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岸光山吉祥院といい、開山賢乗は寛文8年(1668)
示寂と伝わります。禁鐘は、安永2年(1773)、鋳物
師七之丞とも呼ばれた境村の高橋甚右衛門により鋳造
された鋳銅製です。現在、大晦日の除夜の鐘以外で撞
かれることはありませんが、かつて安善寺の鐘の音は

更生保護女性会活動報告⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

BBS会・桐友会だより・地域別定例研修⁝⁝⁝
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社会を明るくする運動⁚

春の褒章受章者

多摩連情報

平成00年度北多摩東地区保護司会定期総会⁝⁝⁝

巻頭言

武蔵野市吉祥寺東町1丁目の安善寺には武蔵野市指
定有形文化財となっている梵鐘があります。安養寺は
退任保護司紹介・新任保護司紹介⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

四市の消防署

編集後記

吉祥寺の街に響き渡っていたことでしょう。
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このたび4月1日付で東京保護観察所立川支部長を拝命いたしまし

た︒東京保護観察所本庁の勤務経験はありますが︑支部での勤務は初

めてとなります︒ご縁をいただいたことに感謝し︑微力を尽くす所存

でございますので︑どうぞよろしくお願い申し上げます︒

多摩地区の保護司会は︑ホームぺ1ジの立ち上げに象徴されるよう

に︑地区を越えた一体感もあり︑活動的なイメージがあります︒多く

の市町村があり︑また一つの保護区に複数の市町村を含む地区も多

く︑組織としての一体感を醸成するためのご苦労は大きなものであろ

うと拝察いたします︒それらの大きな課題を乗り越え︑充実した更生

とした明る

¥

も和気諾々

保護活動を展開されていることに改めて敬意を表するところでござい
ます︒いく

つかの地区
せていただ

れしく思い

で︑大変う

い雰囲気
きました¥

ました︒

にお邪魔さ

が︑いずれ

2020年東京オリンピックを控え︑再犯防止が重要な政策課題

となっております︒﹁再犯の防止等の推進に関する法律﹂ に基づき︑

平成29年12月に国の﹁再犯防止計画﹂が閣議決定されました︒地域に

おいて犯罪や非行の防止と向き合ってきた保護司の皆様に向けられる

期待がますます高まっています︒保護司同士が交流し︑時に切磋琢磨

する場としての多摩地区保護司会連絡協議会︑そして貴地区保護司会

がそのパワーを遺憾なく発揮されますことを期待するとともに︑保護

観察所職員に対しましても引き続きのご指導ご鞭擬を賜りますようお

願い申し上げます︒

阻
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ました︒来

賓の紹介が
田中良人副

会長からあ
り︑小山茂

●平成00年度における再犯防止

推進法関係の取組について.

