
平成27年度総会において、

前々会長馬場三栄子氏、前

会長佐伯進氏の後任として

新会長に選任されました。

保護司の拝命を受けた24

年まえ、保護司としての活

動がライフワークとなるとは思ってもみません

でした。対象者とのかかわりだけでなく会務の

運営にも携わるなかでその社会的重要性を理解

し、更に保護司仲間をはじめとした多くの方々

との交流ができたことに幸せを感じているとこ

ろです。

さいわいにもサポートセンターが軌道に乗っ

たこと、各種ドキュメントの整備ができたこと

など、大いに先輩諸氏に感謝するところです。

特に「瀬戸山賞」の受賞はお国からの大きな

評価の表れです。これからの活動に反映しつつ

運営にあたる所存です。

当面の「社明運動」、第６ブロック保護司組織

運営連絡協議会の当番地区、社会貢献活動制度

の実施年、さらに刑の一部執行猶予制度の準備

等当面の課題を控えているのが現状です。和を

もって活動にあたり大きな成果をバックに会員

の増強につながるように努力します。

おわりに、身に余る大役を果たすため全力を

尽くす覚悟ですので、関係各位のご指導、ご支

援をお願いいたします。
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あたたかい春の日ざしの中、第17回定期総会

が開催されました。司会の澤田副会長から出席

者数61名、委任状４名との報告があり、本定期

総会の成立が宣言されました。

はじめに、物故された保護司の方々への黙祷

をし、伊野副会長による開会の言葉。佐伯会長

の挨拶に続き、来賓の紹介

がされました。

議長には、稲城分区の粟

井氏が選出され、書記に稲

城分区の原田、松浦両氏、

議事録署名人には日野分区

の水野、尾嵜両氏が指名さ

れました。議事は順調に進

み全会一致で承認され、松

本総務部長より、細則、内規

の一部改正の報告をもって

全ての議事が終了しました。

安西新会長から、新体制

の役員紹介、抱負とご協力

のお願いの挨拶がありまし

た。そして来賓の皆様から

は、温かい励ましの祝辞を

いただきました。

その後、会長職の重責を

担ってこられた佐伯前会長

に安西新会長より花束が贈

呈され、佐伯前会長から

「充実した４年間であった」

と感謝の言葉がのべられま

した。

松原副会長の閉会の言葉

で総会終了。その後、全員

で記念撮影を行い散会とな

りました。

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 松尾 亮 様
東京保護観察所 立川支部 保護観察官 能登 利裕 様
東京保護観察所 立川支部 保護観察官 大羽恵津子 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
稲城市長代理 福祉部長 鈴木 秀治 様
日野警察署 生活安全課 少年係長 水戸部 覚 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27年度 役員（理事）・専門部・分区構成

●顧 問：佐伯 進
●会 長：安西 清 ●副会長：澤田 研二 中村 洋一 篠崎 誠一
●監 事：土方喜久弘 松原 一郎 ●専門部（会員数：73人）

総務部 22人 研修部 16人 地活部 19人 広報部 16人

顧 問
会 長
副会長
〃
〃
監 事
〃

佐伯 進
安西 清
澤田 研二（日野分区長兼務）
中村 洋一（多摩分区長兼務）
篠崎 誠一（稲城分区長兼務）
土方喜久弘
松原 一

＝社会参加活動担当委員＝
土方 三男（日野副分区長）
紀 初子（多摩副分区長）
原田 正美（稲城副分区長）

センター長 西川 毅

本会計 北畠 一誠

部 長
副部長
書 記
会 計

松本ちづ子
石川ちづ子
青木 智子
三枝 玲子（本会計補）

大澤 春雄
角田 政信
荻原 豊子
武田 博

大須賀良子
小池 勝造
松浦 昇
杉江 利行

鹿島 正二
貴志 義孝
川井 博之
渡邉 幸子

部 員

山上 貴久（日野分区書記）
川久保和壽（日野分区会計）
佐倉 英明（多摩分区書記）
持田 幸子（多摩分区会計）
髙木 伸二（稲城分区書記）
唐木 洋子（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）

