
本年４月１日付けで東京

保護観察所立川支部長を拝

命しました。これまで、神

戸、千葉、仙台、福島の各

保護観察所、法務省保護局、

東北地方更生保護委員会、

府中刑務所、法務総合研究

所で勤務して参りました。甚だ微力ではござい

ますが、管内の更生保護事業発展のため全力を

尽くす所存ですので、よろしく御支援・御鞭撻

を賜りますようお願いいたします。

昨年、東京都保護司会連合会が、創立60周年

記念誌「東京における保護司活動」を発刊され

ました。同誌を拝読し、多摩地区管内の各保護

司会が地域において創意工夫を重ね、自治体や

関係機関とも連携しつつ、多様な活動を活発に

展開されていることを知りました。また、立川

支部長就任後、平成23年に多摩地区保護司会連

絡協議会設立50周年を記念して発刊された「多

摩連50年のあゆみ－多摩地区の更生保護－」を

知り、驚きと大きな喜びを感じました。

そこには、多摩連結成前史として、昭和14年

司法保護事業法の成立に際し、三多摩及び八王

子市で司法保護委員に任命された方々の氏名や

住所、各保護区における観察事件取扱状況まで

が記されています。極めて貴重な資料であり、

編
へん

纂
さん

に御苦労された編集委員の皆様に心から敬

意と感謝を表したいと思います。同誌には、各

地区の歴史や組織・活動状況に加え、多くの元

地区会長等から寄せられた思い出が掲載されて

います。昭和36年「地域社会と相携え、明るい

多摩地区の建設に邁
まい

進
しん

、相互の結束を強化、研
けん

鑽
さん

に努める」ことを目的に多摩連が結成され、

爾
じ

来
らい

、各地区の連携・交流を図ってこられた歴

代保護司の皆様の熱意と矜持
きょうじ

に触れ、自らの重

責に改めて身が引き締まる思いがいたします。

先達の思いを繋ぎつつ、時代の変化や社会のニー

ズにかなった更生保護活動を保護司の皆様と共

に進めていきたいと思いますので、どうぞよろ

しくお願いいたします。
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―――着任のご挨拶―――
東京保護観察所 立川支部長 南元 英夫



鶯の鳴く中、第16回定期総会が開催されまし

た。司会の松原副会長から出席者数の報告があ

りました。開始の前に、物故された

保護司の方々に対して黙祷の後、

澤田副会長の開会の言葉、佐伯会長

の挨拶、ご来賓の紹介、公務で途

中退席される三市長によるご祝辞

があり、安全安心なまちづくり、

市民の普通の暮らしをどう実現し

ていくか、道徳授業の改善等が話

されました。

議長に日野分区の小島氏を選出

し、書記に多摩分区の青木・塩沢

両氏、議事録署名人には稲城分区

の髙木・唐木両氏が指名されまし

た。議事は順調に進み全て承認さ

れ、松本総務部長より分区役員の

変更、内規等の一部改正の報告が

あり、全ての議事が終了しました。

議事終了後、東京保護観察所立

川支部長 南元様、多摩連会長

森久保様よりご祝辞をいただきま

した。

５月24日付で退任される藤森氏

に佐伯会長から記念品と花束が贈

呈され、ご本人からご挨拶をいた

だき、伊野副会長の言葉で閉会し

ました。

ご 来 賓
東京保護観察所 立川支部 支部長 南元 英夫 様

東京保護観察所 立川支部 保護観察官 小松 崇史 様

東京保護観察所 立川支部 保護観察官 能登 利裕 様

多摩地区保護司会連絡協議会 会長 森久保康男 様

日野市長 大坪 冬彦 様

多摩市長 阿部 裕行 様

稲城市長 髙橋 勝浩 様

日野警察署 生活安全課 少年係長 天辰孝太郎 様

多摩中央警察署 生活安全課 少年１係長 赤瀬 誠 様

日野･多摩･稲城地区更生保護女性会 会長 関戸 良 様

桐友会地区理事 伊藤 岑夫 様
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平成26年度 役員（理事）・専門部・分区構成

●顧 問：馬場三榮子
●会 長：佐伯 進
●副会長：澤田 研二 伊野 光雄 松原 一郎
●監 事：石坂 齊雅 安西 清
●専門部（会員数：76人）

総務部 22人 研修部 17人 地活部 20人 広報部 17人

顧 問
会 長
副会長
〃
〃
監 事
〃

馬場三栄子
佐伯 進
澤田 研二（日野分区長兼務）
伊野 光雄（多摩分区長兼務）
松原 一郎（稲城分区長兼務）
石坂 齊雅
安西 清

＝社会参加活動委員＝
大須賀良子（日野副分区長）
中村 洋一（多摩副分区長）
芦川 正雄（稲城副分区長）

センター長 土方 三男

本会計 西川 毅

部 長
副部長
書 記
会 計

松本ちづ子
篠崎 誠一
北畠 一誠
河内 惠子（本会計補）

大澤 春雄
沼 裕子
石川ちづ子
貴志 義孝

紀 初子
小池 勝造
角田 政信
三枝 玲子

鹿島 正二
土谷 縷美
荻原 豊子
戸丸 久惠

部 員

須崎 勝政（日野分区書記）
山上 貴久（日野分区会計）
青木 智子（多摩分区書記）
塩沢 京子（多摩分区会計）
原田 正美（稲城分区書記）
松浦 昇（稲城分区会計）