体と連携した再犯防止施策の推進

1

都内全ての区市町村におい

組む︑方針がありました︒

進法の趣旨を踏まえ︑地方公共団

東京保護観察所より再犯肪止推

副会長の閉
会の挨拶で
総会は︑無

に向け︑情報提供を行い︑保護司

懇親会は︑星野直治会長挨拶の
あと北多摩束桐友会会長山代法道
様の乾杯挨拶ののち︑会計がお祝

事終了しま

の通り議事進行し︑原

いの披露をし︑和やかなうちに︑

の協力のもと︑次の3項目を取り

案どおり可決承認され

小美濃晃子副会長の中締め一本の

し
た
︒

ました︒平成29年度活

て地方再犯防止推進計画又
は再犯防止に関する条例が
策定され︑又は策定の見込

みが明らかになるよう働き

拍手をもってお開きとなりました︒

長︑平成29年度収支決

掛けを行う︒

理事︑監査報告を茂木

巌監事が各々報告し︑
平成00年度活動計画
(案)は星野直治会長︑

平成00年度収支予算
(案) は田中久美子会

進する︒

3.再犯防止啓発月間の趣旨を

計理事が各々説明しました︒

2 東京都による地方再犯防止
推進計画の策定に参画する
とともに︑東京都と連携し
た再犯防止の取り組みを推

算の認定を清水勉会計

動報告を岡田英一副会

橋祭治(武蔵野)︑書記
青山純一を選出し︑次

悦子(三鷹)︑副議長高

総会は︑議長小林

きました︒

と東京保護観察所長田
中一哉様から挨拶を頂

北多摩東地区保護司会定期総会

北多摩東地区保護司会定期総会

来賓の松下玲子武蔵野市長・清

が平成00年4月24日武蔵野スイン

踏まえた広報啓発・情報発

グホールで開催されました︒

原慶子三鷹市長・西岡真一郎小金
井市長・内藤達也国分寺市副市長

二心や

信を強化する︒

総会は︑会員59名・来賓的名・

と4市議会を代表し田中政義国分
利一)

事務局10名の出席があり︑星野直

(総務部長 須藤

寺市副議長から各々ご祝辞を頂き

)

治会長より︑来賓への感謝の挨拶

)

(2
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平成00年春の褒章において︑
大久保喜代子氏 (小金井分区)

‑〃.○○′ 苧三言・〇一〇: 〇一

保護司 大久保喜代子氏
が藍綬褒章の栄に浴されました︒

大久保氏は平成6年5月︑保
護司を拝命︑平成28年法務大臣

表彰を受章︑多くのケースを担

当する傍ら︑小金井分区に於い
て︑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︒

平成6年5月25日 委嘱
平成00年5月24日 退任

社会を明るくする運動

)

ない参加者の方々はかなり厳しい
状況でした︒参加状況は︑16団体93

名︒その概要は保護司18名︑BBS

2名︑中学生10名︑その他でした︒

駅頭広報活動

小金井分区

1

7月2日︑午後4時半より武蔵

り︑犯罪

市民の方に︑

啓発ティッシュを配

小金井駅︑東小金井駅において︑

進委員会委員長の清原市長︑岡田

のない社

開始式では︑社明運動三鷹市推
三鷹分区長︑川畑三鷹警察署長に
ご挨拶をいただき︑引き続き来賓

会を築く

ための呼
びかけを

の方々のご紹介がありました︒
映画のつどいのチラシ︑ウエット

行いまし

その後︑参加者はリーフレット︑
ティッシュを手に持ちながら︑タ

員︑ボラ

た︒市内

この日は︑午後2時ごろまでは

ンティア

の中学生

大変暑く︑また日曜日ということ

約50名の

スキ掛けの出立ちにのぼり旗を掲
げながら各2000部を配布し

で人通りもまばらでしたが︑午後

参加があ

や︑教職

3時を過ぎ

り無事に終了しました︒

ました︒

た頃から通

行する人が

7月24日︑午後2時より中央大

2 子ども映画会広報活動
予定時間を

学附属高等学校講堂において︑ア

増え始め︑
待たずに配

ニメーション

立ち直りを支える地域のチカラ﹂

布を無事完

7月は︑社会を明るくする運動

当日は︑気象庁観測史上初の6

様でした︒

た︒お疲れ

ができまし

があり︑無事終了しました︒

内の親子等を含め500名余りの参加

整備︑広報活動を行いました︒市

﹁犯罪や非行を防止し︑

デッキを中心に広報活動を行いま

了すること

の強調月間となっています︒三鷹

月梅雨明けに続く好天に恵まれま
した︒デッキ上も午後の4時とは

(小俣 崇)

﹁怪盗グルーのミニ

し
た
︒

オン大脱走﹂ の上映会を行いまし
た︒小金井分区では︑受付︑場内

分区では7月1日(日)

