9月 16日 をもちまして定年退任致しま

した。顧みますと昭和58年 に委嘱されて28年 間、

大過なくこの日をtrlぇ ました。微力な私ではあり

ましたが多くの皆様のご指導、ご支援のおかげと

心から感謝中し上げます。更生保護制度施行60周

年の節目に更生保護法の制定、更生保護制度の改

革が進みました。町田地区保護司会が,し、を一つに

llRり 組んだ夢の更生保護活動l1/1点 が、行政の協力

により全国に先駆けて開設できました。これらの

努力が高く評価され瀬戸山賞も受賞でき、この上な

い喜びです。

会の更なる発展と皆様のご多幸を,さからお祈り

中し上げます。

私のこれまでの人生において、保護司活動は未

知の世界であり、その責務は重く私の経験を活か

すことができるか不安を感じています。しかし人

との出会いは心を豊かにすると言われていますの

で、保護司会活動を通じて地域社会の安全 安心

なまちづくりに微力ですが貢献できればと思つて

います。先輩皆様のご指導を賜り、努力していき

ますので、よろしくお願いいたします。

この度ご推薦をいただき、 9月 17日 付で保護司

を委嘱されました。

先の研修会の講義を受け、保護司の責務は非常

に重いものと身の引き締まる思いです。

今は不安でいっぱいですが、先輩の方々のご指

導を賜りながら、警察で培った経験を生かし、一

人前の保護司として活動できるよう努力していく

所存です。どうぞよろしくお願いいたします。

島介区

ル1ロ  ニ郎

9月 16日 をもって定年退任致しました。

15年 間面接のたびに、日標を持ってよりよく生

きようと一歩一歩でありますが努力する喜び、人

生いかに生きるべきかを共に笑顔で語りあえたこ

とに感謝しています。ありがとうございました。

編集後記

鶴夕l介 区

. ロヤ 公 夫

この度ご推薦をいただき、 9月 17日 付で保護司

を委嘱されました。最初に先輩保護司の方からお

話をいただき、何度かどのような仕事をするのか

を伺いました。熱心に勧められたこともあり、自

分自身の経験が多少なりともお役に立つことがで

きればと思い、お引き受けすることになりました。

諸先輩のご指導をいただき、精一杯がんばりたい

と思います。よろしくお願いいたします。

今年も残り少なくなりました。猛暑の夏からい

きなり冬がやってきた感じがします。東日本大震

災に加えてタイ バンコクの大洪水と地球全体が

おかしくなっているようです。

今年度の『IL罪 白書』によると少年院退所者の

385%が再犯者になっており、再犯率は年々増加

の傾向にあるとのこと。こんな暗いニュースを聞

くにつけ、社明町田大会での講演「こんなオレで

も生きてて良かつたJ力'思
い起こされます。日々

対象者と向き合う活動に勇気と希望が与えられた

のではないでしょうか。

前小川会長はじめ皆さんの丹精込めた F多摩連

50年 の歩みJも 刊行 されました。先輩諸氏の吉

労の積み重ねと各地の活発な運tljが私たちの活動

を支えているものと実感されます。

来年は辰年。昇り龍の勢いで明るいニュースを

呼び込みたいものです。 鬼・・F 明成


