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１ 概  況（平成２７年４月２４日現在） 

 

      総数  ４８名  

 

役員  

 会長         山田シヅ子  

 副会長・総務     和田 道夫  

 副会長        清原 孝重  

 副会長        大野  一    

 センター長      永島 敬夫  

 会計         梶 実延子  

 本庄支部長      坂井 佳江  

 本山支部長      小林 俶朗 

 魚崎支部長      森本 和也 

 住吉支部長      大野  一 

 御影支部長      廣瀬 和司 

 広報部長       小野理日公 

 研修部長       南  秀人 

 犯罪予防部長     松澤  恵 

 協力組織部長     舩引 泰造 

 監査         藤川 正敬 

 監査         桑山美智子 

 相談役        梶井 正之 
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 ２ 事業実績 
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３ 社会を明るくする運動 

◇ 東灘区保護司会“第６５回社会を明るくする運動” ◇ 

★平成２７年９月２５日 第６５回”社会を明るくする運動”作文コンテスト 

 東灘区推進委員会選考会 

９月２５日午後１時から２時３０分にかけて、東灘区役所にて 

   東灘区役所まちづくり課 屋久課長、足立担当 

   東灘区保護司会     山田会長、清原・和田副会長、松澤犯罪予防部長 

で選考会を開催し、事前に、小学生応募総数２３４名のうち各小学校代表１作品で合計３作品、中学生

１４５名のうち各中学校代表１作品で合計３作品を各支部で選んでいただいた中から、小学校の部２作

品、中学校の部２作品を選考しました。そして、早速、神戸保護観察所内の兵庫県推進委員会事務局に

届けました。関係者のみなさん、お疲れさまでした。（和田保護司投稿） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★平成２７年７月１３日 第６５回社会を明るくする運動 東灘区推進委員会 ご出席、ご出演のお礼 

 ７月１３日午前９時３０分から１１時４５分にかけて、山田会長・和田副会長総務で 

   東灘区役所→御影高校→御影幼稚園→神戸保護観察所→東灘警察署 

とご出席、ご出演へのお礼にお伺いしました。（和田保護司投稿） 

 

★平成２７年７月１２日 第６５回社会を明るくする運動 東灘区推進委員会写真集（和田保護司写真

提供） 

１．開会のあいさつ 

  東灘区保護司会 会長 

 

２．オープニング演奏 

 神戸市立本山第二小学校ＰＴＡコーラス部 
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３．推進委員長（東灘区長）への委嘱式            ４．推進委員長挨拶 東灘区長 

５．来賓紹介、あいさつ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

神戸保護観察所 民間活動支援専門官                      東灘警察署 署長 

６．地域の集い 

①推進委員長からの呼びかけ 
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②神戸市消防音楽隊 

③神戸市立御影幼稚園 

④魚崎空手クラブ 

⑤神戸市立本山第二小学校ＰＴＡコーラス部 

⑥兵庫県立御影高等学校応援部チアリーディング 

⑦魚崎結舞 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．閉会の挨拶 

 東灘区保護司会 副会長 
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★東灘区民広報紙コミコミ２０１５年７月号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★第６５回”社会を明るくする運動”ポスター 

 

★第６５回”社会を明るくする運動”リーフレット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★平成２７年６月８日 東灘警察署長に「社会を明

るくする集い」へのご臨席依頼 

 ６月８日午前９時４５分から署長室にて山田会長

から署長にご臨席を依頼し、「楽しみにしている。生

活安全課長と出席する」とのご快諾を頂きました。

（和田保護司投稿） 
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★平成２７年６月３日 チラシの完成 

 東灘区役所まちづくり推進部まちづくり課のお世話でチラシが完成しました。今年は、「社会を明るく

する集い」「地域の集い」と表現をやわらかくしてみました。そして、特筆すべきことは、第二部「地域

の集い」には昨年と同様 

 神戸市消防音楽隊 

 神戸市立御影幼稚園 

「エッセだんじり」 

 神戸市立本山第二小学校 

ＰＴＡコーラス部 

 魚崎結舞 演舞 

に加えて 

 魚崎空手クラブ 

 兵庫県立御影高等学校応援部 

チアリーディング 

の皆さんにも出演していただきます。

地域の皆様、楽しみにして下さい。（和

田保護司投稿） 

 

 

 

  

★平成２７年６月１日 会場である

御影クラッセ事務局と打合せ 

 ６月１日午後４時前から御影クラ

ッセの事務局のみなさんと音響機

材・コーン・トラポール・ホワイトボ

ードなど借用品のお願い、楽屋・消防

音楽隊のバス駐車スペース・パイプ椅

子数・当日の車乗り入れ時刻・音出し時刻などの確認を松澤犯罪予防部長が中心となって行った。その

後、倉庫室で、松澤部長と舩引保護司が音響システムを仮配線し結線確認をした。長い長い半日でした。

（和田保護司投稿） 

 

★平成２７年６月１日 兵庫県立御影高等学校へお礼 

 ６月１日午後２時５０分に第二部「地域の集い」で出演のご快

諾いただいた県立御影高等学校応援部チアリーディングのお礼に

学校を訪ねました。丁度、出張から帰校された校長先生をはじめ

教頭先生、応援部顧問の先生と校長室で懇談することできました。

区長と別れてからの急な訪問アポでしたが・・・・・なんと、運
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の良いこと、山田会長あるいは犯罪予防部松澤部長のお蔭です。（和田保護司投稿） 

 

★平成２７年６月１日 東灘区長に推進委員会委員長

ご就任の依頼 

 ６月１日午後２時から区長室にて山田会長から区長

に委員長就任を依頼し、ご快諾を頂きました。保護司会

から山田会長、和田・清原副会長、犯罪予防部松澤部長・

西口副部長、森本魚崎支部長が出席しました。（和田保

護司投稿） 

 

★平成２７年５月２６日 東灘区役所との打合せ会 

日時  平成２７年５月２６日（火）１０：００～１１：１０ 

場所  東灘区役所 ３Ｆ会議室 

出席者 東灘区役所 

   まちづくり推進部まちづくり課 

    東灘区保護司会 山田会長、和田副会長、 

清原副会長、森本魚崎支部長 

       犯罪予防部 松澤部長、西口副部長 

第６５回”社会を明るくする運動”について具体的

話し合いを行い、６月１日(月）１４時 区長に推進

委員長就任のお願いにお伺いすることになりました。                                              
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★平成２７年５月２３日 「更生保護 ２０１５．５」で松澤保護司の記事掲載 
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★平成２７年５月２０日 第６５回「社会を明るくする運動」東灘区推進委員会開催のご案内 

 「社会を明るくする運動」東灘区推進委員会 連絡先：東灘区役所まちづくり課  
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４ 学校との連携活動 

★平成２８年 ２月１６日 小野保護司による本山第二小学校３年生人権教室  

日時   平成２７年 ２月１６日(火）  

場所   神戸市立本山第二小学校体育館  

内容   ３年生人権教室                                                                 

       講師   本庄支部 小野保護司                                                       

人権擁護委員の加登先生、小野先生をお招きして、３年

生児童が人権の授業を受けました。いじめをテーマにした

「プレゼント」というアニメを見た後、登場人物のそれぞ

れの立場になって考えることで他の人への思いやりについ

て学びました。今後も神戸のいじめ三原則「するを許さず、されるを責めず、第三者なし」を守り、自

分の人権だけでなく他の人の人権を大切にする児童を育てていきたいと思います。  

（神戸市立本山第二小学校ホームページより） 

  

★平成２７年１１月１９日 住吉中学校 地域保護司との交流会  

日時   平成２７年１１月１９日(木）６校時 １４：２５～１５：１５  

場所   住吉中学校体育館  

出席者  住吉中学校   校長、教師  

             第２学年６クラス（２０３名）  

     神戸保護観察所 寺田大介民間活動支援専門官   

     保護司     ９名（住吉２名、魚崎５名、 

本山２名）  

     民間指導員ほか ２名  

 山田校長、山田東灘区保護司会会長の挨拶、寺田専門官から講話

「更生保護～立ち直りを支えるしくみ～」のあと、２０班の分散会

に移り  

  こんなとき、あなたはどうしますか？  

    友達がいじめられているのを見かけたら・・・  

    知らない人からメールが送られてきたら・・・  

    友達がバイクに乗っているのを見かけたら・・・  

などをテーマに話し合い、全体会で各班から  

    一番多かった意見は・・・、話し合いで出た意見は・・・・、 まとめは・・・・  

の報告、そして、寺田専門官の全体講評がありました。  

 終わりに、放送部の４人による詩「奈良少年刑務所詩集 空が青いから白をえらんだのです」の朗読、

生徒代表によるお礼のことばで締めくくられました。  

 住吉中学校の校長ほか教師のみなさん、大変お世話になりありがとうございました。そして、第２学

年のみなさん、お疲れさまでした。（和田保護司投稿）  
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５ 更生保護女性会の活動 

★平成２８年２月２３日 播磨保正会ディナーサービス 

 神戸Ａブロック更生保護女性会でディナーサービスに行ってきました。白菜と肉団子のスープ、ロー

ル白菜、ツナと野菜の和え物、ジャガイモと豚肉の炒め物、それにデザートの中華プリンと蒸しパン等

腕をふっるってきました。（桑山更女会員写真提供） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★平成２７年１２月１１日 平成２７年度「歳末愛の物資贈呈式」  

日時  平成２７年１２月１１日(金）  

場所  神戸保護観察所  

出席者 神戸保護観察所、更生保護女性会のみなさん総勢７０名   

 物資の搬入、飾りつけ、その他で３日連続で、役員さんは出ていらしたそうです。  

姫路薬師寮、播磨保正会、神戸学而園等に差し上げるものをうずたかくきれいに飾り、その前で目録の

贈呈を行いました。  

 終了後、２階で昼食、お話し合いを・・・・。１時半に解散。  

『愛』でいっぱいの素敵なひと時でした。（羽島保護司投稿）   

 

★平成２７年１０月 ２日 兵庫県更生保護女性連盟第１回教養講座  

月日  平成２７年１０月２日（金） 

場所  神戸保護観察所 

出席者  山本、羽島 

講師   神戸保護観察所民間活動支援専門官   寺田大介先生 

演題   「更生保護女性会の更生保護における役割と今後の展開」 

                               （羽島保護司投稿） 

  

 

★平成２７年９月３０日 兵庫県更生保護女性連盟神戸ブロック研修会  

日時：平成２７年９月３０日（水）１３：３０～１６：００   

場所：シーサイド舞子ビラ 

東灘区から５名出席しました。  
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講話：「ミニ集会の雰囲気作りのヒント」神戸保護観察

所 鈴木美香子所長  

後半は、お茶をいただきなから情報交換をしたり、″神

戸のキムタク″ことピアニスト木村卓也さんのライブ

を観たりで、とても和やかな楽しい研修会でした。  

鈴木所長の講話でじゃんけんワークがあり、９０名ほど

の参加者の中で桑山さんが準優勝されました！ 

（西口保護司投稿） 

 

 

★平成２７年９月２４日 兵庫県更生保護協会教養講座  

 月日  平成２７年９月２４日  午後１時半より４時まで 

  出席者  羽島 

  講師   児童養護施設   新天地育児院副院長    横尾和幸氏 

  演題  「生きているところに福祉あり」 

       素晴らしい講師の方でした。ご縁があれば皆さんにお聞かせしたいと思いました。 

       座右の銘   「夢は夢、  と思う人には  夢は夢」   （羽島保護司投稿） 

  

★平成２７年７月２６日 東灘区青少年育成協議会本二小支部主催「夏祭り」の協力活動 

 日時 平成２７年７月２６日（日）１７：００～１８：３０ 

 場所 本二小 

  青少協本二小支部主催「夏祭り」に東灘区保護司

会・東灘区更生保護女性会で「キャンディすくい」ブ

ースを出しました。子供たちに大好評で長蛇の列が出

来ましたが「すくうキャンディ」が底をつき、夏祭り

閉会まで３０分余残して終了しました。（和田保護司

投稿） 

 

 

 

★平成２７年７月２２日 

 姫路薬師寮ディナーサービスに神戸ブロック北区・中央区・

灘区・東灘区１０名にて腕をふるってきました。（桑山保護司投

稿） 

 

★平成２７年６月１８日 兵庫県更生保護女性連盟結成６０周年記念大会 

 平成２７年６月１８日神戸文化ホール中ホールにて 

  １２：３０開会 
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  １３：００式典 

  １４：３０記念講演 講師 日本更生保護女性連盟会長 千葉 景子氏 

  １５：４０閉会 

が行われました。（桑山保護司写真提供） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★平成２７年５月１９日 東灘区更生保護女性会総会 

 日時  平成２７年５月１９日(火）午前１０：００～ 

 場所  区民センター（うはらホール）８階３号室 

で総会が開催され、すべての議案が承認されました。そのうち平成２６年度事業報告、平成２７年度事

業計画は次の通りです。 
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６ 関係機関等との連携活動  

★平成２８年 ３月１７日 東灘地区３者協働への保護司会・更女会意見交換会 

月日  平成２８年 ３月１７日（木） 

１３時～１５時  

場所  東灘区更生保護サポートセンター  

参加者 更生保護女性会員 石田さん、中島さん  

    更女会員・保護司 山田さん、羽島さん、 

桑山さん、梶さん  

    保護司      清原さん、和田  

  

 まず、３者宣言を各人読み直したうえ、意見交換

会に入り、  

①山田会長から昨日法務省浦安総合センターで行わ

れた保護司・更生保護女性会員・ＢＢＳ会員特別研修会の報告があり  

②その後、和田保護司の司会で意見交換をおこない、例えば  

●更女会では  

・現状は支部の集まりが東灘区更女会となっているが、支部の枠を超えて、東灘区一本でやってみては

どうか？  

・新任保護司の奥様への勧誘のやり方を工夫してはどうか？  

・総会には協力組織部長を招待してはどうか？  

・今一度、東灘区更女会の活動方針（県更女会への参加、保護司会との合同活動、東灘区更女会単独活

動）を考えてはどうか？  

●保護司会では  

・総会後の懇談会に更女会長・ＢＢＳ会長を招待しているが、単に来賓紹介のみの現状を  

   来賓挨拶をしていただいてはどうか？  

   総会資料のうち、事業報告・計画を配布してはどうか？  

・合同活動である社明運動、ひがしなだフェスタなどについて合同の事前準備会を開催してはどうか？  

●ＢＢＳ会に対して  

・更女会からのアプローチをもっと強くしてはどうか？  

・東灘区ＢＢＳ会員それぞれに声をかけてはどうか？  

・３者会議の開催、そして社明運動・ひがしなだフェスタ・研修旅行・作文コンテストなどイベント時

に声をかけてはどうか？  

など、幅広い、具体的な提案が続出し、今後の展開が大いに期待できるものであった。  

                                  （和田保護司投稿）  

 

★平成２８年 ２月２８日 東灘地区ＢＢＳ会グループワーク報告  

月日  平成２８年 ２月２８日（日）１２時～１７時  



- 20 - 

 

場所  甲南大学岡本キャンパス 甲友会館大ホール  

参加者 主催者ＢＢＳ会員５名を含めて８名  

  和太鼓の演目の一つである「地頭太鼓」の曲を練習し、参加者の一体感を得ること  

ができた。参加者の感想は  

 ・体験終了後に甲南大学和太鼓サークル甲の方々による演奏を聴いて、涙が出そう  

  なほど感動した。  

 ・皆で一つの演目を作り上げる醍醐味を味わうことができた。  

 ・誰もが音を外すことを恐れず、一生懸命になって

演奏していたので、とれも嬉し かった。  

などでした。（東灘地区ＢＢＳ会櫻井会長投稿）  

 今回のグループワークで指導、演奏して下さいまし

たのは、甲南大学和太鼓サークル甲のみなさまでした。

次の写真は、参考のために、甲南大生のためのポータ

ルサイト 「甲南ＮＡＶＩ」の YouTube から切り取っ

たものです。 

  