いえかなり暑く︑暑さ慣れしてい

午後4時

から︑三鷹駅南口ペデストリアン

3

7月29日﹁第40回阿波踊り﹂が

3 小金井阿波おどり 広報活動
報通り気

約5万人の観客

(土)︑社会を明るく

武蔵野分区
7月7日

する運動がIR吉祥寺駅前と武蔵

松下玲子市長をはじめ︑各団体︑

り︑休憩

給もこま

中学生が参加してリーフレットと

境駅前にて行われました︒

めに摂り

﹁犯罪や非行のない明るい社会を﹂

や水分補

ながらで
したが︑

と声かけをしながら配りました︒

容認日

これからの活動としてu月に

ティッシュを行きかう方々に︑

かなり堪

える作業
となりま

した︒今年度は蒔いた種を鳥に食
べられる被害もなく日照りも良
く︑ひまわりの発育が大変良好で
した︒完成したひまわり迷路は全
長約200mになり︑ちびっ子たちの

声が響き渡っていました︒
赤城山を望む恵まれた自然環境

(事務局2名を含む) が集い︑今

るくする運動推進委員の総勢15名

時に︑保護司会をはじめ社会を明

朝︑参加者1 6名で分区一泊研修と
してバスで出発︒赤城少年院は千

迎える季節を感じる︒5月31日早

車窓から見る山々の緑に暑さを

青空市があります︒

(大久保良子)

判所で第一種少年院送致の決定を

受けた概ね1 6歳未満の男子少年を

収容︑現在2 5名収容し標準教育期

4

温はぐん
ぐん上が

開催されました︒

国分寺分区
ひまわり迷路の完成

年もひまわり畑の迷路づくりが行

貫沼と湖畔の樹木に囲まれ︑北に

赤城少年院を訪ねて

われました︒今回は︑たまたま市

赤城山を望む赤い屋根の寮舎と山

平成00年7月14日 (土)午前8

*

内在住の東京保護観察所からおひ

(林 博行)

とりが﹃一市民として﹄参加して
くだきり︑立川支部の羽田主任官

もご参加くださいました︒猛暑警

)

小屋のロッジ風をイメージした中
央玄関と自然環境にあった広大な
敷地の少年院︒関東近県の家庭裁

田登園国
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受刑者は︑男子で26歳以上10年
未満の犯罪傾向が進んでいる者と

県民と関係者の深い想いを象徴し

名) が配置してありました︒福島

)

等の多くの訓練を開講︒係官から

外国人です︒現在867名が収容され

ているようでした︒

)

間はⅡヶ月で義務教育課程を履修

﹁再犯防止には保護司の存在が欠
かせない﹂とのお礼の言葉が述べ

窃盗犯と覚醒剤犯が7割を越えて
います︒病人があると3名の刑務

土揚温泉の山水荘で泊をとり︑

北側斜面の大石 (しのぶ石と命

させ︑学力向上を図る事などを目

られた︒

高校入学を目的とした学力向上を

官が必要︒週に数回のトラブルが

標に義務教育末終了者を対象に中
学校指導要領に準じた教科指導︑
目標に指導している︒

あり︑緊急な対応を要します︒

受刑者の生活や作業の場へは︑

えたばかりの世界遺産日光東照宮

と日光田母沢御用邸︑大修理を終

ラジオドラマ ﹁鐘のなる丘﹂ のモ

子の時計台⁝⁝♪昭和2 1年NHK

﹁有明高原寮を視察して﹂
♪緑の丘の赤い屋根とんがり帽

して終わりました︒

陽明門︑三猿などの拝観は見どこ

デルとなった長野県の有明高原寮

(宅島 正孝)

の様子や業績などをじっくり見学

翌日︑野口英世の実家︑その上に
建てられた記念館で︑博士の生活

夕食懇談会後︑全員が一室で㍉処
遇体験等の意見交換をしま士た︒

教室には少年たちの日頃の訓練

周りの花壇には︑サツキ・バラ等
整備された庭にきれいに咲いてい

暗証番号と登録した手のみ (生体

作業等は︑班別に行い︑班長は

て︑心が癒される思いがした︒そ

認証) でしか出入りできません︒

の成果が数多く展示され︑寮舎の

の他︑世界遺産の富岡製糸場︑国

外壁は高く3本の細い線が張られ︑

帽子により識別されています︒

宝妻沼聖天山を見学参拝し︑バス

切れるとその位置がすぐに確認さ
れます︒

ろが多く︑木々の新緑に彩られた

に6月8日・9日管外研修として︑

(大矢 照男)

