
第 1923 回例会 

９月５日 №８ 

 

●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 3461 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 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
         
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

法務省 神奈川医療少年院 

    １．当院のあらまし 

神奈川医療少年院が、市内中央区小山の地で 
業務を開始したのが、昭和 54 年 3 月ですので、 
38 年の月日が流れたことになります。お近くに 
あり多大なご支援を賜りながら、その在り方に 
について、広報が不足していることを痛感して 
おります。 

      ついては、このような場をお借りして、多く 
の会員皆様に私どもの業務の一端について、ご 
説明させて頂きたいと存じます。 
 少年院は法務省矯正局が所管する、家庭裁判

所の審判で保護処分である「少年院送致決定」

を受けた、おおむね 12 歳以上 23 歳未満の少年 
 

         

   

    
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
教育調査官 立石 健一郎 

を対象としており、在院者の健全育成に資する 
処遇を行い、その改善更生と円滑な社会復帰を 
目的とする拘禁施設であり、全国に 52 庁（分 
院を含む）が設置されています。 
とりわけ当院は、お配りしたリーフレットに 

あるように、矯正教育課程のうち「支援教育課 
程（Ｎ）」を設けており、東日本全域を収容区 
域として、男子少年を受け入れている施設です。 
２．矯正教育の内容と成績評価について 

 少年院での矯正教育は図（次ページ参照）の 
ように、５つの領域に分けられます。これらを 
相互に連関させて、構造的かつ効果的に在院者 
各々に教育を行うことが肝要になります。 
 

会 長 冣住 悦子  幹 事 横溝 志華 

 



 
 
    ＜少年院の教育活動＞ 

        
職業指導         教科指導 

     （自立援助的） 

              生活指導 

（基本的生活訓練、 

              治療的指導） 

 

       体育指導        特別活動 

                    指導 
 
     
    生活指導：整理整頓、生活の基本を学びます 
    治療的指導：適切な動作を学びます 
    特定生活指導：非行別に問題性の改善を図ります 
    特別活動指導：多くの行事を体験します 
    職業指導：陶芸などで就労意欲を高めます 

 
とりわけ、矯正教育においては生活指導領域が

占める割合が大きいことに加え、平成 27 年に施

行された新しい少年院法において、ここに再非行

防止のための「特定生活指導」が実施されること

になりました。 
「特定生活指導」は 6 つの類型について、再非行

を選択させないために、「なりたい自分」になる

ことに焦点を当て、認知行動療法をベースとした

教育内容になっており、在院期間をかけて、グル

ープワークと個別指導等手法を組み合わせて、効

果的に実施しています。 
 成績評価については、当院においては 1 か月に

1 回以上の頻度で、定められた評価尺度で評価し

ています。この評価は在院者本人に告知されるだ

けでなく、その保護者にも通知され、出院前後に

は出院後の保護観察を担当する保護観察所、少年

院送致決定をした家庭裁判所にも通知されるこ

ととなっています。 
３．備え付け図書について 

     この矯正教育の「生活指導」において欠かせな

いものの一つとして、「読書指導」が挙げられま

す。これまで落ち着いて、1 冊の書籍を読み通す

という経験に乏しい少年が書に親しみ、そこから

生き方やものの見方を学ぶということは、少年の 
 

 
 
これからの社会生活をより豊かにする上では大変 
意義のあることだと考えています。 
 これまで学校教育の中では言うに及ばず、地域 
社会においても居場所を見い出せなかった彼らが 
「生涯学んでゆく」ための礎となることは間違い 
ないでしょう。 
 これまでも少年院、少年鑑別所においては国庫 
の負担により、整備された書籍等を備え付けてき 
たところですが、改正少年院法の第 78 条におい 
て、「少年院の長は、在院者の健全な育成を図る 
のにふさわしい書籍等の整備に努め、矯正教育及 
び在院者の円滑な社会復帰のために支援を行うに 
当たって、これを積極的に活用する（以下、略）」 
とされています。 
 当院の蔵書は 8 千冊強となっているものの、相 
模原市立図書館のご了解を得て、隔月で 100 冊の 
図書の貸し出しを継続的に得ています。情報メデ 
ィアがそれぞれに発達し、「電子図書」の普及も進 
んでいますが、少年院で電子メディアを導入する 
ことは、現状ではクリアしなければならない課題 
があるものの、図書の充実化は当院の課題の一つ 
と位置付けられるところです。 
４．地域の皆様との連携 