★平成２８年 １月１８日 東灘区民のつどい  

月日  平成２８年 １月１８日（月）午前１１時～１２時  

場所  ホテルプラザ神戸 １１階「光の間」  

出席者 約２００名で保護司は１１名  

     足立更女、石畠保護司、梶井保護司、清原保護司、高橋保護司、中島更女  

     西尾保護司、松宮保護司、森本保護司、山田保護司、和田保護司  

    がそれぞれの立場で出席されました。（和田保護司投稿）  

 

★平成２７年１２月１１日 東灘防犯協会定例理事会  

月日  平成２７年１２月１１日（金）午後２時～午後３時  

場所  東灘警察署  

出席者 和田保護司（会長代理出席）  
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★平成２７年１１月１７日 平成２７年度東灘区民の安全なくらしを守る住民大会 ～第４３回東灘区

民の警察官表彰式～   

月日  平成２７年１１月１７日（火）午後１時３０分～午後３時３０分  

場所  神戸市東灘区民センター「うはらホール」  

出席者 山田保護司  

  

★平成２７年１１月１４日 平成２７年度麻薬・覚醒剤乱用防止運動神戸地区街頭キャンペーン  

月日  平成２７年１１月１４日（土）１４：００～１４：４０  

場所  地下鉄西神中央駅前プレンティ広場  

参加者 ５８名  

     保護司１８名   須磨区６名、西区６名、北区１名、垂水区１名   

              東灘区４名（羽島・清原・森本・和田保護司）  

     ボーイスカウト・ガールスカウト ３６名   

 広場の通行人に１５００個のティッシュ、マグクリップを手渡しながら、薬物乱用の防止を訴えまし

た。（和田保護司投稿）  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

★平成２７年１１月 ３日 ひがしなだふれあいフェスタ２０１５  

月日  平成２７年１１月 ３日（月）１０：００～  

場所  住吉公園  

出席者 保護司２３人  本庄支部６人、本山支部９人、魚崎支部７人  

            住吉支部１人  

    更女  １人   

朝早くから多くのみなさんが手伝って下さり、ありが

とうございました。「良い品が、安く手に入る。毎年、

楽しみにしています。」「ブースがどこにあるのか迷っ

た。」「幟が目印で助かりました。」「もう売り切れです

か！！残念！！」など、暖かいお言葉を頂きました。 
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★平成２７年１１月 ２日 ひがしなだふれあいフェスタ２０１５準備会  

月日  平成２７年１１月 ２日（月）１３：００～１５：３０  

場所  魚崎西町会館  

出席者 保護司１３人  本庄支部３人、本山支部４人、魚崎支部３人  

            住吉支部２人、御影支部１人  

    更女  １人  

１１月３日フェスタへのバザー品の搬入と値付けを多くのみ

なさんの参加のもと楽しく行いました。  

 

★平成２７年１０月１５日 神戸地区薬物乱用防止指導員協

議会第２回役員会  

月日  平成２７年１０月１５日（木）１５：００～１６：

３０  

場所  兵庫県薬剤師会館４階会議室  

出席者 羽島保護司  

議事  〇平成２７年度「ダメ。ゼッタイ。」普及活動の実施結果  

     場所  長田区 鉄人広場  

     参加者 ７６人（梶保護司参加）  

     啓発対象者 約２，０００人  

    〇平成２７年度「麻薬・覚醒剤乱用防止運動」の実施方法  

     １１月１４日（土）地下鉄西神中央駅前プランティ広場 １４時から１時間程度実施  

     啓発資材配布予定数 １，５００部  

    〇その他      

 

★平成２７年１０月 １日 東灘防犯協会定例理事会 

 日時 平成２７年１０月 １日（木）１４：００～１５：００ 

 会場 東灘警察署 

 開会のことばのあと、東灘防犯協会会長・東灘警察署長の挨拶がありました。西島警察署長は先日の
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９月１５日に着任されました。 

 議事の後、小牧生活安全課長から「管内の犯罪状況」のご説明があり、東灘警察署管内で平成２７年

１月１日から９月１５日までの、１８歳以下に対する「痴漢」が１３件、「強制わいせつ」が５件発生し

ている。スマホを見ながら、イヤホーンで音楽を聴きながら歩いていて、触られるまで気が付かないケ

ースが多く、全く無防備な状態である、とのご指摘があった。（和田保護司投稿） 

 

★平成２７年９月１３日近畿地方ＢＢＳ連盟の活動「カヤック体験」に参加しました！ 

 日時 平成２７年９月１３日（土）１０：００～１３：００ 

 場所 芦屋マリンセンター 

 爽やかな初秋の一日、ＢＢＳ主催の「カヤック体験」に参加してきました。  

近畿一円より集まった大学生とゲスト総勢 22 名、年齢 15 歳～（私が最年長！）が、カヤック体験を通

して交流を深めました。  

みなさん、まったく違和感なく和気あいあいと話しかけてくださり、最初は緊張していた中学生もお兄

さんたちの笑いの渦に巻き込まれ、顔がほころんでいました。  

「保護司会、来年からも呼んでください！」と、ごあいさつしてきました。（西口保護司投稿） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★平成２７年７月２６日 東灘区青少年育成協議会本二小支部

主催「夏祭り」の協力活動 

 日時 平成２７年７月２６日（日）１７：００～１８：３０ 

 場所 本二小 

  青少協本二小支部主催「夏祭り」に東灘区保護司会４人・

東灘区更生保護女性会４人総勢８人で「キャンディすくい」ブ

ースを出しました。子供たちに大好評で、長蛇の列が出来ましたが「すくうキャンディ」が底をつき、



- 24 - 

 

夏祭り閉会まで３０分余残して終了しました。（和田保護司投稿） 

 

★平成２７年７月 １日 東灘区区民まちづくり会議平成２７年度第１回総会 

 日時 平成２７年７月１日（水）１４：００～ 

 場所 東灘区役所 

  東灘区保護司会会長は本会議の委員（委員５３名のうち保護司もされている方が２人おられました）。

なお、議題の一つが「東灘区次期計画について」でした。 

 

★平成２７年６月２２日 東灘防犯協会平成２７年度定期総会 

 日時 平成２７年６月２２日（月）１４：００～１５：００ 

 会場 神戸市医師会館東灘分館 

 開会のことばの後、防犯功労者表彰、警察官感謝状贈呈が行わ

れ、日頃お目にかかっている方々が多数表彰されていました。東

灘防犯協会長、東灘区長、東灘警察署長挨拶のあと議案審議に入

り、役員改選も行われました。理事である地区支部長・副支部長さんに多くの保護司の方が就任されて

いました。みなさん、更生保護をはじめ防犯活動等地域活動にご尽力いただき、ありがとうございます。

(山田会長の代理出席した和田保護司投稿） 

 

★平成２７年６月２１日 「ダメ。ゼッタイ。」普及運動 街頭キャンペーン（梶保護司 写真提供） 
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★平成２７年５月２８日 東灘防犯協会定例理事会 

 東灘警察署で５月２８日(木）１４：３０から理事会が開催され、６月２２日（月）の平成２７年度定

期総会について議論された。 

 

★平成２７年５月２５日 社会福祉法人神戸市東灘区社会福祉協議会 

平成２７年度第１回理事会・評議員会 

 日時 平成２７年５月２５日(月） １１：００～１２：００ 

 場所 東灘区役所 

 「第３号議案 補充評議員選任の件」で東灘区保護司会会長の評議員交代が承認され、その後平成２

６年度事業報告・決算報告・監査報告、経理規定改正が審議・承認された。 

  

★平成２７年５月２２日 神戸地区薬物乱用防止指導員協議会役員会 

 日時 平成２７年５月２２日（水）１３：３０～１４：３０  

 会場 兵庫県薬剤師会館 ４階会議室 

 今年のキャンペーンは次の通りです。    

 「ダメ。ゼッタイ。」普及運動 街頭キャンペーン     

    日時   平成２７年６月２１日（日） １４時～１５時 

                       （啓発資材がなくなり次第終了） 

    場所   長田区 鉄人広場（神戸市長田区若松町６－３ 若松公園内） 

    実施団体 １．主催   神戸地区薬物乱用指導員協議会 兵庫県 

         ２．協力団体 神戸市、ＮＰＯ法人ＫＯＢＥ鉄人ＰＲＯＪＥＣＴ 

                日本ボーイスカウト兵庫連盟 

                ガールスカウト日本連盟兵庫県支部 

    実施方法 例年通り 

                         （羽島保護司投稿） 

★平成２７年５月２０日 平成２７年度東灘地区青少年育成協議会理事会 

 会場 東灘区役所 ４階大会議室 

議題 平成２６年度事業・決算報告、平成２７年度事業計画・収支予算計画（案）     

役員改選で本三支部長が新会長に就任されました。また、報告事案として「青少年を地域で讃える賞表

彰規程について」詳細な説明がありました。 

なお、「青少年育成フォーラム」は平成２８年２月２７日向洋小学校で開催されます。 

理事会終了後に事務局のお計らいで、第６５回「社会を明るくする運動」東灘区推進委員会開催のご案

内を詳細に説明することができました。（和田保護司投稿）  

 

★平成２７年５月１２日 ハートフル・シネマサロン２０１５ 

平成２７年５月１２日（火）１３：３０～ 、１８：３０～    神戸文化ホール 中ホール 

主催 神戸人権啓発活動地域ネットワーク協議会 

台風６号が接近しているにもかかわらず開場時刻には多くのみなさんが列をなし、中ホールほぼ満席の
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シネマサロンでした。主催者のご挨拶の後、映画２本が上映され、終了直後には観客のみなさんが感想

などを語りあう声が響き、普通の映画館では見られない光景でした。（和田保護司投稿）  

憲法週間 ５月１日～７日にあたり、市民のみなさんに憲法の基本理念である「基本的人権の尊重」や、

さまざまな人権課題への理解を深めていただくため、人権にかかわりの深い映画を上映  

人権が尊重される安全・安心のまちづくりをめざして」をテーマにした人権ドラマ。現在、都市化や核

家族化が進行し、地域社会における人々の結びつきが弱まっています。このドラマでは、一人の人間の

気づきと再生が描かれています。一人一人の『気づき』こそが、互いに支え合う力が低下した地域の『再

生』につながります。 無関心、無理解という冷たい壁を破って、温かい見守りと相互支援を進めるこ

との大切さに気づいていただくきっかけとなる作品です  

上映映画「手紙」  

東野圭吾のロングセラー小説を映画化した社会派人間ドラマです。殺人犯の弟ということで、社会から

偏見や差別を受け、引越しや転職、恋人との別離等の辛い扱いを受けてきた主人公。耐え切れず自暴自

棄になる主人公は、常に現実から目をそらさず、陽の当たる場所へと導いてくれる存在により救われま

す。噂や風評だけに流されず、その人個人を評価していくことの大切さを訴えている作品です。  
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７ 会議報告  

【総会・互礼会】  

★ 平成２８年 東灘区保護司会・東灘区更生保護女性会 新年互礼会  

 月日 平成２８年１月２７日（水）午後５時３０分～  

 場所 ホテルプラザ神戸 １１階「光の間」  

東灘区保護司会・東灘区更生保護女性会「新年互礼会」がホテルプラザ神戸で開催されました。 開催に

先立ち、神戸保護観察所企画調整課長による新年統一研修「平成２８年度更生保護関係予算（案）の概

要について」を持ちました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 引き続き、和田副会長の司会のもと山田会長の挨拶、神戸保護観察所企画調整課長・東灘区役所まちづ

くり課地域支援担当課長・兵庫県東灘警察署署長の来賓挨拶、神戸保護観察所東灘区担当保護観察官の

ご発声による「灘の酒で乾杯！」で懇談に入り、 和やかなひと時を過ごしました。今回初めての試みと

して、各テーブルに前菜とお寿司を準備したことから、乾杯後即料理卓に移動することなく談笑できた

ことは、大変好評でした。  

  

★ 平成２７年度総会 

 ４月２４日東灘区保護司会「平成２７年度総会」がホテルプラザ神戸で開催されました。平成２６年

度事業報告、収支決算報告、会計監査報告、平成２７年度事業計画、収支予算が承認されました。また、

会則を抜本的に改正し、更に、役員改選が行われ、山田保護司が会長に、和田保護司が副会長・総務に、

大野保護司が副会長にそれぞれ就任し、清原保護司が副会長、永島保護司がセンター長、梶保護司が会

計を留任されました。  

 引き続き、和田副会長の司会のもと山田会長の挨拶、来賓紹介、神戸保護観察所所長・神戸市東灘区

役所区長・兵庫県東灘警察署署長の来賓挨拶、神戸保護観察所東灘区担当保護観察官のご発声による乾

杯で懇談に入り、清原副会長の閉会の辞でお開きとなりました。   
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★ 平成２７年新年互礼会 

 １月２８日東灘区保護司会・東灘区更生保護女性会「新年互礼会」がホテルプラザ神戸で開催されま

した。 開催に先立ち、神戸保護観察所所長による統一研修「更生保護を巡る動向について」を持ちまし

た。引き続き、清原副会長の司会のもと会長の挨拶、神戸保護観察所所長・神戸市東灘区役所区長・兵

庫県東灘警察署署長の来賓挨拶、神戸保護観察所東灘区担当保護観察官のご発声による「灘の酒で乾杯！」

で懇談に入り、東灘区更生保護女性会会長の閉会の辞でお開きとなりました。  
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【県市等会議】  

★平成２８年 ３月１６日 平成２７年度第４回保護司代表者会議  

月日  平成２８年 ３月１６日（火）１０時３０分～１２時  

場所  神戸法務総合庁舎５階大会議室  

出席者 和田副会長代理出席   

 多くの保護司会広報誌が配布され膨大な資料のなか、平成

２８年度主要行事予定、保護観察所職員の人事異動、保護司

及び保護司組織関係、第６６回社会を明るくする運動、保護

観察・生活環境調整事件、社会貢献活動、就労支援、表彰関

係など、みっちり２時間の会議でした。  

 

★平成２８年 ３月１６日 兵庫県保護司会連合会理事会  

月日  平成２８年 ３月１６日（火）１３時～１４時  

場所  神戸法務総合庁舎５階大会議室  

出席者 和田副会長代理出席   

 平成２８年度事業実施計画書、収支予算書が審議され議決された。平成２８年度は  

   保護司会における新任保護司の研修を積極的に実施するよう働きかける  

   保護観察事件の複数担当制に協力する  

   更生保護サポートセンターの積極的活用及び新設への支援  

が目玉である。  

 

★平成２８年 ２月２５～２６日 兵庫県保護司代表者等連絡協議会  

月日  平成２８年 ２月２５～２６日  

場所  ホテル「夢乃井」  

出席者 山田会長、和田副会長  

 参加者１１５人の大会議で、  

  講演   神戸保護観察所長鈴木美香子様  

          「兵庫県の保護司活動への期待」  

  意見発表 主題（保護司が取り組むべき課題）  

       姫路保護区保護司会筒井 弘様  

         「保護観察対象者の雇用について」  

       神戸保護観察所 

民間活動支援専門官寺田 大介様  

          「保護司会と更生保護女性会との連携について」  

 

