
第37号 日野 多摩・稲城地区保護司会だより 平成24年6月 20日
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本年 4月 1日 付けで東京保

護観察所長にまい りました。

.   東京の更生保護の伝統を引き

継 ぎ、さらに発展 させるため

|l i3:|[:|:][:II

着任のご挨拶
東京保護観察所長 久 保  貴

司会連絡協議会としても大変活発に活動 されて

いることを思い出 してお ります。今 も変わらず

熱心に活動 されていらっしゃることを、心強 く

感 じてお ります。

最近の更生保護の動 きを見ますと、保護観察

処遇の施策が次々に出され、変革のIキ期 を迎え

てお ります。保護観察処遇の効率化、制度の見

直 しなどに焦点が当てられてお りますが、その

根本には、立ち直ろうという本人の気持ちを地

域全体で支えていこうという更生保護の理念が

あ ります。現在 法務省においては、就労支援、

住居確保の支援、高齢又は障害により特 に自立

が困難な者に対する支援などの社会復帰支援策

を進めるとともに、地域における保護司活動の

拠点 となる更生保護サポー トセンターの設置 も

推進 してお ります。

本人の気持 ちを地域全体で支えるという理念

を大切 にして、一歩一歩着実に更生保護の諸活

動を進めてまい りますので、皆様方の御 /「 援を

よろしくお願いいたします。

い申しあげます。

皆様方には、平素、保護観察や環境調整など

の処遇活動、地域における犯罪予防活動、保護

司会の運営や関係諸 r・ 関 団体 との連携、社会

貢献活動 (社 会参力i活動)や 更生保護サポー ト

センターの設置 延営、
‐
t労支援など、多様な

更生保護の諸活動に御尽力いただいてお ります

ことに、厚 く御ネしを中し上げます。

私事ですが、平成16年 度には人王子支部 (現

在の立川支部)で支部長をいた しましたので、

8年ぶ りの勤務になります。支部長在籍時には、

支部管内のすべての保護区にうかがい 皆様方

といろいろお話をすることができました.各保

護区と分区の活動だけではなく、多摩地「X保護

‐ヽ●`｀｀‐ヾ ド` ^~●‐‐~ギ ]「
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平成24年度

定則総金圃
期 日 4月23日 (月 )

会 場 サポートセンター百草台

雨まじりの中、第14回 定期総会が開催されま

した。司会の土方冨1会長から出席者数63名 (含

委任状 6名 )と の報告がありました。

lt会開始の1年 に東日本大震災で亡くなられた

方々、物故された保護司の方々に対して黙祷の

後、伊野「
nl会

長の開会の言葉、佐伯会長の挨拶、

8月 退任される津守さんと大沢さんを中心に

ご来賓

来賓の紹介、公務で途中退席

される阿部多摩市長のご挨拶

と続きました。

議長に稲城分区の藤森氏を

選出し、書記に稲城分区の篠

崎 原田両氏、議事録署名人

に日野分 Xの小島 福島両氏

が指名されました。議事は川ロ

.「lに 進み問題な く承認 され、

中村総務部長よりlll則等の一

部改正の報告があり、全ての

議事が無事終 了しました。

θ月起fの津宇 フし烏面圧/c

芳をねぎちι
'5J念

品と花東

議事終 J´ 後、 5名 のご来賓

の方々よりご挨拶 をいただ

き、最後にljr伯 会長から多摩

分区 津守弘範氏 と日野分

区 大沢正男氏に記念品と花

束を贈呈しました。お二人か

らご挨拶をいただき、栗井副

会長の間会の言葉で総会は終

了.そ の後サポー トセンター

百草台の玄関前で、記念撮影

を行い散会となりました。

●顧 問 1馬場三栄子

●会 長 1佐伯  進

●冨1会長 1上方喜久弘′

'野●監 事 1石坂 齊雅 安西

●専門部 (会 員数 175人
)

光雄′粟丼 洋子

平成24年 6月 1曰 現在

総務部22人 研修
=開

6人 地活部20人 広報部17人

監  事

問

員

長＾
一
´

顧

会

副

馬場
=栄

子

佐伯  進

上方喜久弘 [野分
=長

美務.

,野 光雄 多疇↑ヌ長■務

栗井 洋子 ●,]■

'区
長■務

石坂 齊雅 安西  清

―社会参加活動委員‐

大須賀良子 日野副■区=
上谷 稽美 多

“

到今区長)

椛谷 信之 11業副分区長)

センター長 上方 三男,会ま'言

“

l・ |

本会計 西 川 毅

長

長

記

計

部

副

書

会

■村 洋―

松本ちづ子

|し畠 ―誠

河内 息子 1本 会i¬,

原

　

野

田

松

沼
オ

横

―郎

格子

京子

定利

子

雄

彦

雄

初

暮

和

正

畢

　

＝

紀

大

谷

芦

二
造

子
夫

研

勝

豊

実

澤田

小池

荻原

萩原

部  員 石

"ち
づ子 ]]● [吉 :]