の中では親睦を深め無事帰宅︒

国の重要文化財の黒羽山大雄寺

5月15目・16日実施の視察研修

たたずまいはすぼらしく︑中味の

事務局を含め12名で訪問しました︒

黒羽刑務所視察
先黒羽刑務所は︑4年後の閉鎖が

濃い2日間だった︒(小林 悦子)

施設は︑比較的不良行為の少な

特徴として︑地域の方との交流
の取り組みを積み重ねていること
です︒施設のグランドで地域の運

格子もない開放的な環境です︒

5ヶ月程度の短期男子初

い︑4

ため︑野口シカの銅像が運動場に

革法事業の両方を導入している唯

6月7日(木)︑晴れの日に恵ま

建立されていました︒また旧監獄

等・中等少年院です︒フェンスも

るPFI事業と公共サービス改

決まっている︒民間が運営に加わ

受刑者に母の慈愛をしのばせる

犯罪傾向の進んでいない男子︑
外国人や触法障害者も収容︒有名
人の服役も多い︒伝統工芸・日光

れ︑福島刑務所を視察研修しました︒

一の施設である︒

福島刑務所を視察して

彫や印刷の工場もあり︑建設機械

5)

題∴∴∴

言

∵

○○︒

∴

動会を一緒
られ自立に向け更生している姿を

山代 法道

見ることができました︒歴史的背

また︑短期収容施設なので職員

平成00年度北多摩

に開催して
日も社会貢

の方が少年達と信頼関係を築くこ

束桐友会総会は︑5

景もあるのかと思います︒

献活動とし

とを大切にし︑指導していること
です︒職員の方の厳しい中にも温

います︒当

て︑近隣の
道路の清掃
かく子どもを育てるという気持ち

域別定例研修

平成29年度 第Ⅲ期地域別定例研修

研修テーマ
﹁生活環境の調整について﹂

本町・南町地域センターで︑第Ⅲ

今回の研修では︑﹁収容中の者
の生活環境調整﹂について︑北多

プレイス︑26日(月) 国分寺市立

平成00年2月1 3日(火)武蔵野

いて開催され︑ご来
賓として北多摩東地区保護司会か
ら四市の分区長(副会長)及び同

期地域別研修が開催されました︒

月2 3日武蔵野市にお

を行うなど︑

地区更生保護女性会長にご出席い
総会は︑型どおり平成29年度の

出席者は︑2会場で64名でした︒

BBS会は東京学芸大学の学生が

事業報告・決算報告に続いて同00

ただきました︒

多いという特徴を活かして︑小学

聞日

(長谷部豊子)