の後、懇親会となり、特に灘区保護司会 加藤巡一・田中いづみ保護司と親しく意見交換ができました。

初対面でしたが、ありがとうございました。（和田保護司投稿）  
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★平成２８年 ２月１９日 県保連協力組織部会  

月日  平成２８年 ２月１９日（金）午前１０時３０分～  

場所  神戸保護観察所２階 被害者相談室  

出席者 山田会長  

決定事項は次の通り  

 ①平成２８年度名誉会員懇談・懇親会の開催   

   開催日時   平成２８年４月８日（金）午後０時１５分～   

   場所 北京料理「第一楼」   

 ②県保連   

   次回３月１６日、次々回５月１３日   

 

★平成２８年 ２月 ５日 神戸市保護司会連絡協議会新年互礼会  

月日  平成２８年 ２月 ５日（金）午後６時～８時  

場所  中国料理「東天紅」  

出席者 山田会長、和田・清原副会長  

 神戸市保護司会連絡協議会長の挨拶、神戸保護観察所長・神戸市副市長の来賓挨拶、そして平成２７

年度の神戸市内叙勲及び藍綬褒章受彰者への記念品贈呈のあと、神戸市議会議長の乾杯で懇談に入りま

した。  

 東灘区３人は中央区の会長・副会長４人のみなさんと同じ席で、しかも松原副会長さんのテーブルお

もてなしもあって、楽しく談笑し、真面目なことに、保護司会そしてサポートセンター運営についても

情報交換ができ、とても有意義なひと時でした。心から感謝申し上げます。（和田保護司投稿）  

   

★平成２７年１２月１５日 平成２７年度第３回保護司代表者会議  

月日  平成２７年１２月１５日（火）午前１０時３０分～  

場所  楠公会館「青雲の間」  

出席者 山田会長  

 主として事務連絡  

 

★平成２７年１２月１５日 兵庫県保護司会連合会理事会  

月日  平成２７年１２月１５日（火）午後１時～  

場所  楠公会館「青雲の間」  

出席者 山田会長  

 平成 27年度兵庫県更生保護大会収支決算、吉岡前副会長の相談役就任について協議、一般会計執行状

況中間報告、平成２７年１２月１日現在の保護司充足率などの報告があった。  

 

★平成２７年１２月 ４日 平成２７年度兵庫県更生保護関係団体連絡協議会  

月日  平成２７年１２月 ４日（火）午後１時３０分～３時  

場所  アリストンホテル神戸 ２階バレンシャホール  
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 瀧川博司兵庫県更生保護協会理事長、鈴木美香子神戸保護観察所長のご挨拶の後、  

関係団体から平成２６年度の活動状況並びに事業計画等の発表がありました。  

続いて神戸保護観察所の業務概要の説明と質疑応答がありました。（羽島保護司投稿）  

  

★平成２７年１２月 １日 神戸市保護司会連絡協議会理事会  

月日  平成２７年１２月 １日（火）午後１時３０分  

場所  神戸保護観察所 被害者相談室  

出席者 山田会長   

協議結果  

〇平成２７年度新年互礼会   

  平成２８年２月５日 午後６時から  

           「東天紅」神戸三ノ宮センタープラザ店  

〇顧問・参与の承認  

〇その他、市連主催の研修会、協力雇用主会などについて審議した。  

             

★平成２７年１１月１１日 平成２７年度近畿地方保護司会代表者協議会  

月日  平成２７年１１月１１日（火）  

場所  京都テレサ  

出席者 ２府４県保護司１５４名（清原副会長が山田会長の代理出席）  

内容  全体会の後、３分科会に分かれて研究協議を行いました。  

第１分科会  

 協議事項：保護司制度の基盤整備の推進について  

  ア 保護司適任者を安定的に確保する方策について  

  イ 保護司の育成につて  

第２分科会  

協議事項：再犯防止に向けた就労先の確保について  

 ア 実際に雇用が期待できる協力雇用主を確保する

ための具体的方策について  

 イ 協力雇用主の活用や協力雇用主との連携につい

て  

第３分科会  

協議事項：保護司会等更生保護関係機関・団体と地域の関係機関との連携の促進について  

 ア 保護司会等が警察、学校関係者等の関係機関・団体と連携して取り組んだ地域の安全･安心に寄与

した事例について  

 イ 保護司等の更生保護ボランティアが、地域の安全・安心に効果的に寄与する方策について  

  

                                                                (清原保護司投稿） 
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★平成２７年１０月３０日 第６３回兵庫県更生保護大会  

月日  平成２７年１０月３０日（金）  

場所  郷の音ホール 大ホール（三田市総合文化センター）  

清興  筝曲演奏（兵庫県立北摂三田高等学校邦楽部）  

講演  作家 北 康利氏「白洲次郎に学ぶ プリンシプルを持った生き方」  

式典  開式の辞・国家斉唱・物故者黙祷・式辞の後、鈴木美香子神戸保護観察所長の挨拶があり   

    ました。  

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

顕彰式  東灘区保護司会の受賞者は次の通りです。  

      法務大臣表彰                道谷 卓、森 光子         

      全国保護司連盟理事長表彰          畑 隆子  

      全国保護司連盟理事長表彰（内助功労者）   羽島賢一  

      近畿地方更生保護委員会委員長表彰      南 秀人、廣瀬和司  

      近畿地方保護司連盟会長表彰         横田智明、松本恵美子、城村 勉  

                            川西賢一  

      近畿地方保護司連盟会長感謝状（内助功労者） 山田信弘、棘 淳子  

      近畿更生保護女性連盟会長表彰        山本清美  

      神戸保護観察所長永年表彰          石畠幸治、井上 学  

      神戸保護観察所長功労表彰          安田智江美  

      神戸保護観察所長感謝状（更生保護女性会員） 小林教子  

      兵庫県保護司会連合会会長感謝状（内助功労者）桑山 弘、西蔵美登里  

      

おめでとうございます。  
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★平成２７年９月２８日 平成２７年度保護司等中央研修会 

 「平成２７年度保護司等中央研修会」が、平成２７年９月２８日、東京大手町日経ホールで開催され、?u

島賢一が出席した。（総務コメント：羽島賢一氏は全国保護司連盟理事長表彰（内助）で、東灘区保護司

会代表で出席していただきました） 

研修は、大阪大学大学院人間科学研究科教授藤岡淳子氏が「非行・犯罪から離れていくための支援とは？」

と題する講演であった。藤岡氏は、１９８１年から２００２年の間、法務省に勤務し矯正業務に従事し、

その後大阪大学に転じた。同分野の専門家である。  

 出所者５人との座談会から得られた具体的な事例をもとに、「玉ねぎ仮説～人との関わり方」を「非行

臨床心理学」の知見を援用しながら展開した。玉ねぎは、表皮・薄皮・中身・芯の四層からなり、非行・

犯罪を行う者の生き方をこの四層に対比し説明した。犯罪離脱は、決意⇒機能回復⇒社会再参加⇒普段

の暮らしという四段階からなり、それぞれの段階に対応する支援の仕組みが必要である。犯罪離脱を支

援する上で、保護司制度は重要であり、そのためには保護

司を支えるサポートを充実させなければならない。  

 その後、式典に移り、表彰や法務大臣挨拶が行われた。

表彰は、「法務大臣表彰」「更生保護法人全国保護司連盟理

事長表彰」「更生保護法人全国更生保護法人連盟理事長表

彰」「保護司特別功労章」「瀬戸山賞」の順で行われた。最

後に、上川陽子法務大臣からご挨拶を頂き、万歳三唱で閉 

会した。（羽島賢一氏投稿） 

                  

★平成２７年９月２８日 平成２７年度神戸市保護司会連絡協議会理事会 

 平成２７年９月２８日(月）午前１０時３０分から神戸保護観察所にて理事会が開催され,東灘区保護

司会から山田会長が出席しました。 

① 平成２７年度新年互礼会は２月上旬に開催予定 

 ②平成２７年度連絡協議会主催の研修会の議題について幾つかの候補が挙げられ、兵庫県にサポート

センターが１３か所あり、そのうち神戸市に８か所が設置されていることから、「サポートセンターの各

地区の情報交換」がテーマとして有力 
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 ③神戸市による協力雇用主への入札参加資格格付け優遇制度の導入についての説明 

 【制度導入の背景】無職の刑務所出所者等の犯罪率は、有職の者と比べ約４倍と高く（平成２１年か

ら平成２５年）、刑務所出所者等の再犯防止のためには、就労支援や雇用の確保がとても重要となってい

ます。  

 そのため、法務省では、刑務所出所者等に対する就労支援を重要課題の一つとして位置づけ、積極的

な取り組みを行うことに併せて、刑務所出所者等を雇用する協力雇用主を募集しています。  

 そこで神戸市では、犯罪や非行をした人を雇用し、改善更生に協力する協力雇用主に対して、入札制

度の優遇措置を導入することにより、継続的な取り組みや制度の拡充を支援します。 

 

★平成２７年９月１１日 平成２７年度兵庫県保護司会連合会理事会 

 平成２７年９月１１日(金）午前１２時５０分から三田市総合福祉保健センターにて理事会が開催され,

東灘区保護司会から山田会長が出席しました。 

 ①平成２７年度更生保護大会宣言文（案）について承認され、②平成２８年度更生保護大会開催場所

が宍粟地区内の山崎文化会館（サンホールやまさき）で承認③平成２９年度更生保護大会開催候補ブロ

ックとして中北部ブロックの小野・加東地区が開催地区に承認されました。 

 

★平成２７年６月９日 平成２７年度神戸市保護司会連絡協議会総会 

 平成２７年６月９日(火）午後３時３０分から神戸メリケンパークオリエンタルホテルにて総会が開催

され,東灘区保護司会から山田会長、和田副会長が出席しました。平成２６年度事業実施報告及び決算・

監査報告、平成２７年度事業計画(案）及び予算書(案）が承認され、役員改選で、会長に稲井兵庫地区

会長、副会長に中山灘地区会長、村田長田地区会長、事務局長に宮村須磨地区会長が就任されました。

総会終了後、神戸保護観察所から第６５回”社会を明るくする運動”～犯罪を非行から防止し、立ち直

りを支える地域のチカラ～高校生エッセイコンテスト実施要綱について説明がありました。 

 なお、神戸市の保護司会は９地区（東灘、灘、中央、兵庫、北、長田、須磨、垂水、西） 

        保護司数は５４６名（平成２７年４月１日現在）     （和田保護司投稿） 
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【理事会】 

★平成２８年 ３月１９日 平成２８年 ３月度理事会  

日時 平成２８年 ３月１９日(土）午後２時～３時  

場所 東灘区更生保護サポートセンター  

出席者 １４人出席（２人代理・１人オブザーバー）  

議事   

〇会長挨拶  

〇総務連絡事項  

 ・保護司代表者会議代理出席報告  

 ・兵庫県保護司会連合会理事会代理出席報告  

 ・県連名誉会員名簿  

 ・東灘区保護司会会員名簿（修正版の配布）  

○会則・細則の全部改正について  

  支部区域図が完成できた  

○平成２８年度総会議案について  

  

★平成２８年 ２月２７日 平成２８年 ２月度理事会  

日時 平成２８年 ２月２７日(土）午後１時～３時  

場所 東灘区更生保護サポートセンター  

出席者 １１人出席（１人代理・一人オブザーバー）  

議事   

〇会長挨拶  

〇総務連絡事項  

 ・東灘区保護司会会員名簿（修正版の配布  

 ・自主研修「会則・細則を読む」  

   日時 ３月８日 １３：３０～   

   場所 西町会館  

○会則・細則の全部改正について  

○平成２８年度活動計画（案）について  

○平成２８年度総会議案について  

○企画調整保護司の活動見直しについて  

 ３月実施の体験駐在について議論白熱。大いに盛り上がった理事会でした。  

  

★平成２８年 １月２３日 平成２８年 １月度理事会  

日時 平成２８年 １月２３日(土）午後１時００分～２時３０分  

場所 東灘区更生保護サポートセンター  

出席者 １４人出席（１人代理・一人オブザーバー）  

議事   
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〇会長挨拶  

〇総務連絡事項  

 ・平成２８年新年互礼会について  

   式次第、出席者名簿、レイアウト、座席表  

 ・東灘区保護司会会員名簿の配布  

 ・３月自主研修  

   テーマ「会則・細則を読む」  

   場所 東灘区役所を第１希望、西町会館を第２希望とする  

○会則・細則の全部改正  

 ・福池小学校担当支部は、会議後関係者で話し合った結果、本山支部に決定   

〇総会（平成２８年４月２７日）準備スケジュールについて  

○企画調整保護司の活動について  

〇次回以降の理事会 ２月２７日（土）１３時００分～ 於：サポートセンター   

          ３月１９日（土）１３時００分～ 於：サポートセンター  

          ４月１６日（土）１４時００分～ 於：青木文化センター  

 

★平成２７年１２月１８日 平成２７年１２月度理事会  

日時 平成２７年１２月１８日(金）午後７時００分～９時３０分  

場所 亥炉葉門  

出席者 ９人出席  

 理事会メンバーによる忘年会を開催しました。もちろん話題は専ら保護司会のことで  

   ○支部の担当エリア見直し  

   〇広報活動、特にホームページのあり方  

   ○懇親行事（有志による、ゴルフ＋観光旅行・ボーリング大会）  

   ○会計業務、名簿作成、  

など熱心に討議しました。  

 

★平成２７年１１月２８日 平成２７年１１月度理事会  

日時 平成２７年１１月２８日(土）午後１時００分～２時４０分  

場所 東灘区更生保護サポートセンター  

出席者 １２人出席（２人代理）（３人欠席）（１人オブザーバー）  

議事   

〇会長挨拶  

〇総務連絡事項  

 ・平成２８年総会  

   平成２８年４月２７日（水）１７：００～  

       於：ホテルプラザ神戸 光の間  

   保護司会員および名誉会員への案内状を各支部長に配布  
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 ・その他  

〇イベントジャンパーの製作について  

   製作することで意見が一致し、最も活用する犯罪予防部の女性陣  

  で検討していただくことになった。予算は３０着１０万円以内を目安   

〇会則・細則の全部改正について審議  

〇欠員である副会長、住吉支部長についでは年明けに選任し、平成２８年総会  

で承認する段取りで取り組む。  

〇研修旅行、ひがしなだふれあいフェスタの会計報告  

〇その他    

      

★平成２７年１０月２４日 平成２７年１０月度理事会  

日時 平成２７年１０月２４日(土）午後１時００分～２時３０分  

場所 東灘区更生保護サポートセンター  

出席者 １１人出席（２人代理）（１人欠席）  

議事   

〇会長挨拶  

〇総務連絡事項  

 ・作文コンテスト兵庫県審査結果  

 ・高校生エッセイコンテスト兵庫県審査結果  

 ・高校生エッセイコンテスト審査結果報告会  

   平成２７年１１月３０日（月）午後１時３０分から午後３時 神戸法務総合庁舎     

    出席者 山田会長、松澤犯罪予防部長  

 ・平成２８年新年互礼会  

   平成２８年１月２７日（水）研修会１７：３０～ 懇親会 １８：００～  

       於：ホテルプラザ神戸 光の間  

〇各種申込状況の確認  

 ・兵庫県更生保護大会  

 ・平成２８年用更生保護カレンダー  

 ・研修旅行  

 ・ひがしなだふれあいフェスタ  

 ・更生保護就労支援シンポジウム   

 ・第４３回東灘区民の安全なくらしを守る住民大会参加者を１１月理事会で報告  

〇会則・細則の基本的な改正ポイント（案）について  

〇東灘区の保護司会と更生保護女性会の連携活動について   

〇第３回統一研修は１１月下旬に開催予定（南研修部長）  

○研修旅行の詳細報告（小林本山支部長）  

○学校との連携強化活動の詳細報告（住吉支部）  
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★平成２７年９月２６日 平成２７年９月度理事会  

