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自治会町内会　各位

南保護司会

会長　工藤　昌代

南区更生保護女性会

会長　青山　かなよ

会報「更生保護みなみ（第54号）」の広報協力について

　時下、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

　また、かねてより両会が推進しております更生保護事業の諸般にわたり、ご支援、

ご協力をいただき厚く御礼申し上げます。

　さて、既にご承知のとおり両会が実施している主要行事や日ごろの活動状況等を広

く住民の方々にご紹介し、ご理解を深めていただくため標記会報を毎年春期と秋期に

定期刊行しております。

　このたび第54号を作成いたしました。

　ご多用の中、誠に恐縮ですが、会報を回覧数分お送りいたしますので貴町内会にて

ご回覧いただきたく、ご配慮をお願いいたします。

【問合せ先】

南保護司会・南区更生保護女性会

事務局　久保田

TEL：260－2510
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　南保護司会及び南区更生保護女性会の皆様

方には、コロナ禍という未曾有の困難が長期

化し、更生保護の活動にも多くの制約が生じ

る中にあって、感染防止対策を講じつつ、で’

き得る限りの活動の継続に御尽力いただいて

おりますことに深く感謝を申し上げます。

　コロナ禍は、人

と人とのつながり

を保つことを難し

くし、社会の中で

の孤独や孤立、生

きづらさといった

問題を顕在化させ 　　　　　　　　　　　　　噌

ました。そうした問題を抱える人たちをも包

み込むことのできる支え合いの社会づくりが、

強く求められている状況と感じます。こうし

た状況下において、これまで地域とのつなが

りを大切にしながら、様々な困難を抱える対

象者の立ち直りを支え、子どもたちの健やか

な成長を見守り、“社会を明るくする運動”を

通じ地域のチカラを掘り起こすなど、皆様方

の積み重ねてこられた更生保護の幅広い活動

が一層意義深く重要になるものと思います。

　コロナ禍は、様々な困難をもたらす一方で、

多様なコミュニケーションの方法やインター

ネットを活用した情報発信などの新たな工夫

　　　　　　　　　　　　　を生むきっかけ

にもなりまし

た。これからの

コロナ後あるい

はコロナと共に

ある社会にあっ

て、保護観察所

としても、こうした新しい試みや工夫もいか

しながら、皆様方と共に支え合いの社会づく

りに向け、更生保護の一層の充実に取り組ん

でいきたいと考えています。皆様方にはくれ

ぐれも御健康に留意いただきながら、引き続

きのご支援・ご協力を賜りますようお願い申

し上げます。
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第71回「社会を明るくする運動」
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　「社会を明るくする運動」は、犯罪や非行の防止と犯罪や非行をした人の更生に

