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保護司会だよりに寄せて

警視庁調布警察署長

本 田 英昭

保護司の先生方におかれましては︑日頃から更生保護活動にご尽力いただき︑

管内の治安を預かる責任者として心から御礼申し上げます︒
さて︑昨年の都内における犯罪の概況は︑窃盗や傷害などの刑法犯の検挙人数

は二〇.五三〇人で︑一昨年に比べると二,五一四人減少していますが︑再犯率と
しては四八パーセントと約半数を占めており︑出所受刑者の約四割が五年以内に
再び受刑している現状にあります︒

調布警察署管内においては︑昨年の刑法犯検挙人員は六〇一人と一昨年に比べ

ると二六四人減少し︑特殊詐欺の発生件数は増加傾向にあり︑犯罪傾向としては
依然として厳しいものがあります︒

また︑昨年の都内における少年犯罪の概況に目を向けますと︑窃盗や傷害など
の刑法犯と︑薬物などの特別法犯を含め検挙・補導した非行少年は︑五.一九五

人で︑一昨年に比べ一八一人減少していますが︑少年犯罪の再犯率は三一パーセン
トと高く︑特殊詐欺等に加担する犯罪少年が激増しているほか︑小学生による万

引きも増加する等︑非行少年の悪質化・低年齢化が社会問題となっており︑今後︑

更生保護活動の重要性が益々声高に叫ばれるものと思われます︒

一方︑喫煙や深夜はいかい等の不良行為で補導された少年は︑昨年は三一﹂二一
〇人で︑一昨年に比べ三二人減少しており︑これは保護司の先生方が︑日頃更生

保護活動に御尽力いただいた賜物以外の何物でもないと︑深く感謝するところであ
ります︒

調布警察署管内については︑昨年の犯罪少年は九九人と一昨年と比べ五人増加
し︑連続放火やスリ︑特殊詐欺等で身柄拘束された少年は二四人と他署と比べる

と群を抜いて多く︑今後事件捜査と併せ︑立直り支援を含めた活動を強化推進し

て行かなければならないと痛感しております︒

以上のとおり︑保護司の先生方のお力添えにより︑今後保護観察中における面

会や︑相談︑立直り支援等において︑大人には就業を中心とした再チャレンジの意

識付け︑少年には良い手本となるよう︑先生方の人生観を基にした指導継続をお
願いいたしたいと思います︒

結びになりますが︑皆様の健康と調布・狛江地区保護司会の益々の御発展を祈
念いたします︒

第4〇号(2)