が特に感じられました︒

包蒔

地域の方々
に受け入れ

〇〇〇〇

⁚ ⁚ ⁚ ⁚ ⁚ 中 郷 や ① ⁚ 轡 e 域 や ⁚ ⁚ ⁚ 二 ⁚ ⁚ ︒ ㊤ 来

∴

BBS会

年度の事業計画・予算案が審議さ
昨年度の実施行事は︑総会︑役

生を対象としたレクボランティ

ンティアなどを多数行っていま

員会のほかは地区及び客分区保護

目的は︑再犯を防ぐためにも
しっかりした生活環境調整が重要

摩東地区担当の羽田信行主任官の
講義︑事例検討︑質疑応答の形で

BBS会は︑学生が中心となっ

す︒今年度は新しい取り組みとし

司会の行う行事への参加など︒ま

になり︑報告書は仮釈放のための

れ︑原案どおり議決されました︒

て活動しているボランティア団体

て児童養護施設での学習ボラン

た︑武蔵野・小金井の分区では︑

ア︑中学生を対象とした学習ボラ

です︒BBS会は多くの地区会を

ティアを始めたいと思っており︑

北多摩束BBS会 町田 唯香

持っており︑地区会ごとに特色が

会長が中心となり準備を進めてい

司・小山茂副会長及び各副会長︑
続けて女性会立川八重子会長の皆

は︑事前に担当主任官に知らせる

生活環境調整の流れとして︑引
受人の受け入れに変化があった時

おくことです︒

審査の資料となることを明記して

進められました︒

あります︒そのなかでも北多摩束

会員による懇親会が行われました︒
ご来賓からは︑桐友会担当保護
のご協力を賜り︑様々な研修

様からご祝詞をいただきました︒

を継続させて頂きながら︑一

す︒今後ともこういった関係

参加させていただいておりま

友会は総勢31名になりました︒

名の新入会員があり︑北多摩束桐

平成28年度は4名︑同29年度は5

桐友会員の出席は14名でしたが︑

な不安がある時など︑不安につい

問すること︒引受人の気特に微妙

を調整して︑電話ではなく直接訪

こと︒帰住予定地には︑訪問日時

会や更生保護女性会の皆さま

るところです︒また︑保護司

会や社会を明るくする運動に

生懸命活動を続けていきたい

て丁寧に一つ一つ聞き︑帰る所を

)

今後の活動が期待されます︒

と思います︒

)
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所探しなどねぼり強く話し合いを

なくしてしまわないよう︑別の住

て更生への

保護司とし

だきました︒

)

重ねていくことが大切︒
導きが良け
れば良好措

置へと繋が
り︑導きが

良くなけれ

ば不良措置
に繋がると
理解しまし
た︒しかし︑

更生保護女性会活動報告

総会を終えて

北多摩東地区更生保護女性会

会長 立川 八重子
平成00年度北多摩東地区更生保
護女性会の総会が5月14日 (月)

武蔵野プレイスにて開催されまし

た︒当日は︑来賓の方々を含め卯

ることは大変なことです︒法を犯

一度身に着けた判断力を更生させ

で周りの大人が見せた背中の影響︑

つ環境の中

祝辞をいただきました︒

盟会長茂呂絹枝様より心温まるご

星野直治様︑東京更生保護女性連

佳様︑北多摩東地区保護司会会長

小金井市福祉保健部長中谷行男様︑
東京保護観察所立川支部長柴田由

グホールにて︑講師に︑保護司︑

研修は︑的月3日武蔵野スイン

を担当しました︒

の当番地区として会の運営︑研修

名の皆様にご出席いただきました︒
来賓の国分寺市副市長内藤達也様︑

さないだけでなく個々の良心が答

篤志面接委員の千葉紘子先生をお
迎えし︑﹁笑顔は︑いつも花にな

対象者が育

引受人には︑家族が承知してい
ない場合や︑再犯した時︑引受人

める行動を行わない明るい社会に

H月15日(木)

平成3 1年1月23日

蔵野市長松下玲子様よりメッセー

る﹂‑母の手︑愛の手︑やさしい

悶圏

いたします︒

今後ともどうぞよろしくお願い

た︒心より感謝申しあげます︒

のご協力により無事開催できまし

保護司会︑事務局︑会員の皆様

手‑で講演をいただきました︒

北多摩西︑北多摩北︑北多摩束)

昨年は︑第7ブロック (東久留
米︑小平市︑調布狛江︑府中市︑

かな内に総会が終了しました︒

談で楽しいひと時を過ごし︑和や

その後は︑林家カレー子さんの漫

は︑すべて承認をいただきました︒

おかげ様で提案されました議事

しました︒

ジをいただき︑心強い思いがいた

また︑三鷹市長清原慶子様︑武

も罪になるのか等︑不安も多い︒

多摩運研修

国分寺市立本町・南町地域センター

●小金井・国分寺 H月22日(木)