 少年院の教育は多くの民間ボランティアの方々 
に支えられており、少年院の外で行う教育におい 
てもご協力いただいています。少年院という施設 
を知っていただくために、定期的な募集見学会の 
ほか、随時の参観を受け付けております。 
 今後とも引き続き、少年院に対するご理解とご 
支援をお願い致します。 
 

 

永保 固紀 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

         
     私は神奈川医療少年院の教科指導部門で、教誨 
    師として携わっております。同じ相模原市内に在 

っても、情緒的未熟者や知的障害やそれらに準じ 
る少年を収容している医療少年院については、よ 
く現状をご存じない方もいると思いますので、本 
日は専門家のお話を伺う機会を設けましたので、 
宜しくお願い致します。 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

郭先生、ようこそいらっしゃいませ。台中文心

ＲＣの 10 周年記念式典では、大変お世話になり

ました。また、当クラブの 40 周年記念式典にい

らして頂いた貴クラブの皆様には、あらためて感

謝の意をお伝え下さい。 
先週 29 日は 5 週目ということで、例会取り止

めになったため、2 週間ぶりの顔合わせとなりま

す。その間、青少年交換留学生のオリエンテーシ

ョンや帰国学生の報告会、ボトンド君の学校の準

備や、グループ内の各クラブへの紹介などでカウ

ンセラーの櫻内会員や、ホストファミリーの川合

会員、横溝幹事共々動きまわっておりました。 
今月は 18 日（月・祝）に地区大会があります。 

明日６日にリハーサルがあり、諸隈会員に受付・ 
案内等の応援者打合せに行って頂きます。今年は

会場が相模大野のグリーンホールと近いので、多

くの会員で参加したいと思います。 
本日は年間プログラムでは、奉仕活動に関する

クラブフォーラムとなっておりますが、現在、台

中文心 RC から共同奉仕事業の申し出があったり、

空飛ぶシューズプロジェクトに、参加して頂いた 

 

 
 

学校からまたやりたいとの要望があるなど奉仕事 
業の提案もあがっていますので、ある程度形にな 
った時に改めて行いたいと思います。 
本日は、神奈川医療少年院教育調査官の立石様 

に卓話にお越し頂いております。古くから地元に 
ある医療少年院ですが、どういう施設なのかよく 
知らないという方も多いと思います。 
少年院ではありますが、「医療」とあるのは、 

中でも発達障害などのお子さんの更生施設という 
ことになります。発達障害についても最近は良く 
聞く言葉ですが、必ずしも理解が行き届いている 
とはいえないと思います。私もお話を伺って、全 
員が更生して社会で自立できるというわけにはい 
かないものの、子供たちの更生を願って、日々、 
指導や教育を行っている職員の方々には頭が下が 
る思いでした。 
今後、施設訪問や奉仕事業も検討しております 

ので、ぜひお話を伺いたいと思います。よろしく 
お願い致します。 

 

 

○青少年交換学生ボトンド君の近況について 

 カウンセラー          櫻内 康裕 

 川合さん宅にホーム 

ステイし、9月 1日か 

ら桜美林高校に通学し 

ています。川合さん宅 

から私の会社まで自転 

車で来て、淵野辺駅か 

らはスクールバスで学 

校まで行っていますが、 

学校でも楽しくやって 

いるようです。 

 先日は夏休み中にと思い、第 5グループ内の相 

模原、相模原西、相模原東、相模原柴胡の４つの 

クラブにボトンド君を連れて、挨拶に行ってきま 

した。ボトンド君も学校が始まって活動も活発に 

なり、なかなかスケジュールが取りづらいのです 

が、当クラブ例会にも機会があれば参加させたい 

と思っています。（概要にて） 

 



 

 

     

 