大坪 冬彦（日野市長）
阿部 裕行（多摩市長）
髙橋 勝浩（稲城市長）

入江マリ子
関口美恵子
粟井 洋子
土方喜久弘
横田 定利
水野 京子
谷 和彦
杉江 利行
川島 保之
川井 博之
渡邉 力
津守 範学
川久保和壽

藤森 光子
中嶋ヒロ子
小島 淳子
清水 和男
萩原 実夫
大石 靖子
門井八重子
尾嵜 義昭
岡本佐知子
髙木 伸二
大山 和子
松永 健
飯島 文彦

寺沼 恭子
福島 幹男
曾田 洋子
古平 順一
坂井 厚彦
馬場 房義
唐木 洋子
近藤 一美
武田 博
佐倉 英明
渡邉 幸子
倉澤 兆一
持田 幸子

●サポートセンター企画調整保護司（８人）

士方 三男（センター長） 松本ちづ子（総務部長） 北畠 一誠（総務書記） 西川 毅（本会計）
河内 惠子（総務会計） 鹿島 正二（広報部長） 石川ちづ子（研修書記） 青木 智子（多摩書記）

●社会貢献活動担当保護司（３人）

大須賀良子（日野副分区長） 紀 初子（地活部長） 芦川 正雄（稲城副分区長）

●分 区

会 員 数 分 区 長 副分区長 書 記 会 計 会計監査

日野分区 28人 澤田 研二 大須賀良子 須崎 勝政 山上 貴久 土方喜久弘

多摩分区 28人 伊野 光雄 中村 洋一 青木 智子 塩沢 京子 寺沼 恭子

稲城分区 20人 松原 一郎 芦川 正雄 原田 正美 松浦 昇 粟井 洋子

定定定期期期総総総会会会開開開催催催
期期日日 ４４月月2211日日（（月月））

場場所所 ササポポーートトセセンンタターー百百草草台台

平成26年度

日野分区（10人）
澤田 研二 大須賀良子 松本ちづ子 大澤 春雄 土方 三男

小池 勝造 荻原 豊子 貴志 義孝 石川ちづ子 戸丸 久惠

多摩分区（９人）
沼 裕子 伊野 光雄 土谷 縷美 佐伯 進 紀 初子

河内 惠子 三枝 玲子 中村 洋一 北畠 一誠

稲城分区（６人）
芦川 正雄 松原 一郎 西川 毅 篠崎 誠一 角田 政信

鹿島 正二

●役員（理事）25人 平成26年４月１日現在



春の叙勲を受章して
多摩分区 石坂 齊雅

この度、平成26年春の叙勲

に際し図らずも瑞寶雙光章拝

受の栄に欲しました。

去る５月12日法務省に於い

て勲記・勲章の伝達を受け、引き続き皇居へ

家内共々に参内、天皇陛下に拝謁し暖かい労

いのお言葉を賜り身に余る光栄に感激してお

ります。此れも偏に保護観察所を始め多くの

皆様のご指導ご支援の賜物と深く感謝申し上

げます。

今後はこの栄誉に恥じないよう一層精進す

る所存ですので、変わらぬご指導ご鞭撻を賜

りますようお願い申し上げます。

４月の定期総会において、多摩・稲城の両市

にサポートセンター分室を設置することが承認

されました。

分室の所在地は、下記のとおりです。

なお、多摩分室は、面接専用として他団体等

と共同使用。稲城分室は、保護司会専用として

面接をはじめ会議、資料・資材の保管等に使用。

利用については、いずれもサポートセンター

百草台へ問い合わせください。

●多摩分室

多摩市永山15 ベルブ永山３階

消費者相談室（多摩市消費生活センター内）

●稲城分室

稲城市平尾191

複合施設ふれんど平尾３階（教育センター内）

７月５日（土）日野市立三沢中学校体育館

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。潤徳小学校の「水辺の楽校
がっこう

に

関するスライド及び劇」、日野第八小学校の

「ダンスクラブによるヒップホップダンス・音楽

クラブによる合唱と合奏」、三沢中学校の「合

唱部、吹奏楽部の演奏」を予定しています。

暑い中での児童、生徒のいきいきとした発表を

是非ご覧ください。特別出演として日野警察

署員とピーポくんとの防犯トークもあります。

啓発パレードの実施

日時 ７月21日（月）海の日

16：00～17：00

場所 多摩センター、多摩美術大学美術館前

広場～多摩センター駅～パルテノン多

摩大階段まで

去る５月13日（火）に運営委員会を開催し、

啓発パレードへの協力要請をしました。

６月６日（金）には推進委員会を開催し、コ

ンセプトとして次代を担う子どもたちの参加拡

充に対して関係機関への協力をお願いしました。

例年通り７月１日（火）朝７時から駅頭、街

頭での社明運動を行うことを決め、更生保護女

性会との合同役員会で頒布品を決定しました。

また、校長会で生徒の運動への参加をお願

