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わが街紹介(東村山市) 国宝﹁正福寺地蔵堂﹂と観光キッズ

関係機関の連携

北多摩北地区保護司会

副会長 小 峰 立 丸

西東京分区では平成二十九年九月二十八日より一泊管

外研修として北九州市へ行って参りました︒

主たる目的は二〇一五年五月放映のNHKクローズア
ップ現代﹁相次ぐ少年事件︑問われる保護観察﹂ にて紹

介された犯罪から子どもを守る為の多機関連携の取り組

みについて研修する事でした︒

北九州市では市民会館の同じフロアに︑子ども総合セ

ンター(児童相談所)︑少年サポートチーム (教育委員

会)︑少年サポートセンター(警察) が︑同居し︑お互い

が人事交流と仕事の様子を垣間見ることによる相互理解

によって︑情報共有から即行動連携へ向けて取り組んで
います︒

近年子どもを取り巻く様々な問題が複雑になる中︑い

じめや虐待︑非行といった被害︑加害の防止に一つの機

関だけで対応することは難しく︑関係機関がお互いに連

携した迅速・的確な対応が求められます︒現地に於いて︑
﹁待つ﹂ ではなく﹁動く﹂ 攻めの活動をしている少年サ

ポートセンター統括係長の講演を頂き︑その熱意に参加

者一同感動を胸に帰京致しました︒

今更生保護ネットワークの充実という事が大きな課題

となっております︒子どもたちをしっかりと見守る為に︑

地域に於ける人々の交流・連携︑そして行政及び市内各

機関の連携をより深め︑地域のチカラを強めていく為に︑

意義ある研修でした︒

北多摩北地区
↑ 保護司会長

公共団体は法定事務の重さに鑑み︑
地方再犯防止推進計画の策定のみ
ならず︑その実施主体として行

政・議会・青少年健全育成団体・
学校関係者・保護司等広範な人材

平成二十九年度
全体研修会報告

さる十一月六日 (月) 西東京市

研修部会

を組織し︑実効性のある活動にし

を集め︑仮称再犯防止推進協議会
て行く事が求められると思います︒
更に言わせて戴ければ︑行政と

保護司の活動に留まっては広く市
民が知る活動にはなりにくいと思

います︒またこの事は︑再犯防止

だいた︒

保谷庁舎四階研修室において︑地
区全体研修会が開催され︑東京保
護観察所立川支部長はじめ各警察
署長ご出席のもと︑会員七十七名
の出席を得て︑八王子少年鑑別
所・八王子法務少年支援センター
所長の紀 恵理子氏の講演をいた

会長・支部長挨拶に続き︑﹁非
行と少年のこころ﹂‑彼らが求める

もの︑私たちが援助できること‑

をテーマとして︑紀氏の講演が澄

て︑これまでと同等以上の更生保
護制度を確保して行くためには︑

が大きく変化していく時代にあっ

てることであり︑逮捕された少年

をキーワードに集う方々の中には︑
これからの更生保護制度を現場で
支える保護司候補者も多く存在す
るはずですから︑保護司人材発掘
にも繋がると思います︒
この考察は保護司法の改正や財
源確保の問題など幾多の課題があ

