
平成27年度事業報告

月 日
6 魚崎支部会 於：西町会館 １９：００～
7 役員会 於：サポートセンター １８：３０～
9 「社会を明るくする運動」新企画意見交換会 山田保護司 於：神戸保護観察所 １４：００～

11 理事会・会計監査 於：青木文化センター １４：００～
24 平成２７年度定時総会 ３５名 於：ホテルプラザ神戸 １７：００～
25 本庄支部総会 於：小野保護司宅 １７：００～
8 犯罪予防部会 於：サポートセンター １９：００～

12 神戸市保護司会連絡協議会理事会 山田保護司 於：神戸保護観察所 １５：００～

12 ハートフル・シネマサロン～映画を通じて人
権を考える～

和田保護司 於：神戸文化ホール １３：３０～

13 保護司代表者等連絡協議会 山田保護司 於：神戸保護観察所 １１：００～
13 兵庫県保護司会連合会理事会 山田保護司 於：神戸保護観察所 １３：００～
16 本山支部会 於：サポートセンター １１：００～
19 新任保護司研修会（基礎編） 南本保護司 於：神戸保護観察所 １１：００～
19 東灘区更生保護女性会総会 山田保護司 於：東灘区民センター １０：００～
19 役員会 於：サポートセンター １８：３０～

20 平成27年度「東灘地区青少年育成協議会理事
会」

和田保護司 於：東灘区役所 １０：００～

20 魚崎支部会 於：魚崎桜宴 １９：００～
22 特別研修（社明担当者） 松澤保護司 於：神戸保護観察所
22 神戸地区薬物乱用防止指導員協議会役員会 羽島保護司 於：兵庫県薬剤師会館 １３：３０～
23 理事会 於：青木文化センター １４：００～

25 神戸市東灘区社会福祉協議会理事会・評議員
会

山田保護司 於：東灘区役所 １１：００～

26 平成26年度社会を明るくする運動　区役所と
の打ち合わせ

松澤・西口・山
田・和田・清
原・森本
保護司

於：東灘区役所 １０：００～

28

第１回統一研修「生活環境の調整について」
　～刑の一部執行猶予制度の実施に向けて～
研修会後、広報・犯罪予防部会、本庄・本山
支部会の開催

３０名 於：サポートセンター １３：３０～

28 東灘防犯協会定例理事会 大野保護司 於：東灘警察署 １４：３０～
28 住吉支部会 於：住吉神社 １９：００～

1 平成2７年度社会を明るくする運動　区長へ
推進委員長就任の依頼

松澤・西口・山
田・和田・清
原・森本
保護司

於：東灘区役所 １４：００～

1 兵庫県立御影高等学校の校長・教頭・応援部
顧問に出演快諾のお礼

松澤・山田・和
田・森本
保護司

於：県立御影高校 １４：５０～

1 御影クラッセと会場設営に関する打ち合わせ

松澤・西口・山
田・和田・森
本・舩引
保護司

於：御影クラッセ １５：５０～

3 特別研修（会計担当者） 梶・和田保護司 於：神戸保護観察所
6 魚崎支部会 於：西町会館 １９：００～

8 平成２７年度社会を明るくする運動　東灘警
察署長にご案内

山田・和田
保護司

於：東灘警察署 　９：４５～

9 神戸市保護司会連絡協議会総会
山田・和田
保護司

於：メリケンパークオ
リエンタルホテル

１５：３０～

21 「ダメ。ゼッタイ。」普及運動　街頭キャン
ペーン

梶保護司 於：長田区　鉄人広場 １４：００～

22 特別研修（新任保護司会長研修会） 山田保護司 於：チサンホテル神戸 １０：３０～

22 東灘防犯協会平成27年度定期総会 和田保護司 於：神戸市医師会館東
灘分館

１４：００～

23 役員会 於：サポートセンター １８：３０～

25 自主研修「第６５回社会を明るくする運動」
について

３０名 於：サポートセンター １３：３０～

25 研修部会 於：サポートセンター
25 広報部会 於：サポートセンター
25 本山支部会 於：サポートセンター
25 住吉支部会 於：住吉神社 １９：００～
27 理事会 於：サポセン １３：００～