ついて理解を深め、安全で安心な地域社会を築くための全国的な運動である。

　南保護司会主催の南区推進大会は、コロナウイルス感染拡大防止のため、本年

“『署

度も中止することになった。「社会を明るくする運動」の標語の募集を井土ヶ谷小学校、大岡小学校、南中

学校の3校に依頼し、応募353作品の中から優秀作品を選定し、各学校を通じて表彰を行った。また、標語

は作品集として冊子にまとめ各応募者に配布した。

　第72回「社会を明るくする運動」南区推進大会は、令和4年7月3日南公会堂にて開催の予定。

　　　　「社会を明るくする運動」

13　　第10回
し’ノ　標語入賞作品

＊悪い事　見て見ぬふりは　いけないよ

　　　　横浜市立大岡小学校　高橋　誠人さん

＊ネット世界　目には見えない　罠がある

　　　　　横浜市立南中学校　内田　悠太さん

＊やさしさと　笑顔で包む　ぼくの町　　＊広めよう　個性を認める　優しさを

　　横浜市立井土ヶ谷小学校　松崎　　尊さん　　　　　　　横浜市立南中学校　佐野　愛良さん

＊笑顔の輪　君から始めて　つなごうよ　　＊その言葉　後悔しないか　考えて

　　横浜市立井土ヶ谷小学校　永田　　瞳さん　　　　　　横浜市立南中学校　木村　　愛さん

＊分かってる　それなら辞めよう　悪口を

　　横浜市立井土ヶ谷小学校　岡澤　紗希さん

＊少しだけ　勇気をだして　ありがとう

　　　　横浜市立大岡小学校　金子　謙介さん

＊ありがとう　気持ちをつなぐ　君の声

　　　　横浜市立大岡小学校　土田　悠太さん

令和3年度 四区合同研修会
　　　　　　　　　一一
　12月10日、南区社会福祉協議会施設において、西区、中区、港南区、南区の四区合同研修会が開催された。

　今回の研修テーマは「コロナ禍に於ける保護司の活動」であった。感染予防のため、往訪、来訪での対面

を避けた電話による処遇対応だけでは、対象者の表情や態度を把握することが難しいと感じた参加者が多

かった。勉強会や行事等の中止が相次ぎ、会員交流ができず、会の運営困難に直面する状況が続いている。

また、四区とも定年退職による欠員補充に苦慮

し、新人確保の道を模索している現状がある。

　最後に、川上明日美観察官からここ10数年の

事件の推移の話があり、全体の講評を頂いた。

　活発な意見交換の中で相互理解も深まり、コ

ロナ禍に於いても研修の必要性を感じ、互いに

確認しあった有意義な研修会となった。
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癖南区甦保数性会
　　　　　　　　　　　　会長青山　かなよ

　一向に終息しないコロナ禍の中、各関係機関の皆

様はじめ会員の皆様におかれましては如何お過ごし

でしょうか。

　令和2年度と3年度の更生保護女性会の活動は、

新型コロナ感染拡大防止の為、大幅に縮小致しまし

た。皆様との唯一の交流の場として実施していた「新

春の集い」や会員交流会、そして会員研修旅行も中

止となり、お会いする機会もなく残念に思っていま

す。今年度の総会も紙面総会となる可能性も考えら

れます。先が見えないコロナの渦中ではございます

が、令和4年度の更生保護女性会の活動が一日も早く

再開できますことを願っております。

　令和4年度もご理解と、ご支援を宜しくお願い致

します。

令和3年度

第71回「社会を明るくする運動」

　南区保護司会と共催で毎年7月に開催していた

「社会を明るくする運動」も大会は実施できません

でしたが、各学校の先生方

のご協力を得て、児童生徒

の皆様に標語を書いていた

だきました。
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令和2年度・3年度更生保護女性会受彰者

　　　　おめでとうございます

　　　2年度

○横浜市長感謝状

　　常森美知子

○横浜市会議長感謝状

　　土屋富美枝

3年度

吉田　亜子

池田恵美子

○関東地方更生保護女性連盟会長表彰

　　森坂　公子

○神奈川県更生保護女性連盟会長表彰

　　益子やす恵　　　　島田　紀子

　　森本　安子　　　　天野やゑ子

　　寺本甲子代

○横浜市更生保護女性連盟会長表彰

山口　恵子

斎木　久子

尾崎ムツ子

勝地　節子

都築　保子

○横浜保護観察所長感謝状

池田恵美子

田邊　静子

細井　可江

天野やゑ子

外山　初江

鈴木久美子

佐藤　令美

内田ミツイ

土屋富美枝
　　　　　堺
　　　　　　　㍉

　　　　　5’

　　優秀作品の選考会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ

：　コロナ禍ではありましたが、令和3年度の「愛：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

：の募金」活動も無事終了いたしました。　　　　　：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・　皆様からご協力いただいた募金の一部を更生施・
■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・設などにお届け及び送金させていただくことがで・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

：きました事をご報告いたします。　　　　　　　　：
●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●

