
７月20日（海の日）に多

摩分区主催の社明運動「啓

発パレード」を実施した。

新分区長として初めての

イベントであり、終了後の

「安堵感」は、例年になく強

く心に残ったのである。

暑い最中の屋外でのイベントは、参加者全員

の健康・安全が最重要課題である。以前から、

先輩の分区長の言動を見聞きしており、分区長

としての責任の重さは理解していたつもりでは

あったが、実際の体験では全く違っていた。

「物事がうまく運び、何事もなく終了し、そ

れなりの成果を上げた」という安堵感であった。

もう一つ思うことは、マーチングバンドで参

加している多摩市立聖ヶ丘小学校のことである。

多摩分区の啓発パレードは、今年で25年目で

あり、聖ヶ丘小学校の参加は何と今年で丁度20

年目であることが調べて分かった。

保護司会に「学校との連携強化」の課題が話

題になった年より10年以上前から「連携の歴史」

が既に始まっていたのである。

聖ヶ丘小学校は、夏の保護司会主催の「啓発

パレード」でマーチングバンドをする学校とし

て地域でも評価が高く、教育課程の特色の一つ

にもなっていることを校長からも聞いている。

多摩分区の社明運動の特色は、多摩センター

駅周辺での「啓発パレード」であり、聖ヶ丘小

学校はパレードを盛り上げる「マーチングバン

ドの学校」として今後もより充実・発展させて

いただきたい。
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―――社明運動「啓発パレード」に思うこと―――
多摩分区長 中村 洋一



黒羽刑務所玄関前

稲城分区 分区長 篠崎 誠一

今年度の研修は11月18、19日に栃木刑務所

（全国に９カ所ある女子収容施設の一つで、日

本最大の規模を有し、収容定員648人）へ、刑

務作業は自営・洋裁・金属・職業訓練など。

６：30起床点検、７：10朝食、７：40作業開始、

12：10昼食、12：40就業、16：30作業終了、17：10

夕食・余暇、21：00就寝が一日のスケジュール。

２日目は茨城就業センターの見学、皆さんご存

知の、以前立川でお世話になった小松観察官か

ら説明を聞く。

そして去る９月12日には、稲城分区恒例の暑

気払いを会員宅で会費制で開催しました。市長

や職員も出席し、主任官も御家族で参加され、

普段難しい話をしている会員も和気藹々で親睦

を図りました。合計30名参加し盛大に終了しま

した。

10月１、２日薄日さす秋空の下、車中には14

名の日野分区会員が乗車していた。（他に直行

者１名） 初日に目指すのは少年院駿府学園であ

る。相当早めに到着したが、心よく対応をして

いただき、視察は座学と施設見学であった。副

院長による詳細な説明で、仕事内容や入院者と

職員との触れ合いの素晴らしさを知った。

その最たるものは、初等・中等短期少年の更

生を担当しているが、過去１名も延長処遇者を

出していないと言うことである。２日目は、初

めての試みですが、視察地の静岡市清水区保護

司会との交流会です。驚いたことに、静岡市で

270余名もの保護司が活動していることです。

活発な意見交換の中、同保護司会の社明活動は、

学校と連携して「しあわせスローガン」の配付、

「社会を明るくする講座」の開催など積極的に

行われていた。今回の２日間の研修は、今後の

保護司会活動に大変意味あるものになったと感

じている。

視察研修 10月28日�～29日�実施

栃木県大田原市の黒羽刑務所を18名で視察し

ました。

収容定員1,780名に、1,300名弱の受刑者が入所。

受刑者の特徴は、刑期が８年未満で犯罪傾向

の進んでいない外国人を含む26歳以上の男子を

収容しています。

県内全域が、ＰＦＩ（PrivateFinanceInitiative）

特区に指定されており、巡回警備や経理的な限

られた部門を民間が担当しています。

施設概要のビデオを見た後、厳重な扉をくぐ

り施設の中へ、作業棟内は、木工や紙袋等の各

種作業、外庭では園芸作業や運動をしている風

景が見られ、ゴミひとつないきれいな環境は規

律正しく管理されている様子でした。

見学後は、遠藤課長から矯正施設の現状と課

題について講義を拝聴し、質疑応答も活発に交

わすことができました。

翌日は、那須高原の紅葉を満喫しながら会員

相互の親睦が図られ、充実した視察研修となり

ました。
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各分区の活動
〔管外研修及び交流で学ぶ〕

多摩分区 分区長 中村 洋一

日野分区 分区長 澤田 研二

駿府学園玄関
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当保護司会では保護観察処遇の一環として行う社会参加活動