武蔵野スイングビル

e武蔵野・三鷹

第Ⅱ期地域別定例研修

(研修のお知らせ)

(研修部 青山 真市郎)

導くことの大切さを感じました︒

怠納総合

保護司の守秘義務を伝え︑率直に
気持ちを語ってもらい︑支えなが
らしっかりした環境調整を行って
いく重要性を改めて認識した︒
(研修部 高玉 泰子)
平成00年度 第工期地域別定例研修

研修テーマ

﹁良好措置・不良措置﹂
この度の研修は﹁良好措置・不
良措置﹂について学習させていた

7

謡蕎蓋

保護司会報 北多摩東
年二回発行昭和四十八年十月一日創刊

三鷹消防署

武蔵野消防署

昭和42年8月l日に武蔵野消防署から分離独立
し「三鷹消防署」となり、現在は、 1消防署・3出
張所(下連雀・大沢・牟礼)があり、署員213名、
ポンプ車8台、はしご車1台、救急車4台、特殊災

昭和18年10月に開署

し、当時の武蔵野町、三
鷹町、田無村、保谷村を
管轄。現在は武蔵野市1
市を管轄区域とし、本署
と武蔵境出張所は平成26
年12月、吉祥寺出張所は

害対策車1台、資器材搬送車1台、指揮隊車1台、
その他の車両8台の計24

台で運用し、本署は、平

平成29年11月にそれぞれ新庁舎となった。
消防車両はポンプ車5台、救急車3台、はしご車

成31年10月に新庁舎に
より事務開始いたします。

1台、救助車1台、指揮隊車1台が配備され、街の
安全・安心のため備えを万全にしている。

国分寺消防署

小金井消防署

昭和53年11月1日に北多摩中央消防署から分

平成10年12月15日に国分寺消防署から分離、

)平成三十年九月一︒発行

離・改称し「国分寺消防署」となる。市内には、戸
倉と西元町にそれぞれ出張所があり、本署には、指
揮隊車1台、ポンプ車2台、救急車1台、はしご車
1台を配備。戸倉にはポンプ車2台と救急車1台。
西元町出張所にはポンプ車2台が配備され、特別消
を着た消防隊を備える。
本署は近い将来、都立多
摩図書館のある武蔵国分
寺公園辺りに移動計画が

独立し「小金井消防署」となる。市内に本署と緑町
出張所があり、本署には、指揮隊車1台、ポンプ車
2台、救急車1台、はしご車1台が、配備されてい
る。緑町出張所には、ポンプ車2台、救急車1台が
配備され、ポンプ隊は、
特別消火中隊という精鋭
部隊で編成されている。
全職員141名が小金井市
の皆様の安全・安心を

ある。

守っている。

火中隊という黒い防火衣1ギ嬰国事

退任保護司

永い間お疲れ様でした︒

今後も益々お元気でご活躍くだ

さいますよう祈念申し上げます︒

(三鷹分区)

小林 悦子氏 (三鷹分区)

大樹氏

平成00年5月24日 (在職22年)

青田

平成00年5月24日 (在職1 4年)

編集後記

都内で初めて気温が40度を超え

る等︑各地で記録的な猛暑となみ

夏でした︒

皆様のご協力をいただき︑言128号

を発行することができました︒ご

寄稿くださった方々には︑心より

お礼を申し上げます︒

広報部員一同

今後とも広報部をよろしくお願

いいたします︒

北 多 摩 東 地 区 保 護 司 会
山崎祐子 電話〇四二二(二一)二四〇七
★
★
8)

大久保喜代子氏(小金井分区)

平成00年5月24日 (在職24年)

(武蔵野分区)

志波 直男氏 (小金井分区)

照男氏

平成00年5月24日(在職1 8年)

大矢

平成00年8月31日 (在職30年)

左記の方が委嘱されました︒
今後のご活躍を期待いたします︒

(三鷹分区)

大久保 忍氏

平成30年

5月2 5日発令

発行者

)編集人
く葺⊃
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