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巻頭言
﹁誰もが住み続けられるまち武蔵野﹂

平和の灯は、 「国分寺市非核平和都市宣言」の精神
を受け、世界恒久平和の実現を目指す国分寺市民の決
意を表し、平和の大切さを訴えるものです。

平成2年8月15日)
平和の灯(設置

)

北多摩東地区保護司会の皆様におかれましては︑日頃より地域の更生保護
申し上げます︒

活動に︑また地域の安心・安全のために多大なるご尽力を賜り︑心から感謝

平成29年的月9日より︑武蔵野市長に就任いたしました︒市の仕事は︑市

民の皆様の安心・安全に直結するものであり︑その長としての責任の重さを

これまでに先人たちが積み上げてきた歴史をさらに発展させ︑﹁誰もが住み

深く感じているところです︒昨年︑武蔵野市は市制施行70周年を迎えました︒

続けられるまち武蔵野﹂の実現をめざして誠心誠意取り組んでまいります︒

さて︑急速な社会情勢の変化や少子高齢化︑都市化の進展などにより︑人

と人とのつながりは年々希薄化し︑犯罪は多種多様化の様相を呈していま

す︒このような情勢の中︑平成28年に施行された﹁再犯の防止等の推進に関

の計画は︑国民が犯罪による被害を受けることを防止し︑安全で安心して暮

する法律﹂を受け︑昨年末には再犯防止推進計画が閣議決定されました︒こ

らせる ﹁世

り組む再犯

策が記載さ
が
取
れており︑

日本﹂ の実

府

界一安全な

政

る様々な施

て

防止に関す

¥

現を図るた

め︑今後5
年間におい ¥

国・地方公共団体・民間が一丸となって取り組む必要があることが基本方針

武蔵野市では︑毎年1月に開催する々社会を明るくする運動クの駅頭PR

のひとつに掲げられています︒

活動を始め︑地域の夏祭り等のイベントでの社明啓発活動を通して市内各種

いては犯罪をした人が更生して地域に戻ってきたときに︑新たな一員として

関係団体との連携を図っています︒このような地道な活動の積み重ねが︑ひ

その土地にスムーズに溶け込める土壌づくりとなり︑﹁誰もが住み続けられる

の実情をよく把握し︑日頃から更生保護活動に従事しておられる保護司の方々

まち武蔵野﹂の実現へとつながるものと信じています︒そのためにも︑地域

は地域社会にとって欠くことのできないとても大切な存在です︒行政の長と

結びに︑北多摩東地区保護司会の今後の益々のご発展︑そして保護司の皆

して︑今後も皆様が円滑に活動できるように全力でお支えしてまいります︒

様のご健勝とご多幸を心よりお祈り申し上げます︒
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初春研修では東京保護観察所
立川支部統括保護観察官の山田
保様を講師に﹁保護観察所にお

し
た
︒

ルで00名出席のもと開催されま

て小金井市議会議長に挨拶を戴

祉保健部長︑4市議会を代表し

来賓の3市市長と国分寺市福

受章者に会より記念品が贈呈さ

久・阿部勉・菊地一雄・田中博・
峯岸桂一) 関保連表彰(笠岡展
子・池谷敏子・戸倉央江) の各

し︑具体的な解決策を考えていき

で出された問題点は共有の課題と

幸島聡東京保護観察所長は﹁会

護司会から意見発表がありました︒

協議題は ﹃期待される保護司会

10月24日にコール田無で開催され
ました︒

初雪研修・新年会

ける薬物事犯者処遇の取り組み

き︑須崎前会長の乾杯後︑抽選

ましょう﹂と話されました︒

三鷹分区岡田英一副会長でした︒

当地区の出席者は17名︑発表は

組織運営の在り方﹄ で5地区の保

今年度は北多摩北地区が当番で

状況について﹂をテーマとした

会を行い︑懇親を深め和やかな

初春研修・新年会が︑1月19

研修を受けました︒薬物犯罪

うちに副会長の閉会の辞にてお

日 (金) 吉祥寺東急REIホテ

は︑再犯率が高く︑依存性が強

開きとなりました︒

れました︒

いことが指摘され︑保護観察所

関係機関との連携で対応してい

寧にする︒保護司会活動で負担と

らえる前に︑現状での見直しを丁

﹁一つ一つの事業を例年通りとと

るが︑本人の更生への強い意思

感じる事に対策をする︒やりがい

(総務部長 須藤 利一)