国や地方が一体となって再犯防

従前とは異なるアプローチが必要
と思います︒時代が大きく変化す

鑑別=心の調査をしていただく事

たちのわずか一割の入所者に対し
四週間の観護処遇を行いながら︑

され︑八条には国の再犯防止推進
計画を勘案し︑地方再犯防止推進
計画を定める努力義務が課せられ

止に努めると言う法律が制定され

る中︑システムを変えていく事に

は︑特に問題を多く抱える少年た

ると思います︒しかし日本人気質

が同法の意義や再犯防止について

躊躇すれば瞬く間に組織や制度は

ちにとって︑その後の更生に大き

刺とした声で始まった︒
少年鑑別所の ﹁鑑別﹂ とは︑非

考えて行くためには︑法定受託事

陳腐化します︒

えます︒しかし︑全国津々浦々ひ
としく計画を策定し︑全ての国民

の実態を観察所に伝え︑保護司は

ためて知らされた感がある︒
一方法務少年支援センターの役
割は︑地域の非行︑犯罪防止と青

く寄与するものであろうと︑あら

行の原因を解明して処遇方針を立

務とし︑地方交付税の単位費用に

保護司の立場で考え行動する事を

たことは高く評価されるべきと考

算入し地方公共団体に対し財源補
完を行い︑全自治体が等しく再犯
防止に向け︑息の長い支援を続け

忘れてはならないと思います︒

私達は今の更生保護制度の現場

る事が必要と考えます︒また地方

ました︒

昨年はアジアで初めて世界保護
観察会議が開催され︑日本の更生
保護制度が高く評価されました︒
また再犯者率の低減に向け ﹁再犯
の防止等の推進に関する法律﹂ が
制定・施行ざれ︑国の再犯防止推
進計画が策定されました︒これを
受け同法四条第二頓により︑地方
公共団体には地域の状況に応じた
施策を策定・実施する責務が明記

野崎 重弥生

虹再犯防止推進法の
醸実効性に関する考察
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少年の健全育成に取り組む専門機