調布・狛江保護司会だより
平成3〇年3月31日

い少年達に義務教育課程を根気強く

するとのことです︒学力が平均より低

ではホームページを活用しており︑

履修させ︑学力の向上を図り︑社会適

家庭寮などが配置されています︒

パソコンに詳しい方が運用している

わかりました︒また︑北多摩西地区
一十四日 十五時

ということですが︑費用面では紙に

ぅした先生方の努力により高校に進

応スキルを身につけさせるそうです︒こ

⁝市 コール田無

比べて大幅に抑えられているようで

続けて欲しい︑と願わずにはいられま

学するものも多く︑三割の少年達は就

とに留まっていました︒運営協議会
終了後は同一建物内の二階に場所を
移して懇親会を行いました︒他地区

せんでした︒

す︒その他︑保護司会活動・組織を

の方々との交流も深めさせていただ

を話し合える機会があったら︑と思い

けではなく︑今後への提言というこ

土屋邦子

屋が六室)︑単独寮(単独室が二十四

広さは東京ドームより一回り大きく︑

うです︒犯罪内容は︑窃盗︑傷害等︒
義務教育課程を修了すると卒業証
書が授与され︑それぞれの中学校から
卒業証書を持参した先生方が参加す

謝を申し上げ報告といたします︒

れ︑無事で有意義な研修になったと感

修部の皆様の努力やお心遣いが感じら

十年ぶりに復活した一泊研修に研

ました︒

研修終了後︑参加者の感想や意見

荒波にもまれても負けない強さを保ち

ここに収容された少年達は︑恵まれ
た状況の中で︑人生の一番多感で重要
な時期を過ごし︑社会に戻って行くわ
けです︒この少年院での経験が社会の

職するそうです︒

今年度の第七ブロック協議会は︑
北多摩北地区が担当となり︑開催さ
れました︒当地区からは鴨志田会長
をはじめ十三名の方々に協議員とし
て参加していただきました︒﹁期待さ
れる保護司会組織運営の在り方﹂と
いう協議題に基づき︑各地区でまと
めた意見を各々十分程度で発表がな
き︑私にとってはとても有意義な時
間を過ごすことができました︒

スリム化する︑アンケート制度を取
り入れるなどいろいろと意見は出さ
れましたが︑実際に実施しているわ

されました︒当地区は︑総務部で話
し合った結果をまとめ︑理事会でご

一管外研修赤城少年院

総務部長矢幡秀治

関東甲信越の家裁で第一種少年院
送致の決定を受けた十六歳未満の男
子少年を収容︑中学校の教科指導︑

承認をいただいた意見書を私自身が
発表いたしました︒その内容は︑当
地区で実施されている﹁任期の浅い
保護司に副部長︑部長など重要な役
割を与える﹂ というもので︑発表し

二月二十三日から二十四日︑地区

管外研修が二十四名の参加を得て実
施されました︒今回は地区の管外研修

現在は中学三年生が八割で︑二十五

地区を形成していることの難しさ

室)︑ひまわり寮(単独室が三重)︑教

るそうです︒

しています︒

としては十年ぶりに実施された一泊
研修です︒

名が収容されていて減少傾向にあるそ

在院者の心身の発達程度に応じた生
活指導を中心とした矯正教育を実施

ついて理解できたと思います︒他地

赤城山を望む恵まれた自然環境で

た私自身も任期三年であることから︑
他地区の方々には大変興味を持って
いただけたと感じています︒また︑
当地区では︑事前に協議員の活動に
区の発表では︑いくつかの行政が一