として６月と12月に百草台コミュニティセンターの花壇の草取

りや花苗の植え替え・植木の剪定等を定例で実施しています。

参加するほとんどの対象者は、土いじりが初めての人が多く、

緊張した表情で作業を始めますが、ざっくばらんな雰囲気の中

で徐々に慣れてきて、とても良い顔をして作業に精を出してい

ます。植物や土に直接触れることにより気持ちが落ち着いてく

るのでしょうか、改めて自然の力の偉大さを感じます。

また、稲城駅前のロータリーに植えてある「イタビカズラ」の

剪定にも参加しましたが、汗をかきながら黙々と働いていました。

これらの活動の中で何かを感じ、見出してくれることを願っ

ています。

７月３日（金）立川第二法務総合庁舎９階大会

議室において、更生保護事業関係者顕彰式典が開

催されました。本年度の受彰者は128名（保護司51、

更生保護女性会員62、保護司会事務担当者７、

ＢＢＳ会員６、更生保護施設職員１、更生保護事

業貢献者１）です。当地区から下記10名の方が受

賞されました。（敬称略）

○保護司受賞者

倉澤兆一 須崎勝政 佐倉英明 武田 博

渡邉幸子 髙橋勝弘 渡邉 力

○更生保護女性会受賞者 稲川久子 川井真里子

○保護司会事務担当者 柴田光洋

更生保護関係者顕彰式典

第34回 多摩地区

開催日 施 設 名 参加対象者 参加保護司 観察所職員 活 動 内 容

６月20日
日野市百草台

コミュニティセンター
４人 31人 ３人

花壇の草取り・植栽
植木の剪定・建物周辺の草取り等

10月７日
京王稲城駅南口
ロータリー

２人 13人 １人
稲城市職員・稲城グリーンウエルネス
財団より20人参加。
ロータリー壁面のイタビカズラの剪定

社社社会会会参参参加加加活活活動動動ののの様様様子子子

6/20コミュニティセンターの花壇

この度、日野・多摩・稲城地区桐友会は規

約を一部改正して、新体制で発足いたしまし

た。どうぞよろしくお願いします。

発足日：平成27年７月７日（火）

名 称：日野・多摩・稲城地区桐友会

構 成：日野・多摩・稲城地区保護司会の東

京桐友会会員である。

目 的：会員相互の親睦交流と情報交換を目

的として、保護司会の行事や活動に

協力する。

事務所：更生保護サポートセンター日野・多

摩・稲城（サポートセンター百草台内）

会 員：17人

会 長：馬場三榮子（東京桐友会理事兼務）

世話人：伊藤 岑夫（日野分区）

山田 喜一（多摩分区）

藤森 光子（稲城分区）

桐桐桐桐桐桐友友友友友友会会会会会会のののののの活活活活活活動動動動動動

10/7稲城駅前

社会参加活動実施報告
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今回65回目の「社会を明るくする」運動は特別に安倍晋三内閣総理大臣のメッ

