
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

第 1433回 （本年度 第 4回） 

平成 30年 8月 23日（木）早朝例会  
 

点  鐘  小泉 正博 会長 

司  会   東出 隆裕 会場監督 

斉  唱 「4 つのテスト」 

会員出席報告 江口 勉 親睦委員長 

欠席者：坂本会員、堤会員、髙木会員、都倉会員 
 

お客様紹介 小泉 正博 会 長  
  

◆原 増男様（ゲストスピーカー・ 
保護司会・元会長）  

◆小川 湧三様(川崎鷺沼ＲＣ)  

会員お祝い おめでとうございます♪ 

江口   進 会員（S39.8.20生） 

髙木謙太郎 会員（S57.8.31生） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ニコニコ報告  江口 勉 親睦委員長 

◆小川 湧三 様（川崎鷺沼ＲＣ） 

お世話になります。 

◆小泉 正博 会長・徳安 久是 幹事 
原様、早朝から有難うございます。立秋を過ぎました

が酷暑が続いております。ご自愛ください。また台風

のあたり年のようです、災害に備えた心積りとご注意

喚起下さい。 

 
 

◆山田 一之 会員 

8月15日(終戦記念日)あの日も暑い一日でした。これで

死なないで良かったなぁと思った少年の日の思い出。戦

争程の罪悪はありません、すべての戦争に反対しましょ

う！昭和１ケタも少なくなり語り部も少なく語り継い

でいきたい。 

◆市川 功一 会員 

原様には家内が保護司会でいつもお世話になっており

ます。本日はよろしくお願いいたします。 

◆ＳＡＡ一同 

原様、早朝よりありがとうございます。勉強させていた

だきます。 

◆親睦委員会一同 

夏の疲れが出やすい時期となりました。引き続きご自愛

くださいますようお願いいたします。 
 

「みんなニコニコ」 
山本  剛 会員・島田 叔昌 会員・内藤 松雄 会員 
若狭 滋則 会員・神谷  直 会員・小林 正樹 会員 
渡久地 政房 会員・坂口 精一 会員 

 

卓 話 保護司会 元会長 原 増男様 

「保護司の仕事について」 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おはようございます保護司会から来ました原 増男

と申します。住まいは又玄寺の交差点の近くでござい

ます。 

 お手元の資料ご覧ください、この最初の表紙のひま

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

２９名 ２２名 ７名 ８４．６１％ 

前々回(7月 19日)欠席８名 Make up ２名 ８８．４６％ 

ニコニコボックス 本日 15,000 円 累計 102,000円 

記念日ニコニコ 本日 10,000 円 累計 10,000 円 

 

 

 

 

川崎中原ロータリークラブ会報 川崎中原ロータリークラブ会報 

◆例会場 ホテル精養軒 第１木曜日 PM12:30～ 第３木曜日 AM7:30～ TEL:044-711-8855 
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会長・小泉 正博  幹事・徳安 久是  会場監督・今井 敬  会報委員長・戸張 裕康  

事務所・〒211-0063 川崎市中原区小杉町 3-70-4 ホーユウパレス武蔵小杉 104 
TEL.044-722-7282 FAX.044-722-0066 E-mail:info@nakahara-rc.com 

 

『インスピレーションになろう』 Be the Inspiration 

ＲＩ会長 バリー・ラシン 第２５９０地区ガバナー 金子 大 



わりですが、更生保護とか保護司というとこの絵柄

がよく出てきます。かげ日向ない、太陽に向かって

まっすぐと言う意味が込められております。 

保護司に入った動機は父親が 36 歳の時に亡くな

りましたので、それまでずっとサラリーマンをやっ

ていたのですが、近所の先輩に名前と住所と判子を

ちょっと押してくれと言われまして、「これこれ、こ

ういうことをやれ」と、奉仕をやれと言うことが最

初でした。その当時としては普通のことでした。最

近は地域の町会長の承諾とか推薦とかが必要になり

ます。 

 

保護司とは 

保護司は法務大臣が委嘱する更生保護のボランティ

アで犯罪や非行をした人たちが再び罪を犯すことの

ないようその立ち直りを助けるとともに、犯罪予防

のための世論の啓発に取り組むなど、安全・安心な

社会地域社会づくりのために活動しています。保護

司の事を定める法律に「保護司会法」があり、全国

の保護司の定数は 52,500 人と定められております。 

 