が︑重要とのこと︒保護司の更

を共有できるように意見の出しや

では︑更生プログラム等の実施︑

生保護活動の参考になりました︒

平成29年に叙勲 (森田忠男"小

い保護司に重要な役割を与えるこ

調布・狛江地区から︑﹁任期の浅

すい運営を﹂と話しました︒

美濃晃子) 褒章 (吉野憲夫・小

とにより活動の理解が得られやす

新年会は星野会長の挨拶後︑

林悦子)︑全保連理事長表彰(星

い﹂と興味深い報告がありました︒

星野会長が﹁来年度は北多摩束

野直治・林邦子・志波直男) 関
東更生委員長表彰(小野山達

が当番です︒これから万端の準備

)

を始めて︑皆様をお迎えします﹂

と閉会の挨拶をしました︒

(三鷹分区 松村 久子)
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保護司 小美濃 晃子氏

平成29年秋の褒章において︑小

小林氏は平成8年5月︑保護司

平成29年秋の叙勲において︑小

小美濃氏は平成元年9月︑保護

を拝命︑平成27年法務大臣表彰を

林悦子氏(三鷹分区)が藍綬褒章

司を拝命︑平成24年法務大臣表彰

受章︑多くのケースを担当する傍

東京更生保護事業関係者顕彰式典

平成29年度の東京更生保護事業
関係者顕彰式典では︑北多摩東地

区保護司会の関係者33名の方々が
その功績を顕彰されました︒

叙勲 (秋)瑞宝双光章
小美濃 晃 子(武蔵野)
藍綬褒章 (秋)

部

勉(三 鷹)

雄(三 鷹)
久 (武蔵野)

博(国分寺)
一(国分寺)

笠 岡 展 子(三 鷹)

関東地方更生保護女性連盟会長表彰

子 (国分寺)

江 (国分寺)

美 (国分寺)

亮 (武蔵野)

(武蔵野)

(小金井)

小 谷 由美子(三 鷹)・
東京保護観察所長表彰

崎

三ツ木

宮

吉 野
武(三 鷹)
東京保護観察所長感謝状
更生保護女性会員

井 上 たき子 (国分寺)

中 村 扶佳子(武蔵野)
東京都保護司会連合会会長表彰

美 恵(三 鷹)

森田忠男氏(国分寺分区) の叙勲
︹誤︺ 藍綬褒章
︹正︺瑞宝双光章

お詫びと訂正
会報第126号3頁﹁平成29年度 春の叙
勲受章者﹂ の記事に誤りがありましたこ
とをお詫び申し上げ︑左記の通り訂正さ
せていただきます︒

秦

東京更生保護女性連盟会長表彰

回国回国国

小 林 悦 子(三 鷹)
法務大臣感謝状
更生保護女性会員
立 川 八重子(武蔵野)
全国保護司連盟理事長表彰

星

内助功労

阿

地

中

桂

星
和 子 (三 鷹)
関東地方更生保護委員会委員長表彰
菊

田

岸

小野山
峯

関東地方更生保護委員会委員長感謝状

分分分分分
寺寺寺寺寺

金
井

美濃晃子氏(武蔵野分区) が瑞宝

を受章︑多くのケースを担当する

ら︑当地区保護司会の副会長︑会

(

(

(

(

(

示

を受章されました︒

傍ら︑当地区保護司会の理事︑副

計理事として︑また三鷹分区長︑

更生保護女性会員
本 木 治 子(小金井)
関東地方保護司連盟会長表彰
池 谷 敏 子(国分寺)

良

敬史明也夫

子

双光章の栄に浴されました︒

会長として︑また武蔵野分区長と

監事として︑活躍されました︒
衷心よりお祝い申し上げます︒

して活躍されました︒

衷心よりお祝い申し上げます︒

戸 倉 央 江 (国分寺)