(地区全体の事業を実施するのは難
しいなど) や保護司会活動に参加し
ない保護司の方が多い︑新人の発掘

科棟(学科教室︑視聴覚室)︑実科教

四つの集団寮(各寮にホールと四人部

に苦労しているなど︑どの地区でも

室︑体育館︑プール︑グラウンド︑農場︑

義務教育終了後は職業指導を実施

同じような悩みを抱えていることが

一 十 一 月 九 日 十 五 時

との大切さを学びました︒

れ︑小さい点でも見つけ︑まずほめるこ

本研修ではそうした悩みも多く語ら

べての目的を達成しようと無理をしな

重ねて行われるので︑一回の面接です

だと実感しております︒

ことがわかり︑これから忙しくなりそう

も︑しなければならないことが多くある

実際には︑相手よりも保護司が多く

とを中心に考える必要がありますが︑

申し上げます︒

が︑ご指導の程どうぞよろしくお願い

まだまだわからないことばか少です

いこと等を教わりました︒また︑面接
は保護観察を受ける人の話を聞くこ

ソーシャル・スキルズ・トレーニング(S

官がまだ学生の頃︑ご自分が行った面

十一月十七日

話していることがよくあります︒主任

謂淵調蝿弼

ST)普及事業として︑更生保護法大
日本更生保護協会がSST普及協会

如何に多いかに気づかされたという経

教育会館二〇一会議室

はじめに作間主任官による﹁中学生

学校連携 小林孝

験談に︑面接の難しさを改めて感じま
し
た
︒

最後に︑事例について話合い︑研修
を終わりました︒

十五時

の現状報告について﹂と題して現状の中

二月八日

十月十二日 十五時

ろいろな目的を持って保護観察を受け

調布市総合福祉センター二階

狛江市防災センター会議室

その目標に向かって小さいことから段

ました︒

の進め方について︑特に﹁正のフィードバ

その後︑小グループに分かれて︑SST

家族等との信頼関係の形成︑また遵

始当初の情報の収集︑受ける人やその

面接の目的については︑保護観察の開

を嫌がることがあるというお話にとても

生活環境の調整にあたり︑対象者が
初犯の場合︑引受人である家族が訪間

すく教えていただきました︒

研修では︑生活環境の調整を行う際
の進め方のポイント︑その際に作成が必
要な身上調査書の記入方法をわかりや

られました︒その後︑服部生活指導主

はどうあるべきか等々をとても熱く語

者はどうあるべきか︑学校というもの

化︑教育指導要領の変遷︑教師という

状況の変化︑学校に対する世論の変

在の調布市内中学校の状況について﹂
と題して︑いじめの内容の変遷︑社会

山田道子

ック﹂と呼ばれる本人の良くできた点

驚きました︒また︑引受人に同居人がい

続いて第七中学校の吉岡校長が﹁現

をほめることについて︑保護司が日頃

守事項に違反のおそれがある場合の
心理規制や指示等について︑具体的な

体験する場面を使って学習しました︒

次に面接の進め方に関しては︑保護

告会となりました︒

があるというお話しは大変勉強になり

る場合︑同居人の意思も確認する必要

保護観察を受けている人の良い点を見

司が持つ守秘義務について最初に良く

研修を終え︑対象者との面談以外に

り︑結局時間内で終わらないほどの報

事例を交えて説明を受けました︒

つけ︑ほめたいと考えていますが︑なか

説明すること︑保護司の面接は回数を

保護司は日頃の保護観察において︑

なか見つけきれないことが悩みです︒

ました︒

任からいじめ等の具体例をお聞きしま
した︒最後の質疑応答も次々手が挙が

また︑良いところを見つけ︑強化するこ

常に分かりやすく改めて勉強になり

学生の保護観察者数等のお話に始ま
り︑罪状や年齢による推移︑また非
行少年に対する手続きの流れを表に
していただき︑説明を受けました︒非

階的に学習を進め︑自信を持たせるこ

る人と面接をします︒本研修では︑保
護司が行う面接の目的・意義及び具
体的な面接の進め方について︑調布・狛
江地区主任官である作間政雄主任官

保護司はいろいろな場面で︑また︑い

とで生活のスキルと自信を身につけさ

から学びました︒

とが重要である旨の話がありました︒

せることの重要性も指摘されました︒

つで︑本人が何をしたいかを引き出し︑

けました︒SSTは認知行動療法の一

研修では最初に﹁SSTの基本的な考
え方﹂について清水講師から講義を受

実施されました︒

修への助成を受けて︑本自主研修が実
施されました︒普及協会の認定講師
清水有香氏︑助手として宮井由起子
氏ほか三名の方を講師として研修が