セージから始まる、再犯防止に関する宣言「犯罪に戻らない・戻さない」を

決定テーマに推進委員長の高橋市長を先頭に市内６校の中学生を始め職

員、各関連機関、諸団体の協力を得まして７月１日（水）の朝７時

より８時半まで市内７か所（平尾バス停、ＪＲ３駅（南多摩、稲城

長沼、矢野口）、私鉄３駅（若葉台、京王稲城、京王よみうりラ

ンド）で啓発活動を

行いました。この日は

駅頭啓発の８年間で初めて

の雨でしたが、各所で決行した。

皆がタスキを掛け、のぼり旗を揚

げリーフレットと稲城中の生徒達の手作

りの折鶴入りティッシュを通勤・通学の市民の方に

配り、犯罪のない明るい社会を築く呼びかけを行い

ました。

推進委員長の市長から社会を明るくする運動の意

味を分かりやすく説明し、イメージキャラクター

「稲城なしのすけ」、サッカーの「ヴェルディ君」も

応援に来てくれました。

そして各駅にて市長と中学生を囲んで参加者全員

で記念写真を撮り皆の熱意に午後からは太陽が顔を

出してくれました。

また、７月10日（金）にはよみうりジャイアンツ

球場に於いて日差しが暑い内、市の職員３名、更女

４名、保護司６名がティッシュとメディックバンを

配り喜んで受け取ってくれ試合始めと試合中に電光

掲示板で「社会を明るくする運動」の趣旨を宣伝し

てくれました。学校が夏休み中の８月からは各地区

の夏祭り、盆踊りで、担当保護司や更女の方と配布

物を配り、啓発活動を行いました。参加団体25団体、

参加中学校６校184名、参加人数合計379名。

市内７ヶ所で啓発活動

第第665回

社社会会をを明明るるくす
犯罪や非行

立ち直りを支え

稲城分区

ジャイアンツ球場の電光掲示板 ジャイアンツ球場の入り口

第二小学校の児童

矢野口駅前 市長を囲んで

矢野口駅前の中学生達



４月21日に第１回の運営委

員会を開催し、第65回社

会を明るくする運動

がスタートし、７月

４日までに３回の運

営委員会を開催しま

した。６月16日には関係

31機関が生活・保健センター

に集まり、日野市推進委員会が開

催されました。小中学校関係者、市・

諸団体、保護司・更女など73名の出席があ

り、澤田分区長より社明運動の趣旨説明、水野保護

司より社明イベント「子ども･いきいきふれあいス

テージ」の内容説明が行われた後、広報用ビデオ

「HAND」を上映しました。このビデオは平成26年度

ＮＨＫ杯全国中学校放送コンテストで最優秀賞を受

賞した福岡県田川市立中央中学校放送部の作品です。

北九州市内の協力雇用主である野口石油の野口義弘

社長を取材し、少年の更生に力を尽くしている野口さ

んの生き方をテーマにしています。非行に走った少年

たちを給油所に雇用し、正面から向き合って立ち直

らせる姿をドキュメントにしたもので、野口さんの熱

い思いや中学生たちの気持ちが良く伝わっていました。

７月４日に日野市立大坂上中学校の体育館を会場に

し、大坂上中学校の生徒、日野第三・日野第七・東光

寺小学校の児童が参加する「子ども・いきいきふれあ

いステージ」を開催しました。

今年度のイベントには市長を始め関係団体、出演生

徒・児童や保護者、一般来場者約700名の参加があり

ました。開会式に引き続き日野警察署ピーポ君による

防犯トークの後、東光寺小学校（和太鼓、合奏、合唱）、

第三小学校（ヒップホップダンス）、第七小学校（合奏、

合唱）、大坂上中学校（ブラスバンド）が出演し、その

後ブラスバンドの演奏に合わせ「翼をください」を会

場参加者全員で斉唱しました。市内８中学校を舞台に

したイベントは平成14年度より開催され本年で14回目

になり来場者も年々増加しています。今後は社明運動

の趣旨の啓発、保護司会の活動等をもっとPRできる場

にしていきたいと考えています。
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第655回回

明るくくすするる運運動動
行を防止し、
る地域のチカラ

日野分区

東光寺小学校

第七小学校

第三小学校

全員合唱

大坂上中学校

子ども・いきいきふれあいステージ
日野市立大坂上中学校で開催
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７月20日（海の日）、多摩センターの多摩美術大学美術館前広場よりパルテノン多摩大階段まで、