息

邦静瑠英

晴裕義一邦

京

治子男

野里楠木

多森作井澤

十
嵐

直邦直
達一

水中高鈴

本小尾石井

五

波
野
野

林志

第1 27号

保護司会報 北多摩東

江刑務所や足立美術館等を視察し

1 0月1 0日 1 2日︑2泊3日で松

松江刑務所視察に参加して

でした︒

大観コレクションは素晴しく圧巻

打たれて緑がとても美しく︑横山

術館の5万坪の日本庭園は︑雨に

ているそうです︒3日日の足立美

りました︒視察先の松江刑務所

まったばかりの山陰へ行ってまい

今年度の管外研修は︑秋が始

る思いがいたしました︒視察後は
出雲大社︑松江城

い現実︑収容者の高齢化の問題な
ど刑務官のご苦労を伺い頭が下が

いるにも拘わらず︑再犯が減らな

資格取得等︑様々な工夫をされて

刑者を収容しています︒出所後の
更生には就労がカギ︒そのための

の進んでいる男子受刑者を収容し

できまし

どじょうすくいの実

などを見学し︑最

は︑犯罪傾向が進んでいる男子受

た︒刑務所
は︑松江市
演があり︑体験する

また隣接する安来節記念館では

橋北地域を
ことが出来ました︒
(高橋 豊)

て転倒やケガの防止をしています︒

その上に低い作業台と椅子を置い

務作業の部屋の一角に畳を敷き︑

りオムツをしている人のために刑

(田中 久美子)

2泊3日でした︒

えた親睦を深めた

学体験︒分区を越

ドジョウ掬いを見

終日には安来節の

望み東部と

南部を山に

囲まれた丘

陵地にあ
り︑執行刑
期10年未満

との刑務官の一言が

の犯罪傾向

収容され︑高齢者の

管外視察研修

印象に残りました︒

対応に苦慮している
今年は松江刑務所を視察するこ

雲大社で心を清め︑足立美術館の

00年の遷宮で屋根
を葺替えた荘厳な出

きかけをしているとの話があり︑

専門治療推進のために連携する働

市町村と連絡を取り︑特に薬物の

また︑出所後について帰任先の

した︒ここ

庭と絵画に魅了され︑芸術の秋を

とになりま

は︑犯罪傾
向の進んだ

じられました︒

(孤島 法夫)

社会復帰を促す刑務所の姿勢が感
(須藤 利一)

堪能し︑会員の親睦を深めた有意

以上の人も

以上や00歳

は入所20回

再犯者が多

ここの入所者は再犯率の高い人
がほとんどです︒担当の方の説明
と施設内視察で印象に残るのは入
所者への配慮です︒足腰が弱った
義な研修でした︒

松江刑務所を訪ねて

く︑なかに

北多摩東地区保護司会管外研修
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)

)

推進協議会 ﹃講演会﹄︑当日の出

で開催された平成29年度地域活動

金井市市民会館(萌え木ホール)