接の逐語録を見てみると︑自分の話が

鵬讃斬乱修乱劉酎

と協力して行っている保護司会自主研

﹁南席順昭博口上幅
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ことですが︑年中無休のお寺への参拝

作業は毎年少しずつ変わっているとの

﹂と声をかけた時︑無表情だった彼の

の方が﹁うまいねぇ︑きれいになったねぇ

と仏具を磨いていました︒他の保護司

いくなかで︑若い対象者の方が︑黙々

をはさんで仏具磨きと作業をこなして

建物の煤払い︑窓や扉の清掃︑昼食

象でした︒

があるでしょう﹂それが︑私の率直な印

保護司になり約三か月余り︑初めて
地域活動に参加させて頂きました︒
﹁保護司が地域活動?他にやるべき事

り︑仏具がキラキラになり︑とてもや

でしたが︑仏具を磨くにつれて初めよ

○仏具磨き=初めてやる作業で心配

感しました︒

き︑何事も一人ではできないのだと実

で協力すればすぐきれいにする事がで

落ち葉掃除=一人ではできないが︑皆

○磨く=磨いてきれいになったところ︒

る気持ちでがんばった︒

○仏像磨き=だれよりかも︑一番にな

・普段しないことを体験できて良かった︒

したがありがとうございました︒

と思いました︒一日という短い時間で

社会の事や人々の温かさを実感したい

するのではなく︑自ら︑参加してより

は今回のような形で社会活動に参加

大事な一日になりました︒また︑今後

たけれど︑自分なりに自ら行動できた

んとても優しい方ばかりで緊張してい

改めて実感しました︒一人ひとり皆さ

・初めて社会活動に参加してみて︑人
の温かさや協力をする事の大切さを

・金のものが︑磨いてキレイになって良か

客に︑できるだけ支障の無いよう作業

顔から嬉しそうな﹁笑顔﹂がこぼれたの

りがいがあったと思いました︒また︑自

地域活動部 杉本 操

を行うには配慮が求められます︒二十

を見て︑﹁なる程︑そういう事か!﹂と

分の心も洗われたように感じました︒

落ち葉ひろいは昔にもした事はあるが︑
あの量を掃除するのは大変だった︒仏

とても穏やかな日和の中で︑実施され

ました︒お寺の森は︑まだたくさんの
木々の枝に紅葉が残る風情でした︒

作業は︑元山大師堂︑開山堂︑不動
堂︑釈迦堂︑深沙大王堂の五堂と︑そ

具自体磨く機会が少ないと思うが︑普

ったなと思いました︒

年間も継続している事業でありますが︑

自分なりにこの活動の意味がなんとな

○落ち葉集め=量が多く重く疲れ

段︑筆とか皿しか洗わないので貴重な

参加対象者の感想

毎回新たな気持ちで取り組んでいるこ

く理解できたような気がしました︒地

︒
た
○仏具磨き=ひたすら物をみがいたこ

・皆さんが優しかった︒掃除は大変だっ

体験だと思った︒

○仏具磨き=ろうそく立てをみがく

たけどきれいになって気持ちよかった︒

︒
と

特に印象に残った活動は何ですか?

とが分かりました︒

域活動を通して︑対象者が︑人とのつ
ながりの大切さや褒められる喜びを

責任者 門侍良男

の周辺です︒何といっても森ですから

感じとつてもらう良い機会なのかもし

今年の活動は︑十二月十日︑晴天で

落ち葉の多いこと︒そして仏具磨き︒
れません︒

のが大変だったけど楽しかった︒

顔﹂が︑この先もずっと続く事を願って

った以上にススが出た︒

○お堂の掃除=すすはらいをしたら思

今日の活動に参加して感じたことは?

○食事=おでんがおいしかった︒

○法話=お話が面白かった︒

います︒

彼が今の自分を乗り越え︑あの﹁笑

仏具は︑高さ七十センチ位から小さい

物まで様々です︒磨く時は︑仏具はも
ちろん磨く人の心も磨かれます︒

当日は︑両市の市長をはじめ百二十
名が参加して活動しました︒九時半か
らの開会式︑お堂班毎に作業開始︒更
はお茶︑蒸かしたサツマイモ︑ミカン︑お

作業を通して人と楽しく話しができた

生保護女性会の作る昼食︒休憩時間
菓子等の差し入れを頂きながら︑それ
ぞれの担当した所の清掃をやり遂げ

り︑知らない人と話ができたりして楽
しかった︒仏像磨きは心の中で︑常に一

・結構たくさん人が来ていて︑その中︑

ました︒

最後は︑ご住職のご法話をいただき︑

番と思いながら集中して取り組めまし

︒
た

心豊かな思いに浸った後︑閉会式が行
われました︒
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二月十九日 立川拘置所及び
東京保護観察所立川支部
宮内 弘

