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第2841例会	 平成 31 年 3 月 13 日（水）
（本年度第 31回）	

点　鐘 佐久間 馨 会長

スマイル体操 平野 和枝 親睦委員

司会と斉唱 松下 幸夫 会場監督
石原 安 ソングリーダー

「我等の生業」

お客様紹介 佐久間 馨 会長
ゲストスピーカー

更生保護法人 真
しん

哉
さい

会
かい

 理事長 高谷 玲子様 
アンジェラ・カブラ様

出席報告 生垣 繁 出席委員長

会員数 57 名 出席 37 名 欠席 20 名
（対象外 7 名） 出席率 74.00%
前々回訂正 欠席 25 名 MAKE UP 9 名

（対象外 6 名） 訂正出席率 80.39%
欠席者
花田君 星野（博）君 星野（妃）君 貝田君 上山君 
川野 君 小林君 三平君 峯岸君 溝淵君 
茂木君 根木君 野口（哲）君 大部君 関君 
世良君 重田君 色摩君 山川君 横山君

会長報告 佐久間 馨 会長
1. 川崎鷺沼 RC より IM 寄付金送金のご連絡が届いております。

※参加 19RC にて換算
ロータリー財団寄付金・R 米山記念奨学会 寄付金 各 10 万円
各クラブ 5,263 円 /47.85 ドル

2. 大相撲川崎場所のご案内が届いております。
日時：4 月 12 日（金）
場所：川崎市とどろきアリーナ

幹事報告 相良 久征 幹事
1. 地区からの来信

入会 3 年未満の会員対象「フレッシュ」交流会のお知らせ
日時：4 月 25 日（木）　15：00～ 18：30
会場：メモワールプラザソシア 21
参加対象者：入会 3 年未満の会員 7 名：
石坂 会員、妻鹿 会員、平野 会員、石原 会員、星野 会員 
豊見山 会員、根木 会員

2. 他クラブ例会臨時変更
 ●新川崎 RC
4 月 3 日（水） 親睦お花見例会 中華「成喜」
点鐘 18：00
4 月 17 日（水） 休会
5 月 1 日（水） 休会

 ●川崎鷺沼 RC
3 月 20 日（水） 木曽路 宮前平店　点鐘 18：00

（例会場都合により）
4 月 3 日（水） 木曽路 宮前平店　点鐘 12：30

（例会場都合により）
4 月 17 日（水）⇒ 19 日（金）
移動例会 4 クラブ合同研修会 ホテル KSP 16：00 ～
川崎西 RC 夜間例会に出席 18：00 ～
5 月 1 日（水） 休会

委員会報告
社会奉仕委員会 妻鹿 琢生 委員長
3 月 26 日（火）13:00 に再度、交通安全ポスターを小学校に
贈呈に参ります。ご協力お願いいたします。

卓話
更生保護法人 真哉会 理事長 高谷 玲子様 
～犯罪や非行からの立ち直り支援について～
真哉会は、明治 38年に現在の東京
拘置所である小菅監獄の所長など
が行き場のない出所者をあずかり	
「真哉倶楽部」を創設したことが始
まりです。名称の由来は「真哉」は「ま
ことなるかな」の意で歎異抄から取
られたと言われており、自由と自治、
人の和を補導理念としております。

今から 50年前に水上スキーに勤しんだ法政大学を卒業し、2
年半OL生活をしました。その後、亡くなった前施設長である
父の手伝いを始め、様々なバックグラウンドの入所者をみて
きました。食事の時間だけは、気の荒い入所者にも穏やかな
表情が見受けられ、食の大切さを痛感し、これがきっかけと
なり管理栄養士の資格を取りました。普通の家庭のような居
場所を作りたいと思い、いつのまにか 50年が過ぎていきまし
た。「危ない人ほど受け入れてあげなさい」という父の教えを
守り、現在は娘もその方針を受け継いでおります。当施設は
東京都足立区にあり、東武スカイツリーライン小菅駅から徒
歩 2分です。鉄筋コンクリート 3階建の個室が 24部屋あり、



■その他プログラム
・SST Social Skill Training

社会生活技能訓練。様々な場面を想定して、コミュニケー
ションの練習を行う。

・無料法律相談会 Free consultation of lawyers
ボランティアの弁護士・司法書士が来所して借金、離婚、
養子縁組、被害弁償などの相談に応じる。

・精神科クリニックのグループミーティングに参加
性犯罪対象者に実施。性の問題に向き合うためのミーティ
ング。

生活環境や職員との関係は更生自立に大きく影響すると考
えられています。当施設では清潔感や季節感、バランスの
良いボリュームのある食事を心掛けたサポートを行ってお
ります。近年、日本では犯罪検挙件数は減少し、昨年は戦
後最少を更新しました。景気回復の中、窃盗率が減少して
いることが主な原因と考えられております。しかしながら、
再犯率は上がっており、犯罪者の 2 人に 1 人は再犯者です。
平成 28 年 12 月、再犯防止等の推進に関する法律が施行
され、「世界一安全な国、日本」を掲げております。私た
ちも再犯防止により一層の努力をして安全な国日本を守っ
ていきたいと考えております。

