
月

4 22日

26日

5 16日

18日

20日

22日

24日

25日

25日 再任保護司　　　　 　 12名

27日 片岡東灘区長へ“社会を明るくする運動”東灘区実施委員長就任を依頼

28日 定時総会  議事：平成19年度事業報告・決算報告・会計監査報告

　　　 　 関係機関との懇親会　　　　　         　　  （ホテルプラザ神戸）

6 13日

25日

28日

30日

17～18日   特別研修「犯罪被害者支援としょく罪指導」

6月定例会　統一研修『更生保護法改正に伴う保護観察について』

　　　　　　　　　　　　　　　 葛原保護観察官講義 （区役所３階会議室）

　　　　　　　   平成20年度事業計画・予算案の審議（ホテルプラザ神戸）

兵庫県社明実施委員会　西尾副会長出席　　（神戸メリケンオリエンタルホテル）

東灘区役所外壁に１０ｍの“社会を明るくする運動”の懸垂幕がかかる

理事会開催　総会議事に付議する事項　　　　     　　 （青木文化センター）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （ホテルシーショア御津岬）

27～28日   副会長・会計保護司連絡協議会　石田保護司・清原保護司参加

　　　　講師：兵庫県東灘警察署生活安全課少年係　河本　孝信係長

　　　　　  南保護司・廣瀬保護司参加（川口屋　城崎リバーサイドホテル）

　　ポスター・のぼり・立看板・パネル等の掲出　（区内一斉）

第58回“社会を明るくする運動”東灘区実施委員会開催　    （東灘区役所）

　● 東灘区実施委員長　片岡区長より各関係団体へ協力要請のメッセージ

　● 講演『最近の少年犯罪の動向と管内の様子』　

平成20年度　　事　業　報　告　書

報－１

事　　　業　　　内　　　容

　　　  新主任官 葛原保護観察官との懇談と専門部会儀　　（魚崎西町会館）

第38回  神戸まつりパレード参加　  16名参加

４月定例会自主研修　

20年度会計監査及び決算理事会　　　　　　　　  　  （青木文化センター）

　● 社明広報ビデオ『ボクの居場所』上映

理事会開催「保護司の再任新任について・社明行事ほか」（青木文化センター）

社明担当者保護司連絡協議会  羽島副会長出席

神戸市連理事会～総会　正副会長  ４名参加 （神戸メリケンオリエンタルホテル）

新任保護司　　　　　　１名（横田保護司）



月

7

1日

21日

26日

31日

8

支 部 行 事 の 実 績 実施回数 参加延人員 参加保護司

地区実施委員会 1回 126名 32名

街頭広報活動 16回 7,500名 41名

ミニ集会等対話集会 10回 　153名 34名

住民集会 1回 300名 5名

矯正施設訪問 13回 150名 30名

講演会 1回 72名 10名

その他の行事（たそがれコンサートほか） 10回 4,000名 51名

合　　　　計 52回 12,301名 203名

1日

２日

23日

29日

東灘区役所外壁に長さ10ｍの“社会を明るくする運動”懸垂幕がかかる

　　                     犯罪予防部会 街頭キャンペーン （サンシャインガーデン）

魚崎支部主催講演会「子どもの居場所づくり」　　　　　　  （魚崎西町会館）

報－２

事　　　業　　　内　　　容

1日～31日　　 　「地域社会とともにあゆむ更生保護」のコンセプトの下に

　　　　第58回“社会を明るくする運動”を区内各地区にて展開

（各支部ごとに関係団体との共催、協賛行事に協力）

“サンシャインコンサート in ひがしなだ”開催    （サンシャインワーフ神戸）

　　                  NPO法人 神戸・ユースネット　辻　幸志事務局長

犯罪予防部非行防止キャンペーン　子どもいきいきネットワーク２００８ 

サンシャインワーフ神戸 夏祭り“社明盆踊り大会”