日時 平成２７年９月２６日(土）午後１時００分～２時３０分  

場所 東灘区更生保護サポートセンター  

出席者 １２人出席（２人欠席）  

議事   

〇会長挨拶  

〇総務連絡事項  

 ・第６５回社明運動実施結果（各支部実施分）、作文コンテスト選考結果  

   来年度第６６回の取り組みとして、事前に  

    ・実施結果報告に際しての統一事項のすり合わせ  

    ・作文コンテストの応募学校数の拡大方策と学校単位の推薦作品基準数の打合せ  

  などを理事会で話し合うこととなった。  

〇各種報告事項の締切日  

 ・平成２８年用更生保護カレンダー    １０月１５日締切で総務まで  

 ・研修旅行の参加者名簿         １０月１０日締切で本山支部長  

 ・ひがしなだふれあいフェスタ参加者名簿 １０月２４日締切で犯罪予防部長    

〇１０月開催の第３回統一研修の会場は区役所会議室とし、日程が決まり次第、総務から区役所へ連絡

することに。  

○第６３回兵庫県更生保護大会の行程はマイクロバス使用として  

 ・乗車人数ＭＡＸは参加者名簿１５人＋個別案内者２人＋更女４人＝２１人  

 ・弁当・お茶・消費税込み１０００円程度をバスに人数分積み込み  

○研修旅行の最終日程が決まり次第、総務から各支部長に連絡することに。  

○住吉支部から「学校との連携強化活動」について説明があった。  

   日時  平成２７年１１月１９日（木）６校時  

   場所  神戸市立住吉中学校 体育館  

   対象  第２学年（２０３名）   

   ねらい 保護司会との交流を通じて、明るい社会を築く方法を学ぶ  

詳細は次回理事会で発表する。  

○ひがしなだふれあいフェスタ２０１５  

   日時  平成２７年１１月３日１０時から１５時  

   場所  住吉公園  

   準備  物品集め・値付け作業  １１月２日１３時から西町会館にて  

   その他 今回は試みとして仕入れ販売も実施する  

 

★平成２７年７月２５日 平成２７年７月度理事会  

日時 平成２７年７月２５日(土）午後１時００分～２時３０分  

場所 東灘区更生保護サポートセンター  

出席者 １２人出席（２人欠席）  



- 39 - 

 

議事   

〇会長挨拶、総務・広報部連絡事項  

○兵庫県保護司会連合会長内助功労（感謝状）の推薦者２人を決定  

○第６５回”社会を明るくする運動”東灘区推進委員会の評価・反省を話し合った。これらも反映させ

た「とりまとめ」を、次回９月理事会で犯罪予防部から発表してもらうことになった。  

○住吉支部から「学校との連携強化活動」について説明があった。  

   日時  平成２７年１１月１９日（木）６校時  

   場所  神戸市立住吉中学校 体育館  

   対象  第２学年（２０３名）   

   ねらい 保護司会との交流を通じて、明るい社会を築く方法を学ぶ  

詳細は住吉支部が住吉中学校と詰め、次回理事会で発表する。  

○本山支部から研修旅行についてその後の進捗について説明があった。  

   研修施設は徳島刑務所とし  

   実施月日は１１月１２日または１０日とするが、刑務所の受付は１か月半前のため  

   次回９月理事会で詳細を説明する。 

○第６５回”社会を明るくする運動”実施結果の報告を９月１０日まで各支部長はサポセンにＦＡＸす

ることになった。  

○作文コンテストの審査委員会の日程を山田会長が東灘区役所と決定し、総務から各支部長に全体スケ

ジュールを連絡することになった。  

○８月度は理事会がなく、次回は９月２６日(土）午後１時００分から東灘更生保護サポートセンター   

  

★平成２７年６月２７日 平成２７年６月度理事会  

日時 平成２７年６月２７日(土）午後１時００分～２時４０分  

場所 東灘区更生保護サポートセンター  

出席者 １４人全員出席  

議事   

〇会長挨拶、総務・広報部連絡事項  

○本山支部から研修旅行について中間報告があり、次の通り進めて行くことになった。  

   研修施設は徳島刑務所とし  

   実施月日は１１月１１日を第１候補とし、１０日・１２日・１７～１９日で関係か所と日程調整

に入る。７月１１日に本山支部で下見に行く。  

○第６５回社会を明るくする運動について犯罪予防部長からの詳細説明のあと、特に雨天対応について

議論した。  

○平成２７年度保護司実費弁償金の取扱いについて総務から説明があり、活発な議論が展開された。  

 様式ファイルを各支部長・部会長に総務から添付メールすること  

 ４～６月活動報告を７月度理事会で会計に提出すること  

となった。  

○次回は７月２５日(土）午後１時００分から東灘更生保護サポートセンター   
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★平成２７年５月２３日 平成２７年５月度理事会  

 ５月２３日青木文化センターにて５月度理事会が開催され、次の事項が決定しましたのでお知らせし

ます。  

○理事会の会場を６月度以降東灘区更生保護サポートセンターとし  

   第４土曜日１３：００～１４：３０  

になりました。  

○犯罪予防部からの提案により、次の通り自主研修会を開催することになりました。  

 日時 平成２７年６月２５日（木）午後１時３０分～  

 場所 東灘区更生保護サポートセンター  

 研修テーマ  第６５回”社会を明るくする運動」について  

○第６５回”社会を明るくする運動”作文コンテストの応募締切は次の通りです。  

 月日  平成２７年９月８日（火）  

 提出先 東灘区更生保護サポートセンター  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

★平成２７年４月１１日 平成２７年４月度理事会  

 ４月１１日青木文化センターにて４月度理事会が開催されました。  

○４月２４日総会資料の最終打ち合わせをしました。  

○平成２７年度から「会議（行事）実施結果報告」の様式が変わり、別途説明会を開催することになり

ました。  

○社明物資の総務への注文について次の通り決定しました。 

①「標語パネル」の発注書（すでに各支部長に手渡し済みです） 

②「社明のぼり旗のみ」用品番号別の申込枚数 

③「社明たすき」用品番号別、地区名入れ別の申込本数 

④「社明ライフビスケット」箱数 

⑤「社明ティッシュ」箱数 

これらについて平成２７年５月３１日（日）までに 

 サポートセンターへＦＡＸ（７７９－７０７９）または持参 



- 41 - 

 

８ 研修会報告 

【県市研修会】 

★平成２７年９月 ２日 平成２７年度第３１回中学校・保護観察所連絡会  

日時  平成２７年９月 ２日(水） 午後２：３０～５：００  

場所  神戸保護観察所  

出席者 保護観察所 鈴木所長、猪間首席保護観察官、泉・西村統括保護観察官  

            保護観察官９名  

              合計 １３名  

    保護司           ９名  

    担当校長         １５名  

    中学校生徒指導研究協議会 １０名  

    神戸市教育委員会     ２５名    総計７２名（桑山保護司出席）  

概要  開会あいさつ、各所からの状況報告のあと３班に分かれて  

       テーマ 学観連携のさらなる深化を目指して  

    分散会がもたれました。      
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【特別研修会】 

★平成２７年度保護司・更生保護女性会員・ＢＢＳ会員特別研修会  

日時 平成２８年 ３月１５日（火）及び１６日（水）  

場所 法務省浦安総合センター  

参加者 全国の保護司２０名、更生保護女性会員２０名、

ＢＢＳ会員２０名  

      （山田保護司出席）  

１日目 講義「更生保護団体の現状と相互連携の意義」  

    事例発表「更生保護団体間の連携について」  

    グループ討議「更生保護団体間で連携した活動の企画について①」  

２日目 グループ討議「更生保護団体間で連携した活動の企画について②」  

    全体討議  

山田保護司はグループＦで  

  課題２ ３団体が連携し、自分たちの

住む地域において犯罪や非行をした人や不

適応少年等の立ち直りや自立を支えるため

の活動として、どのようなものが考えられ

るでしょうか（社明運動以外）  

に取り組み、企画書「ＢＢＳライブ」をグ

ループ討議で作り上げた。（山田保護司写真

提供）  

 

★平成２７年度特別研修「更生保護サポートセンター」  

日時 平成２８年 ３月１５日（火） １０時３０分～１５時３０分  

場所 チサンホテル神戸  

参加者 サポートセンター既設置地区 １４地区２８名（和田、永島保護司）  

            未設置地区  ８地区１３名  

 神戸保護観察所では３４地区のうち１４地区でサポートセンターが設置されている。  

今までは量的拡大であったが、今後は質的拡充

で、今年は、立ち止まって評価し改善すること

に、との神戸保護観察所長の挨拶ののち、  

 民間活動支援専門官 寺田氏 

「更生保護サポートセンターの課題」  

主任保護観察官   山本氏 

「企画調整保護司の役割及び日誌の記載

等について」  

の講義があり、昼から４班に分かれてグループ

討議、全体会が行われた。  
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 東灘区保護司会では丁度３月試験実施で４月から第二ステージの取り組みをしており、まさに時機を

得た特別研修であった。多種多様な運営実態を参考に、身の丈に合った「みんなによる、みんなのため

の」センターを目指したいと思います。（和田保護司投稿）  

  

★平成２７年度特別研修「社明担当者」  

日時 Ｈ２８年 ３月 ４日（金） 午前１０時３０分～  

場所 神戸法務総合庁舎 大会議室  

 「第６６回社会を明るくする運動」の特別研修が開かれました。兵庫県下４１名の 保護司が集まりま

した。  

 実施要項の重点事項に  

   薬物依存からの回復と、社会復帰を長期的に支える地域の環境を作ること  

が、新たに加わりました。  

 また、高校生エッセイコンテストが、全県で実施されます。応募、依頼の仕方、審査手順などについ

て要望、意見が出ました。（松澤保護司投稿）  

 

★平成２７年度特別研修「盛山法務副大臣講演会」  

日時 平成２７年１２月１日（火） １５時３０分～１７時  

場所 神戸法務総合庁舎５階大会議室  

参加者 保護司約５０名（小野・羽島・森本・和田・山田保

護司）  

 演題「更生保護行政の現状と法務省予算」で約１時間の講

演のあと、３０分程度の質疑応答がおこなわれた。  

 

★平成２７年度特別研修「高校生エッセイコンテスト結果報告会」 

日時 平成２７年１１月３０日（月） １３時３０分～１５時  

場所 神戸法務総合庁舎１階大会議室  

参加者 保護司会１７名（山田・松澤保護司）  

事務局から  

 県社明事務局における経過報告  

 実施結果報告 応募作品７校５４作品  

があり、その後参加者による意見交換が行われた。  

 次年度は全県下に広げる。  

 ２月に社明担当研修を実施する。  

ことになった。  

 

★公開研修会「更生保護就労支援シンポジウム」                                  

 平成２７年度特別研修「協力雇用主との連携」  

月日  平成２７年１１月１７日（火）午後１時～午後４時  
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場所  兵庫県民会館１１階 パルテホール  

出席者 坂井、舩引、和田保護司  

 基調講演およびパネリストの野口義弘さんは、平成７年に北九州市でガソリンスタンドを開業して以来、

少年院や刑務所の出所者等のべ１３２人、現在経営中の三店舗の従業員３３人のうち２２人を雇用され

ている、素晴らしい経営者です。 （和田保護司投稿） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★平成２７年度特別研修「更生保護ボランティア活動」 

日時 平成２７年９月２９日（火） 午前１０時３０分～午後３時  

場所 チサンホテル神戸  

参加者 保護司会１２名、更生保護女性会１５名、ＢＢＳ会５名  

    オブザーバー 県保連会長・副会長 県更女会長・副会長、県Ｂ連副会長  １３名  

 今回の特別研修は昨年３月２８日「更生保護ボランティアの協働に関する三者宣言」を受けて神戸保

護観察所としてのはじめての企画である。今回はＢＢＳ会がある東灘区、北区、須磨区、西区、西宮市、

淡路保護区の三者が集まったものである。  

 この研修を受講して、 東灘区更生保護女性会の主たるメンバーが女性保護司であることから保護司会

と更生保護女性会の連携はある程度とれているが、ＢＢＳ会とは連携以前の状態であることを知らされ

た。  

 班別討議、全体討議、講評でも指摘されたように、  

①まず、東灘区ＢＢＳ会のメンバーを知る  

②東灘区ＢＢＳ会の活動内容を知る  

③お互いの活動に相乗り・ゲスト参加しあう  

ことに取り組む必要があると思った。  

 そのための第１歩として、今回の研修に参加した  

船引・和田保護司、森・桑山保護司兼更女、櫻井Ｂ

ＢＳ会員  

で話し合う場を持ってはどうだろうか？（和田保護

司投稿） 
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★ 平成２７年度特別研修「保護司会会計事務」  

日時 Ｈ２７年６月３日（水） 午前１０時３０分～午後４時  

場所 神戸法務総合庁舎 大会議室  

参加者 ５６名  梶保護司、和田保護司  

①保護司会会計と収支予算（決算書）について  

②保護司実費弁償金の請求について（概要）  

③保護司実費弁償金の請求事例について（解説と演

習）  

④更生保護サポートセンター既設置地区および平成

２７年度設置予定地区に対する説明会  

と盛りだくさんの特別研修で、終了時には、グッタ

リ。とは言え、６月２３日役員会、６月２７日理事

会に向けて東灘区保護司会としてのマニュアルを作成しなければなりません。頭をシャープにして明日

から取組みます。（和田保護司投稿）  

 

★ 平成２７年度特別研修「社明担当者」  

日時 Ｈ２７年５月２２日（金） 午前１０時３０分～午後３時  

場所 神戸法務総合庁舎 大会議室  

①午前の部  

・開会のあいさつでは、鈴木美香子所長より、社明活動の成果はすぐに目に見える形ではあらわれるも

のではない、土を耕すような作業で地道に活動を続けていくことが必要との言葉があった。  

・第 65回「社会を明るくする運動」解説・公開ケース研究会について  

・内閣総理大臣メッセージについて  

・作文コンテストについて  

②午後の部～６地区集まり、グループ討議、情報交換の場となりました。（松澤保護司投稿）  
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【定例研修会】 

★平成２８年３月８日 自主研修「会則・細則を読む」 

日時   平成２８年３月８日（火） １３時３０分から１５時００分  

場所   魚崎西町会館  

内容   現在改正作業をしている東灘区保護司会会則・細則を会員の皆さんに説明し、認識の統  

     一とよりよい改正内容にすることを目的とする。  

説明者  和田総務  

  まず、会務執行する「役員会」、事業活動の「部会」、地域活動「支部会」のトライアングル体系を、

その後、１条毎に記載内容を資料に基づき３０分間説明した。１５分の休憩後、条文の解釈、支部区域

図などについて活発な意見が出され、有意義な自主研修会となった。なかなか総会当日では見られない

光景で、説明者にとってはありがたい１時間半であった。（和田保護司投稿）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★平成２８年２月２３日 平成２７年度第４期地域別定

例研修 

日時 平成２８年２月２３日（火）  

１３時３０分から１５時３０分  

場所 東灘区更生保護サポートセンター  

内容 事例研究  
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  中川保護観察官から研修のねらい「今回は、生活環境調整事件と仮退院後の保護観察に付されている