関であり︑心理相談をはじめ各種

支援を行っていると聞き︑いじめ
問題や問題行動を抱えている少年

たちにとって︑貴重な援助機関で
あり︑頼るべき支援であると思わ
れ
た
︒

大変熱心な講演であったため︑
質疑応答の時間が取れなかったの
は残念であったが︑鑑別所に対す

る認識も深められ︑有意義な研修

会であった︒

貫した支援が行われるよう特に再使

刑務所等収容中から出所等後まで一

民間支援団体等との連携によって︑

医療・保健・福祉機関︑ダルクなど

として実施するともに︑保護観察所︑

帰住先・就労先の確保の支援と一体

や薬物依存症の治療のための医療と︑

スクに応じた専門的指導プログラム

スクを適切に把握した上で︑そのリ

簡易薬物検出検査は︑仮釈放期間等

実施の試行を始めています︒また︑

力を得ながら集団によるプログラム

健福祉センター︑八王子ダルクの協

医療研究センター︑多摩総合精神保

十九年九月からは︑国立精神・神経

れた薬物プログラムを実施︑平成二

ムとの一貫性を持たせるよう配慮さ

支部においても矯正施設のプログラ

上記の方針を受けて︑現在︑立川

むね二年間︑上記のプログラムを始

その多くは︑実刑期間終了後もおお

の一部の執行猶予制度においても︑

に行ける関係が作れればと思います︒

い時には︑関係機関・団体に相談し

も事実です︒無理強いではなく苦し

長期間経過している人が現にいること

せれば万事解決とは行きませんが︑
ダルクでの生活で薬物を再使用せず

いは︑精神保健福祉センターに通わ

す︒無理矢理ダルクに入れば︑ある

平成二十四年七月に犯罪対策閣僚
会議が決定した﹁再犯防止に向けた

用の危険性がもっとも高いとされる

の関係でプログラム受講対象となら

が求められています︒

総合対策﹂ では︑刑務所出所者等の

出所等後間もない時期に密度の高い

めとする指導・支援を受ける期間が

抱える者に対しては︑個々の再犯リ

二年以内両人率を平成三十三年まで

指導及び支援を実施︒引き続き医療

ており︑検査の都度︑薬物を使用し

ない者についても任意での実施をし

いることから︑期間中に︑これまで

延び保護観察処遇の充実が図られて

ヤ薬物事犯者の現状と
鉦処遇について

に二十%以上減少させるという数値

機関︑回復自助グループ等と密接に

なかったことを褒め︑それが続くこ

前川

方公共団体を始めとする関係機関・

この目標達成のためには︑国や地

計︒看葛1

東京保護観察所
立川支部長

目標が打ち出されました︒

連携しっつ︑継続的・長期的な指

排●骨

団体が総合的に様々な対応を重ね合

とを目指しています︒

洋

わせなければならず︑そのため︑平

ても薬物依存者に対する対応に関し

導・支援を図り︑その家族等に対し

述べた諸施策が有効に活用・機能す

平成二十八年六月から始まった刑

成二十八年十二月十四日にいわゆる

ま
す
︒

れば効果が期待されるものだと思い

このほかにも︑家族が薬物の正確

と言うだけでは再犯を防ぐことは難

薬物の専門家によれば︑薬物事犯
者は︑薬物依存に陥っていることが
多く︑単に﹁我慢しろ︒頑張れ︒﹂

しいと言われています︒そのような

た︒保護司の皆様にも各種施策の効

防止に重要なことであるので︑今年

果がより一層高まるよう施策の内容

中︑刑の一部の執行猶予制度施行前
から様々な施策が打ち出され︑従前

さらに︑法務省が厚生労働省と共

ンター相談員及び八王子・相模原ダ

同で策定した﹁薬物依存のある刑務

について把握いただき︑主任官とよ

度は日月に多摩総合精神保健福祉セ

所出所者等の支援に関する地域連携

く連絡を取り合い︑共に薬物事犯者

に比べ︑より積極的かつ適切に働き

ガイドライン﹂に基づき︑八王子ダル

への処遇に向き合っていただけると

ルクスタッフを講師に家族会を開催

クと連携し︑保護観察対象者の受け

幸いです︒

かけることが出来るようになりまし

入れにつなげる試みも行われていま

したところです︒

重点的な処遇の実施も行っています︒
な知識を得ておくことは本人の再犯

は︑薬物重点実施更生保護施設の指

支部管内の一部の更生保護施設で

再犯防止推進法が公布施行され︑昨

!与 蔦7e i 「10 二十 70
音,∴∴占櫛調 ‡9。

定を受け︑専門スタッフを配置し︑

ダ

ての理解を深めざせ︑合わせて家族
等が疲弊・孤立させないことの対応

の推進計画﹂が策定されました︒
(中庫8年へ27年)

年十二月十五日︑国の ﹁再犯の防止
そのような中で︑覚せい剤事犯者

を始めとする薬物事犯者の再犯防止
対策に力を入れていくことは極めて
重要な事項となります︒なぜならば︑

音
音〇人難病"調
崇
(計

薬物使用者による重大な死傷事故な
ども発生しており︑薬物犯罪は安

全・安心な暮らしを脅かすものであ
ると言えるからです︒覚せい剤取締

法違反の検挙人員は︑近年一万人を
超えて推移するとともに︑再入率は

jo

IS 高年車上よあ.
10

8正

〕"うう支輸入置
平
0
ま
う

毎年上昇を続け最近は七割を超える
状況にあります︒(図表のとおり)

総合対策では︑薬物依存の問題を

覚せい剤取締法違反入所受刑者人員の推移
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初めて参加して

平成二十九年度の第七ブロック
保護司組織運営連絡協議会が十月
二十四日(火)午後二時︑西東京

北多摩北地区保護司会の野崎重
弥会長の開会の挨拶に始まり︑東

になるのではないか︑とのお話が
あった︒

野島 芳夫

清瀬分区評議員

議題として木村和夫総務部長を座
長に司会進行が行われました︒
意見発表は︑北多摩東地区を先
頭に西︑府中︑調布・狛江︑北地
区の順に行われました︒
地区発表では︑会長職の任期の
制限︑ホームページの活用︑保護
司法第十七条への疑問︑保護司候

北多摩北地区保護司会 野崎重
弥会長の開会挨拶に始まり︑ご来
賓皆様の紹介 東京保護観察所幸
島聡所長並びに保護司会連合会永

ことで︑保護司会運営に大変参考

市の ﹁コール田無﹂ で開催されま

東京保護観察所立川支部の前川
支部長からの趣旨説明に引き続き︑
北多摩北地区の木村和夫総務部長
を座長として協議に入った︒武蔵
村山分区では︑委嘱後数年の若手
が部長・副部長になっているなど︑

百余名の出席のもと︑平成二十
九年度の保護司組織運営連絡協議
会が開催された︒今年度の協議題
は︑﹁期待される保護司組織運営

補者の計画的な発掘︑候補者検討

京保護観察所の幸島聡所長及び東
京保護司会連合会の永見光章会長

各地区から特色ある意見が発表さ
れ︑また発表後の意見交換も予定

︒
た

本年度全体協議は ﹁期待される
保護司会組織運営の在り方﹂を協

親会に移りました︒

地区発表毎に多くの質疑説明が
行われ︑幸島所長・永見会長の講
評がありました︒東地区の星野直
治会長の挨拶で協議会を終了し懇

見発表がありました︒

協議会の開催︑若い保護司に重要
な役割を持って戴く等々貴重な意

し
た
︒

より来賓挨拶があった︒かけがえ
のない東京の保護観察を次の時代

時間を超過する程活発に行われた︒

の在り方﹂ である︒

に繋げていく重要性を痛感してお
ること︑他地区と意見交換をする

見光章会長の来賓挨拶を賜りまし

り︑保護司会運営が大変重要であ

協議終了後︑幸島所長はじめ六
名の方々から講評を頂いた︒更生
保護を次代に受け継いでいく大切
さ︑難しさを改めて痛感した︒本
日の協議の中から一つでもいいと

こ取りをして︑活動に生かしてほ
しい︑とのお話があった︒

(会計理事 高田進)