1 平成２７年度東灘区区民まちづくり会議第一
回総会

山田保護司 於：東灘区役所 １４：００～

4 魚崎支部会 於：西町会館 １９：００～
10 社明推進伝達式 於：神戸市役所 １１：００～
11 犯罪予防部会 於：サポートセンター １８：００～
11 本山支部会（研修旅行打合せ会） 於：淡路島・徳島 　８：３０～

12 東灘区保護司会 第６５回社会を明るくする運
動推進委員会

２９名 於：御影クラッセ １３：００～

13 東灘区保護司会第６５回社会を明るくする運
動推進委員会ご出席・ご出演のお礼

山田・和田
保護司

於：東灘区役所、東灘
警察署、御影幼稚園、
御影高校、神戸保護観
察所

　９：３０～

16 住吉支部会 於：住吉神社社務所 １９：００～

21 処遇基礎力強化研修（第一次研修）会
高橋・葉山
保護司

於：チサンホテル神戸

21 役員会 於：サポートセンター １８：３０～
25 理事会 於：サポートセンター １３：００～
26 夏祭りキャンディすくい ８名 於：本二小 １７：００～
28 協力組織部会内自主研修 於：神戸保護観察所 １０：００～
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第６５回”社会を明るくする運動”各支部活動

６月２９日
～７月１日

作文コンテスト応募依頼の学校訪問

7月25日
「子どもいきいきネットワーク２０１５」街
頭キャンペーン（サンシャインワーフ神戸の
夏祭り）

於：サンシャインワーフ

9月15日 作文コンテスト選考会 於：小野保護司宅
7月2日 エッセイコンテスト応募依頼の学校訪問 於：甲南女子高等学校

4
街頭キャンペーン（本山地区ふれまち七夕ま
つり　）

於：本山西地域福祉
センター

5 街頭広報活動 於：支部管内
5 支部推進委員会 於：御影

9 作文コンテスト応募依頼の学校訪問
於：本山中・本南中・本一小
　　本二小・本三小・本南小

24 街頭キャンペーン（夏越祭り　） 於：森稲荷神社
26 街頭キャンペーン（本二夏祭り　） 於：本二小

８月１日
２日

街頭キャンペーン（本三夏祭り、森・中野盆
踊り）

於：本三小

15 街頭キャンペーン（岡本盆踊り　） 於：長子公園
15 街頭キャンペーン（北畑盆踊り　） 於：北畑会館

16
街頭キャンペーン（本一夏祭り、小路・田邊
盆踊り）

於：本一小

22 街頭キャンペーン（野寄盆踊り　） 於：野寄公園
２８・２９ 街頭キャンペーン（田中盆踊り　） 於：中之町公園
9月17日 作文コンテスト選考会 於：本二小
9月20日 作文コンテスト選考会 於：本二小
7月18日 社明研修と意見交換会 於：西町会館

25 街頭キャンペーン（うはらの盆） 於：川井公園
8月1日 街頭キャンペーン 於：住吉川公園

8 街頭キャンペーン 於：魚崎西町南公園
22 街頭キャンペーン 於：魚崎浜公園
29 街頭キャンペーン 於：西浜公園

29
街頭キャンペーン（六甲アイランドサマーイ
ブニングカーニバル）

於：六甲アイランド　リバー
モール周辺

7月26日
街頭キャンペーン（御影の夏祭り「沢の井夜
店」）

於：御影クラッセだんじり広場

8月9日
街頭キャンペーン（御影盆踊り・灯籠展表
彰）

於：御影小学校

住吉支部 8月30日 街頭キャンペーン 於：山田公園

御影支部

本山支部

魚崎支部

本庄支部 1 
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3 役員会 於：サポートセンター １４：００～