ン︑ゲーム等から受ける悪影響

ビ︑インターネット︑スマートホ

範意識の崩壊

④有害情報⁝テレ

仲間︑悪い先輩との交流による規

化による心の傷③友人関係⁝悪い

環境⁝両親不仲等の家族関係の悪

換等の懇談

の後意見交

プリント等

地域活動内
容を口答︑

動内容及び

BS会の活

拶︑講演及
び質疑︒B

②家族

席者は4分区の保護司が39名︑関

⑤挫折⁚・学習成績の低下︑運動面
での失敗等による劣等感の増大等

を行った︒

け方の偏りによる悪影響

係機関関係者が35名︑計74名の皆

のお話しがありました︒講演終了

岡野武夫氏である︒まず警察署員

平成29年度地域活動推進協議会

様方と協議会が開催され︑始めに

後︑北多摩東地区保護司会星野

が保護司会活動(社明運動)等に

多摩運情報

合庁舎大会議室において開催さ

立川支部前川支部長挨拶︑引き

会長から挨拶をいただき︑のち各

参加していること︑少年センター

﹁裁判貢裁判の制度と実際﹂

H月1日 (水) 午後2時から小

てから実際の裁判員になるまでに

を生まない社会作り﹄ と超し︑講

38年 58年のピーク時︑少年非行

少年更生事業を説明された︒昭和

の概要︑その中身がBBS会の内

00人から6人までに絞られます︒

幸∴部と 2 9 隼i 優

なくすき好んで問題行動に走る生

演会が開催されました︒

徒指導に係わった経験で︑理由も

H月2日 (木) 立川第二法務総

﹃
諮
演
会
﹄

れ︑131名が参加しました︒

続き︑講師として小金井市教育長

4地区に分かれてグループ討議
﹃小・中学校と地域との係わり﹄

容と同じであることを話された︒

平成29年度多摩地区保護司研修会

まず︑﹁裁判員を体験して﹂と
題して︑日野・多摩・稲城地区保

山本修司氏をお招きし ﹃非行少年

について討議が行われ︑地酒副部
長(高橋祭治・武蔵野分区) の閉

徒はいない︒昔も今も彼らは例外

は千人当たり16人であったが現在

で紹介︑そ

護司の角田政信氏がご自身の体験

内容は︑少年非行の大きなピー

会挨拶で︑充実した協議会が終了

でいる立直り活動映画を放映し︑

その後︑少年センターで取り組ん

その6人に選ばれると裁判までい
ろいろ勉強と打合せをして本番に
臨む︒良い経験をしたそうです︒
次に︑さいたま地方裁判所・家

ではなく何かの要因を抱えている

は千人当たり4人である︒これ

講師は︑警視庁警視

を話されました︒裁判員に選ばれ

クを示した1980年前後に生

いたしました︒

庭裁判所統括判事の栗原正史氏に
よる講演﹁裁判員裁判の制度と実

のである︒①生育歴⁝親

は︑各関係機関及び団体が︑少年

に連携して問題点を改善したから

の犯罪や非行︑再犯をしないよう
(北)付近にあるレストラン ﹃葦﹄

(地域活動部 宅島 正孝)

とを実感した︒

り︑合同研修会が盛り上がったこ

であるとまとめられた︒今年度は

予想以上のBBS会員参加によ

司会を務めた︒会長・主任官の挨

BS会員9名の方が参加された︒
地域活動部の千本木部長が進行

で午後6時から行った︒羽田主任
官・星野会長始め保護司H名︑B

9月21日 (木) 武蔵小金井駅

(地域活動部 千本木 勘博)

際﹂が行われました︒平成21年裁

の価値観︑倫理観︑しっ

判員制度施行からの8年間の振り
返りと︑裁判員制度の意義・課題

等の内容でした︒
国民が刑事裁判に参加すること

により︑裁判の内容・手続きに国

民の良識が反映され︑司法に対す
る理解ができ大変勉強になりまし
窒i成29年度 多摩地区保護司研修会

(武蔵野分区 小美濃 晃子)

地域活動推進協議会・講演会
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一日研修に参加して
晩秋の穏やかな一日︑横浜税関

武蔵野分区

園四四回回田四囲
国分寺分区
国分寺分区日帰り研修に参加して
快晴に恵まれた平成29年12月7

多摩少年院を視察して
今回の視察で驚いたのは︑高卒
資格取得から農業系・工業系の技
術習得︑さらには芸術活動まであ

子の累犯者が多く︑受刑者の平均

設内を見学した︒この刑務所は男

甲府市に到着した︒甲府刑務所で

寺市役所を出発し︑昼前に山梨県

帰り研修に16名が参加した︒国分

入の一方︑人間の目や集中力を発

大型Ⅹ線装置等︑最新技術の導

ことができました︒

すいご説明と展示資料で理解する

ていることが︑係の方のわかりや

の実現を使命とし︑日々努力され

6県を管轄され︑適正かつ公平な
関税等の徴収により︑貿易の健全
な発展︑そして安全・安心な社会

いる税関のうち︑ここ横浜税関は

全国で9つの地域に分けられて

︒
た

痛感しまし

司の責務を

るか︑保護

にどう応え

れらの気特

ました︒そ

が感じられ

た︒﹁犯罪に戻らない・戻さない﹂

る女性のための保護施設で平成的
年に現在の代々木に移転しまし

が住まいを提供し︑自立を支援す

務所の教諒師であった藤井恵照氏

へ視察に行ってまいりました︒

年齢は40代後半である︒生活棟で

揮した(見抜く技) には大変感銘
を受け︑﹁水際でふせぐ﹂ ことの

日(木)︑山梨県甲府刑務所の日

は5大部屋の共同室︑1大部屋を

大切さを痛感するとともに︑薬物

る社会復帰支援プログラムの多様
性です︒そこには﹁頑張れよ﹂と

見ることができた︒受刑者の主な
作業は︑溶接︑ソファなどの皮工
芸や︑水耕農場のレタス栽培の取

乱用防止等︑私
どもの活動にお

る施設で︑総理大臣も両全会を視

り組みな

(山崎 豊)