石坂 齊雅
中嶋ヒロ子
小島 淳子
粟井 洋子
芦川 正雄
古平 順一
谷 和彦
坂井 厚彦
近藤 一美
川島 保之
大山 和子
岩田 利夫

寺沼 恭子
沼 裕子
土谷 縷美
横田 定利
萩原 実夫
福島 幹男
會田 洋子
水野 京子
門井八重子
尾嵜 義昭
渡邉 力
内山 晃次

入江マリ子
伊野 光雄
河内 惠子
大石 靖子
戸丸 久惠
馬場 房義
倉澤 兆一
須崎 勝政
松永 健
津守 範学
飯島 文彦
廣澤 伸幸

●サポートセンター企画調整保護司（９人）

西川 毅（センター長） 松本ちづ子（総務部長） 北畠 一誠（本会計） 青木 智子（総務書記）
石川ちづ子（総務副部長） 三枝 玲子（総務会計） 鹿島 正二（広報部長） 山上 貴久（日野書記）
河内 惠子（広報部）

●社会貢献活動担当保護司（３人）

大須賀良子（地活部長） 紀 初子（多摩副分区長） 原田 正美（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 土方 三男 山上 貴久 川久保和壽 水野 京子

多摩分区 27人 中村 洋一 紀 初子 佐倉 英明 持田 幸子 伊野 光雄

稲城分区 18人 篠崎 誠一 原田 正美 髙木 伸二 唐木 洋子 芦川 正雄

日野分区（10人）
安西 清 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

多摩分区（９人）
紀 初子 三枝 玲子 中村 洋一 北畠 一誠 杉江 利行 青木 智子
川井 博之 武田 博 渡邉 幸子

稲城分区（６人） 原田 正美 西川 毅 篠崎 誠一 角田 政信 鹿島 正二 松浦 昇

●役員（理事）25人 平成27年４月１日現在

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2233日日（（木木））

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27年度



日野分区担当

松尾 亮 観察官

立川支部の勤務は３年目に
なります。ご指導ご鞭撻のほど、
よろしくお願いいたします。
保護司の先生方におかれま

しては、平素より保護観察事件、生活環境調整
事件及びその他の更生保護事業にご尽力を賜り、
この場を借りて御礼申し上げます。
現在社会の変化のスピードは非常に速いです。
10年一昔ではなく、１年一昔かもしれません。
時間が経過すれば、物事が古くなり、廃れてし
まうものもあります。しかし一方で時代が変わ
り、その時々の価値観が変容したとしても価値
あるものとして評価をされ、継承されていくも
のもまたあります。私はその最たるものが更生
保護制度、保護司制度だと考えています。保護
司制度の素晴らしさは後生の歴史家が適切に評
価するものだと思います。
結果を求められる仕事に対して、日々情熱を
もって更生保護事業に励んでおられ、東京の更
生保護ひいては日本の更生保護を牽引している
日野・多摩・稲城地区の保護司の先生方と一緒
に仕事ができることを非常に楽しみにしています。

稲城分区担当

大羽 恵津子 観察官

日野・多摩・稲城地区保護
司会の皆様こんにちは。この
たびご縁がありまして、稲城
分区を担当することになりま

した。どうぞよろしくお願いいたします。
日野・多摩・稲城地区保護司会は、都内でも
早くからサポートセンターが開設され、保護司
会活動が活発に展開されている地区との印象が
ありましたが、実際は、その印象をはるかに超
え、自治体や関係機関と連携しつつ、多様な活
動を展開されていることを知り、驚くとともに
感動しました。保護観察官としてはまだ３年目
ですので、微力ではありますが、皆様が、今後
も活発に保護司活動を行っていけるように、精
一杯お手伝いしていきたいと考えておりますの
で、どうぞよろしくお願いいたします。

