
昭和25年度 5/25 保護司法施行 保護司法が公布施行され、それ迄の
司法保護委員９５名は少年・成人
保護司となった
会長に望月桓匡氏、石川猛氏

11/30 初代会長に黒川武雄氏就任

昭和26年度 7/1 法務府の主唱により全国で展開

10/27 第1回関東地方保護司大会 東京・社会事業会館にて開催(以後毎年開催)

昭和27年度 8/1 少年・成人保護観察所の統合 保護司法が改正され、少年・成人保護司
の区分を廃止、総て保護司となった

東京保護観察所長就任 初代東京保護観察所長に大坪与市氏就任

11/ 第1回全国更生保護大会 東京・日比谷公会堂にて開催(以後毎年開催)

12/13 葛飾区保護司会設立 初代会長に望月桓匡氏

昭和28年度 東京保護司会連盟結成 初代会長に河野勝斎氏就任

9/15 葛飾区更生保護助成協会設立 初代会長に水沼常松氏就任

10/25 東京保護司会連盟大会 渋谷中央社会館にて開催(以後昭和53年まで
東京更生保護大会として毎年開催)

昭和29年度 4/2 第６方面合同研究会発足 第６方面（江東・墨田・江戸川・葛飾４区
で構成）以後37年まで毎年開催

7/15 葛飾区保護司会の機関紙 広報活動の一環として第１号の発行
「道づれ」第一号発行 編集者、富塚義郎氏（年２回発行）

1/10 「保護観察」 毎年発行

昭和30年度 6/14 第６方面合同研究会 六踏園集会堂にて開催（以後毎年開催）

6/30 保護司会　定時総会 柴又帝釈天にて開催　以後毎年開催

7/11 葛飾地区ＢＢＳ会　設立 地区委員長に高橋善郎氏就任（会員18名）

7/28 青少年補導連絡会の発足 本田・亀有両警察署管内にて結成発足

年度中 保護司会　定例会 年６回開催　以後年６回以上開催

年度中 〃　　　　定例ケース研究会 年７回開催　以後年７回以上開催

昭和31年度 5/19 関東地方更生保護大会 水戸市茨城会館にて開催　

5/23 保護司会　施設見学 久里浜特別少年院見学　26名参加

7/ 施設慰問 栃木女性刑務所、小田原少年院

10/28 東京更生保護強化大会 神田・中央大学講堂にて開催

昭和32年度 4/22 保護司会　施設見学 小田原少年院見学

7/ 「社会を明るくする運動」 亀有駅前・新小岩駅前にて移動展覧会
及び青年問題相談所を開設

葛飾区保護司会活動のあゆみ（年度表）

【昭和２５年度～平成１５年度】

年月日

東京保護観察協会設立

第1回「社会を明るくする運動」

主な出来事 内容　
＊
略称　東観…東京保護観察所
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年月日 主な出来事 内容　
＊
略称　東観…東京保護観察所