最後の閉会挨拶は︑次年度当番
地区である北多摩東地区の星野直
治会長から︑労いと︑次回への決
意の言葉を頂いた︒
終了後は︑懇親会が持たれ︑大
いに懇親を深める事が出来︑意義
深い協議会であった︒(協議内容
詳細は︑協議結果報告書をご参照
下さい︒)
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全市民的社明活動をめざして

体の参加者は近隣住民ですので日

ク社会を明るくする運動〃
小平分区 地域活動部長

小平分区の取り組み

ることになるのです︒この活動は

〃社会を明るくする運動〃 小平

頃より子供たちを見守る日を育て

市内の各種団体を連携するきっか
けになりました︒現在では市長︑

市実施委員会は︑市長を委員長と
し︑保護司会をはじめ二十団体で

西東京分区 地域活動部長

副市長︑行政幹部︑警察署長︑警
察幹部︑教育長︑教育委員会幹部

構成されています︒
社明) の活動を三つに分け説明さ

"社会を明るくする運動〃 (以下

浅見 勝平

という要職の皆様も猛暑の中︑肩

岡部 行広

しくなく︑模索していました︒

私たちの分区では十年前まで︑
学校︑各種団体︑行政との連携が
決して良好とは言えませんでした︒
様々な企画を立てては結果が思わ
を並べてご参加頂いています︒平

成二十年は五〇〇名︑二十九年は
五〇〇〇名を超える参加者に成長

過去の企画を反省して出した答

えが ﹁地域で活動する原点は外に

会の作文コンテストへ推薦してい

おいて社明の宣伝を行いました︒

ます︒他に︑市内の公立・私立小
中高等学校︑及び児童養護施設の
四十校を担当保護司が訪問し連携
を図っています︒また︑中学生の
参加するスポーツ行事にて︑社明
の主旨を宣伝しています︒昨年度
と同じく中学生のための陸上競技
教室・中学生剣道大会の開会式に

各種経済団体の集まりにて協力雇

分区の地域活動部では︑広報用
野立て看板の点検・清掃を行って

学者ジョージ・ケリングの ﹁割れ

せていただきます︒
全体の活動として︑五月と二月
に参加団体代表者による会議を開
いています︒社明の強化月間であ
る七月には︑市内の花小金井駅・
小平駅・小川駅頭にて宣伝活動を
行っています︒前年度から︑市内
の中学校に参加依頼をしており︑
本年も六四名の生徒の参加があり
ました︒十月の ﹁小平市民まつ
り﹂ では︑啓発物資を配布︒市民

