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●友好クラブ 

 韓国・龍仁ロータリークラブ 

  国際ロータリー第 3600 地区 

 台湾・台中文心ロータリークラブ 

  国際ロータリー第 3460 地区 

●姉妹クラブ 

 千曲川ロータリークラブ 

  国際ロータリー第 2600 地区 

●提唱インターアクトクラブ 

 光明学園相模原高等学校 IAC 

  

                                     
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
         
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               

    

     

いつもは仕事柄、税金の卓話が多かったので 
     すが、本日はボランティアで務めている「保護 

司」についてお話させて頂きます。皆様も、こ 
の役職はご存知だと思いますが、内容までは良 
く判らないかと思います。 
〇保護観察の意義 

犯罪者の処遇は、施設内処遇と社会内処遇が 
あるが、保護観察は社会内処遇の中核。社会内 
処遇は犯罪者を矯正施設に収容せず、社会内で、 
適当な指導者の指導監督と補導援護のもとに、 
自発的な改善更生、社会復帰を促進しようとす 
るもの。 

      保護観察制度は、保護観察官と保護司の協働 
態勢を基調とする。 

      

 

 

         
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
伊倉 正光 

保護観察の実施機関は保護観察所。保護観察 
を行う保護観察官を「主任官」、保護観察を受 
けている者を「対象者」、保護司を「担当者」、 
保護司の一定の活動区域を「保護区」という。 
 保護司は国家公務員ですが、無報酬となりま 
す。資格的には年齢は 66 才以下であり、定年 
は 78 才です。各市町村の保護司会の推薦によ 
り選出されています。現在、相模原市には３つ 
の区で合計で約 130 名位の保護司がいます。 
〇保護観察の種類と期間 

＜１号観察＞ 

家庭裁判所の決定により、保護観察に付する 
旨の保護処分を受けたもの。一般事件と交通事 
件に分けられる。原則として、本人が 20 歳に 
 

会 長 櫻内 康裕  幹 事 早川 正彦 

 



 

 
達するまで。20 歳に達するまでの期間が 2 年に 
満たない場合は 2 年間。 
＜２号観察＞ 

少年院から仮退院を許されたもの。原則として 
20 歳まで。 
＜３号観察＞ 

矯正施設に入所している受刑者について、仮出 
獄を許されたもの。残刑の期間が満了するまで。 
＜４号観察＞ 

裁判所で、保護観察付きの刑の執行猶予を言い 
渡されたもの。執行猶予の期間と同じ。 

    〇保護観察の流れ 
保護観察の開始当初に、その者の居住地域を担 

当する主任官と面接し、遵守事項が決められ、担 
当者となる保護司が指名される。 
主任官は対象者の問題点と、それに対してどの 

ように働きかけるかという、処遇の方針を明記し 
た処遇計画票を作成し、保護観察事件担当通知書、 
遵守事項の誓約書などと共に担当者に送付する。 
担当者は対象者と毎月面接し、助言指導を行い、 

その結果を保護観察経過報告書に記載して、主任 
官に報告する。 
 面接も毎月来てくれれば良いのですが、中には 
守れない方もいて、保護司が訪問しなけらばなら 
ないケースもあります。一般的に、少年の場合は 
なかなか難しいようで手間も掛かります。 

    〇環境調整について 

矯正施設では新しく収容されたものに対して、 
身上調査を行い、この結果を身上調査書として地 
方更生保護委員会と保護観察所に送付する。保護 
観察所はこれに基づき環境調整を始める。 
犯罪を犯した者の社会復帰や、改善更生を図る 

ためには、帰住先の環境が非常に重要な意味を持 
つ。帰住先の環境次第ではせっかくの矯正教育も 
生かされず、再犯再非行に至る恐れが大きくなる。 
本人が矯正施設に収容されている間、家族その 

他の引受人と協議等を行って、引受人の家庭、近 
隣、交友関係、被害弁償、仮釈放後の生計の見込 
み等を調査するとともに、問題点の解消を図るこ 
とで、その更正のための環境を整備すること、つ 
まり環境調整は、本人の社会復帰を円滑にする上 
で重要な意義を持つ。 
 