「社会を明るくする運動」啓発パレードを実施しました。今年は、多摩分区として啓発パレード実施

以来25回目、節目の年でした。57団体929名の多くの多摩市民の皆様方にご参加をいただき行うこと

ができました。また、小学校５校、中学校８校より331名もの児童生徒の皆様に参加をしていただき

感動いたしました。ご指導、ご尽力をいただきました学校の先生方をはじめ、参加された多摩市民の

皆様方に深く感謝申し上げます。

出発式では、多摩市社会を明るくする運動推進委員

長である阿部多摩市長、東京保護観察所立川支部石井

統括保護観察官をはじめ、来賓の皆様方からご挨拶を

いただきました。その後、「社会を明るくする運動」

の横断幕を先頭に、多摩市立聖ヶ丘小学校児童による

マーチングバンド演奏のもとパレードが出発しました。

標語「防ごう犯罪や非行、助けよう立ち直り」の唱

和と、啓発グッズ・チラシ・ティッシュ等を配布しな

がらパレードをしました。終了後には、パルテノン多

摩大階段で参加者全員による記念撮影を行いました。

また、その後の後片付けには、中学生の協力も得るこ

とができ、啓発パレードの素晴らしさを深く感じまし

た。

「犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチ

カラ」を基に、罪を犯したひとや非行歴のある少年が

社会で孤立することなく再出発することの大切さにつ

いて、啓発パレードを通じて、皆様に理解を深めてい

ただくことができたと思います。

来年以降も、次代を担う子供たちの多くの参加に期

待しますとともに、更に多くの関係機関に働きかけ、

私たち保護司の願いである「犯罪や非行のない安全・

安心な地域社会を築くための取り組みを進めよう」を

推進すべく、本運動の充実を一層進めて参りたいと存

じます。今後とも、皆様方の変わりないご支援・ご協

力を賜りますようお願い申し上げます。

多摩分区 第25回 啓発パレード開催 平 �
保保護護司司

出発式

バンド

中学生

パルテノン大階段でパレード行進



日野分区 福島 美由紀

立川から日野に移籍して２

ケ月余り、住み慣れた町や風

景も違い我が家から広大な富

士山と木々の多さに驚ろかされています。保護

司を10年、行政相談を10年、体育教師を35年間

未だに現役で活動しておりましたが、しかしま

だ私の人生捨てたものではないと考え、移転し

ても仕事を持ちながらの保護司と今の仕事に対

して誇りを持ちやる決心をしました。現在は、

対象者を２名受け持ち初心を忘れず頑張って活

動していきますのでよろしくお願いします。

多摩分区 平田 紘一

平成15年に60才で公立中学

校を定年退職し直後、町田分

区で保護司に着任し、平成27

年に多摩分区に移籍しました。この間、活動を

通して、多くの貴重な彩りある体験をして現在

に至っています。対象者と対応する際に首尾一

貫、心掛けていることは、一期一会で、出会い

を大事にせよという茶道の心構えを大切にして

います。対象者と接触する際に常に配慮してい

ることは、決して上から目線でなく誠心誠意を

持って対応してきました。
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平成27年度当番地区としての、第６ブロッ

ク協議会が10月14日パルテノン多摩に於いて

開催されました（参加者は参列員・協議員他

計86名）。

安西会長の開会の辞に続き、荒木東京保護

観察所長と森久保東京保護司会連合会副会長

のご挨拶を頂きました。

石井統括保護観察官より、犯罪や非行をし

た者への直接的な処遇活動による再犯防止と

同様、地域社会の中における犯罪予防活動に

よる再犯防止の重要性という観点から今回の

議題「充実した保護司会の地域活動について」

の趣旨説明がありました。

当地区からは、西川サポートセンター長が、

稲城市内の全中学生と一緒に取り組む「社会

を明るくする運動」を具体的な事例を入れて

発表しました。他の３地区（西多摩・八王子・

町田）からも地域とともに実施したそれぞれ

の報告があり、質疑応答も活発に行われ他地

区の活動内容や課題等を知ることができ有意

義な協議会となりました。

講評は感想として、荒木所長からは、保護

司会として、このテーマで話す機会は少ない

と思いますが、各地区の工夫と発展があり、

勇気づけられたこと。また、東保連森久保副

会長は、予算や人が足りない等負担感があり

ながら、知恵を絞って実行していること。野

崎多摩連会長からは、第６ブロック協議会の

内容を第７ブロックの方が聞けないのは残念、

異なるブロックからも聞けるようにして欲し

いとのお話を頂きました。

協議会終了後、懇親会を催し、和やかな雰

囲気の中、４地区の交流がはかられました。

平平成成2277年年度度 第第��ブブロロッックク
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編 入 保 護 司 紹 介