10/ 保護司地方別研究会 箱根湯本にて開催

昭和34年度 5/ 南関東保護司研修 埼玉長瀞市にて開催　以後毎年開催

6/18 保護司会　定時総会 柴又帝釈天にて開催、第２代会長に石川猛氏

7/18 〃　　　　臨時総会 柴又帝釈天にて開催、役員人事につき審議

10/21 更生保護制度施行10周年記念 東京日比谷公会堂　天皇皇后両陛下ご臨席

昭和35年度 4/ 葛飾区更生保護婦人会発足 婦人保護司16名で発足　会長佐藤登志子

7/19 「社会を明るくする運動」 葛飾区公会堂にて関係機関団体共催で開催

（社会を明るくする区民の集い） 講演会他開催　800名参加　以後毎年開催

昭和36年度 4/7 東京保護観察所　新築移転 千代田区富士見町１丁目１番地に新庁舎

1/18 保護司会　臨時総会 柴又川甚にて開催

昭和37年度 10/ 南関東保護司研修会 東観にて開催

昭和38年度 5/23 保護司会　定時総会 柴又帝釈天にて開催、規約を一部改正

11/ 方面別合同研究会（新編成） 第５方面江東、墨田、足立、江戸川、葛飾

昭和39年度 4/1 更生保護相談所開設 葛飾区役所内に観察官による相談所を開設

7/1 「社会を明るくする運動」 区内全域に亘り広報活動　計２回開催

3/26 第５方面合同研修会（当会当番） 柴又川千家にて講演会開催　95名参加

年度中 ブロック別ケース研究会の発足 １２分区を４ブロックに分け４回開催

昭和40年度 6/28 保護司会　社明運動協議会 柴又帝釈天にて開催

12/25 保護司会より図書寄贈 小菅刑務所収容者の為に図書多数寄贈

年度中 更生保護相談所（定期相談） 毎週金曜日　相談員（観察官、保護司）

昭和41年度 8/ 「社会を明るくする運動」 各分区・地区毎に社明運動実施

年度中 保護司会　分区代表会議 幹部・分区長による会議　年２回開催

昭和42年度 8/ 「社会を明るくする運動」 13分区の町ぐるみで各種の宣伝活動

昭和43年度 7/ 「社会を明るくする運動」 区内全域の広報活動・全分区で活動実施

昭和45年度 5/20 保護司会　定時総会 新会長に石井治三郎氏就任

7/13 保護司会社明運動懇談会 「社明運動」について協議会開催

1/14 保護司会　分区代表者会議 地域内の円滑、責務、研修連絡等の協議

昭和46年度 1/21 研修会（土曜講座） 東京保護観察所にて開催

年度中 更生保護相談所 毎週月曜日・区役所にて開催

昭和47年度 3/ 地区保護司会代表者研究協議会 五日市錦江閣にて開催　会長出席

昭和50年度 3/11 地区保護司会事務担当者研修 東観にて開催　１名参加
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年月日 主な出来事 内容　
＊
略称　東観…東京保護観察所

昭和51年度 2/ 交通事件担当者研修 東観にて開催　該当者参加

昭和52年度 年度中 地域別保護司研修会 観察官の指導により　年３回開催
以後３回以上開催

昭和53年度 9/6 研修活動担当者研修会 東観にて　年２回開催　該当者参加

年度中 交通事件担当者研修 東観にて　年２回開催　該当者参加

昭和54年度 6/4 東保連、理事、評議員会 経団連会館にて開催

昭和55年度 5/8 東京保護司会連盟総会 九段会館にて開催　３名参加

7/3 「社会を明るくする運動」 葛飾公会堂にて記念行事開催

11/26 東京更生保護事業関係者顕彰式典 中央区立中央会館にて開催

3/ 地区事務担当者連絡協議会 東観にて開催　１名参加

年度中 地区保護司会代表者研究協議会 東観にて年５回開催　

昭和56年度 5/25 保護司会だより創刊号「道しるべ」

11/13 桐友会発会式 初代会長に小林俊之助氏就任

11/27 東京更生保護事業関係者顕彰式典 東京児童会館にて開催　23名参加

年度中 地区保護司会代表者会議 東観にて　年４回開催　会長参加

昭和57年度 11/25 東京更生保護事業関係者顕彰式典 品川文化会館にて開催　27名参加

年度中 地域別保護司研修 統一資料により　年４回開催

昭和58年度 6/30 東京保護司会連盟総会 九段会館にて開催　４名参加

11/18 30周年記念東京大会顕彰式典 中野サンプラザにて開催　１名参加

12/15 全国会長会議 東観にて開催　会長参加

年度中 地区保護司会代表者会議 東観にて　年２回開催　会長参加

昭和59年度 7/ 「社会を明るくする運動」 ＪＲ３駅にて駅頭広報活動を実施

10/18 更生保護制度３５周年記念全国大会 東京日比谷公会堂にて開催

11/28 更生保護事業関係者顕彰式典 千代田公会堂にて開催　受賞者32名

1/20 ＢＢＳ・研修部・広報部・ 東観にて開催
女子少年担当（保護司研修）

3/13 地方保護司会分区長研究協議会 東観にて開催　１名参加

年度中 地区保護司代表者会議 東観にて　年２回開催　会長参加

昭和60年度 保護司会　新任保護司研修 新任６名

2/26 保護司特別研修 東観にて開催　該当者参加

3/5 事務担当者会議 東観にて開催　１名参加

昭和61年度 11/25 東京保護観察協会創立30周年記念式典 明治神宮会館にて開催　47名参加
並びに更生保護事業関係者顕彰式典

発行者　石井自三郎　編集者広報
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年月日 主な出来事 内容　
＊
略称　東観…東京保護観察所