いし、準備委員会では各駅頭６ヶ所、街頭１

ヶ所の役割分担を決め、市内全校・自治会等

にポスターの掲示を依頼、６月の推進委員会

で各協力団体の参加をお願いしました。

７月の強調月間後も地域の夏祭りや盆踊り

に更生保護女性会と共に運動を行います。
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社社社会会会ををを明明明るるるくくくすすするるる運運運動動動

今今今年年年度度度ののの予予予定定定

日野分区 分区長 澤田 研二

多摩分区 分区長 伊野 光雄

稲城分区 分区長 松原 一郎

第63回

サササササササポポポポポポポーーーーーーートトトトトトトセセセセセセセンンンンンンンタタタタタタターーーーーーー多多多多多多多摩摩摩摩摩摩摩分分分分分分分室室室室室室室・・・・・・・

稲稲稲稲稲稲稲城城城城城城城分分分分分分分室室室室室室室ををををををを開開開開開開開設設設設設設設しししししししままままままましししししししたたたたたたた



ご活躍を期待します
平成26年５月25日委嘱
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新 任 保 護 司 紹 介 南南南多多多摩摩摩保保保護護護観観観察察察協協協会会会ののの新新新体体体制制制

去る５月13日に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。今年度は当観察協会の役員改

選期に当たり、新たな役員が選出されまし

た。

会 長 平本璋一（町田地区保護司会会長）

副 会 長 大竹通夫（八王子地区保護司会会長）

同 佐伯 進（当地区保護司会会長）

常務理事（書記）中里真二（町田地区保護司会サポートセンター長）

同 （会計）森崎陽子（八王子地区保護司会総務部員）

監 事 東島亮治（多摩市くらしと文化部長）

同 松本ちづ子（当地区保護司会総務部長）

部 長 鹿島 正二 書 記 荻原 豊子

副部長 土谷 縷美 会 計 戸丸 久惠

寺沼恭子 福島幹夫 會田洋子 古平順一

坂井厚彦 馬場房義 唐木洋子 近藤一美

武田 博 佐倉英明 渡�幸子 倉澤兆一

持田幸子

広報部員

表 紙 写 真 の 説 明

このくすのきは、京王相模原線稲城駅周辺の土

地区画整理事業が平成２年に完成したことを記念

し、駅前のシンボルとして稲城駅前広場に植樹をさ

れました。現在では約20mにまで成長しています。

根元の花壇には、稲城市民憲章推進協議会が花

を植えるなど、市民の方が清掃や整備を行っていま

す。また、冬季にはくすのきを利用したイルミネー

ションが点灯し、多くの市民を楽しませています。

なお、保護司が加入するいなぎ緑化推進会でも駅

前広場周辺の整備や清掃に協力しています。

平成26年度がスタートいたしました。広

報部も新たな気持ちで、皆様に役立つ情報

をお伝えできるよう編集に取り組んでまい

ります。

さて、本号では定期総会報告及び各分区

の社会を明るくする運動の取組み状況、そし

て叙勲者、退任者、新任者の方々の言葉な

どを掲載させていただきました。原稿をお寄

せいただきました皆様に感謝申し上げます。

本年度の表紙写真は「樹」をテーマとして

取り上げています。各市の樹木を掲載します。

お楽しみください。 （佐倉 英明）

日野市百草999番地 電話 042-593-0950

FAX042-506-5474

メールアドレス：vpocentormog@true.ocn.ne.jp

廣澤 伸幸
日野分区（研修部）

退任保護司紹介
永い間ご苦労様でした

藤森 光子 氏 稲城分区

平成26年５月24日付（在職24年）

平成２年５月に保護司を拝命し、24年間更生

保護活動に携りました。その間、多くの皆様に

大変お世話になりました。

退任してからも、私を必要とする人のために時

間を費やしている今、地域のボランティアに奔走

しています。保護司をしてよかったとつくづく思っ

ています。

当地区保護司会のご発展と皆様のご健勝をお

祈り申し上げます。ありがとうございました。

糀谷 信之 氏 稲城分区

平成26年３月31日付（在職９年３ヶ月）

岡本佐知子 氏 日野分区

平成26年４月30日付（在職４年７ヶ月）

関口美恵子 氏 多摩分区

平成26年５月24日付（在職18年）

編 集 後 記

編集 広報部

内山 晃次
多摩分区（地域活動部）