て説明を受け施設見学を致しました︒

センターは︑農業に従事して自立を

研修後︑協力雇用主でもあるジャッ
クポット(狛江市役所店)にて懇親会が

受け︑実際に農業を体験するこどが特

目指す人のための施設で︑農業訓練を

行われました︒懇親会には作間主任官
も出席され︑協力雇用主の皆様とも

官事務所(四保護区管轄)に併設して

積極的な意見交換が行われました︒

協力雇用主の皆様には平素よりの
保護司活動への多大な協力に大変感

おります︒入所者は︑農業に従事して

徴です︒平成二十一年九月から開所
し︑水戸保護観察所ひたちなか駐在

所は︑地域の景観に配慮した建物とな
謝するとともに︑今後より一層親密

平成二十一年に完成した立川拘置
っており︑低い塀や地域の方が憩えるス

ペースなどが設けられています︒収容
会であり︑継続してゆくことの重要性

な関係を築いてゆく為にも大切な機

人数は一千人となっていますが︑現在

自立しようとする意欲の高い成人男
性が対象であり︑青少年男子が対象の
施設は︑北海道の沼田町就業支援セン

を改めて感じました︒

が作成したビデオを視聴しながら︑特

は三分の一ほどの収容数となっていま

入所期間は︑六か月と短い期間です

ターにあります︒

具として使われている現状や︑少年た

殊詐欺に少年が受け子︑出し子に道

司八名︑作間主任官の十二名でした︒

が︑自立する意欲の高さは素晴らしい

参加者は︑協力雇用主三名︑保護

す︒都市型の拘置所のため︑冷暖房が
完備されており︑非常に快適な環境

ちも短時間で高収入のバイトとして先

にあるとのお話でした︒施設見学では︑

と思いました︒

ンと対策を伺う︒

金が出ることがとても印象に残りまし

センターは︑地元の農家︑保護司会︑
更生保護女性会の皆様のお力で運営

︒
た
耐性について︑さらに︑コカイン・しSD・

されていることに感動し︑自分もまた

小嶋氏からは一回だけと思ってもは

MDMA・大麻・危険ドラッグの特性と

その一員であることの誇りを持ちなが
ら︑違う形で︑お力になれればと思い

茨城就業支援センター

十一月二十六日

取り締まり状況を伺う︒

函
﹁

まっていく薬物の危険性︑特に依存性︑

ハローワークとの連携によって︑給付

輩やネットを通じリクルートされてい

警視庁調布警察署講堂

ること︒また特殊詐欺の多様なパター

ー春蚕三三

屋上の運動場や厨房など丁寧な説明
をいただきました︒

東京保護観察所立川支部では︑協
力雇用主を担当される田中統括官と
雇用主の方との意見交換と︑所内見
学を行いました︒

調布警察署において後期の自主研修
会が開催された︒少年非行の現況︑特
殊詐欺の現況︑薬物犯罪について立川
少年センター宮本主任︑調布警察署
生活安全課北原係長・刑事組織犯罪
対策課小嶋課長代理から講義をいた
だいた︒