12/ 伊豆・大島三原山の爆発 保護司全員
による被災者へ義援金送付

3/ 保護司会・更生保護婦人会・ 足立青年会館にて開催　３名参加
ＢＢＳ会の三者協議会

昭和62年度 7/1 「社会を明るくする運動」 駅頭広報活動実施（更婦・ＢＢＳ会協力）

10/ 全国保護司等代表者協議会 経団連会館にて開催　１名参加

3/6 第５ブロック保護司会・更婦会 江戸川葛西区民会館にて開催　３名参加

ＢＢＳ会３者連絡協議会

年度中 保護司特別研修　Ⅰ・Ⅱ 青梅１泊研修　３名参加　年２回開催

3/11 保護司特別研修　Ⅲ 東観にて開催　２名参加

昭和63年度 9/8 葛飾地区３者協議会 立石出張所にて開催　各会代表参加

11/18 葛飾更生保護事業関係者顕彰式典 堀切地区センターにて開催　69名参加

年度内 保護司特別研修　Ⅰ・Ⅱ 青梅１泊研修　２名参加　年２回開催

年度中 保護司会　会則検討委員会 立石出張所にて　年３回開催

平成1年度 6/22 保護司会　地区３者協議会 代表者他　41名参加

10/5 更生保護制度４０周年記念全国大会 日本武道会にて開催　53名参加

10/18 更生保護制度施行40周年記念 埼玉県川口市民会館にて開催　４名参加

11/24 更生保護制度施行40周年記念 練馬区文化センターにて開催　25名参加

1/23 保護司・観察協会合同新年会 柴又川千家にて開催　91名参加

1/ 研修活動担当保護司研修 青梅市おくたま路にて開催　２名参加

年度中 保護司特別研修 青梅市おくたま路にて　年４回開催

年度中 保護司会　会則検討委員会 立石鳥久にて　年２回開催

平成2年度 7/ 「社会を明るくする運動」 ５駅頭広報活動実施　174名

9/4 第５方面ブロック別組織運営 葛飾区民会館他にて開催　35名参加
連絡協議会会長打ち合わせ会

11/28 東京更生保護事業関係者顕彰式典 明治神宮会館にて開催　45名参加

平成3年度 6/14 地区保護司会事務担当者会議 東観にて開催　１名参加

島原被災に義援金を贈る 保護司会全員　154名
雲仙普賢岳噴火災害

11/ 関東管内保護司特別研修 千葉県鴨川にて開催　１名参加

11/27 東京更生保護事業関係者顕彰式典 明治神宮会館にて開催　41名参加

平成4年度 2/ 東京・千葉合同保護司研修会 千葉県鴨川市にて開催　３名参加

平成5年度 6/8 社会環境部設置 近藤満智子部長就任

10/13 東保連評議員並びに地区代表者会議 東京保護観察所

10/25 東保連40周年記念東京更生保護大会 明治神宮会館

近藤満智子部長就任　堀切地区センター
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年月日 主な出来事 内容　
＊
略称　東観…東京保護観察所

平成6年度 7/11 社明運動「葛飾区民の集い」 堀切地区センター
事務局拡大会議

10/24 第１回組織運営検討委員会 16名参加 堀切地区センター

2/17 常任理事会 堀切地区センター

2/21 第３回組織運営検討委員会（答申） 16名参加 堀切地区センター

平成7年度 9/5 関連地区委員会 ５名出席 文化会館別館

3/28 観察協会強化推進委員会 20名参加 立石出張所会議室

平成8年度 4/3 組織運営委検討委員会 年度中4回開催 16名参加 立石出張所会議室

平成9年度 10/2 四地区保護司会交流合同研修会 11名参加 三郷市文化会館

11/19 東京更生保護事業関係者顕彰式典 明治神宮会館

広報誌「道しるべ」タイトルを
「ひまわり」と変更　
タブロイド版に改めた

　　
1/19 保護司会・観察協会合同新年会 柴又「川千家」

平成10年度 3/12 臨時総会 85名参加 堀切地区センター

3/13 分区名称変更　12ﾌﾞﾛｯｸを7ﾌﾞﾛｯｸに

平成11年度 6/16 「愛をみんなで」ﾁｬﾘﾃｨｺﾝｻｰﾄ 41名参加 ＮＨＫホール

7/ 心をつなぐﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ交流ﾌｫｰﾗﾑ 20名参加 江戸東京博物館

10/13 更生保護制度施行50周年記念 59名参加 日本武道館
更生保護大会

10/20 更生保護制度50周年記念関東大会 25名参加 渋谷公会堂

10/27 東京首長議会、保護司会との会議 ４名出席 九段会館

平成12年度 7/19 社明運動「区民の集い」開催 400名参加 亀有リリオホール

9/29 東京更生保護施設連盟発足50周年記念 憲政記念館

平成13年度 7/1 「心をつなぐ」ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾌｫｰﾗﾑ 10名参加 虎ノ門ホール

8/1 はがき作戦幹事会 16名参加 堀切地区センター
（以降平成25年度まで）

9/6 学校連携担当保護司幹事会（　〃　） 16名参加 堀切地区センター

平成14年度 5/9 保護司発掘特別委員会（　　〃　　） 17名出席 立石地区センター

11/12 学校連携講演会 88名出席 ウィメンズパル

11/22 東京更生保護事業関係者顕著式典 38名出席 大田区民ホール

11/27 物故保護司慰霊祭準備 10名出席 柴又トーヨービル

12/4 50周年記念植樹式 青戸中川土手

12/5 50周年記念誌編集委員会 以後4回開催 ７名出席 宮川会長宅

平成15年度 2/21 50周年記念祝賀会 110名出席 テクノプラザかつしか
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