■●●●●●●●●●●●．・●・●・・・・…　　●■●・●・●●●・●●・・●・冶

令和3年度

神奈川県更生保護女性連盟会員研修　　　　　　　　　　　△
　　　　　　　　　　　瓜

　令和4年1月17日（月）横浜

西公会堂にて会員研修会が行

われました。

　「地域との連携協働推進地

区」の実施報告が4地区（大和・

泉・綾瀬・多摩）よりありま

した。どこの地区もこのコロナ禍の中、地域との連携

を密に計りながら、子どもが火を使わずに料理を作れ

るレシピ本を作成し

たり子育て支援をし

たりしていて、これか

らの活動の参考にし

たいと思いました。
　　　　　一＿一萱
ダルクのアトラクション
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着任しました

　　　　　　　　保護観察官

　　　　　　　川上　明日美

　　南区保護司会の皆様におか

　れましては、日頃から更生保

　護活動にご尽力いただいてお

　　　　　　　　りますことに心より感謝申し

上げます。本年4月1日より、南区を担当させ

ていただいております。

　さて、昨年から引き続き、新型コロナウイル

スの影響で、各種研修・会議が中止となってお

り、「社会を明るくする運動」などの地域の犯

罪予防活動も規模が大幅に縮小されています。

当然、保護観察対象者の処遇においても、対面

での面接が制限されるなど、依然として状況は

厳しいままです。私自身も保護司の皆様にはほ

とんどお会いできておらず、電話だけのやりと

りが続いていることを残念に思っております。

　南区は事件数も多く、皆様には日々ご苦労をお

かけしているところです。主任官としての経験は

まだ浅いので、至らない点は多々あるかと思いま

すが、今後も精一杯取り組んでまいりますので、

皆様からお力添えをいただきたいと思いっており

ます。どうぞよろしくお願い致します。

令和3年度保護観察処遇勉強会

　1月22日、保護観察勉強会が南区福祉保健活動拠

点で開催された。令和2年以降に任用された保護司

を対象にした研修で、15名が参加した。保護観察経

過報告書、生活環境調整についての勉強、対象者と

の面接方法について、質問や情報交換が行われた。

　感染対策を十分にとって開催された勉強会と

なったが、先輩保護司の体験談を聞くことができ、

今後の活動の参考になる貴重な場となった。顔を

合わせて行う

勉強会の重要

性を改めて認

識した。

　令和2年度・3年度保護司会受彰者

　　　　　おめでとうございます

○法務大臣表彰

　　足立　博子　　田邊　泰雄

○全国保護司連盟理事長表彰

　　志関　武二　　田邊　泰雄　　松尾実貴子

　　宮林　雄彦

○内助功労者

　　工藤　二郎

○関東地方更生保護委員会委員長表彰

　一ノ瀬　滋　　伊東　秀明　　鳥取　芳夫

　安齋　孝美

○関東地方保護司連盟会長表彰

　　赤見　一雄　　一瀬　　馨　　浦瀬　千恵

　　栗林　正彦　　長澤　博子

　　川口　裕子　　永井　正己　　吉川　昌代

○神奈川県知事感謝状

　　安田　清弘　　萩原香代子

○神奈川県保護司会連合会長表彰

　伊東　政浩　　桑畑　尚子　　安田　　勇

　坂本　直樹　　末廣　芳彦　　菅　　英晴

　鈴木　秀高　　横田　豊明

○横浜保護観察所長表彰

　川口　裕子　　永井　正己　　吉川　昌代

　　伊東　政浩　　桑畑　尚子　　安田　　勇

○横浜市長感謝状

　安齋　孝美　　一瀬　　馨

○横浜市会議長感謝状

　天野やゑ子　　浦　　隆夫

○横浜市保護司会協議会会長表彰

　伊東　政浩　　桑畑　尚子　　安田　　勇

　坂本　直樹　　末廣　芳彦　　菅　　英晴

○横浜保護観察所長感謝状

　　横浜市立石川小学校　　横浜市立中村小学校

　　横浜市立平楽中学校吹奏楽部

横浜市立蒔田小学校　　横浜市立南太田小学校

　横浜市立蒔田中学校

■退任保護司
金坂　　環　志関　武二

■新任保護司
鈴木　博文　　佐藤貴代子

小川　博芳　　藤元　政光

高木正隆

須加　佳江

黒澤雄太

天野やゑ子

丹羽　利之