保護司の活動の中で前段の部分（犯罪や非行をした

人たちが再び罪を犯すことのないようその立ち直り

を助ける）がメインの活動になります。後段のほう

の犯罪予防のほうは毎年 7 月に開かれている社会を

明るくする運動に参加して犯罪予防などの啓発活動

を行っております！ 

 

保護司になるには 

条件 1：:社会的信望 

     2：熱意と活動のための時間的余裕 

     3：生活の安定 

     4：原則 66 歳以下の年齢(最初の委託事) 

などが条件になっています。 

農林漁業や商業に従事していらっしゃる方、会社や

団体の役員、社員、公務員、宗教家、主婦な方など

様々な人が保護司として活動しています。 

 

任期:2 年ですが 76 歳未満の方は、再任が可能です 

 

全国の定数は 52,500 人と定められていますが、今現

在 48,000 人となっとります。中原保護司会としては

40 名、川崎市で保護司の数が 333 名、神奈川県で

2001 名と言うことになっております。川崎市は 7 区

で神奈川県で 45 の保護区があります。 

 

保護観察所は、基本的に都道府県に 1 つあります。

北海道だけ広いので 4 カ所になります。 

保護司になったら 

保護司は住居地を管轄する保護観察所（全国 50 か所

にあります）に配属され、地域の保護司組織（保護

司会）に所属します。 

なお保護司の組織は、保護観察所、地方更生保護委

員会（全国 8 カ所）及び全国を単位としても組織され

ています。 

 

保護司の具体的仕事は 

①保護観察になった人への助言や指導 

②刑務所や少年院など(矯正施設)に入っている人の 

出所後の生活環境の調整 

③地域での犯罪予防のための啓発・宣伝活動 

④その他犯罪の予防のための自治体など関係機関・団 

体との連携・協力など 

このうち①と②は保護観察所の依頼を受けて行い、 

③と④は地域の保護司会の一員として他の保護司と

共同でおこないます。 

 

保護司に対する研修や指導は 

保護司としての経験年数等に応じて保護観察所が各

種の研修を行います。また保護司会でも自主的に研修

を行っています。 

保護観察や矯正施設入所者の生活環境の調整などは、

専門官である保護観察所の保護観察官のアドバイス

を受けながら、保護観察官と協働して行います。多様

な経験を持つ先輩保護司の助言や意見を聞くことも

大変有意義です。なお現在更生保護サポートセンター

が全国の保護司会に整備されつつあり孤高拠点に保

護司同士の研修や相談助言など様々な活動が行われ

ています。 

中原区は区役所の隣に灰色の二階建て建物がありま

す、そこが中原区サポートセンターになります。 

 

保護司の身分等 

身分は、非常勤の国家公務員とされています。ボラン

ティアということで給与が支給されませんが活動に

要した経費については一定の基準により、実費弁償金

が国から支給されます。保護司としての活動中に怪我

などをしたときは、国家公務員として公務災害の補償

が受けられます。功績のある保護司に対する各種表彰

制度(叙勲 藍綬褒章、大臣表彰などがあります) 

 

保護司以外の更生保護関係者は 

更生保護施設 

犯罪をした人で帰るところがない人などに居場所を

提供して立ち直りを支援する施設です。全国に 100

を超える施設があります。 

更生保護女性会 

女性としての立場から地域の犯罪・非行の予防活動、

子育て支援など様々な活動を行っています。全国に約

18 万人の会員がいます。 

 

BBS 会 

兄や姉のような身近な存在として少年達と触れ合っ

て悩みの相談に乗る友達活動や非行防止のための活



動など様々な活動を行っております。全国に約 5000

人の人が会員がいます。 

協力雇用主 

犯罪や非行をした人を雇用し、自立を支援している

事業者です。全国に約 10.000 の事業所があります 

 

言葉説明 

●更生保護とは・・・・ 

犯罪や非行をした人が再び罪を犯すことのないよう

地域社会の中でその立ち直りを指導支援するととも

に犯罪や非行のない安全安心な社会を作るための啓

発を行う活動です。更生保護の基本法として構成方

法があります 

●保護観察とは・・・・ 

仮処分食法等になった人たちを地域社会において所

有するもので更生保護の中心となっています保護観

察官と講師が共同して行っています 

●保護観察官 

保護観察等の実地にあたる専門職の国家公務員で保

護観察所や地方更生保護委員会に配置されています 

 