少年の事例を取り上げ、複数テーマをグループで討議し、こうした事例での対処などについて、相互の

意見を共有することとしたいと思います。・・・・」との説明があり、その後、５つのグループに分かれ

て事例検討をおこない、グループ代表者から検討結果の発表があった。終始、真剣かつ和やかな雰囲気

の研修会でした。終わりにあたり、平成２７年度４回の定例研修を開催して下さいました中川保護観察

官に対して拍手でもって一同お礼をしました。(和田保護司投稿）  

 

★平成２７年１１月２０日 平成２７年度第３期地域別定例研修 

日時 平成２７年１１月２０日（金） １３時３０分から１５時  

場所 東灘区更生保護サポートセンター  

内容 薬物事犯者の処遇について  

 中川保護観察官から資料に基づき説明があり、その後、グループに分かれて事例検討をおこない、グ

ループ代表者から検討結果の発表があった。終始、和やかな雰囲気の中,意義な研修会となりました。(和

田保護司投稿）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★平成２７年９月 ３日 平成２７年度第２期地域別定例研修 

日時 平成２７年９月 ３日（木） １３時３０分から１５時  

場所 東灘更生保護サポートセンター  
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内容 保護観察処遇における関係機関との連携  

     （事例研究）～福祉機関を中心に～  

 中川保護観察官から資料に基づき説明があり、その後、４つのグループに分かれて事例検討をおこな

い、グループ代表者から検討結果の発表があった。（和田保護司投稿）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★平成２７年６月２５日 ６月自主研修 

日時 平成２７年６月２５日（木） １３時３０分から  

場所 東灘更生保護サポートセンター  

内容  

 自主研修の前に  

○時間  １３時３０分から１４時２０分  

 講師  神戸市企画調整局情報化推進部社会保

障・税番号制度推進担当 ３人  

 テーマ マイナンバー制度が始まります  

を開催し、数多くの質疑応答が行われました。  

○６月自主研修  

 時間  １４時３０分から１５時３０分  

 出席者 御影支部 １人、住吉支部 ２人、魚崎支部 ７人、本山支部１０人、本庄支部 １０人  

 テーマ 第６５回社明運動の取り組みについて  

 まず、総務和田保護司から、  

     ・法務省ホームページから  

       第６５回の趣旨  

       社会を明るくする運動の歴史  
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       第６５回社会を明るくする運動の活動内容  

     ・東灘区保護司会平成６年から２７年の活動内容  

についての説明のあと、犯罪予防部長松澤保護司から  

     ・平成２７年度 保護司特別研修「社明担当者」報告  

     ・第６５回社会を明るくする運動東灘区推進委員会の内容とスケジュール  

の説明に基づき、各保護司の役割分担と集合時刻を決めた。  

 このような全体での事前説明会は今年が初めてで

あったが、皆の心が一つになり、出席者からも大好

評であった。 （和田保護司投稿）  

○自主研修の後、研修部会、広報部会、本山支部会

がそれぞれ開催されました。 

 

 

 

 

 

   

★平成２７年５月２８日 平成２７年度第１期地域別定例研修会 

日時  平成２７年５月２８日(木）午後１時３０分から 

場所  東灘更生保護サポートセンター 

 定例研修会に先立ち、会長挨拶、総務連絡事項 

    ・新任保護司の紹介  本庄支部 南本孝治保護司 

    ・６月２５日(木）自主研修「第６５回社会を明るくする運動」について 

その後、更生保護女性会連絡事項の説明があった。 

 定例研修 生活環境の調整について～刑の一部の執行猶予制度の実施に向けて～を中川保護観察官か

ら資料に基づき説明があり、事例検討１ケースについてグループ討議を行って、各班から発表された。

最後に、猪間首席保護観察官からご講評をいただいた。なお、中川保護観察官は６月９日から７月３１

日研修があり、その間、猪間首席保護観察官が代理されることが伝えられた。 

 研修会後、犯罪予防部会、広報部会、本庄・本山支部会などが引き続き開催された。（和田保護司投稿）  

 

★平成２７年３月６日 平成２６年度自主研修 

「東灘区保護司会ホームページ開設に向けて」 

        広報準備会 和田保護司 

  東灘区保護司会の行動転換を目指し 

 ＳＴＥＰ１（平成２６年度）ブログ及び手作りホームページ

にチャレンジし 

 ＳＴＥＰ２（平成２７年度）総務活動は総務が、支部活動は

広報部員が、専門部会活動はそれぞれの部会員が投稿し、広報
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部ブログ担当がパソコン入力することに参加者の共通認識が得られました。そして、投稿記事のチェッ

クについては、更新の都度ブログ担当から役員・理事・広報部員に一斉お知らせメールをおこない、不

都合なものについては即刻ブログ担当が削除することとし、その他運営方法の改善については歩きなが

ら考えることになりました。 

  

★平成２７年２月２６日 平成２６年度第４期定例研修会  

第４期定例研修会「Ｑ＆Ａ こんな時どうしますか？」 

        神戸保護観察所 保護観察官 五十嵐 律子 

 研修目的「保護観察処遇を進めていく中で、予期しなかった事態が発生し、その対応に苦慮する場合

があります。そして、そのような場面で行った対応が、その後の保護観察処遇に大きな影響を及ぼすこ

とがあります。今回の研修では、保護司が「こんなとき、どうすればいいだろう」と悩んだり、判断に

迷う場面を取り上げ、その対応の仕方について、検討します」のもと、７事例について６グループに分

かれてディスカッションし、代表グループが検討結果を発表しました。経験の浅い保護司には先輩保護

司の体験を交えた対応策を学び、全員には五十嵐保護観察官から的確なアドバイスをいただき、いつも

通り活気ある研修会となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 研修会後、専門部会の平成２７年度部長・副部長の選出会議が部会毎に開催され、広報部は小野さんに

部長を、石畠さんに副部長になっていただくことになりました。小野さん、石畠さんを中心に活力ある

広報部を！！みなさん、よろしくお願いします。 
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【研修旅行】 

★平成２７年１１月１１日  

日時 平成２７年１１月１１日（火）  

場所 神戸保護観察所  

訪問者 山田会長  

 研修旅行も無事終え、観察所へお礼にお伺いした。真砂観察官が不在だったので山本事務官にお伝え

した。  

 

★平成２７年１１月１０日  

日時 平成２７年１１月１０日（火）  

場所 徳島刑務所 淡路人形座   

参加者 保護司 ２２名（本庄６名、本山１０名、魚崎４名、住吉２名）  

    名誉会員 １名  

    更女   １名     計２４名   

担当 本山支部  

 小林支部長さんから、帰着後、早速２２時１５分に報告メールを頂きました。  

「先ほど研修・参観～戻ってまいりました。無事？？？帰着したことは間違いありませんでした。大変

いろいろとハプニングがありましたが、皆様の協力と支援と、智慧で乗り越えられました。 御指示があ

りました、記録写真、たくさんはありませんが、添付で、お送りいたします。尚、コメントも求めて居

られますが「無事終了」がコメントのすべてと思います。」  

小林支部長さん、お疲れさまでした。  

 また、旅行に参加されたＦ保護司からも  

「本日、小林支部長のご努力で無事に研修旅行が終わりました。皆様喜んでいただけたように思います。」  

とのメールを頂きました。  
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★平成２６年１０月２７日 

 １０月２７日に更生保護法人三重県保護会「上弁財荘」で研修しました。この施設は明治２７年５月に

創立され１２０年の歴史があります。昨年３月に全面改築工事が完成しました。１０時１５分から５０

分まで施設長さんのご説明をお伺いし、その後１１時３０分まで施設長さんのご案内で施設見学を行い

ました。鉄筋コンクリート造３階建の収容定員２０名で、本日現在保護観察対象者８人、更生緊急保護

対象者１０人とのことでした。見学者は２５人で、質疑応答も活発におこなわれ、充実した研修になり

ました。施設長さん、ありがとうございました。 
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【講演会】 

★平成２７年１２月１０日 東灘区人権週間講演会 

日時  平成２７年１２月１０日（木）１４：００～１５：３０  

場所  神戸ファッション美術館５階 オルビスホール  

参加者 森本・川西保護司  

 まず主催者東灘区役所区長から開催の挨拶があり、その後講演会がありました。 

  「子どもたちを取り巻くネット環境」 

      安川 雅史さん（全国Ｗｅｂカウンセリング協会理事長）  

                     （川西保護司写真提供） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★平成２７年１２月 ４日 犯罪被害者週間講演会 

日時  平成２７年１２月 ４日（水）１４：００～１５：４５  

場所  神戸市勤労会館  

参加者 ８０名 和田保護司  

 まず主催者神戸市危機管理室課長から開催の挨拶があり、その後二つの講演会がありました。 

  講演会１ 「終着駅のないレールを走り・・・」 

          高松 由美子さん（公益社団法人ひょうご被害者支援センター理事） 

  講演会２ 「性暴力被害者支援とは～二次被害防止のために」 

          田口 奈緒さん（性暴力被害者支援センター・ひょうご代表） 

 犯罪被害者等の支援について教えられ、更生保護活動に幅ができたような気がしました。 

これからも機会があれば受講を続けたいと思います。（和田保護司投稿） 
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★平成２７年１０月 ７日 平成 27年度物質依存関連問題研修会 

日時  平成２７年１０月７日（水）１３：３０～１５：００  

場所  兵庫県こころのケアセンター  

出席者 山田・永島保護司（山田保護司投稿）  

  

 講師は垂水病院長 山本訓也氏で、薬物依存症患者を実際に治療サポートされている立場からの報告

で、生々しい報告であった。 

 先生の講演の冒頭の言葉は：元来、依存症というものは滑稽で哀しいものである。 

 個人が何らかのきっかけで、心の救いを求める手段として薬物に手を出してしまうのであろうが、使

用することで更に自身の置かれた状況の正しい理解が遠のき、馬鹿げたことに極めて危険な薬物使用を

繰り返してしまう。 

 そして確実に破綻は訪れる：とありました。 

薬物依存症のサポートは難しく大変な作業です！！ 
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９ 支部報告 

【本庄支部】 

★平成２８年 ２月２３日 本庄支部会  

日時  平成２８年 ２月２３日(火） 午後３時～  

場所  東灘区更生保護サポートセンター  

出席者 ８名  

内容  諸報告  

    研修旅行について   

   

★平成２８年 １月 ４日 青木地区新年互礼会  

日時  平成２８年 １月 ４日(日） 午前１１時３０分～  

場所  青木文化センター １階会議室  

出席者 保護司として小野さん、坂井さん  

 地域の各種団体の方々の懇談ができました。その中で、保護司の役務についての質問があり、  

今年はもっと地域の行事に参加し、保護司について、犯罪防止等の啓発活動を強化していこう  

と話しあった。  

  

★平成２７年１２月 ５日 本庄支部会  

日時  平成２７年１２月 ５日(土） 午後７時から午後９時  

場所  ＺＥＮ  

出席者 ７名  

内容  ・新任保護司の推薦依頼について  

 

    ・来年保護司研修旅行について  

    ・名簿について  

    ・バザーの収益について  

    ・今後の予定について  

      新年互礼会、東灘保護司会総会、本庄支部総会について  

    ・その他     

支部会終了後、懇親会を行った。（坂井保護司投稿）  

   

★平成２７年９月２５日 本庄支部会  

日時  平成２７年９月２５日(土） 午後６時３０分から  

場所  小野保護司宅  

出席者 梶井、大谷、小野、永島、畑、前田、松本、安田、藤川、坂井保護司  

内容  ・上半期のふりかえり  

    ・今後の事業予定  
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    ・来年担当の研修旅行の素案、意見交換  

    ・その他  

支部会終了後、懇親会を行った。（坂井保護司投稿）  

  

★平成２７年９月１５日 作文コンテスト選考会  

日時  平成２７年９月１５日(火） 午後２時～４時  

場所  小野保護司宅  

出席者 畑、松本、小野、坂井保護司  

内容  本庄中学校の社明運動作文コンテスト応募９８作品から選考  

    次の支部会を相談し、９月２５日開催予定とした。（坂井保護司投稿）  

  

★平成２７年７月２５日 本庄支部”第６５回社会を明るくする運動”  

日時  平成２７年７月２５日(土） 午後５：３０～８：３０  

場所  サンシャインワーフ  

内容  ＊ 本庄支部保護司 梶井、小野、永島、前田、   

松本、安田、坂井が  

      ４時に集合。横断幕、のぼり旗、配布する 

ティッシュ、うちわ、ビスケットの用意  

             配布テイッシュ  

 

 

 

 

 

 

 

 

    ＊ 午後５時３０分 小、中学校ＰＴＡ、青少協

の皆様約３０名集合して  

      頂き、配布開始。  

    ＊ 三々五々解散した。 （坂井保護司投稿）  
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★平成２７年４月２５日 本庄支部支部総会  

日時  平成２７年４月２５日(土） 午後５：００～７：００  

場所  小野保護司宅  

出席者 梶井、大谷、小野、永島、畑、前田、松本、坂井、（新任予定者 南本）、藤川、安田  

議事  平成２６年度事業報告・決算、平成２７年度事業計画（案）・予算（案）を審議され満場一致で

承認されました。そして新しい役割分担を  

      新副支部長  小野さん（新設）  

      会計     松本さん（前任 小野さん）  

    としました。  

その後、  

 今後の支部会の持ち方について検討し、引き続き懇親会を開催しました。（坂井保護司投稿）   
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【本山支部】 

★平成２８年３月２４日 神戸市立本山第二小学校卒業式来賓出席 

 第８０回卒業式に中島名誉会員とともに来賓と

して出席しました。卒業生は男子１０３名女子１

０４名合計２０７名で、一人の欠席もありません

でした。式で、やはり感動ものは「卒業生による

門出のことば」。まず、第１学年から第６学年まで

の各学年ごとの出来事を、次に、第６学年のクラ

ス紹介、そして第６学年行事の思い出、最後に地

域の皆さん、先生・職員の皆さん、両親への感謝

の言葉、５年生への期待など、どれをとっても良

く通る、心に残る、「掛け声」でした。卒業生のみ

なさん、ありがとう。（和田保護司投稿） 

 

★平成２８年３月１０日 神戸市立本山中学校

卒業式来賓出席 

 昨年に引き続き、第６９回卒業証書授与式に来

賓として出席しました。保護司会から山田会長も

ご出席。卒業生徒は２５７人で、「国家斉唱」の

後、音楽コンクールでの合唱をバックミュージッ

クで卒業証書が一人一人に授与されました。 

 終始姿勢を崩さず、私語もなく、素早い起立と、

角度の深い礼、見事な卒業生たちの姿に感服しま

した。そして、在校生代表送辞、卒業生代表答辞、

更には卒業生退場での「先生方へのお礼・感謝の大声」、どれも心に残る素晴らしい「語り」「光景」で

した。感動、ありがとう。 

 伝統の重みとわが街・岡本を感じる素晴らしい卒業式でした。卒業生のみなさん、校長先生をはじめ

とする教職員のみなさん、素直な子供に育てて下さった保護者のみなさん、子供たちをいつも見守って

おられる地域のみなさん、ありがとうございます。（和田保護司投稿） 

 

★平成２８年２月１４日 本山支部会  

月日  平成２８年２月１４日（日）１８時～２０時  

場所  土間土間  

参加者 小林さん、西尾さん、舩引さん、南さん、森さん、山下さん、山田さん、和田  

    名誉会員 中島さん  

    特別参加 小野さん  

 支部会の前に、４年ぶりのボウリング大会を神戸六甲ボウルで行いました。優勝は山下さん、準優勝

は山田さんで、みなさん、久々のボウリングにチャレンジされていました。特に、西尾さんは２ゲーム
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目は１ゲーム目の１．５倍のスコアで、本日のハイゲーム賞（中島さんの色紙）を獲得されました。さ