11 平成２７年度東灘区次期計画策定に係る
ワークショップ

山田保護司 於：東灘区役所 １３：３０～

20 指導力強化研修（第二次研修）会
西口・前田
保護司

於：チサンホテル

1 新任保護司研修会（座談会講師）
石畠・坂井
保護司

於：チサンホテル １０：００～

2 第３１回中学校・保護観察所連絡会 桑山保護司 於：神戸保護観察所 １４：３０～

3 第２回統一研修「保護観察処遇における関係
機関との連携」

３１名 於：サポートセンター １３：３０～

3 役員会 於：サポートセンター １５：００～
5 魚崎支部会 於：西町会館 １９：００～

11 第２回保護司代表者等連絡協議会
兵庫県保護司会連合会理事会

山田保護司 於：三田市総合文化セ
ンター

１０：３０～

22 役員会 於：サポートセンター １８：３０～

25 社明作文コンクール選考会
山田・和田・清
原・松澤
保護司

於：東灘区役所 １３：００～

25 本庄支部会 於：小野保護司宅 １８：３０～
26 理事会 於：サポートセンター １３：００～
28 神戸市保護司会連絡協議会理事会 山田保護司 於：神戸保護観察所 １０：３０～
28 平成２７年度保護司等中央研修会 羽島賢一氏 於：日経ホール １３：００～

29 平成２７年度特別研修（更生保護ボランティ
ア活動）

和田・舩引
保護司

於：チサンホテル神戸 １０：３０～

1 防犯協会定例理事会 和田保護司 於：東灘警察署 １４：００～
3 魚崎支部会 於：西町会館 １９：００～

7 平成２７年度物質依存関連問題研修会
山田・永島
保護司

於：兵庫県こころのケ
アセンター

１３：３０～

8 御影中学育英会にて講演 城村保護司 於：御影中学校
12 本山支部会 於：サポートセンター １２：３０～
14 新任保護司研修（基礎編） 於：神戸保護観察所 １０：３０～
15 神戸地区薬物乱用防止指導員協議会役員会 羽島保護司 於：県薬剤師会館 １５：００～
20 役員会 於：サポートセンター １８：３０～
24 理事会 於：サポートセンター １３：００～

30 第63回兵庫県更生保護大会 １５名
於：三田市総合文化セ
ンター「郷の音ホー
ル」

１１：３０～
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頭キャンペーン（サンシャインワーフ神戸の
夏祭り）

於：サンシャインワーフ

9月15日 作文コンテスト選考会 於：小野保護司宅
7月2日 エッセイコンテスト応募依頼の学校訪問 於：甲南女子高等学校

4
街頭キャンペーン（本山地区ふれまち七夕ま
つり　）

於：本山西地域福祉
センター

5 街頭広報活動 於：支部管内
5 支部推進委員会 於：御影

9 作文コンテスト応募依頼の学校訪問
於：本山中・本南中・本一小
　　本二小・本三小・本南小

24 街頭キャンペーン（夏越祭り　） 於：森稲荷神社
26 街頭キャンペーン（本二夏祭り　） 於：本二小

８月１日
２日

街頭キャンペーン（本三夏祭り、森・中野盆
踊り）

於：本三小

15 街頭キャンペーン（岡本盆踊り　） 於：長子公園
15 街頭キャンペーン（北畑盆踊り　） 於：北畑会館

16
街頭キャンペーン（本一夏祭り、小路・田邊
盆踊り）

於：本一小

22 街頭キャンペーン（野寄盆踊り　） 於：野寄公園
２８・２９ 街頭キャンペーン（田中盆踊り　） 於：中之町公園
9月17日 作文コンテスト選考会 於：本二小
9月20日 作文コンテスト選考会 於：本二小
7月18日 社明研修と意見交換会 於：西町会館