戸丸 久恵 ∃・

「

二会計|

青木 智子 多摩,区臨 r

=枝 玲子
`け

区会]|

篠崎 該― 16●・ ■E古詰

原田 正美為戦分区会計

馬場 弘融 F野市長

「可
=『

 裕イテ|・
1暉市長|

高橋 勝浩

“

城市長|

入江マリ子

関口実恵子

門十八重子

貴志 義孝

杉江 利行

角田 政信

岡本佐知子

馬場 房義

高木 伸二

"丼
 博之

渡連  カ

合澤 ,L―

藤森 光子

■村登●子

大沢 正男

中嶋ヒロ子

小島 淳子

清水 和男

言田 洋子

大石 靖子

坂丼 厚彦
‖島 保之

松浦  昇

大山 和子

須崎 勝政

津守 弘範

寺沼 未子

学野有斐子

福島 幹男

古平 順―

尾寄 義昭

塩沢 京子

鹿島 正二

唐木 洋子

近藤 ―美

武田  博

佐倉 英明

渡連 ■子

●サポートセンター企画調整保護司 (3人 )

●社会貢献活動IE当 保護司 (3人 )

―

J・ ―-2il多 摩分区) 芦川 正雄 (稲城分区

'●分 区

会 員 数 分区長 冨!分区長 書  記 会   計 会計監査

日野分区29人 上方喜久弘 大須賀良子 石‖ちづ子 戸2・t 人事 中峰ヒロ子

多摩今区26人 ,野 光雄 ■谷 櫻美 青木 智子 三枝 玲子 ■沼 恭子

稲城,区 20人 粟丼 湾子 椛谷 信之 篠崎 該― 原田 正美 藤季 ●t子

火京‖誕lll宏

'こ
川支調

' 
支.l長 古田 康ll lT

″        it観 察官 宇田 紀之 、

多 E・1地 区保設司 _‐ 連絡協議会会長 森久保康男 様

多

“

市長 阿部 裕行 lr

稲城 li長 高橋 勝浩 ,
H野警察署少年係良 天辰孝太郎 雄

多

“

中央警察
=少

年係長 手塚 和久 rll

Ⅲl′会地区理Ji 伊藤 琴夫 様
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θ
第62回 000000

=L鋼
彿】田■■ 分区長 J:方喜久弘

今年度の分区としての活動は、年 5回の分

区会と準定例研修及び地域処遇会議をそれぞ

れ2回ずつ行う予定です。

特に地域処遇会議については今年度新たに

行うものです。予定としては中学校の校長及

び生活指導教諭との交流をはかりながらの1清

報交換会です。これは昨年度初めて日野市内

の全中学校にご協力を頂き実現したものです。

少年たちの非行、犯罪予防として、また保護

司活動における保護観察処遇に生かせるよう

学校との連携を深めて行きたいと思います。

また自主的研修として、日帰りの視察研修

を10月 中旬頃を予定しています。更生保護活

動の理解と会員相互の親睦をはかれるよう期

待しています。

● “社会を明るくする運動"について

7月 7日 (土 )日 野市立七生中学校体育館

に於いて '子 ども いきいき ふれあいステ

ージ・ を開催します。内容として「日野警察

署による防犯 トークJ、 「日野市立日叶第二小

学校の5 6年生による合唱」、「日野市立南

平小学校の金管バンドによる演奏J、 「日野市

立七生中学校の吹奏楽部による演奏」を予定

しています。

“

饉,1図■1分区長 伊野 光雄

定期総会後、社明運営委員会、臨時分区会

が 5月 7日 前後 して開催 され、新年度がス

ター トしました。主だった保護司全員対象の

活動予定を列記しました。

分区会 5回

準定例研修   2回
地域処遇会議  2回
自主研修 1回 (愛光女子学園視察)

社明推進委員会 (社明参加諸団体)

社明啓発パレー ド (多摩センター周辺 )

校区別地区連絡協議会出席

年末懇親会 (更女と合同)