宮本氏より少年センターの立ち直り

されておりました︑茨城就業支援セン

支援活動︑サイバー空間での援助交際
の書き込みの監視パトロール・補導︑万

引きの検挙件数で小学生が中学生を
抜いたこと︑また家庭で会話のない親

ターへ研修視察をいたしました︒センタ

川又 剛
作間地区担当主任官が以前ご活躍
子を対象として警察署と協力し動物

ーでは︑水戸保護観察所ひたちなか駐

在官事務所︑大平義信様に詳細につい

園に親子で行く活動を伺う︒

北原氏より中学・高校向けに警視庁

室︑プロのプレーを間近で観られる試

地域の中学生を対象としたサッカー教

員会と協働した活動を行っています︒

くする運動﹄において︑調布市推進委

京﹂は︑平成十三年より﹃社会を明る

サッカー・Jリーグのチーム﹁FC東

だきました︒とくに最後の試合では︑

ーを楽しもうと考えて進めさせていた

にいる入院者の皆さんと単純にサッカ

したが︑気持ちを切り替えて︑目の前

少し構えてしまっていたところがありま

初めての経験でしたので︑始まる前は

でした︒FC東京としても︑私自身も

サッカー教室とはまったく違う雰囲気

﹁私たちが普段行っている小中学生の

ある権東勇介コーチに話を聞きました︒

導にあたった︑元プロサッカー選手でも

チの一人としてこのサッカー教室で指

犯罪防止研修所(アジ研)を鴨志田会

二月十三日︑昨年十月に府中市か
ら昭島市に移転した国連アジア極東

︿

闇開聞囲副詞闘

くれることを期待しています︒

たちにさまざまな明るい未来を示して

ている地域に根差した活動が︑青少年

ると信じています︒FC東京が実施し

合った楽しみ方と︑無限の可能性があ

る﹂﹁見る﹂﹁支える﹂といったそれぞれに

に喜ばしいことです︒スポーツには﹁す

るように工夫がなされていました︒

いるなど︑長い研修にも快適に過ごせ

寮棟では各室に風呂とトイレが整って

入されているそうです︒

又はこれに類似するボランティアが導

ル︑フイリッピン︑タイ︑韓国で保護司

注目されておりマレーシア︑シンガポー

います︒また︑日本の保護司の活動が

国別研修など︑多くの研修を実施して

多摩少年院でのサッカー教室

合観戦招待︑そして平均観客動員数

夢中になってボールを追いかける姿も

長︑川合副会長︑広報部員で見学しま

FC東京ホームタウン推進部平山隆史

二万五千人を超えるFC東京のホーム

見られ︑サッカーというスポーツの待つ

し
た
︒

を身に付けるとともに︑海外研修生に

アジ研では︑保護司が国際的な感覚

きな国際会議場が二重あり︑この他に
もセミナー室︑図書室︑食堂︑ラウン
ジ等の設備が整い︑研修生が宿泊する

官も加わって施設を見学しました︒大

説明の後︑大野邦明国際研修専門

ゲーム会場での﹃社会を明るくする運

力をあらためて感じる時間となりまし

犯罪防止研究所視

動﹄のPRなどを継続して実施していま

た︒この活動が入院者や地域の皆さん

︒
す

青梅線東中神駅から徒歩十分ほど
のところに新築された国際法務総合

にとってポジティブな気づきのきっかけ

になれば︑私たちも嬉しく思います∵

省関係施設が集められました︒)の一

保護司活動の理解を深めてもらうた
めに︑年間二回の保護司国際研修が
行われています︒講義︑保護司との話
合い︑保護司宅訪問等を通じて海外の
研修生は日本の保護司につて理解を

FC東京は︑﹁サッカーを通じて青少

年の健全な心身の発達および都民の

平成三十年も少年院でのサッカー
教室の機会を設けようと︑現在も関

角に事務棟五階建て︑寮棟八階建て

二回の国際研修(春は捜査・公判︑秋
は矯正・保護の研修)︑年一回の高官

ら説明を受けました︒アジ研では︑年

千田恵介所長への表敬訪問の後︑ア
ジ研の活動等について明石史子教官か

拠点ができたと言えます︒

建物には︑国際民商事法センターも同
居しており︑刑事司法関係のアジ研と
民商事関係のセンターが合同し︑まさ
に日本の民事・刑事両方の国際協力の

センター(医療刑務所︑少年鑑別所な
ど主に多摩地区に所在していた法務

健康や喜びづくりに寄与し︑スポーツ

係各所と日程等の調整を行っていま

文化の振興ひいては地域社会の発展︑
国際交流・親善に貢献する﹂ことを基

深めているようです︒

こうした活動を通じて︑微力ながら

︒
す

のアジ研が新築されました︒アジ研の

本理念に掲げ︑前述の連携活動の他に
も社会課題に対してスポーツを通じた

五十名を対象に︑Iリーグの村井満チ

も更生保護や再犯防止推進のお役に

研修の他︑海外で実施する地域研修︑

(所長室にて千田所長を囲み)