ニコニコリポート 松山 直樹 副会場監督
佐久間 馨 会長、相良 久征 幹事

本日のゲストスピーカー 高谷 玲子 様、卓話よろしくお願
いいたします。アンジェラさん、ようこそいらっしゃいま
した。例会をお楽しみください。

戸川 俊雄 君、生垣 繁 君、渡邊 敏久 君、宮崎 秀樹 君、洪 征治 君 
柳澤 信夫 君

更生保護法人 真哉会 理事長 高谷 玲子 様、ようこそいらっ
しゃいました。ありがとうございます。卓話、楽しみにし
ております。

松波 登 君、入来 武久 君、齊木 貴 君、平野 和枝 君、石原 安 君 
豊見山 徹 君

更生保護法人 真哉会 理事長 高谷 玲子 様、本日の卓話よろ
しくお願いいたします。

妻鹿 琢生 君
先日 6 日、地区補助金プロジェクトの交通安全ポスターの
贈呈式を無事に執り行うことができました。私以外に 11 名
の方にご参加いただきました。ありがとうございました。

朝山 浩 君
戸川さん、ごちそうさまでした。

武田 信平 君
先週 10 日に J リーグ第 3 節、フロンターレ対横浜マリノ
ス戦が行われました。終了直前に追いつかれ、2 対 2 の引
き分け。これで 3 戦して 3 引き分けとなりました。今夜 19
時からアジアチャンピオンズリーグ第 2 節、シドニー FC と
の試合が等々力にて行われます。この試合に勝って上昇機
運を呼び込んでほしいと思います。

入所者は 20名の成人男性です。職員体制は施設長、理事長、
調理員・栄養士、補導主任、精神保健福祉士、社会福祉士、
補導員、非常勤が 24時間体制で運営しております。更生保護
施設とは主に、
・刑事施設を仮釈放 /満期釈放になった人
・少年院を出た少年
・刑の執行猶予を言い渡された人
・起訴猶予になった人
これらに該当する人の自立をサポートする施設です。施設で
は、宿泊・食事の供与、就労指導、生活指導、福祉・医療のあっ
せんなど問題に応じた専門的処遇を行っております。保護観
察所（国）から委託され、現在全国に 103 の更生保護施設（東
京 19施設）があり、当施設は高齢者や障がい者の専門と薬物
依存者の専門的処遇を行う施設に指定されています。

受入状況（平成29年度）Data of fiscal year 2017

← Sex related offenses    →
窃盗 覚せい剤 大麻 劇毒物 強姦 猥褻

24 28 1 1 4 3

傷害 監禁 恐喝 器物損壊 放火 暴行

2 2 1 2 2 １

住居侵入 遺失物横領 関税法 詐欺 道交法

3 1 1 6 1

20代 30代 40代 50代 60代 70代 計

7 16 16 20 8 1 68

0入 1入 2入 3入 4入 5入 6入 7入 15入 計

５ 22 11 6 14 5 3 1 1 68

年齢別 Age

入所度数 Number of entrance in penal institutions

Theft Methamphetamine

Injury 

Swindle

Extortion Arson

罪名（重複あり） Types of offenses by occupants(including duplication)

Accepted 68 occupants 

Confinement Property damage Assault

Break and enter

cannabis poisonous substance 

theft of lost property traffic infringementCustoms Law

年間約 400 件
の申請があり、
受け入れられる
人数はそのうち
の 1/3 です。当
施設の受け入れ
の基準は、他で
は受け入れが厳
しい殺人、放火、
性犯罪など罪名
を問わず、身上
調査書を基に

「更生意欲」を重視しております。必要に応じて矯正施設に出
向いて面接なども行い慎重に受け入れをしております。以前、
5万人居た保護司は人口の減少に伴い 4万 8,000 人と減少し
ました。当施設入所者の平均在所期間は 2、3カ月で、最長半
年です。最近は高齢者・障がい者が多い傾向にあるため、就
労自立に時間がかかるケースもありますが、就労自立の一貫
として居住を確保するために貯蓄させる点においては細かく
目を配っております。短期の入所のため、住み込み可能な就
職先を探したり、協力雇用主さんにアパートを借りて自立す
る入所者もおります。

入所者は集団生活のため、当然のことながら規則があり、禁
止事項も多々ありますが、館内全ての部屋を個室にして更生
することに集中することで入所者同士のトラブル回避にも繋
がっているように感じます。当施設では覚せい剤事犯の入所
者が半数以上のため、退所後も参加可能なプログラムを行っ
ております。その他にも就職面接やお酒の誘いの断り方など
を教わる社会生活技能訓練も行い、早い社会復帰の基盤を再
生する支援活動を行っております。

■薬物事犯者向けプログラム
・回復プログラム

教本を用いた認知行動療法。専門職員が個別に実施。
・ダルクミーティング

薬物依存症リハビリ施設の職員を交え、各々の思いなどを
話す。希望者には、職員が同行しダルクの見学を実施。

・NA ミーティング
自助グループのメンバーを交え、ミーティング。
自助グループの情報を伝達し、参加を促す。