用主制度の宣伝をしています︒

しました︒まさに官民一体の市内

窓の理論﹂ の説く︑汚れた衝には

パレードでのコマーシャル行進を

ら活動の目的を絞り込み︑社明構

子供たちを犯罪と交通事故から守

犯罪が増え︑清潔になると犯罪は

予定していましたが︑あいにくの

出向くこと﹂ でした︒その反省か

り︑街を愛する心と犯罪予防活動

減ると言う理論を支持し︑実践す

荒天により参加中止を余儀なくさ

罪予防と再犯防止活動に結果を出

賛同して頂けるテーマを作り︑犯

時にゴミ拾いを中学生が実施しま

すことでした︒

ポイ捨てしない成人になることを

感し︑中学生はゴミを拾うことで

て︑〃社会を明るくする運動〃作文

保護司会を主体とした活動とし

れました︒

これは︑ニューヨーク犯罪心理

期待するものです︒従ってゴミ拾

集ひまわりの発行があります︒市

︒
す

一︑挨拶運動は夏休み直前二十七

いによる︑中学生と市民の心の浄

編集・発行をしています︒また︑
寄稿された作文の中から〃社会を

それは ﹁未来の街の主役である

校校門に保護司が責任者として分

化運動です︒
三︑以上の二つの活動を広く市民
に知って頂き︑社明活動の広報を

明るくする運動〃東京都推進委員

は就労支援が重要と考え︑市内の

が必要と記されています︒それに

ています︒昨年末に施行された︑
再犯防止等の推進に関する法律で
は︑再犯防止には円滑な社会復帰

各種団体の集まりにて宣伝を行っ

の方々に理解していただくよう︑

います︒また︑社明の主旨を多く

を子供たちにも参加してもらう﹂

るものです︒またゴミを拾う姿を

成団体︑学校︑警察︑行政全てに

でした︒そして具体的活動計画は

見る市民はポイ捨てする醜さを痛

最大の防犯活動に成長しました︒
二︑環境浄化運動は中学生の駅前
清掃です︒市内の二か所の駅で同

ことでした︒

以下の三本柱を継続して実施する

散し︑そして登校する児童生徒と

市民まつりで二日間行いました︒

内の中学生に作文の応募を依頼し︑

通行市民に ﹁おはようございま
す﹂ と声かけを五日間実施します︒
目的は夏休みの犯罪増加と交通事
故に注意喚起︑夏休み近くの気の
緩みに元気づけです︒また構成国
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中・高校生参加の広報活動

る一人なのだ﹂ と感想を述べてい

保護司会少人数ゆえの
社的運動取組の一体化

校生徒会︑社会事業大学BBSの

伝を兼ねたうちわ︑リーフレット

る生徒もいます︒

どの分区であっても社明運動は

など八〇〇セットを一時間ほどで

東村山分区 地域活動部長

十一月は東村山市の産業祭り︒
東村山の都立高校生が広報活動に
ボランティア参加︒今年は学校の

もっとも多くの保護司の皆様方の

保護司という存在を知ったり︑好

動となっています︒

中・高校生が毎年活躍してくれ

しんでいる様子でもありました︒

ア活動をよく理解し︑しっかり楽

大きなエネルギーを割いてもらっ

社明運動をする場合などは全員に

ート﹂ が清瀬けやきホールで︑約
三百六十名の市民が参加して開催

イベントである

させるものであった︒

清水頭賢二

七月︒中学生は駅頭広報活動に
ボランティア参加︒今年の参加中

る広報活動︒東村山市の社明運動

配布した︒街を歩く人々も初めて

の宣

事情もあり生徒四名の少人数の参

協力・連携が必要な活動であり︑
地域社会の皆様に保護司の日頃の

意的に対応など︑やりがいを感じ

て︑﹁ひまわりコンサート﹂

東村山市推進委員会は ﹁社会を
加になりました︒高校生は詳しい
説明が無くても積極的に行動開始︒

活動を普及させる大きな役割を果

学生の皆さんも参加してくれるな
ど十五団体七十六名もの協力を得

明るくする運動(社明運動)﹂ に

手早い動きで配布物を瞬く間に配

清瀬分区 地域活動部員

取り組んでいますが︑その中でも︑

り終える次第でした︒ボランティ

学生は三十八名︒引率教諭は十五

を支えてくれるばかりでなく︑ボ

ている︒そこに清瀬分区の取組の
一体化という特徴があると考えて
いる︒社明運動は︑﹁すべての国

り︑次第に元気に配布できるよう

な運動﹂ である︒

民の皆様に分かるように清瀬駅前
等に ﹁社明のぼり旗﹂ を合計十二
本設置した︒
次に駅頭広報活動を七月六日に
行った︒この活動には清瀬市長渋
谷金太郎氏を初め︑清瀬第五中学