金井分区で視察しました︒

法務資料展示室︑両全会を︑小

小金井分区一日研修に参加して

小金井分区

両全会は︑大正6年に市ヶ谷刑

(信山 勝由)

臣に指示されたと伺いました︒

を全国に広げていくよう︑法務大

めざすための就労に力を入れてい

ています︒また︑社会での自立を

ア﹂によりフォローアップを行っ

を行い退寮後も﹁よりそい型ケ

を基本に専門改善指導による処遇

︒
た

おり︑明治維新の前後において︑

日本はまったく異なる法化社会に

どを行っ

いて︑学ぶこと

察したそうです︒このプログラム

いう職員の方々の思いが込めら
れ︑展示されていた少年たちの作

て い る︒

が多く︑有意義

なったことを知ることができまし

出所前か
らの就労
支援にも
力を入れ

な視察となりま

品からは﹁できるよ﹂という決意

ている︒

し
た
︒

は池野所長による説明講義後に施

(本多 勇)

(仲摩 恵子)

)
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隊の艦船を間近に拝観し︑横須賀

)

走講師の清水有香氏はじめ他4

ならではの光景を見てきました︒

)

名︒北多摩東地区保護司会からは

SSTとは社会生活技能訓練

当刑務支所は︑犯罪傾向の進んで
いない初犯で︑刑期的年未満の男

日︑第一回理事会を

山代法道

のことで︑特別に保護された学習

子を収容︒現在外国人8名を含め

開催︒事業・収支決

叩

平成29年度 第Ⅱ期地域別定例研修

機会を作り︑当事者の今とこれか

120名が収容されている︒暴

地域別定例研修
研修テーマ ﹁面接について﹂
今年度の第Ⅱ期地域別定例研修
らの生活に役立つソーシャル・ス

力団貝の入所者もなく︑比較的安

その後横須賀刑務支所を訪問︒

がn月13日 (月) 午後2時から国
キルス・トレーニングのことで︑

定していて︑9割近くは仮釈放で

49名が出席しました︒

分寺本町・南町地域センターに
本人が練習して身に付けていける

満期を待たずに出所している︒

所内見学では︑年齢に応じた作

の計画︒副会長1名の改選︒東京

会を開催︒第36回﹁会員の集い﹂

平成29年6月28日︑第二回理事

算報告︒役員改選︒

平成29年4月26

東京桐友会の活動

て︑14日 (火) 午後6時30分より

ように支援する方法です︒

幸

武蔵野スイングホールで︑羽田信

対象者がこれからの生活の再出

に近況報告を依頼︒

行主任官のご協力により初めての

鹸のブルースティックもここで作

平成29年9月6日︑第36回﹁東

業を行っており︑よく知られた石

られている︒受刑者に対しては︑

発に必要な対人スキルを身に付け
させるために︑保護司が対象者と

日米協定に基づき対応している︒

京桐友会会員の集い﹂ がアルカ
ディア市ヶ谷で開催︒総会︑長寿

試みとして夕方からの開催となり

ました︒出席者は両研修合計で67

一緒に取り組んでいくことが良い

日本人は決められた曜日のみ入浴

会員に記念品贈呈︒会報第33号の

桐友会会報第33号の計画︒全会員

名でした︒

方法であることがわかり︑今回の

だが︑米国人は生活習慣の違いと

配布(北多摩東地区からH名が投

まとめる形となりました︒

ロールプレイを行い︑質疑応答後

と︑保護司が2人1組になって

担当の羽田信行主任官の講義

研修は大変有意義な研修でした︒

いうことで︑毎日シャワー可︑食

稿し掲載)︒北多摩東地区から小

研修目的の面接の意義や方法等

研修部 大澤 正男

事に関しても4千キロカロリーを

山茂保護司会副会長及び会員4名

更生保護女性会活動報告

令部が置かれて
た横須賀では︑

画︑予算︒

会を開催︒平成00年度の事業計

が参加︒

米国人との交流

北多摩東桐友会の活動

在日米海軍司

摂取している︒

の再認識をすることを学び︑この

横須賀刑務支所を訪問して

や︑安全・安心