多摩分区担当

能登 利裕 観察官

（前年度より継続）

「子どもいきいきふれあいステージ」の開催

日時 ７月４日（土） 10:00～12:00

場所 日野市立大坂上中学校

４月21日（火）に第１回の運営委員会を開

催し、平成27年度第65回社明運動がスタート

しました。６月16日（火）には推進委員長で

ある大坪日野市長出席のもと、関係31機関が

集まり日野市推進委員会が開催されました。

本年度は、大坂上中学校、日野第三・日野

第七・東光寺小学校の生徒児童が参加する

「子どもいきいきふれあいステージ」を開催

します。

啓発パレードの実施

日時 ７月20日（月）海の日 15:50～17:00

場所 多摩美術大学美術館前広場（集合・出

発式）～多摩センター駅～パルテノン

多摩大階段までパレード

５月12日（火）社明運営委員会を開催。

パレード実施の許可、参加協力の要請、啓

発資材の検討を行いました。

６月５日（金）多摩市社明推進委員会を開

催。次代を担う青少年の参加拡充と暑さ対策

を強調しました。

駅頭・街頭広報活動の実施

日時 ７月１日（水）7:00～8:30

例年通り駅頭での活動で市内中学生徒さん、

関係機関の皆さん、ヴェルディ君総出での参

加啓発活動です。

生徒さんは黄色の折り鶴（幸福）を挟んだ

ポケットティッシュ等道行く人、通勤の人に

和やかに手渡しします。JR駅－３駅、京王

線－３駅そして平尾地区では各バス停での参

加を予定します。

７月10日（金）には読売巨人軍の試合前に

啓発活動、球場でも電光掲示板で社明のPRを

ながしてくれます。その他８月いっぱい市内の

祭り、盆踊りの会場でも啓発活動を行います。
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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 中村 洋一

稲城分区 分区長 篠崎 誠一

第63回

平平平成成成222777年年年度度度当当当地地地区区区
担担担当当当観観観察察察官官官のののごごご紹紹紹介介介



新任保護司紹介
ご活躍を期待します

平成27年５月15日付委嘱

◆関東地方更生保護委員会委員長 来館
５月21日（木）13時20分

蛯原委員長他２名の方が来館されました。

◆法務省大臣官房会計課長 来館
６月８日（月）13時20分

小出課長他12名の方が来館されました。
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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

５月19日（火）、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・町田・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。

会 長 平本璋一（町田地区保護司会会長）

副 会 長 内田 實（八王子地区保護司会会長）

同 安西 清（当地区保護司会会長）

常務理事（書記）中里真二（町田地区保護司会副会長）

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 川井 博之

副部長 貴志 義孝 会 計 渡邉 幸子

入江マリ子 伊野光雄 河内惠子 大石靖子

戸丸久惠 馬場房義 倉澤兆一 須崎勝政

松永 健 津守範学 飯島文彦 廣澤伸幸

広報部員

表 紙 写 真 の 説 明

上谷戸
か さ や と

稲城市坂浜の上谷戸地区は、豊かな自然

と歴史をしのばせる郷土景観を活かすため、周辺

の多摩ニュータウンの開発から除外されました。

現在は上谷戸地区の中心を流れる上谷戸川とその

周辺の水田、竹林、屋敷林等を残し、自然観察や

水遊びができる親水
しんすい

公園として整備され、市民の

憩いの場となっています。

新体制のもと広報部員一同は、「保護司会だ

より」を発行する事を目的に各部への原稿を

依頼･校正し、編集会議を重ねてまいりました。

本号は新会長の巻頭言から始まり、総会報

告･地区観察官寄稿文･３分区「社明取組み」･

新任･退任保護司紹介等を掲載しています。

今年度の表紙写真のテーマは【里山】です。

現在の里山にもそれぞれの発見があるかも

知れません。

心に残る誌面をめざします。（渡邉 幸子）

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

髙木 禎信
多摩分区（研修部）

ありがとうございました

塩沢 京子 氏 多摩分区

平成27年３月31日付（在職６年７ヶ月）

編 集 後 記

編集 広報部

池田 教秀
稲城分区（地域活動部）

ササササポポポポーーーートトトトセセセセンンンンタタタターーーー

百百百百草草草草台台台台““““千千千千客客客客万万万万来来来来””””

平成27年５月19日（火）多摩地区保護司会連

絡協議会（略称：多摩連）理事会が、東京保

護観察所立川支部会議室において開催されま

した。同会では下記の新役員が決定しました。

会 長 野崎 重弥（北多摩北地区会長）

副会長・総務部長

平本 璋一（町田地区会長）

副会長・研修部長

粕谷 勝榮（北多摩西地区会長）

副会長・地域活動部長

鴨志田守久（調布・狛江地区会長）

副会長・広報部長

須崎 英夫（北多摩東地区会長）

総務副部長

安西 清（当地区保護司会会長）

監 事 馬場 久夫（調布・狛江地区）

比留間克美（北多摩北地区）

「「「「「「「多多多多多多多摩摩摩摩摩摩摩連連連連連連連」」」」」」」新新新新新新新体体体体体体体制制制制制制制

退 任 保 護 司 紹 介