●冣住会長、横溝幹事 

①台中文心 RC の郭錦堂様、来て頂いて有難うござ 

います。 

②神奈川医療少年院教育調査官、立石健一郎様、 

卓話を楽しみにしています。 

③本日お祝の皆様、おめでとうございます。 

●阪西 貴子会員 

      ①本日はお祝をありがとうございます。 

②ご夫人誕生日祝の皆様、おめでとうございます。 

      ③卓話の立石様、よろしくお願い致します。 

      ●瀬戸 裕昭会員 

      ①本日、ゲスト卓話でお越しの立石様、よろしくお願 

い致します。 

      ②台中文心 RC よりお越しの郭様、ようこそ。 

③家内の誕生日祝を戴き、有難うございます。 

      ●藤本 恵介会員 

①妻の誕生日を祝って頂いて、有難うございます。 

②立石様、卓話よろしくお願い致します。 

      ●田所 毅会員 

①本日お祝の皆様、おめでとうございます。 

②8 月誕生日を祝って頂き、ありがとうございます。 

これからもよろしく！ 

●金沢 邦光会員 

①郭さん、ようこそ。ご無沙汰しています。 

②妻の誕生日祝を戴き、ありがとうございます。 

        ●丸子 勝基会員 

①妻の誕生日を祝っていただき、有難うございます。

最近、仕事から開放され、バレー教室に通い、楽し

んでいるようです。 

②郭さん、ようこそ。 

●川合 貞義会員 

交換学生のボッティも 9月 1日から学校通いです。 

選択科目は文系は書道、体育系は柔道を選択し、 

楽しく元気で学校へ行っています。我が家でも、日 

本食を喜んで食べています。 

●伊倉 正光会員 

①ゲスト卓話の立石様、宜しくお願い致します。 

②今月お祝の会員の皆様、おめでとうございます。 

 

 

 

 

 

●永保 固紀会員 

神奈川医療少年院、立石教育調査官をお迎えして。 

●櫻内 康裕会員 

①本日お祝の皆さん、おめでとうございます。 

②ゲスト卓話の立石様、宜しくお願いします。 

③郭さん、ようこそお越し下さいました。 

●佐々木 敏尚会員 

 本日お祝の皆様、おめでとうございます！ 

●小野 孝会員 

①台中文心 RC の郭さん、ようこそ。 

②ゲスト卓話の立石健一郎さん、宜しくお願いします。 

③お祝の阪西さん、藤本さん、丸子さん、瀬戸さん、 

金沢さん、おめでとうございます。 

●阿部 毅会員 

①郭さん、本日はようこそ！ 4 月の周年記念式典では 

心のこもった「おもてなし」をありがとうございました。 

②本日のゲスト卓話、立石様よろしくお願い致します。 

③会員誕生日と会員奥様誕生日をお祝申し上げます。 

●中里 和男会員 

①阪西さん、誕生日祝おめでとうございます。 

②台中文心 RC の郭さん、ようこそ！ 

③ゲスト卓話の立石様、ご苦労様です。 

●江成 利夫会員 

①郭先生、ようこそいらっしゃいました。積もる話もある 

ので、宜しくお願いします。 

②会員誕生日祝、ご夫人誕生日祝を受けられる方々、 

おめでとうございます。 

●田後 隆二会員、池之上 和哉会員 

①9 月お祝を受けられる皆さん、おめでとうございます。 

②台中文心 RC よりお越しの郭さん、ようこそ！ 

③立石様、本日の卓話よろしくお願い致します。 

●竹田 繁会員 

①ゲスト卓話の立石健一郎様、本日ご苦労様です。 

②台中文心 RC の郭錦堂会員、ようこそ当クラブへ。 

③所用により、本日早退させて頂きます。 

※ゲスト卓話の立石様より、謝礼をスマイル頂きました。 

      本日のスマイル額     ４２，０００円 

         今年度スマイル累計額 ２５３，４００円 



 

 

     

    ○丸子会員よりご紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

会員皆様のほとんどの方がご存知ですが、新会

員もいますので、簡単にご紹介致します。 

郭さんは 30数年前に、当クラブが米山奨学生 

としてお世話しました。その後、時々は当クラブ 

にもお越し頂いており、前年度の 40 周年事業で 

は台中文心 RCとの友好クラブ締結にも大変ご尽 

力を頂いた方です。 

 今回の来日は 1週間程前に知りましたので、急 

な日程ですが、郭さんとの食事会を本日、18:30 

～行いますので、ご参加の皆様には宜しくお願い 

致します。         （概要にて掲載） 

    ○郭 錦堂氏よりご挨拶 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年 4月の台中文心 RC10周年式典には、多く 

の方々に来て頂き、ありがとうございました。私 

は用事が重なり、相模原中 RCの 40周年式典に参 

加できず、申し訳ありませんでした。 

今後は友好クラブとして、どうしたら永久的に 

交流できるかと考えて、両クラブでの会員の子供 

や孫の交換ショートステイなどを計画し、交流が 

継続できればと思っています。↗ 

 

 

 

 

 これから何度か相談しながら、実施できるよう 

に宜しくお願い致します。 

○郭氏に写真集（南 RC 中村氏より）贈呈 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜理事会報告＞ 