ンス︑アマチュアコーラスグルー

された︒清瀬市長渋谷金太郎氏や
関係諸機関の挨拶に引き続き︑小
学生によるけん玉披露・けん玉ダ

﹁ひまわりコンサ

七月十五日に社明運動の最大の

名︒皆緊張した面詰ちで集合︒広

ランティアの意義や活動に喜びを

高野 光芳

は若い活気ある力を得て大きな運

中学生と高校生がボランティアと
して参加する社明運動の広報活動

たしている︒特に清瀬分区は総勢
十八名という小さな組織であり︑

ます︒当初は広報の目的を伝えら

報の配布物を道行く人々に手渡し

民が犯罪や非行防止と罪を犯した

見出す若い世代が生まれているこ
とに心強さが感じられる活動とな

れず受け取ってもらえなかったり

っています︒

しかし︑大きな声を出して差し

な地域社会を築こうとする全国的

人たちの更生について理解を深め︑
それぞれの立場において力を合わ
せ︑犯罪や非行のない安全・安心

渡せなかったりのスタートです︒

出す仲間の姿や先生の励ましもあ

になっていきます︒十分もすれば
すっかり慣れて堂々と手渡すよう

﹁何の活動なの﹂ と返事を返す大

になります︒通行人も制服姿の子
どもたちから安心して受け取り︑
人もあります︒このようにして五

十分の問にはすっかり配布物を配
り終えて︑中学生の顔にすがすが
しい表情が現れます︒広報活動を

終えて ﹁自分も地域に関わってい

七月一日から始まった︒まずは市

さて︑この目標に基づいた平成
二十九年度の清瀬地区における社
明運動を紹介したい︒例年通り︑

駅頭広報活動(東村山駅)
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清瀬第二中学校吹奏楽部の演奏が
行われた︒子どもから大人までの

プの ﹁うたの五人衆﹂による歌声︑
て開催されました︒

﹁ B S の 活 動

⁝日本社会事業大学

社会にポスターとして発揮でき︑

きました︒

ます︒﹂ 等感想をたくさんいただ

一

月に一回勉強会というものを行
っており︑学ぶ内容は月によって

動をしています︒
三つ目は勉強会です︒

の理念にもある同年代のお兄さん
お姉さんという立場を大切にしな
がら一緒にカレーを作り︑食べる
ことを通して少年たちと関わる活

っています︒この活動ではBBS

番だと考え活動しています︒
二つ目はカレーの会です︒
年に一回保護観察下にある少年
を対象に私たちはカレーの会を行

するためにご飯を食べることが一

て子供達の犯罪などを未然に防止

ったことです︒そしてBBSとし

私たち社大BBSはBBSの理
念に基づき二十名程度で活動して
います︒
一つ日は子供食堂です︒
社大BBSの行う子供食堂は︑
今年の一月から新しく始めた活動
です︒貧困家庭の子供たちを対象
に月に二回行っており地域の施設
と大学内の二ヶ所で活動︒そのう
ち地域の施設で行う活動は地域住
民の方々に協力して頂いています︒
私たちがこの子供食堂を始めよ
うとしたきっかけは︑昨今子供の
貧困が問題としてあがるなか私た
ちに何か出来ることはないかと思