９月16日（水）午後1：30から、平成27年

度新任・編入保護司対象の研修会を実施し

ました。新任保護司３名の方（岩田さん、

高木さん、池田さん）が出席されました。
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新 任 保 護 司
研 修 会



平成27年度東京更生保護女性会第６ブロック

研修会が10月９日、日野・多摩・稲城を当番地

区として多摩市ヴィータホールにて開催されま

した。ご来賓の方をはじめ、多くの関係者及び

他地区更女の方が出席してくださいました。

「子どもたちを薬物から守ろう」をテーマに

東京都福祉保健局の光川篤志氏を講師にお招き

して講演をしていただきました。

「乱用される薬物と人体への影響」、「危険ド

ラックとは」などを私たちにもわかりやすく教

えていただきました。

薬物による悲惨な事件や、新しい薬物が次か

ら次へと出回るというお話に、薬物の怖さを痛

切に感じ、子どもたちを私たち大人がどのよう

に守れるかとても難しい問題だと思いました。

アトラクションでは、各地でチャリティーコ

ンサートをされている久木田淑子氏とビルマン

聡平氏のピアノとヴァイオリンの演奏に、ひと

とき心を癒され、研修会は散会となりました。

－8－

第47号 平成27年11月30日日野・多摩・稲城地区保護司会だより

表 紙 写 真 の 説 明

“緑と清流のまち”を、市のテーマにした日野

市の百草地区には、里山の原風景を感じさせる貴

重な雑木林や水田が残されています。湧水が流れ、

日野市では珍しくなったホタルが生息し、エビネ

などの貴重な植物も自生しています。500年続く

農家の暮らしを受け継ぐ石坂ファームハウスでは、

四季折々の農家の暮らしを体験できます。今年は

天候に恵まれませんでしたが、晴天の下稲穂の重

みを感じつつ、10月８日に稲の収穫が行なわれま

した。

◆ 初秋から晩秋にかけての編集会議となり

ました。各委員の熱意もさることながら皆

様からの原稿には年度の後半に向けての素

晴らしい高揚感に圧倒されております。関

係の方々に感謝いたします。

◆ さて、表紙写真は今年度のテーマ「里山」

です。説明文にもありますように、百草の

里山風景をただ「懐かしさ」に終わらせず、

この穏やかな暮らしを「受け継ぎ」「活かし

ていく」という地域の想いをアッピールでき

た田植え風景の掲載となりました。

（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

編 集 後 記

編集 広報部

保 護 司 に な っ て

多摩分区 髙木 禎信

今まで保護司について知っているつもりでし

たが、いざ、保護司の活動にご一緒させて頂く

と、地域の方々と様々な活動をされていること

を知りました。拝命してから、更生保護制度の

研修会や「社会を明るくする運動（社明パレー

ド）」等、手探りでの参加をさせて頂いており

ます。これからも、諸先輩の方々のご指導を頂

戴しながら、地域での保護司活動に参加して参

りたいと存じます。若輩者でございますが、何

卒、よろしくお願いいたします。

稲城分区 池田 教秀

「保護司をやって頂けませんか？」と、地域

各団体の要職を歴任されておられるＳ氏からお

声が掛ったのが、確か３年前の納涼盆踊り大会

の時だったと思います。私に務まるのかと自信

がなくお断りをさせて頂きましたが、その後も

熱心に声を掛けて頂き「地域の多くの方々から

お世話になってきた者として断る訳には行かな

い」と考え、承諾致しました。今年５月に辞令

を頂いたばかりで、対象者を担当したケースは

まだ無く、原稿のテーマについてどのように述

べればいいのだろうかと苦慮しておりますが、

研修会を通して学んだ事をこれからの更生保護

活動に生かし、保護観察官並びに先輩保護司の

皆様方にお教えを頂きながら、微力ではありま

すが研鑽を積み、信頼される保護司になれるよ

う取り組んで参りたいと思います。

平平成成2277年年度度東東京京更更生生保保護護女女性性会会

第第６６ブブロロッックク研研修修会会
日野･多摩･稲城地区更生保護女性会

多摩分区 川井 真里子