さまざまなアプローチを行っており︑

﹃多摩少年院でのサッカー教室﹄もその
ひとつです︒

平成二十八年七月に︑Jリーグと
連携した活動として︑FC東京の普及
部コーチが多摩少年院を訪問しました︒

ェアマンからの講話のあと︑サッカー教

立てることは︑FC東京としても非常

十七歳から二十歳までの入院者約百

室を行いました︒五名で訪問したコー

(多摩少年院)
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九月二十七日

十五時

ら︑里親制度の充実は当然のことであ

もお有りかと思いますが︑ご健康に留

たくさんの﹁美味しかった﹂の言葉を今

と﹁炊き込みご飯﹂ができあがります︒

加出来ることが楽しみでもあります︒
主婦としての長い経験に﹁母の心﹂が加

なりました︒

ろしくお願いいたします︒

し上げます︒今後ともご指導の程︑よ

た︒日頃より︑保護司会の皆様には︑
ご指導ご支援を賜り︑心より御礼申

バーも二名増え盛り上がって参りまし

年とのレクリエーションの機会や新メン

お陰様で愛光女子学園での女子少

せていただきました︒

うした機会の重要性を改めて感じさ

見ることができ社会復帰へ向けて︑こ

動に参加し︑交流を楽しむ対象者を

きました︒楽しそうに真剣な表情で活

掃と仏具磨きを一緒に行わせていただ

から七名が参加︒例年通り︑境内の清

昨年の深大寺社会参加活動に当会

副会長 宮崎真

年も聞くことができ︑私たちも笑顔に

るが︑現状では︑里親の選択肢を確保
することは難しい状況である︒

日々変化し︑新しい法律や制度が作ら

味され︑新鮮な野菜を使った﹁おでん﹂

手際よく進みます︒多くの会員が参加
し︑先輩の知恵と経験が伝えられ︑参

前日の準備︑当日の配膳といつも通り

更生保護女性会は食事の担当をし︑

お手伝いをさせていただきました︒

続き︑深大寺において社会参加活動の

視察を行い︑十二月には福祉バザーに

十月十二日に神奈川医療少年院の

田中芳子

を心よりご祈念申し上げます︒

意され︑一層更生保護の為にお力を
発揮される様︑ご期待すると共に調
布・狛江地区保護司会の更なる発展

さらに︑一時保護は重要であるが︑
実際には︑長期化すると学校の出席
日数の問題や学習指導の対応などで
問題がある︒その他︑強制措置による
国立児童自立支援施設への入所の実

三年の歳月が流れました︒地区保護司

会の新年会には︑私も桐友会の一員と
して参加させて頂きました︒久し振り

に保護司の皆様のお元気な姿に接し︑
在任中は本当にお世話になった事を︑
懐かしさと共に想い出し︑改めて感謝
申し上げます︒

特に席上私が保護司を退任する時
に大変お世話になった当時の山田主任

官が︑現在立川支部統括官として出
席されており︑お目に掛かる事が出来
大変懐かしく改めてお礼を申し上げ
させて頂きました︒

れ︑保護司の皆様も戸惑いや︑ご苦労

近年更生保護を取り巻く環境も

11月2日開催 桐友会主催 健康講座

調
﹁‑‑‑惇
惇布
圧市
上 あくろすホール

について研修会が実施された︒

情︑各機関における今後の動向︑少子
長寿社会における社会のあり方など︑
大変興味深い論点についてお話いただ

安藤信明
白百合女子大学の坂本健教授を講
師にお迎し﹁非行問題と社会的擁護﹂

内容は︑児童相談所の現状︑里親制
度の課題︑児童自立支援施設の特色
や法的根拠︑少年院法の改正や少年
き︑有益な研修であった︒

のであったが︑講師の実体験や調査結
果など具体例︑数字を交えながらの
分かりやすいものであった︒

児童相談所には︑①相談機能︑②
措置機能︑③一時保護機能︑④市町
村援助機能の四つの機能があり︑在宅
支援を基本として︑社会資源を活用
しながら支援を進めており︑近時︑ニュ