 
 

〇犯罪予防活動 

犯罪予防を目的として、全国規模で組織的に行 
われている活動に「社会を明るくする運動」があ 
る。この運動は全ての国民が、犯罪や非行の防止 
と罪を犯した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 
のない明るい社会を築こうとする全国的な運動で 
す。法務省が主催し、毎年７月がその強化月間と 
なっている。 
社明運動は昭和 24 年 7 月に犯罪予防更生法が 

施行された際、この法律の趣旨に共鳴した銀座の 
商店連合会の有志の人々によって実施された「犯 
罪者予防更生法実施記念銀座フェアー」を前身と 
している。 
民間の創意を源としているところが、社明運動 

の大きな特徴であり、また意義のある点であると 
いえる。社明運動の実施と推進に当たるため、国、 
都道府県、及び市町村等を単位として「社会を明 
るくする運動」実施委員会が置かれている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
創立 40 周年記念式典に際しましては、皆さん 

からのご協力の下、無事、成功裏に終了しました 
ことに感謝申し上げます。 

1 年前から準備を行ってきたわけですが、長か 
ったような短かったような感じではありますが、 
式典前日の台湾・台中文心 RC の出迎えから始ま 
り、ウェルカムパーティーでも大変な盛り上りの 
スタートだったような気がします。これも 4 月に 
台中文心 RC の 10 周年式典に参加していたから 
こそ、それから 1 か月後の再会で盛り上がったの 
ではないかと思います。↗ 
 



 

                  
 式典当日は昼食後から準備に入り、その時は時 
間が経つのが遅かったような感じでしたが、式典 
は伊倉会員と山崎会員の司会で始まり、あとは波 
に乗るように、ほとんどが予定の時間通りに進行 
しました。友好クラブ締結式も、時間が延びるか 
と心配していましたが、終わってみれば、2 分程 
の超過時間でした。 
 記念講演の阮氏の話も、米山奨学会に対する歴 
史や活動、今後の思いを含めた内容で、講演を聞 
いていた方々から、米山奨学会の内容が良く判っ 
たとか、疑問に思っていたが今後は気持ち良く寄 
付もできるよ！という言葉がありました。 
 祝賀会は阪西会員の司会、そして竹田会員の開 
会の辞は少し緊張気味でありましたが、アトラク 
ションの“獅子舞”が大変好評でした。 
 そして突然の 3 名の入会式では、このような式 
典の会場でバッジを付けられると忘れないし、絶 
対辞められないよね！と、言っていた会長もおり 
ました。 
 最後の閉会の辞も、㝡住会長エレクトと横溝幹 
事エレクトが挨拶され、意外に盛り上がっていた 
ような気がします。 

     その後、“手に手つないで”では、会場一杯に 
参加者が広がり、菊地会員のソングリーダーは、 
今までかつてないほどタクトの振りが、全て合っ 
ていたのが、まだ記憶に残っております。 

     また、式典全般をまとめて頂いた永保委員長に 
つきましては、着席していることがほとんどない 
ぐらいに会場を動き廻って頂いていました。あり 
がとうございました。 

     式典当日もそうですが、後日、いろいろな方に 
お会いする度に素晴らしい式典であったと。親ク 
ラブの相模原RCからも、次年度は IM担当だが、 
このようにできるかなとも。また大谷ガバナーエ 
レクトや佐藤ガバナー補佐からも、今まで式典に 
参加した中で一番良い式典だったとも言われま

した。とにかく、参加された方々に気持ち良く帰  

って頂く“おもてなし”ができたものと思います。 
     これも相模原中ＲＣの全員の総力、団結力で出 

来たものと思います。改めて感謝申し上げます。 

 

 
 
 次に、今年度の交換留学生のニコルさんの送別 
会（相模原南 RC 担当）が 6 月 1 日に行われ、6 
月 4 日に帰国されました。その折に私が出席して、 
次年度のボトンド君は当クラブがスポンサークラ 
ブであり、第 2、第 3 のホストファミリーのお願 
いもさせて頂きました。 
 私の会長の時間も残り 3 回であります。本日の 