● “社会を明るくする運動"ついて

7月 16日 (海の日)の啓発パレー ドも22回

目を迎え、市民の皆様には少 しずつ浸透 し、

理解されてきているものと思います。

今年度も、啓発パレー ドの充実強化、啓発

活動の強化を機軸とし、とりわけ次世代を担

う子供達には多 くの参加をお願いし、さらな

る飛躍を期 したいと思います。また、 '社会

を明るくする運動
・ の一環として子供達には

「社会を明るくするにはJのテーマで作文の

応募をお願いしています。啓発パレー ドヘの

参加と合わせ教育関係者には一段のご配慮と

ご指導をお願いいたします。

渭風殖 分区長 栗井 洋 子

稲城分区は日頃より保護司同士の意思疎通

を大切にしています。保護司という重責を果

たせる環境作 りをし、そして難間を個々が抱

えたとき、皆の問題として各々が真剣に考え

討論し、解決にむけてその方向へ歩み始めて

います。

この様な経験 と問題意識の取 り組みによ

り、他の色々な分野で活lleす る人々や諸団体

に、更生保護活動への理解度があがる結果と

なっていると思います。一般社会にも影響を

与え、その結果、市や教育委員会等に理解さ

れ、以前より '社会を明るくする運動
・ に全

面的な協力を得ています。市の中学校全校の

生徒は、願いをこめて鶴を折 り、“社会を明

るくする運動
・

当日に市民に配 ります。また、

2～ 3年前より中学校、最近では小学校も含

めて朝礼等で全員が集合した折に、保護司と

して直接生徒に話しをする機会をつくってい

ただけるようになり、各々の考えによる多種

にわたる活動が出来つつあります。
・
社会を明るくする運動

・
前半の活動もこ

うして充実 し、当日を迎える事と思われます。

その後、それぞれ身近な地域へと広げ、夏祭

り、盆踊 り等へと関わっていきます。
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繰
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中

佐倉 英明

多摩分区 (広報部,

舗
倉澤 兆―

日野分IX(研修部l

藝L

ご活躍を期待します

平成24年 5月 25日 委嘱

保護司を拝命した倉澤

です。 2年前まで日ll」 警

察署で32年間駐在所勤務

を してい ま した.警 察

は、法を犯 l´ た人を取締

るのが責務です。 しか

し、保護司は「犯罪をし

た人、非行少年の改善更

生 Jと 「犯罪予防の啓発

活動Jが使命と思われます。まったく逆な立

場になり戸惑っています.浅学ながら全力で

頑張りますので、ご指導をお願いします.

「保護司になっていただ

けないか。Jと 声をかけ

ていただいたのが  確

か今年の 2月 の終わり頃

だったと思います.在職

中、地域の保護司の方に

ご協力いただきお‖[話 に

なってきたことを考え、

お受けいたしました。

過去に培った経験を生かし、諸先輩の方々

にご指導を頂き、責任を果たして参りたいと

思います。よろしくおF・Fい いたします。

私は、今までのPTA
活動 団地理事 NP0
法人lT事 高齢者支援活

動等とは比較できない重

責を感じています。夫か

ら「対象者の話をよく聴

いてあげると、人の′亡ヽが

よくわかるよね。Jと 言

われて、人対人という前

向きな気持ちで保護司を努めようと思いま

した,観察官 と先輩保護司の皆様のご指導

を頂いて諸活動に参 lJし 向 卜していきたい

と思います。

彰 摩
5り 114日 、南多摩保護観察協会の定期総会

が、東京保護観察所立川支部で開催されまし

た。今年度は当協会 (八王子 町日 日野

多摩 稲城の市及び保護司会)の役員改選期

に当たり、新たな役員が選出されました。

△
一 長 佐伯 進 (当地区保護司会会長)

●
田 長 大竹通夫 けヽ王子地区保護司会会長)

同 熊澤 洋 (町日地区保護司会会長)

常務理事 (書記) 中村洋― (当 地区保護司会総務部長)

同 (会計) 塩原隆幸 (町田地鴎 護司会財務冨廊長)

Ｌ
一 事 峯尾常雄 (八王子市ことも家庭部長 )

同 前田善―虫B(八王子地区保護司会会計)

■ ヽ

平成25年に第68回 国民体育大会が54年ぶり

に東京の多摩 島しょの地域を中心に開催されま

す。稲城市では 軟式野球競技 (成年男子の部)

,中 央公園野球場を会場に来年の10月 4日 (金)か

ら10月 6日 (日 )の 3日 間行われま九 また、デモン

ストレーションとしてのスポーツ行事では、ユニホッ

クが総合体育館を会場に来年の9月 15日 に行われ

まt
ぜひ 国内最高のスポーツの祭典を全国から訪

れる選手 監督 役員の方々と一緒に楽しんで下さヽヽ

ヽ二
渡逼 幸子

多摩分区 (広鍛部)

部 長

副部長

汁守弘範

古平順―

唐木洋子

澤日 III「■

小池 勝造

寺沼恭了

FL'義昭

近IIJ―美

書 記 荻原 豊子

会 計 萩原 実夫

宇野有斐子 福島幹男

塩沢京子 鹿鳥正三

武 1 博 佐倉英IIB I・追辛子

当地区定期総会 も無事終了 し、平成

24年 度に入 りま した。新 たな気持 ち

で、より良い広報誌作 りに努力 したい

と思います。 さて少 し気が早いのです

が、平成25年 の秋に東京都の多摩 島

しょ地域 を中心に、第68回 国民体育大

会が開催 されます。私達の日野 多摩

稲城市も会場となることから、今年度

の毎号 を飾る表紙の統一テーマを「国

体Jと しました。

日野市百草999番地  042-593-0950
メールアドレス:vpOcentormog@true ocn neip
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