25 街頭キャンペーン（うはらの盆） 於：川井公園
8月1日 街頭キャンペーン 於：住吉川公園

8 街頭キャンペーン 於：魚崎西町南公園
22 街頭キャンペーン 於：魚崎浜公園
29 街頭キャンペーン 於：西浜公園

29
街頭キャンペーン（六甲アイランドサマーイ
ブニングカーニバル）

於：六甲アイランド　リバー
モール周辺

7月26日
街頭キャンペーン（御影の夏祭り「沢の井夜
店」）

於：御影クラッセだんじり広場

8月9日
街頭キャンペーン（御影盆踊り・灯籠展表
彰）

於：御影小学校

住吉支部 8月30日 街頭キャンペーン 於：山田公園

御影支部

本山支部

魚崎支部

本庄支部

2 ひがしなだふれあいフェスタ201５準備会 １４名 於：西町会館 １３：００～
3 ひがしなだふれあいフェスタ201５ ２４名 於：住吉公園 　９：００～
7 魚崎支部会 於：西町会館 １９：００～

10 研修旅行（徳島刑務所ほか） ２４名 於：徳島刑務所ほか 　８：３０～
11 研修旅行の報告 山田保護司 於：神戸保護観察所
11 平成２７年度近畿地方保護司代表者協議会 清原保護司 於：京都テルサ １０：４０～

14 麻薬・覚醒剤乱用防止運動街頭キャンペーン
羽島・清原・森
本・和田
保護司

於：地下鉄西神中央駅
前プレンティ広場

１４：００～

17 平成２７年度保護司特別研修「協力雇用主と
の連携」

和田・舩引
保護司

於：兵庫県民会館 １３：００～

17 更生保護就労支援シンポジウム 坂井保護司 於：兵庫県民会館 １３：００～
17 東灘区民の安全なくらしを守る住民大会 山田保護司 於：うはらホール
19 学校との連携強化事業　　　（住吉支部） ９名 於：住吉中学校 １４：２５～

20 第3回統一研修「薬物事犯者の処遇につい
て」

２２名 於：サポートセンター １３：３０～

20 協力組織部会 於：サポートセンター １５：００～
20 住吉支部会 於：住吉神社社務所 １９：００～
21 魚崎支部会
24 役員会 於：サポートセンター １８：３０～
28 理事会 於：サポートセンター １３：００～
30 高校生エッセイコンテスト結果報告会 於：神戸法務総合庁舎 １３：３０～
1 神戸市保護司会連絡協議会理事会 山田保護司 於：神戸保護観察所 １０：３０～

1 平成２７年度特別研修「盛山法務副大臣講演
会」

６名 於：神戸法務総合庁舎 １５：３０～

2 本山支部会 於：御影 １９：００～
4 犯罪被害者週間講演会 和田保護司 於：神戸市勤労会館 １４：００～

4 平成２７年度兵庫県更生保護関係団体連絡協
議会

羽島保護司 於：アリストンホテル
神戸

１３：３０～

5 本庄支部会 於：ＺＥＮ １９：００～
5 住吉支部会 於：かごの屋 １８：００～

10 東灘区人権週間講演会
森本・川西
保護司

於：神戸ファッション
美術館

１４：００～

11 防犯協会定例理事会 和田保護司 於：東灘警察署 １４：００～
14 御影支部会 於：現吉 １８：００～

15 第３回保護司代表者会議
兵庫県保護司会連合会理事会

山田保護司 於：楠公会館 １０：３０～

18 理事会 於：亥炉葉門 １９：００～

18 東灘区民のつどい
山田・清原
西尾・和田
保護司

於：ホテルプラザ神戸 １１:００～

19 役員会 於：サポートセンター １８：３０～
23 理事会 於：サポートセンター １３：００～
27 新年研修「林田企画調整課長講話」 ３５名 於：ホテルプラザ神戸 １７：３０～
27 東灘区保護司会新年互礼会 ３５名 於：ホテルプラザ神戸 １８：００～

5 市保連新年互礼会
山田・和田・
清原保護司

於：東天紅 １８：００～

6 魚崎支部会 於：西町会館 １９：００～
14 本山支部会 於：神戸六甲ボウル １６：００～
16 人権教室で講演 小野保護司 於：本山第二小学校 １３：３０～