ポスター・ノボリ・立看板等の撤去作業（区内一斉）

1日～31日　　　      第57回“社会を明るくする運動”を７月に引き続き実施

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫県こころのケアセンター）

理事会開催「社明実施結果報告・保護司候補者検討協議会ほか」（青木文化センター）

第58回“社会を明るくする運動”各支部の実施結果報告集計による

学校との連携強化事業『公開ケース研究会』　　　　  （神戸市立本庄中学校）

　　    　　東灘区公立中学校５校の吹奏楽部の協力による

平成20年度薬物関連問題研究会　石田保護司参加



月

9 9日

16日 中央研修会　足立保護司出席                　　　　　　　  （東京朝日ホール）

22日

26日

10 8日

24日

25日

28日

再任保護司　　　　  15名

任期満了保護司　　　 1名（才木保護司）

11 3日

7日

9日

13日

20日

22日

12 上～中旬 　支部別研修会開催（５回）

1～2日

                                                                     （夢前町　ホテル夢乃井）

4～5日

９月定例会　統一研修「続更生保護法」 葛原保護観察官講義　  （西町会館）

新任保護司　　　　　３名（川西保護司・城村保護司・松本保護司）

東灘ふれあいフェスタに出店　　　　　   　　　　　　　　（住吉中央公園）

神戸市立中学校・保護観察所連絡会　巽保護司出席　　　   （法務合同庁舎）

第56回兵庫県更生保護大会   27名参加　         （三木市文化会館大ホール）

理事会開催　　　　　　　　　 　　　　　　　　  　  （青木文化センター）

理事会開催　　　　　　　　　 　　　　　　　　  　  （青木文化センター）

理事会開催「専門部会見直し・新年互礼会について」   （青木文化センター）

報－３

事　　　業　　　内　　　容

東灘区民の安全なくらしを守る住民大会協賛参加　      　　（うはらホール）

叙勲受賞者１名・保護司表彰者１７名・更女表彰者３名・民間表彰者１名

近畿地方保護司代表者会議　石田保護司出席　　　　　   （メルパルク京都）

秋季研修旅行　更生保護施設「盟親」視察

　　　～近江八幡水郷めぐり～「鮎屋の郷」見学　　（当番幹事：住吉支部）

薬物乱用防止兵庫県大会　５名参加　　　　　　（尼崎アルカイックホール）

                                                 　　  （川口屋城崎リバーサイドホテル）

特別研修「就労支援の現状と協力雇用主の開拓について」

　　　　　　大野保護司・岡部保護司出席（シーサイドホテル舞子ビラ神戸）

10～11日

特別研修「社会資源の活用」　石田保護司・廣瀬保護司参加　 

特別研修「問題飲酒対象者の処遇について」 

11月定例会　統一研修『犯罪被害者等の支援について』

　　　　　　　　　　　　　　　葛原保護観察官講義 （区役所4階大会議室）



月

12 18日

27日

1 15日

23日

24日

29日

31日

2 14日

27日

28日

3 4日

7日

16日

27日 3月定例会　統一研修『改正更生保護法総集編』

　　　　　　　　　　　　　　　葛原保護観察官講義 　　 （魚崎西町会館）

28日

理事会開催「保護司会活動費・総会について」　　    （青木文化センター）

青少年育成フォーラム参加　　　　        　　　　　　　　　（御影公会堂）

　　　　　　　　　　『教育と更生保護』　～ 学校における生徒指導 ～

２月定例会　研修部会による自主研修　　　　　　　　　  （魚崎西町会館）　

犯罪予防部会反省会　　　　　　　　　　　　　　　　　  （魚崎西町会館）　

協力組織部会反省会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （真砂寿司）

「神戸まつり」実施委員・実行委員会　２名出席　　　  （神戸保護観察所）

役員会開催　「平成21年度役員人事について」　　　 　（清重商店会議室）

報－4

事　　　業　　　内　　　容

東灘区民のつどい　   ９名参加　　　　　　　　　     （ホテルプラザ神戸）

     講師：神戸松陰女子学院大学 人間科学部 子ども発達学科　加藤順一教授

市保連理事会～新年互礼会　    6名出席　 　　 　　（ホテルオークラ神戸）

辞任保護司　　　　　  　 1名

新年互礼会　    　 　　 　　　　　　　　　　　　　  （ホテルプラザ神戸）

理事会開催　　　　　　　　　 　　　　　　　　  　  （青木文化センター）

第１回「保護司候補者検討協議会」　　      　　　  　（区役所１階会議室）

理事会開催　　　　　　　　　 　　　　　　　　  　  （青木文化センター）