すが山下さんのフォームは本物で、若いとき、いかに○○○姿をうかがわせるものでした。また、来年

も！！！  

 本山支部会は小林支部長の挨拶、山下副支部長の乾杯で、いつもの通り保護司の話題  

特に今回は、新しく担当する福池小学校、今年新調予定のホゴちゃん入りのスタッフジャンパー、サポ

ートセンターの運営、専門部会の今後、副会長の職務・・・。  

 今年は会員２名の交代がありますが、みなさん、元気に、楽しく、和やかな本山支部を！！  

よろしく。（和田保護司投稿）  

 

★平成２７年１２月１３日 平成２７年度秋季防災訓練  

月日  平成２７年１２月１３日（日）１０時～１３時  

場所  岡本長子公園、甲南大学、岡本公会堂」  

参加者 本山支部から５人の保護司がそれぞれの立場で参加されました。  

    東灘区保護司会本山支部 桑山・和田保護司  

    本山第二小学校区防災福祉コミュニティ等諸団体 山田・舩引・松澤保護司   

 東灘消防署・本山西分団、甲南大学、各種地域諸団体が一体となった消防訓練でした。  

百聞は一見にしかず。いろんな体験をしました。ロープ結束、水消火器、簡易担架、車椅子搬送、煙体

験、人口呼吸などなど。ただ、小型動力ポンプの駆動に挑戦したが、結局、力不足で起動できず、若者

に交代、残念でした。（和田保護司投稿）  
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 ★平成２７年１２月 ２日 本山支部会  

月日  平成２７年１２月 ２日（水） 

１９：００～２１．３０  

場所  甲南山手駅南「御影」  

参加者 小林支部長ほか本山支部全員の保護司、中島名誉会

員・更女会員 合計１２名  

 小林支部長作成のレジメに従って、新年互礼会・総会の日

程、現在魚崎支部担当エリアである福池小学校区を本山支部

あるいは本庄支部への移管、西尾・森保護司の後任、研修旅

行の反省、名簿作成など話し合い、その後。懇親会をしました。

（和田保護司投稿）  

 

★平成２７年１１月２９日 東灘一斉清掃の日  

月日  平成２７年１１月２９日（日） 

１０：００～１１．００  

場所  清掃地域 ：田中町、甲南町（最終は中野街公園南西

角付近）  

参加者 小林、桑山、森保護司  

 田中区自治評議会主催の活動に参加し、「社会を明るくする運動」の一環として、  

又田中地区の方々と面識になる良い機会となりました。（桑山保護司写真提供）  

 

★平成２７年１０月１２日 本山支部会  

月日  平成２７年１０月１２日（月）１２：２０～１３．２０  

場所  東灘区更生保護サポートセンター  

出席者 小林、森、桑山、山田、南、舩引、松澤、和田保護司、中島更生保護女性会  

議事  研修旅行の準備項目、役割分担などを決定しました。  

     研修旅行全般の責任者、進行係は小林保護司     

     車中の昼食、飲物、お菓子などの買い出し、袋詰は松澤保護司を中心に女性陣  

     バス持ち込み品の保管・運搬は舩引保護司  

     当日の参加費集金、懇親会支払など会計は桑山保護司  

     訪問先への手土産購入は中島更女  

     現地での誘導案内、員数確認は和田保護司  

     行程中のナビ補助は川西保護司  

     写真は梶井保護司  

なお、最終の詳細スケジュール・パンフ、注意事項は１０月２４日の理事会で説明することに。  

（和田保護司投稿）  

 

 



- 61 - 

 

★平成２７年９月１７・２０日 第６５回社明作文コンテスト選考会  

 ９月１７日（木）１８：００～１９：００  

松澤・桑山保護司、中島名誉保護司  

 ９月２０日（日）１３：００～１６：００  

松澤・山田・和田・森保護司  

で、本二小の開放教室にて第６５回”社会を明るくする運動”

作文コンテスト本山支部選考会を開催しました。本山第二小

学校から１９１作品、本山南中学校から２７作品が応募され

ました。多数の応募、心から感謝します。選考した作品は９

月２５日東灘区選考委員会に提

出します。（和田保護司投稿）   

★平成２７年８月２９・３０日 田中地区盆踊りで街頭キャンペーン  

  田中町中之町公園で開催された田中地区盆踊りに、田中財産区坪内青年

部長のご協力をえて、西尾・桑山保護司でティッシュ配り、”社会を明るく

する運動”を訴えました。（西尾保護司投稿）  

 

★平成２７年８月２２日 野寄地区盆踊りで街頭キャンペーン  

 野寄公園で開催された野寄地区盆踊りに、舩引・和田保護司の２名でティ

ッシュ配り、”社会を明るくする運動”を訴えました。入場者１０００人を

はるかに超える大盛況でした。（和田保護司投稿）  

  

★平成２７年８月１６日 田邊・小路合同地区盆踊りで街頭キ

ャンペーン  

 本山第一小学校で開催された本山ふれあいフェスタで山下保

護司がティッシュ配り、”社会を明るくする運動”を訴えました。

（山下保護司投稿）  

 

★平成２７年８月１５日 岡本地区盆踊りで街頭キャンペーン  

本山長子公園で開催された岡本地区盆踊りに、舩引・和田保護司の２名でティッシュ配り、”社会を明

るくする運動”を訴えました。また、本山支部所属の山田会長は輪の中で盆踊りされていました。（和田

保護司投稿）  
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★平成２７年８月１５日 北畑地区盆踊りで街頭キャンペーン  

 山下保護司がティッシュ配り、”社会を明るくする運動”

を訴えました。（山下保護司投稿）  

 

★平成２７年８月１、２日 森・中野地区合同盆踊りで街

頭キャンペーン  

 本山第三小学校で開催された森・中野地区合同盆踊りに、

山下・川西保護司の２名でティッシュ配り、”社会を明る

くする運動”を訴えました。（山下保護司投稿）  

 

★平成２７年７月２６日 本二小夏祭りで街頭キャンペーン  

「夏祭り」開門前の１６：４０から桑山、舩引、和田、松澤保

護司の４名でティッシュ配りをし、”社会を明るくする運動”を

訴えました。その後、桑山さんは「保護司会」、舩引さんは「ふ

れまち協議会」、松澤さんは「青少協」、和田は「同窓会」のそ

れぞれの持ち場に分かれました。（和田保護司投稿）  

 

★ 平

成２７年７月２４日 森稲荷神社「夏越祭」で

街頭キャンペーン  

１８：５５～２０：００森、小林、川西保護

司の３名でうちわ・ティッシュ配りをし。そし

て森財産区のみなさんにご挨拶し、”社会を明る

くする運動”を訴えました。                             

（小林保護司写真提供）  

 

★平成２７年７月１１日 １１月中旬研修旅行の下見  

 ８：３０本山地区出発、１７時１０分帰着。小林さんの車で、舩引さん、川西さん、和田の４人で研

修旅行の下見に。その成果は絶大なものでした。  

①まず、淡路人形座で  

 ホームページに載っている電話番号０７９９－５２－０２

６０でナビ検索して行ったら、もう３年前に福良に移転した

とのこと。なんで３年経っても！！と不満を抱きましたが、

１１：００開始の定例公演があったことから、いつの間にか

満足に。  

②次に、徳島刑務所に  

 休日のためが受付終了の札が。注意事項を写真にとって、

併せて記念撮影を。  
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③最後に、食事処に  

 「道の駅うずしお」の「絶景レストランうずの丘」で予約しようとしたら、なんと  

ＬＯ１６：００ 閉店１６：３０ オー何で？早すぎ！！時間超過料金を支払うといってもＮＯ ＮＯ 

ＮＯ。急遽、舩引さんの案内で「民宿 観潮荘」を訪ね、決定。ただし、椅子席、堀炬燵席でなく、座

布団重ねで座っていただくことに、すみません。素晴らしい料理で御免なさい。  

○そして、車中持ち込み品の手配、トイレ休憩箇所・買い物箇所・バスの駐車場などを話し合いました。

みなさん、研修旅行を楽しみにして下さい。（和田保護司投稿）        

 

★平成２７年７月９日 作文コンテストの応募依頼の学校訪問 

 第６５回”社会を明るくする運動”作文コンテストの応

募の依頼に２つの中学校、４つの小学校を訪問しました。  

場所  ９時３０分本二小→９時５０分本山中 

→１０時１０分本一小→  

   １０時３０分本三小→１１時００分本南小 

   →１１時１０分  

訪問者 山田・和田・松澤・桑山保護司、中島名誉保護司・

更女 森・川西保護司（本三小のみ）和田保護司投稿） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★平成２７年７月５日 推進委員会・支部会 

 ７月５日１８：３０から１時間  

    ・社明物資の配布  

    ・７月９日小中学校訪問の確認  

    ・活動結果の報告  

 などを話し合い、併せて７月１１日研修旅行下見の打合せをした。その後、懇親会を行い、長い第６

５回”社会を明るくする運動”一日を終えた。                      

                               （和田保護司投稿）  

★平成２７年７月５日 第６５回”社会を明るくする運動”街頭キャンペーン（本山支部担当地域街宣

活動） 

○西岡本、岡本、田邊、北畑、小路、中野、森、田中地区を車３台で行進し、先頭車のスピーカーから
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繰り返し”社会を明るくする運動”を訴えた。 

○ＪＲ摂津本山駅、阪急岡本駅、ダイエー本山店の周辺および甲南本通で、”社会を明るくする運動”の

ぼりをたて、社明ポロシャツ・タスキを着用して、通行人にティッシュを配って、”社会を明るくする運

動”を訴えた。（和田保護司投稿） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 65 - 

 

★平成２７年７月４日 第６５回”社会を明るくする運動”

街頭キャンペーン（本山地区ふれあい七夕まつり） 

日時 平成２７年７月 ４日（土） ９：３０～ 

場所 本山西地域福祉センター 

参加者 本山支部 山田・松沢・舩引・和田保護司、中島

名誉保護司・更女       （和田保護司写真提供） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★平成２７年７月２日 甲南女子高等学校訪問 

 第６５回”社会を明るくする運動”高校生エッセイコンテストの応募の依頼に甲南女子高等学校を訪

問しました。  

日時  平成２７年７月 ２日（木）１１：０５～１１：２０  

場所  応接室  

出席者 甲南女子高等学校 教頭  

    東灘区保護司会 山田会長、和田副会長  

             （和田保護司投稿）  

★平成２７年６月２６日 ふれあい懇話会 

平成２７年度第１回本山南中・本山中ブロックふれあい懇話会に出席しました。  

日時 平成２７年６月２６日（金）１５：００～１６：５０  

場所 神戸市立本山中学校  

内容  

①講演会 「不登校生と共に歩んで」  

講師 東教育相談所 主任指導員 下谷 寿雄  

②状況報告  

学校単位に話し合いがもたれ後、各校からその内容を発表  

  この機会に東灘区保護司会として第６５回社会を明

るくする運動をチラシで紹介  

③研修会 「いじめ防止小中地域会議」  

  本山中の生徒２名の司会で、小学校４校、中学校２校からそれぞれの取り組みについて写真入りの

パワーポイントで発表。マイクの使い方も良く、短時間で極めて要領良く発表され、本山中にいたって

はコント入りで、今の子供たちのレベルの高さにびっくりしました。     （和田保護司投稿）  
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★平成２７年６月２５日 本山支部会 

６月自主研修の後、１５時３０分から１時間、東灘更生保護サポートセンターにおいて、本山支部”社

会を明るくする運動”の実施内容について話し合った。  

 ○７月５日９時３０分野寄公園に集合し、参加者で財産区への配布品の仕分けし、１０   

  時から支部管内を車３台で巡回広報。ＪＲ摂津本山駅周辺、阪急岡本駅周辺、ダイ  

  エー本山店周辺、甲南商店街でティッシュ配り。  

 ○７月５日１８時３０分甲南山手駅前「御影」にて支部推進委員会  

 ○７月９日小学校４校、中学校２校に作文コンテスト募集依頼の訪問  

   ９時３０分本二小→１０時００分本山中→１０時４０分本三小→  

  １１時００分本一小→１１時１０分本南小→１１時２０分本南中    （和田保護司投稿）  

 

★平成２７年６月１８日 神戸市立本山第二小学校施設開

放運営委員会にて社明運動チラシを配布・説明 

 ７月１２日”社会を明るくする集い”チラシを桑山保護司

から出席者全員に配布・説明しました。なお、中島名誉会員

が会長（本日は運営委員会欠席）、そして桑山保護司、松澤

保護司、和田保護司が運営委員です。（和田保護司投稿） 

 

★平成２７年６月１４日 田中区自治評議会定時総会報告 

 平成２７年６月１４日午前１１時１５分からホテルリマ

ーニ（岡山県瀬戸内市牛窓町）にて平成２７年度定時総会が開催され、中西会長から事業報告・計画、

濱田会計から決算報告・予算案、福田監事から監査報告が行

われ全て承認されました。その後、西尾さん（保護司）のご

発声で乾杯し、懇親会に入りました。総会には東灘区保護司

会本山支部から小林支部長、森・和田保護司の３人（西尾さ

んを含めば４人）参加しました。 

 総会・懇親会後、備前窯元、閑谷学校などを見学し、午後

６時に帰着しました。ほとんど交通渋滞もなく、閑谷学校に

はあまり外国人観光客もおられず、静かに昔を偲ぶことがで

きました。（和田保護司投稿） 

 

★平成２７年５月１６日 本山支部会 

開催日時  平成２７年５月１６日（土）１１：００～  

 於： サポートセンター 

出席者      小林、西尾、山田、森、桑山、和田、松澤、

南、船引、山下  10名 

主な議題  ① 本山支部 27 年度活動計画、日程、人員配

置など 
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               ②  研修旅行の立案 

               ③  その他 

議事          ①７/５    社明運動 担当地域街宣活動  １０：００～ 野寄会館～  

         ７/５  本山支部推進委員会     １９：００～ 場所未定  

                 ７/９    小中学校社明作文コンクール募集依頼訪問活動 

                 ７/１２  第 65回 社会を明るくする運動  御影クラッセ １３：００～ 

                  社明 キャンペーン用品など数量検討決定 

               ②数箇所の候補より滋賀刑務所を目的地に決定。 

                     立ち寄り地などの資料を集め、プログラムを煮詰める。（山下保護司投稿） 

 

★平成２７年５月４日 本山だんじりパレード 

岡本区地車 記念撮影 

本山だんじりパレード ９台 ＪＲ摂津本山駅北側 山

手幹線 １２：３０～１４：３０ 

 雨も止み、９台（今年新調した岡本は雨天中止）が勢ぞ

ろいした素晴らしいだんじり。保護司のみなさんもそれぞ

れの区で活躍されていました。若者の「居場所つくり」「絆

つくり」に欠かせない「だんじり」です。(和田保護司投

稿） 

★平成２７年４月１６日 神戸市立本山第二小学校施設開放運営委員会にて法務省チラシを配布・説明 

 ”地域でつくる安全・安心な社会「更生保護」って知って

る”を和田保護司から出席者全員に配布・説明しました。な

お、中島名誉会員が会長、そして桑山保護司、松澤保護司、

和田保護司が運営委員です。（和田保護司投稿） 

 