①地区大会表彰 登壇者の件。 

 ＲＩ会長賞→櫻内前年度会長、 

出席率優秀第 3位→最住会長とする。 

②8/2日千曲川 RCとの合同例会（バーベキュー） 

 収支報告の件。 

 収入：会員会費（15 名）４５，０００円 

     例会費より    １００，０００円 計１４５，０００円 

  支出：バス・高速代  １３５，０００円 

     ドライバー心付   ３，０００円 

     千曲川ＲＣ会費  ４８，０００円 

     スマイル・手土産 ２３，２６５円 

     バス車内飲食代  ９，４０５円 計２１８，６７０円 

  差引不足額７３，６７０円は親睦委員会費にて負担 

③交換学生ホストファミリーへの謝礼の件。 

 1カ月 5万円とする。交換学生の小遣い 1万円 

 と携帯電話代 3千円は毎月、別途支給。 

④地区大会（9月 17、18日）日程と出席者の件。 

１７日：選挙人会、会長幹事会、指導者育成セミナー 

      ＲＩ会長歓迎晩餐会 

  １８日：新世代交流会、本会議、懇親会   

⑤インターアクト年次大会 全員登録の件 

 全員登録を承認。登録料 1名 3千円×39名  

計 117,000円を青少年奉仕予算より負担承認。 

⑥出席免除（休会）の件 

 12月末まで山崎会員の休会を承認。 

 



 
 

 

報告事項 

    １．第２７８０地区ガバナー事務所より 

①地区大会での表彰の件 

     貴クラブを以下の功績にて表彰したく、当日の 

登壇者をお知らせください。登壇者は指定の表 

彰席に待機をお願い致します。登壇者は同一人 

でも別々でも構いません。（表彰式 15:40～） 

     1)ＲＩ会長賞  2)出席率優秀クラブ第３位 

②第 2 ｿﾞｰﾝ RI 理事指名委員会地区代表委員の件 

2019年度 RI理事指名委員会の地区代表として、 

クラブから推薦したい会員がありましたら、下 

記にてご提案をお願い致します。資格条件をご 

確認の上、会長・幹事の署名入りで提出下さい。 

締切日：9月 8日（金）17 時必着  

提出先：ガバナー事務所気付 ガバナー宛て 

③2019 年規定審議会制定案の地区承認の件 

     大和中 RCから１件、案件が提出され地区から 

推薦するため、9月 17日（日）地区大会選挙人 

会で決定します。つきましては貴クラブで案件 

のご検討と、クラブの選挙人がご出席の上、投 

票下さいますようお願い致します。（制定案：

第 7条 例会と出席に柔軟性を認める件） 

＜選挙人会＞日時：9月 17 日（日）10時～  

場所：センチュリーホテル６Ｆ 

④第４回ｲﾝﾀｰ・ﾛｰﾀｰ委員会／ﾐｰﾃｨﾝｸﾞご案内 

下記にて開催致しますので、提唱クラブよりご 

出席をお願い致します。 

     日時：9月 9日（土）13:00～委員会 14:00～ 

ミーティング 場所：第一相澤ビル   

⑤インターアクト年次大会登録のお願い 

     光明学園相模原高等学校ｲﾝﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞをホスト 

に開催されますので、提唱クラブには登録と参 

加をお願い致します。 

     日時：11月 3日（祝）10:00～開会式     

場所：光明学園相模原高校 

 

 ●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          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○会員誕生日祝 

・阪西 貴子会員  ９月 15 日 

○ご夫人誕生日祝 

・藤本 恵介ご夫人 9 月 1 日 

・丸子 勝基ご夫人 9 月 1 日 

・瀬戸 裕昭ご夫人 9 月 15 日 

・金沢 邦光ご夫人 9 月 19 日 

例会プログラム 

９月１２日「公式訪問 2週前にあたり」 

         担当：金沢ガバナー補佐 

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  黛 裕治ＳＡＡ 

斉  唱  「国歌君が代」「四つのテスト」 

ソングリーダー 佐々木 敏尚会員 

ゲスト   立石教育調査官（神奈川医療少年院） 

      郭 錦堂氏（台中文心ＲＣ） 

      張 珣さん（米山奨学生） 

出席報告 

 

 

 

 

 

 

●例会日 毎週火曜日 １２：３０～１３：３０ 

●編 集 親睦活動委員会 

 委員長：豊岡 淳 副委員長：藤本 恵介 

 委員：老沼 秀夫、田所  毅、佐々木敏尚 

    諸隈  武、高本 昌敏、横江 利夫 

    山之内 洋、鎌田 英洋、三留 正浩 

●http://sagamihara-naka.sakura.ne.jp 

会 員 出席（出席対象 29名） 事前メイク者 
３９名 ３２名 ０名 
欠席者 本日の出席率 修正出席率(8/8) 
３名 ９１．４３％ ７９．４１％ 