や分区の主催する︑社会を明るく

ほか面接の目的や進め方︑そして

H月20日︑神奈川県横浜市にあ

のために地域社
会への期待に応

する運動︑管外研修︑叙勲等の祝

SS丁自主研修
今年度の自主研修がH月24日

名で国分寺よりバスで出発︒

地区の活動は例年に同じく地区

平成00年2月16日︑第三回理事

る横須賀刑務支所の管外研修へ39

える活動が必要

賀会等に参加︒小金井分区では昨

技法等についても学習しました︒

午後の研修の前に軍港めぐりを

であると実感し

年に続き会員懇親会を開催︒

北多摩東地区更生保護女性会

(金) 武蔵野スイングホール ﹁レ

しました︒案内人の流暢な解説に

ました︒

研修部 尾崎 幸信

インボーサロン﹂ で開催されまし

感心し︑アメリカ海軍や海上自衛

副会長 池谷 敏子

た︒講師は︑SST普及協会認

武蔵野市「吉祥寺の杜 宮本小路公園」

公園内には、四季折々の木々や花々、鳥類や蝶等
平成26年4月にJR吉祥寺駅北口から徒歩7分、
の多様な生物の生息や中継地となりうる樹木を多数
駅に近い商業地域にある「吉祥寺村発祥の地」とさ
植栽しており、一こ れる場所に公園を整備しました。吉祥寺の歴史・文
方、災害時には一時三 化・周辺の緑の状況を考
避難場所として機能言え整備された公園は、桜
のお花見や散策、若者の
します。
活用等、地域の人はもと
より吉祥寺を訪れる多く
の人に利用されています。

小金井市「栗山公園」

国分寺市「窪貰公園」
年二回発行昭和四十八年十月一日創刊

三鷹市「三鷹中央防災公園」

全体に樹木が多く植樹さ
れにも人気のスポッ

れており、四季の移り変わ
りを楽しめる公園です。

トです。

配の方々がゲートボールな
どで楽しんでいます。

広い園内には、水
遊びの川、あずま屋
休憩所なども設置さ
れており、子ども連

)平成三十年三月一日発行

水と緑と芝生大広場と大型カラフル複合遊具のあ

JR東小金井駅から徒歩10分と交通の便がよく、周辺
は閑静な住宅街で、南北に長方形の形を呈しています。
園内には、健康運動センターが併設され、設備を利用し
た室内運動も可能で、園の西側には、池が配置されてお
り、自然との調和、清涼感が漂い、グラウンドでは、子
供たちが球技をしたり、年
る、約1.4haの公園(平成10年4月開園)。
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(三鷹分区)

大羽 子世氏

平成29年

退任保護司
永い間お疲れ様でした︒

9月17日発令

(三鷹分区)

今後も益々お元気でご活躍下さ
いますよう祈念申し上げます︒

鎌田 広美氏

豊氏

2月1日発令

平成00年

霜鳥文美恵氏

(小金井分区)

9月17日発令

平成29年

山崎

(三鷹分区)

9月17日発令

平成29年

須藤 倫子氏

(三鷹分区)

9月17日発令

平成29年

中野美智子氏 (三鷹分区)
平成29年9月16日(在職14年)

指日 昌雄氏 (三鷹分区)
平成00年1月31日(在職14年)

中藤 伸輔氏 (国分寺分区)
平成29年5月14日 (在職28年)

本多 俊一氏 (国分寺分区)
平成29年5月14日(在職28年)

吉野 憲夫氏 (武蔵野分区)
平成29年5月14日(在職26年)

田中 孝良民 (武蔵野分区)
平成29年9月16日 (在職18年)

中村扶佳子氏 (武蔵野分区)
平成29年9月16目(在職14年)

鈴木 静子氏 (小金井分区)
平成29年9月16日(在職34年)

開脚圃棚田晴間凹

桜のつぼみもふくらみ︑春の訪

れが感じられるようになりまし

訴桂煤護国
左記の方が委嘱されました︒

た︒お陰様で127号を発刊すること

が出来ました︒ご寄稿いただいた

今後のご活躍を期待いたします︒
(武蔵野分区)

皆様に感謝申し上げます︒

岨藷謹評塁詰.誓鷲

広報部貝一同

仲摩 恵子氏
平成29年
9月1 7日発令
発行者
編集人