ースとなることも多い虐待対応が重要
な業務となっている︒しかし︑その機能

を十分に果たすためには︑児童福祉司
の増員及び質の向上が必要である︒
また︑在宅支援が基本であることか

高木 光
私が保護司を退任してから早くも

鑑別所法の公布など多岐にわたったも

(坂本健教授)

講師:西田伸一先生

叙勲瑞宝双光章
佐藤 恒美

法務大臣表彰
馬部 久夫

全国保護司連盟理事表彰
小野木悦子

(研修部)

狛江分区
山田 道子

(地域活動部)

調布分区
金児 憲史

平成三十年 二月一日委嘱

第六十七回

奨励賞 (東京保護観察所長感謝

調布市立調布中学校
調布市立神代中学校
調布市立第五中学校
調布市立第七中学校

担当 小幡邦仁
調布保護司会として福祉バザーに
参加いたしました︒当日は多少寒くは
ありましたが晴れて来場者も多くほぼ

十二月二日調布市福祉バザー
十二月九日深大寺社会参加活動

平成三十一年

一月十一日新年会 (クレストンホデル)

二月八日 地域別定例研修第Ⅲ期・

とが一き

した︒また来年度に

祉協議会へ寄付しま

千円となり︑社会福

寄付金額は六万九

ピックの公式キャラクターが小学生に

めやらぬ内に︑二〇二〇年東京オリン

大活躍した平昌オリンピックの興奮さ

なって参りました︒日本のアスリートが

ようやく春の訪れを感じられるように

厳しい寒さがやっと終わりに近づき︑

向けて皆様のご協力

よって選出されたというニュースがあり

完売いたしました︒

をお願い致します︒

ました︒次世代を担う若者に我々が

託す思い︑頼もしい若者がいることを

四月十三日 調布分区会総会

四月九日 狛江分区会総会

えを賜り︑無事に作成することができ

ます︒今号もたくさんの皆様のお力添

の活動にも︑同様の思いを巡らせてい

再認識したところで︑私たち保護司会

四月二十日 調布狛江地区総会

部 長
副部長
副部長
書 記
書 記
会 計
会 計

矢辺良子
柿澤正夫
三角武久
栗山
剛
鈴木 宗 貴
井上 喜 一
酒井
淳

伊藤知弘
鈴木久美子
林田莞瞬
愛甲悦子
須 田啓文

広報(編集)部員

鈴木久美子

ました︒ありがとうございました︒

(中学生標語表彰式とコンサート)

中学生意見発表会

顕彰式典

十一月二十八日 更生保護事業関係者

保護司組織運営連絡協議会

十月二十三日第七ブロック

十月十日地域別定例研修第Ⅱ期

七月二十八日中学生サッカー教室

七月

七月十六日狛江実施大会

七月二日社会を明るくする運動駅頭広報

六月七日 地域別定例研修第工期

六月三日 神代農場社会参加活動

( 腐 圃 屠
¥‑

関東地区更生保護委員会委員長表彰
小室 静了
内藤 純衣
長谷 瑞信
谷田部一之
関東地方保護司連盟会長表彰
荒井 悟
栗山 剛

東京保護観察所長表彰
柿澤 正夫
榎本 竹伸
東京都保護司会連合会会長表彰
矢幡 秀治
狩野 明彦
内海 貴美
小林 孝

/ノ

東京保護観察所長感謝状(家族功労者)

石黒 敬子
ご受章おめでとうございます食

調布・狛江地区新年会
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擢

調布クレストンホテル
1月12日
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