お知らせにも記載されていますが、最終例会は、 
3 年振りに「一泊例会」（箱根湯本）とさせて頂き 
ます。このところ、多方面にわたり出席すること 
が多いとは思いますが、周年事業の慰労も兼ねて 
行いたいと思います。 
 千曲川 RC、台中文心 RC、講師の阮氏からの 
お土産のお酒がたくさんあります。昨日の情報集 
会でも飲みましたが、まだ半分以上残っています。 
ぜひ多くの方々と飲み交わしたいと思いますので、 
日程を調節して頂き、ご参加をお願い致します。 
 最後に、“空飛ぶシューズ”でお世話になった 
フィリピンのマカティ・ボブラシオン RC 会員の 
ご家族マリオさん一家が来日され、横江会員がデ 
ィズニーランドへ、㝡住会員には富士山やアメ横 
などへ連れて行って頂きました。いろいろとお世 
話頂き、ありがとうございました。 

 
 

佐々木 敏尚 

 増強について、あ 
まり話すことがない 
のですが、入会して 
5～6 年経ちます。 
自分としては増強も 
頑張っております。 
相模原市内には、 

弁護士が約 80 名位 
いますし、他クラブ 
でも 1 クラブに 2～3 名入会されているところも 
あります。現在、心当たりの方が 1 名いますが、 
今は時間的に忙しい方なので、折をみて誘ってい 
きたいと思います。また皆様も弁護士のお知り合 
いがいれば、言って頂ければ思います。（概要にて） 

 



 

 

 

 

●櫻内会長、早川幹事 

①昨日の情報集会お疲れ様でした。そして 40 周年 

式典、大変、大変お疲れ様でした。本年度最大の 

事業を大成功に終わることができ、良かったです。 

②卓話の伊倉会員、宜しくお願いします。 

③会員誕生日祝の皆さん、おめでとうございます。  

●丸子 勝基会員 

  会員皆様の絶大なるご協力により、無事、創立 40 

周年記念式典を終えることができました。実行委員 

長として感謝申し上げます。有難うございました。 

      ●豊岡 淳会員 

        誕生日を祝って頂き、ありがとうございます。私を 

        祝うのは来月の入会記念日祝しかありません。 

        ご馳走は、いつでも受け付けます。 

      ●阿部 毅会員 

      ①40 周年式典では皆様大変お疲れ様でした。 

      ②本日の卓話、伊倉会員よろしくお願いします。 

      ③誕生日を祝って頂き、ありがとうございます。とうとう 

        後期に突入しました。皆様、労わって下さい！! 

●伊倉 正光会員 

①会員誕生日祝の皆様、おめでとうございます。 

②本日は私が務めている保護司について、お話させ 

  て頂きます。よろしくお願い致します。 

●小野 孝会員 

①40 周年記念式典ご苦労さんでした。いろいろお世 

  話になり、ありがとうございました。 

②会員誕生日祝の豊岡さん、阿部さん、永保さん、 

  おめでとうございます。 

③伊倉さん、卓話を楽しみにしています。 

●菊地 啓之会員、竹田 繁会員 

①40 周年式典、お疲れ様でした。 

②本日卓話の伊倉さん、よろしくお願いします。 

③会員誕生日祝の皆様、おめでとうございます。 

●佐々木 敏尚会員 

  本日、誕生日祝の皆様、おめでとうございます！ 

●老沼 秀夫会員 

①会員誕生日の皆さん、おめでとうございます。これ 

  からも元気で頑張って下さい。 

②伊倉さん、卓話楽しみです。 

 

 