会長大須賀史紀一

を展示しました︒

また︑会場ロビーには昨年度の
中学生による ﹁ポスターと習字﹂

﹁ひまわりコンサート﹂ は聴衆に

のつどい・音楽祭﹂ のパンフレッ
トなどに使われます︒﹁子どもの

う啓発活動です︒なお︑応募ポス
ターの中から一点は翌年の ﹁市民

習センター・ロビーに展示して行

スターと習字﹂ の作品八十点を市
民文化祭開催中に︑会場の生涯学

この展覧会は市内中学生の ﹁ポ

◎市民文化祭での
﹁ポスターと習字﹂展

参加による︑明るい意欲あふれた
感動や喜びを与え︑華やかなうち
に盛大に幕を閉じることができた︒

これも保護司の少人数ながらも
一体的な活動と多くのボランティ

ア団体のご協力の賜であると感謝
しております︒

貫井 勝義

地域活動部長

社会を明るくする運動
東久留米分区

◎駅頭での啓発活動
市長︑保護司会︑保護司OB会︑
更生保護女性会︑市の事務局員ら
三十人の協力を頂き七月八日開催

の ﹁社明﹂ 〃市民の集い・音楽祭〃
のパンフレット︑﹁社明﹂ 入りウ

チワ・応急絆創膏・ティッシュペ

頃から社明運動に興味を持たせ参
画することが大切︒﹂ ﹁子供達が作
品に取り組むことで社明運動への

ーパーなど約五百セットを東久留
し
た
︒

市内学校長から ﹁生徒たちの力が

米駅西口︑東口︑北口で配布しま

◎ ﹁市民のつどい・音楽祭﹂
市の ﹁社明﹂推進委員会がマロ

発揮させていただき感謝申しあげ

理解が深まってよいこと﹂ また︑

ニエホールで実施し︑第一部で更
生保護に関するDVDの上映︑第

二部で〃音楽祭〃として市内小学
校・中学校・市民楽団の参加を得

護観察はどのようなことをしてい

様々です︒四月には顧問の山田先
生から更生保護について学び︑七
月には保護司の方を迎え実際の保

っているのか︑一過性のものにな

るか等の実体験を聞かせて頂きま
した︒十月に行った勉強会では子
供食堂は本当に子供の居場所にな

ってしまうのではないか等の意見
を出し合い検討をしました︒
このように考えを深める学びも
行うことで︑なぜ犯罪は起こって
しまうのか︑防ぐためにはどうす
れば良いのか︑BBSとして私た
ちに出来ることは何かをみんなで
考え︑非行を初め社会適応に悩む
多くの少年少女へのより良い活動
とは何かを追求することに繋がる

と考えます︒

私たち社大BBSはまだ発足し
てからあまり時間がたっておりま
せん︒そのため活動回数が少ない
ですがこれから活動したいことが
まだまだたくさんあるのでメンバ
ー同士で模索し︑BBSの理念に
則って活動していきます︒

平成二十九年度
野崎 重弥 (東久留米分区)

法務大臣表彰
本山 信子 (西東京分区)

全国保護司連盟理事長表彰
倉田喜久子(東村山分区)
新野 紀子(西東京分区)
内橋 勝利 (西東京分区)

(西東京分区)

表彰受章者紹介
関東地方保護司連盟会長表彰
熊沢 まり(小平分区)
富田 敏明 (小平分区)
前田 保正 (小平分区)

菊間 英子(清瀬分区)
貫井 勝義(東久留米分区)
郡欒 道和(西東京分区)
嶋田 文子(西東京分区)
東京保護観察所長表彰
太田 憲孝(清瀬分区)
保谷七緒美 (西東京分区)
後藤由美子(清瀬分区)
沢田 早苗(東久留米分区)

ま 談 鄭 談 つ ⁝ ⁝ 婁 ⁝

(東久留米分区)

(東久留米分区)

(東村山分区)

(東村山分区)

関東地方更生保護委員会
委員長表彰

○任期満了

圃聞閣関

経緯擬

東京保護司会連合会会長表彰
島田 道明(東村山分区)
永田
昇(東久留米分区)
小林 章子(西東京分区)
山崎 節子(西東京分区)
大河内一組(西東京分区)
浅見 勝平(小平分区)
山下 勝幸(清瀬分区)
平松
晃(西東京分区)
全国保護司連盟理事長表彰

(家族功労者)

野崎由美子(東久留米分区)
東京保護観察所長感謝状

(家族功労者)

久下 章子(小平分区)
海老澤てい子(東村山分区)

遷璽露蕃蓮

あっというまに一年が過ぎて

光陰矢の如しの言葉どおり
します︒

西東京分区

TEし〇四二(四三人)四〇二四
FAX〇四二(四二三)四三二一

事務局

いります︒

一同一丸となって頑張ってま

報部も新しいメンバーで部員

り︑事務局が移りました︒広

しまいました︒

平成二十九 三十年度の二
年間は西東京市が当番市にな

○退任保護司

犀星吊吊量

平成二十九年九月十六日付
高橋
眞(東村山分区)
在職二十年
平成二十九年十二月二十六日付
桜井 貴子(東村山分区)
在職二年

灘灘

平成二十九年九月十六日付
細川 祭子(東久留米分区)
在職三十年

左記の方が任期満了︑在職中の
ご活躍に敬意を表し︑ご紹介いた

週健健
一一人力昭

瑞宝双光章を受賞して

園

平原栗青黒
井
原野羽

感蕎鑓許男
東村山駅前で法律事務所を開設
していることもあって︑昭和五十
九年から同僚保護司の皆様のご理
解をいただきながら保護司を務め
ておりましたところ︑この度︑瑞
宝双光章を賜わり心から感謝を申
し上げます︒
保護司の職務は︑今日では多方

入軍律来

面にわたっており︑それだけに責
任も重く︑多忙にもなっており保
護司としての多様な人材の確保に
も影響がでているように思います︒
私も任期のある限り︑今後とも
精進してまいりたいと思います︒

喜
○新任保護司

下溝由起夫 西原みどり

左記の方が新たに保護司として
委嘱されました︒
平成二十九年九月十七日付
西東京分区
東村山分区
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