★平成２７年４月９日 本山中学校入学式来賓出席 

４月９日１３

時から体育館

で入学式が行

われました。新一年生は７組２７５人で、真新しい制服に身

を包み、凛々しい、頼もしい少年少女たちでした。写真は在

校生による歓迎の歌の様子です。来賓には午前中にご挨拶し

た本山第二小学校の校長、ＰＴＡ会長、先生方も来られ、地

域のみなさまと親しく話ができました。（和田保護司投稿） 

  

★平成２７年４月９日 本山第二小学校入学式来賓出席 

４月９日１０時からアリーナで入学式が行われました。新一年生は５組１７３人で,多くの方がご夫婦で

お見えになっていました。みんな姿勢正しく、登壇の校長先生、ＰＴＡ会長さんを見つめ、大きな声で
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挨拶をしていました。写真は２年生による「お迎えの歌」で、

大きな声で歌い、掛け声も素晴らしかったです。入学式、幾

度出席しても良いものです。また、新校長・新教頭さんとご

挨拶し、地域のみなさまと懇談できました。（和田保護司投

稿） 

 

★平成２７年４月９日 本山第三小学校入学式来賓出席（森

保護司） 

 

★平成２７年４月７日 本山第二小学校離任式出席 

４月７日８時４５分からアリーナで離任式が行われました。

本山支部から中島名誉会員、桑山保護司、松澤保護司、井内

更生保護女性会員、和田保護司が出席しました。 

 更生保護への「地域のチカラ」として学校との連携が重要

であり、地道でコツコツとした日常的なつながりが大切です。

みなさん、お忙しいところ出席して下さり、ありがとうござ

いました。（和田保護司投稿） 

 

 

★平成２７年４月４日 岡本地車改修御披露目 

昨年５月より改修工事を行っていた岡本地車が御披露目

されました。 

岡本地車が明治後期の建造で名工「大佐」作と伝えられ、

その上品な姿と彫刻の格調の高さには定評があります。正

面車板の天岩戸から姿を現す天照大神の気高い神話の世

界に始まり、欄干下の縁葛には士農工商-民々の闊達な日

常の営みを、希少な三枚泥幕には源平の勇壮な合戦を題材

とした優美で繊細な彫刻が各所に配されています。 

 人口約２０万人の東灘区ですが、実はこの小さな行政区に、だんじりが３１台もあります。・・・この

だんじりは、古きは「灘のだんじり祭」として、広く親しまれていたと聞き伝えられている伝統あるお

祭りです。・・・３１台のだんじりは、旧町村などをベースにした５つの地区（御影･住吉･本山･魚崎･本

庄）ごとに祭礼が行われます。近年では５月にそれぞれ２日間にわたって祭礼を行い、地域によっては

１０月の祭礼にだんじりを再度曳き出す所もあります。いずれも無病息災・五穀豊穣などを祈願します。

私たち東灘だんじり会は、『だんじりの街東灘』として、数年ごとに一つにまとまり他に例を見ない祭典

を企画して盛り上げ、伝統文化を守り、青少年の育成並びに地域の活性化をめざしながら「東灘だんじ

り」を発展させたいと考えております。  

 まさに「だんじり」は「立ち直りを支える【地域のチカラ】」、地域との絆に欠かせないものです。（和

田保護司投稿） 
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【魚崎支部】 

★平成２８年 ４月度定例支部会  

日 時 ：平成２８年４月２日（土）１９：００～  

場 所 ：魚崎西町会館        

出席者 ：森本、梶、石岡、藤原、宮田、西口  

議題１. ４月以降の行事予定の件      

          ４/２７（水）１７：００～東灘区保護司会総会 於：プラザホテル  出席確認  

議題２. ２７年度会計決算見込み及び２８年度予算の件  

      支部本会計、支部親睦会会計の報告      

          予算の支出用途、備品購入方法、年度初めにあたっての会費徴収などに  

          ついて 確認しました。  

議題 3. 魚崎支部人事について      

          それぞれの役割について確認しました。  

その他、活動報告をしました。  

 

★平成２８年 ３月度定例支部会  

日時 ：平成２８年３月５日（土）１９：００～  

場所 ：魚崎西町会館  

出席者：森本、清原、松宮、（藤原）、宮田、梶、西口  

議題１ 今後の予定について  

     ・３/８（火）１３：３０～東灘自主研修 於 魚崎西町会館  

     ・４/２７（水）１７:００～東灘保護司会総会 於プラザホテル  

議題２ ２８年度総会について  

     ・内容の説明など  

    保護司会員名簿の個人情報取り扱いを注意するように。  

議題３ その他  

     ・活動報告 受け持ち数、問題点などを話し合いました。  

     ・保護司の人材不足、地域の境界などについて意見を交換しました。  

次回支部会４/２（土）１９：００～於魚崎西町会館   

 

★平成２８年 ２月度定例支部会  

日時 ： 平成２８年２月６日（土）１９：００～  

場所 ： 魚崎西町会館  

出席者： 森本、清原、石畠、石岡、宮田、西口  

議題１ 今後の行事予定について  

     ・２/２３  統一研修 サポセンにて  

     ・３/８  自主研修 魚崎西町会館にて  

     ・４/２７  東灘区保護司会総会  プラザホテルにて   
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           往復ハガキで出欠確認します、必ず返信すること。  

議題２ 今年度の「中学校との連携」について  

     ・内容をどうするか  

          今どきの中学生の意識や動向を提起したり、  

          会の運営について話し合いました。  

議題３ その他報告など  

     ・新人保護司について  

          本山 2名、住吉 3名の予定  

     ・次回３/５ １９：００～魚崎西町会館  

   

★平成２７年１１月度定例支部会  

日時 ： 平成２７年１１月 ７日（土）１９：００～  

場所 ： 魚崎西町会館  

出席者： 森本、石岡、梶、宮田、西口  

 

議題１ １１／３（祝）東灘ふれあいフェスタについての報告   

      ・お疲れさまでした！  

      ・バザーの出品の質が良く、常連さんも多い。  

      ・来年からの課題  

        一般の方はマナーを守ってほしい。  

        出品が手薄にならないように工夫が必要だ。   

議題２ 今後の予定について  

      ・１１／１０（火）徳島刑務所研修旅行  

      ・１１／１４（土）薬物乱用防止キャンペーン参加要請  

      ・１１／１９（木）学校との連携  

                住吉中学校２年生対象         （西口保護司投稿）  

   

★平成２７年１０月度定例支部会  

日時 ： 平成２７年１０月 ３日（土）１９：００～  

場所 ： 魚崎西町会館  

出席者： 森本、清原、石岡、石畠、高橋、宮田、西口  

議題１ 今後の予定について  

     ・１０／３０（金） 「兵庫県更生保護大会」魚崎支部から石畠氏が出席予定  

     ・１１／ ３（祝） 「東灘フェスタ」於住吉公園  

                 ９：００現地集合で開催予定  

                 バザーの値付け 日程を変更しました注意！  

                 （誤）１１／１（日）→（正）１１／２（月）１３～１６時  

議題２ １１／１０（火）研修旅行について  
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     ・日程変更になりました （誤）１１／１２→（正）１１／１０  

議題３ 「学校との連携」について  

     ・１１／１９（木）住吉中学校に於いて開催予定  

議題４ その他、活動の近況報告、各々が抱える問題点などについてディスカッションしました。  

                              （西口保護司投稿）  

 

★平成２７年９月度定例支部会  

日時 ： 平成２７年９月 ５日（土）１９：００～  

場所 ： 魚崎西町会館  

出席者： 松宮、森本、清原、石岡、石畠、宮田、西口  

議題１ 夏期の社明運動について  

６回に渡る各地域のお祭りでの社明運動、お疲れさまでした。  

魚崎中学校生ボランティア「ハートプロジェクト」延べ参加人数は１１３名！六甲アイランド地区も１

５名と増えています。大変有意義なＰＲ活動ができました。来年からも、タスキを着け意識を高く持っ

て、活動に取り組みましょう。  

その他、反省報告など。  

議題２ 今後の予定  

１０／３０ 兵庫県保護司会 三田市にて開催  

１１／３  東灘フェスタ バザーで参加  

１１／１０または１２ 研修旅行 徳島刑務所見学他 詳細は後日  

１１／１９ 東灘区保護司会学校との連携 住吉中学校  

議題３ 兵庫県新任保護司研修のディスカッションで問題提起された内容について  

・どこで面接をするのか。家ではやりにくい。また社明活動などで地域に保護司とわかっていると、地

元の場所ではやりにくい。  

・対象は青少年だけかと思っていた。  

・異性の場合、非常に気をつかう。  

など。  

・サポセンの利用について、利用可能時間に限りがあるので、結局使いづらい。  

など。  

自分たちの立場に置き換えて話し合いました。   （西口保護司投稿）   

  

★平成２７年８月２９日 西浜公園 魚崎４丁

目自治会 夏祭り 街頭キャンペーン  

魚崎中学ボランティア「ハートプロジェクト」の

みなさんと一緒に、街頭キャンペーンをしました。

参加保護司は松宮・清原・宮田・梶保護司の４名

でした。（梶保護司投稿）  
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 ★平成２７年８月２９日リバーモール公園 ＲＩＣサマーイブニングカーニバル 街頭キャンペーン  

高橋・石岡・藤原保護司が街頭キャンペーンをしました。（西口保護司投稿）  

 

★平成２７年８月２２日 浜公園 ふれあいの町づくりフェスティバル 街頭キャンペーン  

魚崎中学ボランティア「ハートプロジェクト」のみなさんと一緒に、街頭キャンペーンをしました。参

加保護司は森本・松宮・宮田・西口・梶保護司の５名でした。（梶保護司投稿）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★平成２７年８月 ８日 魚崎西町南公園 魚崎川西自治会 夏祭り 街頭キャンペーン  

魚崎中学ボランティア「ハートプロジェクト」のみなさんと一緒に、街頭キャンペーンでビスケットと

ティッシュを配り、「犯罪のない明るい社会づくりにご協力をお願いします！」と呼びかけました。夕立

直後の暑い中、みなさんがんばりました！（西口保護司投稿）  

                

 

 

 

 

 

 

 

 

★平成２７年８月 １日 住吉川公園 夏フェスティバル 

街頭キャンペーン  

魚崎中学ボランティア「ハートプロジェクト」のみなさんと、

街頭キャンペーンでティッシュ配り。”社会を明るくする運動”

を訴えました。（西口保護司投稿）  
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★平成２７年７月２５日 川井公園 うはらの盆 街頭キ

ャンペーン  

「第６５回社会を明るくする運動」街頭キャンペーンでティ

ッシュ配り。”社会を明るくする運動”を訴えました。（西口

保護司投稿）  

 

★平成２７年７月１８日 魚崎支部”第６５回社会を明るく

する運動”  

魚崎支部では、以下のように「第６５回社会を明るくする運動」を開催いたしました。  

日時   ：７／１８（土）１３：３０～１５：３０  

場所   ：魚崎西町会館  

テーマ   ：ケース研究「子どもたちを取り巻く環境～ＳＮＳトラブルからの傷害事件」  

研修形式：事例紹介からグループに分かれてバズセッション、発表、講評など  

参加者   ：福池、六甲アイランド、魚崎各地域の  

          小中学校校長先生および先生方  

          ＰＴＡ、青少協、民児協の方々  

          山田東灘区保護司会会長、魚崎支部保護司７名  

                                          計４３名  

・台風一過の暑い中、各地域からたくさんの方々がお集まりくださり、このテーマについて話し合われ

ました。  

・みなさん、各々の立場からの真剣な意見がたくさん出され、「犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える

地域のチカラ」を実感できました。  

・おかげさまで、今年も大成功の魚崎支部「社会を明るくする運動」でした。  

・みなさん、ありがとうございました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★平成２７年７月度定例支部会  

日時 ： 平成２７年７月 ４日（土）１９：００～  

場所 ： 魚崎西町会館  
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出席者： 森本、梶、高橋、宮田、西口  

議題１ 配布パンフレットの確認  

     ・生活環境調整ガイドブック  

     ・学校との連携  

     ・魚崎支部ケース研修会の資料  

議題２ 魚崎支部社明研修会の件  

     ・７／１８（土）１３：３０～ 魚崎西町会館にて開催予定  

     ・魚崎、福池、六甲アイランド各地区の小中学校先生方、ＰＴＡ、青少協などにご出席いた    

      だいき、テーマに沿って話し合ったり情報交換をして、地域に根差した防犯意識を高めて

いた だくよう仕向ける。  

     ・本年度テーマ「子どもたちを取り巻く環境ＳＮＳに於いてのトラブル」  

     ・来賓として山田会長、石田更女会長をお招きします。  

    よろしくお願いいたします！  

議題３ 東灘区保護司会 社会を明るくする集いについて  

     ・７／１２（日）当日のタイムテーブル、役割分担、服装などについて確認しました。  

その他フリートーク  

     ・処遇の違いについて  

     ・親の責任、学校の責任、本人の責任、、、。などについて意見交換をしました。  

   

★平成２７年６月度定例支部会  

日時 ： 平成２７年６月 ６日（土）１９：００～  

場所 ： 魚崎西町会館  

出席者： 森本、清原、松宮、梶、藤原、石岡、高橋、宮田、西口  

議題１ 平成２７年度魚崎支部社明研修会の件  

       実施日時：７／１８（土）１３：３０～魚崎西町会館にて開催を決定。  

       出席者の確認、各団体参加依頼、テーマをどうするかなどについて討議しました。  

       参考資料回覧（ＳＮＳにおいてのトラブルの事例）  

議題２ 東灘区保護司会 社会を明るくする集いについて  

       実施日時：７／１２（日）１３：００～ 御影クラッセ南側広場  

       計画進行状況の報告、課題などについて討議しました。  

議題３ 小学校、中学校への社明作文コンクール依頼の件  

       作文の回収について 各１校につき１部選出のうえ９／８（土）〆切回収することを決

定。  

       高校生向けエッセイの依頼をどうするかなどについて討議しました。  

議題４ その他連絡事項  

      ・備品購入について ファイル、パネル他備品の購入予定数を報告  

      ・魚崎盆踊りでの社明活動予定確認  
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★平成２７年５月度定例支部会 

日 時 ：平成２７年５月２０日（土）１９：００～ 

場 所 ：魚崎桜宴 

出席者 ：森本、清原、石畠、松宮、梶、石岡、高橋、宮田、西口 

議題１.  平成２７年度決算の件 

    各会計担当者からの報告、承認 

議題２. 魚崎支部年間行事予定の件 

    ・７/１８（土）魚崎支部主催「社明運動」について 

    ・７～８月各地域の夏祭り予定、魚崎中学校ハートプロジェクトとの連携 

    ・今年度備品購入の選定 

その他フリートーク 

    面接の難しさ、保護司として・・など、日頃感じていることをフリートークでたくさん話し合

いました。みなさん熱い！ 

  

★平成２７年４月度定例支部会 

日 時 ：平成２７年４月６日（土）１９：００～ 

場 所 ：魚崎西町会館 

出席者 ：森本、清原、石畠、松宮、梶、石岡、高橋、宮田、西口 

議題１.  東灘区保護司会総会の件 

    ４/２４（金）１７：００～ 於：プラザホテル 

その他 

活動報告 

対象者の精神状態、発達障害などについての事例、難しさかかわり方などをみんなで考え話し合いまし

た。 

  