●江成 利夫会員 

①卓話の伊倉会員、よろしくお願い致します。 

②会員誕生日祝の皆さん、おめでとうございます。 

●田所 毅会員 

①卓話の伊倉さん、よろしく！楽しみです。 

②本日お祝の皆様、おめでとうございます。 

●冣住 悦子会員 

①6 月のお誕生日祝の皆様、おめでとうございます。 

②伊倉さん、卓話楽しみにしています。 

●瀬戸 裕昭会員 

①本日、お祝を受けられる永保会員、阿部会員、豊岡 

  会員、おめでとうございます。 

②卓話の伊倉さん、よろしくお願いします。 

●阪西 貴子会員 

①6 月の会員誕生日祝の皆様、おめでとうございます。 

②伊倉さん、卓話楽しみです。宜しくお願い致します。 

●田後 隆二会員 

①誕生日祝の皆様、おめでとうございます。 

②40 周年、お疲れ様でした。まだ仕事が残っています。 

●大井 達会員 

①40 周年式典、お疲れ様でした。節目ごとに振り返る 

  ことも大切な事を改めて気づかされました。 

②今月お祝の皆様、おめでとうございます。 

③伊倉さん、卓話よろしくお願いします。 

●藤本 恵介会員 

①豊岡会員、阿部会員、永保会員、誕生日おめでとう 

  ごさいます。 

②伊倉会員、卓話楽しみです。宜しくお願い致します。 

●大坪 征弘会員 

①先週は欠席させて頂き、本当に申し訳ございません。 

②豊岡会員、阿部会員、永保会員おめでとうごさいます。 

③伊倉会員、卓話よろしくお願い致します。 

●大塚 征浩会員 

①改めまして皆様、創立 40 周年記念お疲れ様でした。 

②6 月誕生日お祝の皆さん、おめでとうございます！ 

●諸隈  武会員 

①40 周年式典、お疲れ様でした。 

②豊岡会員、阿部会員、永保会員、お誕生日おめで 

  とうございます。 

●金沢 邦光会員 

 来週お休みさせて頂きます。申し訳ありません。 



 
 
          
    〇40 周年実行委員長      丸子 勝基 

     皆様のお蔭で無 
    事に終了すること 
    ができました。 
     ようやくほっと 
    しましたが、ここ 
    4～5 日は物忘れが 
    多くなったような 
    気がして、忙しか 

った 40 周年の後 
遺症でしょうか?! 

     今度は 10 年後の創立 50 周年ですね。昨日の 
    情報集会でも、もっと盛大にやろうという話が出 
    ていました。今回の 40 周年が、また今後の周年 
    事業に繋がっていくと思います。ありがとうござ 
    いました。          （概要にて掲載） 
    〇ゴルフ同好会        菊地 啓之 

     3 年振りに箱根で 
一泊例会ということ 
で、久し振りのゴル 
フコンペを行います。 

     6 月 27 日（火）、 
    場所は小田原湯本Ｃ 
    Ｃです。一応、4 組 
    押さえてありますの 
    で、ご参加を宜しく 
    お願いします。（概要）      
 
    ＜理事会報告＞（次年度分） 

    ①市少年野球協会より、ジュニア大会協賛金アップ 

        の依頼。（市からの補助金打ち切りにより） 

        青少年奉仕予算より、5 万円→10 万円にアップ。 

        開会式：7 月 8 日（土）9 時～「ひばり球場」にて 

        閉会（表彰）式：7 月 15 日（土）決勝戦終了後。 

      ②次年度委員会組織表 変更の件。 

        新会員の増員により、親睦活動委員会の委員を 

インターアクト年次大会に向け、社会・青少年奉 

仕委員会に変更する。 

      ③7 月 11 日（火）夜間例会について。 

        市民会館の会場が昼間は使用不可により。 

夜間で、通常の例会方式で行う。（お酒は無し） 

 

 
  

＜台中文心ＲＣ 何 淑鈴会長からのお礼状＞ 

昨夜、日本から無事帰国しました。 

大変お世話になり、ありがとうございます。 

日本滞在中、いい天気に恵まれて、日本の旅 

はとても楽しかったです。 

 貴クラブ 40 周年記念式典のために、5 月 

26 日に成田空港に着いてから、お出迎え、寿 

司歓迎会、高尾山登山散策、古民家の食事、 

周年式典、二次会、見送りと心温まるおもて 

なしのご招待、心から感謝申し上げます。 

 友好クラブ締結も無事終了、ありがとうご 

ざいます。これから両クラブの親睦を深める 

ために、もっとロータリアンの交流、国際奉 

仕、青少年交換などの行事を進めていきたい 

と思います。 

 では、ご訪台の際、ぜひ台中文心ＲＣの例 

会にお顔を出して下さいませ。 

また貴クラブ会員の皆様に、 

私達の感謝の気持ちをお伝え 

下さい。再会を楽しみにして 

います。 

 