 川崎市の中では、保護観察の対象が川崎区がやは

り 1 番多く歓楽街を抱えていたりして仕方がないと

思いますが中原区と麻生区が 1 番少ないです。犯罪

予防活動が盛んに行われているというところ‥未然

に防ぐと言う所その抑止が効いているのがではない

かと・・・近隣の様々な団体、色々な方々のお蔭か

なと思っております。 

ご清聴ありがとうございました。 

 

９月６日  報告事項   
 
小泉 正博 会長 徳安 久是 幹事 
 

１．理事会報告（ 議事録は 9 月 20 日配付 ） 
 

２．第 40 回なかはら ゆめ 区民祭開催のご案内と

賛助金依頼の文書が届いております。 

  10 月 21 日(日) 10：00～   

等々力緑地にて開催   

※賛助金については、理事会にて検討 
 

３．地区より、2017-18 年度新会員の方への記念品

（新会員バナーとマルチデスクスタンド(ペン

立て)）が届きましたのでお渡し致します。  

※中村敏史会員・井元雄一会員 
 

４．ロータリー米山記念奨学会より、奨学生･学友証

明書が届きましたので、韓 喬君にお渡しします。 
 
  これは、奨学生としての自覚を持っていただく

事、奨学生番号や世話クラブ名などを忘れない

でいただくこと、奨学期間終了後も有効とし、

学友となっても奨学生時の情報を覚えておいて

いただく事を目的に発行との事です。 韓君、

奨学期間終了後も捨てずに持っていて下さい。 

５．地区からの来信 

①ロータリー財団セミナー開催のご案内。 

 日時：2018 年 9 月 27 日(木) 15：00-18：00  

場所：メモワールプラザソシア２１ 

※出席依頼：会長・Ｒ財団委員長 
 
②地区大会関連の資料が届いております。  
◇地区大会登録のご案内 

 日 時：2018年11月9日(金) 点鐘12：30-16：20 

10日(土) 点鐘12：30-18：10 

 場 所：パシフィコ横浜会議センター   
 ※出欠の確認をさせていただきます。 

 
◇地区大会１日目 ＲＩ会長代理ご夫妻歓迎晩餐
会登録のご案内 

 日 時：2018年11月9日(金)  17：00～19：00 
ﾖｺﾊﾏｸﾞﾗﾝﾄﾞ ｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙﾎﾃﾙ 

※出席対象者：ご来賓、地区役員、ガバナー補佐、
地区委員長、クラブ会長・幹事 

 
◇地区大会信任状証明書の提出依頼。  

※署名を付して提出致します。 
 
◇地区大会 表彰対象者および長寿､物故会員の報
告依頼。 ※確認して報告致します。 

  
◇地区大会2日目 事務局員派遣の依頼がきてお
ります。 

 11月10日(土) 10：45  

パシフィコ横浜会議センター1F 集合  

※事務局出席 

  

 ③ロータリーレートのお知らせが届いております。 

 9 月も 8 月から変更なし 1 ドル＝１１２円  
 

６．他クラブ例会臨時変更  

●川崎中 RC 9 月 11 日(火)     休会 

●川崎とどろき RC 9 月 17 日･24 日(月)  休会 

●川崎大師 RC 9 月 19 日(水)     休会 

●川崎鷺沼 RC 10 月 3 日⇒7 日(日)に変更  

移動例会 鷺沼商店街秋祭り参加 
 
７．回 覧 

 ◇会報：新川崎 RC     

◇活動計画書：川崎宮前 RC  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

８月９日（木）研修会の報告 
 
場 所：ジェクト 6Ｆ 
講演者：高橋 陽子様 

(ダンウェイ株式会社・代表取締役) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

今後の予定 
 

９月 13 日(木) 研修会 18：00～ 

 ジェクト㈱ 会議室 

 地区副幹事 地区Ｒ財団資金推進委員 

鈴木慎二郎様 研修会後、懇親会 

 

９月 20 日(木) 早朝例会 点鐘 7：30  

ホテル精養軒 

クラブフォーラム（社会奉仕） 

地区補助金事業 目録贈呈式 

 

10 月 4 日(木) 例 会 点鐘 12：30  

ホテル精養軒  理事会 11：00～ 

卓話：中原区危機管理担当課長 

松山 和俊 様 
  防犯ネット 目録贈呈式 