★平成２７年３月度 

日 時 ：平成２７年３月７日（土）１９：００～ 

場 所 ：魚崎西町会館 

出席者 ：森本、石畠、藤原、石岡、高橋、宮田、西口 

議題１. 行事予定の確認  

     東灘区総会 於：ホテルプラザ神戸  他 

議題２. 専門部会について  

     部会の活動内容説明と魚崎支部員配属の確認  

議題３. 活動トークセッション 

     日頃の保護司活動でのできごとや問題点などをみんなで話し合いました。 

その他 

   HPが新設されました！ みなさんどんどん活用しましょう！ 
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【住吉支部】 

★平成２８年 ３月１０日 神戸市立住吉中学校卒業式来賓出席  

日時 ： 平成２８年 ３月１０日（木）１０時００分～  

 本日、住吉中学校の卒業式が挙行されました。春まだ浅く肌寒い日でしたが雨に降られず、滞りなく

終了しました。男子９４名 女子８２名 計１７６名 がそれぞれの未来へ羽ばたいて巣立っていきま

した。 何回出席しても感動の涙が溢れます。幸せな人生を歩んでほしいですね。  

                          （羽島保護司投稿）  

   

★平成２８年 ３月 ８日 ３月度支部会  

日時 ： 平成２８年 ３月 ８日（火）１８時００分～  

場所 ： たんたか 

出席者： 住吉支部全員出席  

 新任保護司を迎えるにあたっての心構

えと支部の線引きについて討議しました。  

会の開催を重ねることによって親睦が図

れて有意義でした。（羽島保護司投稿）   

  

★平成２８年２月 ８日 第３回住吉ふ

れあい懇話会  

 今年度の最後のふれあい懇話会があり

ました。  

日時 ： 平成２８年 ２月 ８日（月）午後３時３０分～  

場所 ： 渦が森小学校 

出席者： 岡部・羽島保護司  

 住吉中学校、住吉小学校、渦が森小学校の学校園長３名 、教育委員３名 保護者委員３名   

地域代表委員２４名（青少協支部長、保護司、主任児童委員、学校評議員、、、）  

合計３３名で組織されています。  

 平成２７年度 活動テーマ  

 「笑顔であいさつ、住みよい住吉」－あいさつ 声かけ 地域の子 ふれあい 手伝い 家庭から  

 様々な立場の委員から情報を提供していただき、地域が子供たちを育むための礎となっている事を  

感じました。これからもつながりを一層強くしていきたいと思いました。（羽島保護司投稿）  

   

★平成２７年１２月１４日 第２回住吉ふれあい懇話会  

日時 ： 平成２７年１２月１４日（月）午後３時３０分～  

場所 ： 住吉小学校   

出席者： 岡部・羽島保護司  

 住吉中学校、住吉小学校、渦が森小学校の３校のふれあい懇話会が行われました。  

平成２７年度の活動スローガン  
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  「あいさつ 声かけ 地域の子 ふれあい 手伝い 家庭から」  

１ ３校の地域団体、関係機関、学校関係者３５人が出席して「情報交換」の後  

 先般行われた保護司会の「学校との連携の取り組み」を住中の先生から皆さんに報告  

 していただきました。  

２ その後、交通事故、特に自転車事故についての研修をしました。（羽島保護司投稿）   

  

★平成２７年１２月 ５日 １２月度支部会  

日時 ： 平成２７年１２月 ５日（土）１８時００分～２０時００分  

場所 ： かごの屋  

出席者： 住吉支部全員  

議題 ： 新年互礼会の連絡  

     佐々木支部長、池田支部長が推挙されました  

     その後、懇親会となり、和気藹々のうちにお開きしました。  

     （羽島保護司投稿）   

  

★平成２７年１１月２０日 １１月度支部会  

日時 ： 平成２７年１１月２０日（金）１９時００分～２０時３０分  

場所 ： 住吉神社社務所  

出席者： 葉山、佐々木、池田、羽島保護司  

議題 ： 支部長選任について  

      候補者を選任できたので、１１月度理事会に諮ることになった。  

  

★平成２７年８月３０日 山田公園 街頭キャンペーン 

８月３０日山田公園の盆踊りに行ってきました。ここは白鶴美術館のすぐ南、住吉川の自動車道東です。

キャンペーンのティッシュを持参で食券売り場で手渡すたすきがけの羽島です。この公園の盆踊りは毎

年夏休みの恒例行事で大勢の子どもたちで賑わいます。生前の大野さんもいつも顔を出してくださいま

した。（羽島保護司投稿） 
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★平成２７年７月１６日 ７月度支部会 

 平成２７年７月１６日午後７時から８時３０分にかけて住吉神社社務所において保護司５人による支

部会を開催した。  

 

★平成２７年６月２５日 ６月度支部会 

 平成２７年６月２５日午後７時から８時３０分にかけて住吉神社社務所において支部会を開催した。  

 

★平成２７年６月２２日 第１回住吉ふれあい懇話会 

 「第一回住吉ふれあい懇話会」が午後３時半から住吉中学で行われました。いつもの地域の学校関係

者３０人のほか、この日は住吉小学校、渦が森小学校、住吉中学校と３校から生徒さんたちが総勢２５

人ほど集まリ、次のようなテーマで趣旨に沿って進められました。  

   ＜小中連携「いじめ」防止地域フォーラム＞  

      1、今回のフォーラムの趣旨説明  

     ２、学校での活動についての発表  

     ３、目に見える「いじめ」・目に見えにくい「いじめ」  

子どもたちの活発な意見交換が頼もしくまた新鮮でした。最後に今年度のいじめ防止宣言を次の文言に

決めて散会しました。  

    ☆きずこう信頼 つくろう友達  なくそういじめ☆（羽島保護司投稿）  

 

★平成２７年５月２８日 ５月度支部会 

 平成２７年６月２５日午後７時から８時３０分にかけて住吉神社社務所において支部会を開催した。  

 

★平成２７年３月２４日 渦が森小学校卒業式来賓出席 

 神戸市立渦が森小学校で卒業式が行なわれま

した。来賓で行ってまいりました。式が終った

ころ季節はずれの雪が六甲おろしの名の通り風

に舞い散り､まるで卒業生をお祝いする紙ふぶ

きのようでした。    

 男子８４名  女子６７名 計１５１名が元気

に巣立っていきました。 

 最近は仰げば尊しや蛍の光は歌わずに､今の

思いを詩に託し､掛け合いや重唱で､感謝と旅だ

ちを歌い上げ､まるでミュウジカルの舞台のよ

うでした。「感動を有難う!!」（羽島保護司投稿） 

  

★平成２７年３月１６日 平成２６年度第３回住吉ふれあい懇話会 

 ３月１６日、ふれあい懇話会が当番校の渦が森小学校でありました。 

 住吉中学の校長先生を会長として地域の住吉小学校、渦が森小学校の校長先生、また地域団体、関係
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機関、学校関係（PTAの役員、愛育部、生徒指導の先生）の皆様が実行委員として出席いたしました。 

 情報交換の後、住吉中学校の豊富なホームページの写真から、今回は「被災地支援を通じて心の教育を」

～「まけないゾウ」プロジェクト～阪神淡路大震災から２０年ＫＩＺＵＮＡ(絆）を考える会」への取り

組みを紹介してくださいました。 

そして、以下の取り組みを推進していくことを宣言しました。 

一つ目、、、災害に備える取り組 

二つ目、、、災害の知識を学ぶ取り組 

三つ目、、、被災した人々を支援する取り組 

四つ目、、、地域との交流を深める取り組 

なお、「被災した人々を支援する取り組」として「まけないゾウ」プロジェクトを。 

この「まけないゾウ」とは阪神淡路大震災後 KOBE 発「生きがい協働事業として１９９７年にスタート。

「1本のタオル運動」で集められたタオルを被災者がぞうの形をした壁掛けタオルに変えて販売。生徒会

の被災地支援の取り組みとしてスタート。（羽島保護司投稿） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

★平成２７年３月１０日 住吉中学校卒業式来賓出席 

 神戸市立住吉中学校で、厳かな中、整然と行なわれ、無事に男子９８  女子 ７８  計 １７６名が卒

業しました。来賓として臨席し、未来に羽ばたく卒業生たちに幸多かれと祈るばかりでした。（羽島保護

司投稿） 
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【御影支部】 

★平成２７年１０月 ８日 御影中学育英会にて講演  

日時 ： 平成２７年１０月 ８日（木）  

場所 ： 御影中学校  

講演 ： 城村保護司  

       テーマ「地域連携・保護者への啓発」  

      御影中学育英会より依頼で、保護者（出席者）３５名（教頭先生も含む）に  

     １５分間お話をしました。その際の内容を「育英会たより」に掲載いただきました。  

                                  （城村保護司投稿）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★平成２７年８月 ９日 御影盆踊り、灯籠展表彰 

街頭キャンペーン 

 御影小学校でティッシュ配りをし、”社会を明るく

する運動”を訴えました。  

配布ティッシュ 

８月９日は御影小学校盆踊りが開催されました。去年が台風の影響で中止となり、今年も初日は雷で

中止となってしまいましたが、２日目に無事開催することができました。 

 

★平成２７年７月２６日 御影夏祭り（沢の井夜店）街頭キャンペーン 

 御影支部「社会を明るくする運動」として  

   日時 平成２７年７月２６日（日）午後５時３０分～午後９時００分  

   場所 御影クラッセ広場  
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にて、田中・山本・廣瀬保護司３名でティッシュ配りをし、”社会を明るくする運動”を訴えました。  

 御影夏祭り（沢の井夜店）は御影１２地区自治会が毎年夏休み早々に御影クラッセイベント広場で恒

例の夜店を実施いたしました。当日は多数の小中学生が楽しんでいました。（廣瀬保護司投稿）  
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１０ 専門部会報告 

【広報部会】 

★平成２７年６月２５日 平成２７年度第２回広報部会  

６月自主研修の後、１５時３０分から１時間、東灘更生保護サポートセンターにおいて第２回の広報部

会を開催しました。  

出席者は御影・住吉・魚崎支部各１名、本山支部２名で、  

 ○昨日でブログ累計訪問者３０００人、最近は１３．２人／日  

 ○ブログ投稿者も広がりを見せている  

 ○７月は”社会を明るくする運動」で各支部とも行事があり、是非ともブログ・ホームページに投   

  稿するよう働きかけたい。  

 ○明後日の理事会で広報部長から支部・専門部会に依頼する  

こととなった。           (和田保護司投稿）  

 

★平成２７年５月２８日 平成２７年度第１回広報部会  

５月統一研修の後、１６時から３０分、東灘更生保護サポートセンターにおいて第１回の広報部会を開

催し、出席者は御影・住吉・魚崎支部各１名、本山・本庄支部各２名で、広報部員としての初顔合わせ

を行い、次回６月２５日に第２回部会を開催することになった。 （和田保護司投稿）  

                   

★平成２７年４月１日付 神戸市の人事異動  

〇局長級  

東灘区長（行財政局担当局長・人材育成担当）谷口真澄  

退職者 東灘区長 井川 博  

〇小学校  

【転任】本庄（市教委）上橋秀司  

    六甲アイランド（松尾）馬場和美  

    広陵（六甲アイランド）森本晃  

    港島（福池）三善公文  

    垂水（本山第二）川口幸子  

【昇任】福池（多聞台）畠雅則  

    本山第二（市教委）田畑俊成  

【退職】本庄 平山直樹  

〇中学校  

【転任】魚崎（市教委）陣崎哲郎  

    本山（市教委）新地哲政  

    住吉（市教委）山田孝雄  

    吉田（魚崎）庄治恵子  

【退職】本山 常森一裕  
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〇事務局  

【転入】教職員人事担当部長（住吉中学校長）中溝茂雄  

 

★平成２７年４月１日 いよいよ本格運用  

 東灘区保護司会ブログは平成２６年９月１９日テスト運用開始後、みなさまの暖かいご支援のもと、

大きく成長することができました。その間の記事件数は総計１５９件（一日当たり０．８件）で、その

内訳は、東灘区保護司会内情報発信８６件、法務省保護局ツイッター等の転載７３件で、ブログ訪問者

は累計１,８６３件（一日当たり９．６件）でした。ただし、テスト運用であったことから東灘区保護司

会内の情報発信元が偏ったものでありました。  

 ここで、ブログ・ホームページの新たな挑戦として平成２７年４月１日から本格運用とし、総務活動

は総務が、支部活動は広報部員が、専門部会活動はそれぞれの部会員が、県市会議・観察所研修会等は

出席者がメール投稿し、広報部ブログ担当がそれらをパソコンに入力する「みんなでやろう」体制で取

り組みたいと思っております。  

 どうか東灘区保護司会のみなさん、日々の地域活動、更生保護活動でご多忙とは思いますが、情報の

共有・保存・発信のためにご協力をお願いします。  東灘区保護司会広報部ブログ担当保護司 和田  

 

【研修部会】 

★平成２７年６月２５日 平成２７年度第１回研修部会  

６月自主研修の後、１５時３０分から１時間、東灘更生保護サポートセンターにおいて今年度第１回の

研修部会を開催しました。  

出席者は魚崎支部１人、本山支部２人、本庄支部３人で、明後日の理事会で自由懇談「専門部会細則を

読んで・・・」があるので、研修部員の意見を自由に話し合った。  

                                    （和田保護司投稿）  

【犯罪予防部会】  

★平成２７年７月１１日  

日時   平成２７年７月１１日（土） 

１８：００～２０：００ 

場所   東灘更生保護サポートセンター 

出席者  ９名 魚崎支部 森本、梶、宮田、西口 

        本山支部 松澤、山田、山下、桑山 

        本庄支部 永島 

明日 7/12に開催予定の「社会を明るくする集い」の各係り

の動きの確認と配布資料の袋詰めを行いました。明日は暑く

なりそうです。みなさん熱中症に気を付けながら、会の成功

に向けてがんばりましょう！                             

（山下・西口保護司投稿） 

        

 



- 84 - 

 

★平成２７年５月 ８日  

 日時   平成２７年５月 ８日午後７時～ 

 場所   東灘更生保護サポートセンター 

 出席者（８名）魚崎支部 森本、梶、宮田、西口 

        本山支部 松澤、山田、山下 

        本庄支部 永島  

 議事 第６５回社会を明るくする運動について 

    ①平成２７年７月１２日（日）１３：００～ 於：御影クラッセ 

    ②各所連絡予定の確認  

    ③今後の予定     

      ・第３回犯罪予防部会 ６月自主研修の後       

      ・第４回犯罪予防部会 ７月１１日（土）１８：００～         

                   於：東灘更生保護サポートセンター                 

                  資料袋詰め             

      ・区役所との打合せ  ５月２６日（火）１０：００～    

                        於：東灘区役所                 

                  松澤、西口、森本、山田   

                                 （山下保護司投稿）     

 

★平成２７年３月２０日  

平成２７年度犯罪予防部会メンバーによる第１回部会を開催した。 

 平成２７年３月２０日（金）１９時～ 於 岡本（和民） 

 出席者（１１名）御影支部 田中恵子 

         住吉支部 羽島敦子 

         魚崎支部 森本和也・梶 実延子・宮田育世・西口敦子 

         本山支部 山田シヅ子・桑山美智子・松澤 恵・山下敬一 

         本庄支部 永島敬夫 

 欠席者（４名） 御影支部 西蔵全祐 

         住吉支部 三輪一了 

         本庄支部 坂井佳江、松本恵美子  

   議事     ①連絡事項の確認 

             ②観察の現況、情報交換 

             ③決定事項 

                 1.次回会合   ５/８（金） １９：００ サポートセンター 

                 2.社明活動   

                         ７/１２（日） 御影クラッセ   消防、幼稚園、中学への問い合わせ（田中）                                             

（山下保護司投稿） 