＜理事会報告＞（今年度・次年度合同分） 

①年度最終例会「一泊例会」の件。 

  日時：6 月 27 日（火）18:30～例会 18:45～宴会 

               20:45～22：45 頃 二次会 

場所：箱根湯本「南風荘」にて 

会費：13,000 円（宿泊者）、10,000 円（日帰り、 

     二次会欠席の場合） 

  クラブ負担は、30～40 万円を予定。 

②今年度 収支決算報告の件。 

（一部、概算金計上にて） 

  一般会計残高 １，１４０，４５２円 

  奉仕会計残高 １，３１０，９０８円 

③周年事業積立金について 

  現況０円。上記、奉仕会計の残金より３０万円を 

  積立金として承認。 

④４０周年式典 収支報告（仮）の件。 

  最終的な収支決算報告は、後日用記念誌作成 

  完了と、送付終了後に報告。（次年度の予定） 

  祝儀と、収入の部の報告。支出の部は、記念誌 

  関係で若干の増減あり。 

 



 
 

 

例会報告 

    １．第２７８０地区ガバナー事務所より 

①2016 年規定審議会案に対するアンケート結果 

のご連絡 

規定審議会での決定事項について、次年度会長 

がどのように把握され、クラブ運営を考えてお 

られるか、更に 2019 年規定審議会への参加に 

ついて理解されているかアンケートを実施し、 

その結果を取りまとめましたので、送付致しま 

す。ご確認と今後の指針にして頂ければ幸いで 

す。（アンケート結果は回覧にて） 

 

※創立40周年の下記の3つの品をお持ち帰り下さ 

いますよう、お願い致します。（全会員） 

①台湾のお茶→記念講演の阮よりのお土産 

②台中文心 RC10 周年記念品（スモールボールペン） 

→台中文心ＲＣよりのお土産 

③相模原中ＲＣRCの 40周年記念品 

     

例会プログラム 

６月１３日卓話 川合 貞義会員 

  ２０日クラブ境涯会「今年度活動のまとめ」 

      担当；会長、各委員長 

 ２７日→「一泊例会」 

        18:30～例会 18:45 頃～宴会 

20:45 頃～二次会 

        箱根湯本「南風荘」にて 

 

出席報告 

 

 

 

 

 

 

       

 ●事務局 〒252-0239 相模原市中央区中央 3-12-3 

               相模原商工会館３Ｆ 

       TEL 042-758-5750  FAX 042-758-1605 

 ●例会場 相模原市民会館「あじさいの間」 

   〒252-0239 相模原市中央区中央 3-13-15 

       TEL 042-752-4710 FAX 042-753-2000 

 ●Ｅ-mail:rotary@tbg.t-com.ne.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・豊岡  淳会員 ６月 ３日 

・阿部  毅会員 ６月 1７日 

・永保 固紀会員 ６月３０日 

 

 

例会記録 

点  鐘  １２時３０分 

場  所  相模原市民会館「あじさいの間」 

司  会  阿部 副ＳＡＡ 

斉  唱  「国歌君が代」 

ロータリーソング「四つのテスト」 

ソングリーダー 大塚 正浩会員   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●例会日 毎週火曜日 １２：３０～１３：３０ 

●編 集 親睦活動委員会 

 委員長：瀬戸 裕昭 副委員長：池之上和哉 

 委員：中里 和男、永保 固紀、竹田 繁 

    小崎 直利、大坪 征弘、大井 達 

    中山 徹男、藤本 恵介、山崎 順子 

●http://sagamihara-naka.sakura.ne.jp 

会 員 出席（出席対象 30名） 事前メイク者 

４０名 ３１名 １名 

欠席者 本日の出席率 修正出席率(5/23) 

３名 ９１．４３％ ９７．０６％ 