17 新任保護司研修（座談会講師）
大谷・藤原
保護司

於：チサンホテル神戸 １０：１０～

19 県保連協力組織部会 山田保護司 於：神戸保護観察所 １０：３０～
23 第4回統一研修 ２７名 於：サポートセンター １３：３０～
23 本庄支部会 於：サポートセンター １５：００～
23 役員会 於：サポートセンター １８：３０～
23 住吉支部会 於：住吉神社 １８：００～

２５
２６ 兵庫県保護司代表者等連絡協議会

山田・和田
保護司

於：ホテル「夢の井」 １４：００～

27 理事会 於：サポートセンター １３：００～
4 特別研修「社明担当者」 松澤保護司 於：神戸法務総合庁舎 １０：３０～
5 魚崎支部会 於：西町会館 １９：００～
8 自主研修「会則・細則を読む」 ２６名 於：西町会館 １３：３０～
8 住吉支部会 於：たんたか １８：００～

10 役員会 於：サポートセンター １８：３０～
１５
１６

保護司・更生保護女性会員・ＢＢＳ会員特別
研修会

山田保護司 於：法務省浦安総合セ
ンター

１３：００～

15 特別研修「更生保護サポートセンター」
和田・永島
保護司

於：チサンホテル神戸 １０：００～

16 第４回保護司代表者会議
兵庫県保護司会連合会理事会

和田保護司 於：神戸法務総合庁舎 １０：３０～

17 保護司・更生保護女性会員意見交換会
山田保護司他
石田更女他

於：サポートセンター １３：００～

19 企画調整保護司協議会 於：サポートセンター １３：００～

19 理事会 於：サポートセンター １３：００～
29 神戸市東灘区社会福祉協議会理事会 山田保護司 於：東灘区役所 １１：００～
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６月２９日
～７月１日

作文コンテスト応募依頼の学校訪問

7月25日
「子どもいきいきネットワーク２０１５」街
頭キャンペーン（サンシャインワーフ神戸の
夏祭り）

於：サンシャインワーフ

9月15日 作文コンテスト選考会 於：小野保護司宅
7月2日 エッセイコンテスト応募依頼の学校訪問 於：甲南女子高等学校

4
街頭キャンペーン（本山地区ふれまち七夕ま
つり　）

於：本山西地域福祉
センター

5 街頭広報活動 於：支部管内
5 支部推進委員会 於：御影

9 作文コンテスト応募依頼の学校訪問
於：本山中・本南中・本一小
　　本二小・本三小・本南小

24 街頭キャンペーン（夏越祭り　） 於：森稲荷神社
26 街頭キャンペーン（本二夏祭り　） 於：本二小

８月１日
２日

街頭キャンペーン（本三夏祭り、森・中野盆
踊り）

於：本三小

15 街頭キャンペーン（岡本盆踊り　） 於：長子公園
15 街頭キャンペーン（北畑盆踊り　） 於：北畑会館

16
街頭キャンペーン（本一夏祭り、小路・田邊
盆踊り）

於：本一小

22 街頭キャンペーン（野寄盆踊り　） 於：野寄公園
２８・２９ 街頭キャンペーン（田中盆踊り　） 於：中之町公園
9月17日 作文コンテスト選考会 於：本二小
9月20日 作文コンテスト選考会 於：本二小
7月18日 社明研修と意見交換会 於：西町会館

25 街頭キャンペーン（うはらの盆） 於：川井公園
8月1日 街頭キャンペーン 於：住吉川公園

8 街頭キャンペーン 於：魚崎西町南公園
22 街頭キャンペーン 於：魚崎浜公園
29 街頭キャンペーン 於：西浜公園

29
街頭キャンペーン（六甲アイランドサマーイ
ブニングカーニバル）

於：六甲アイランド　リバー
モール周辺

7月26日
街頭キャンペーン（御影の夏祭り「沢の井夜
店」）

於：御影クラッセだんじり広場

8月9日
街頭キャンペーン（御影盆踊り・灯籠展表
彰）

於：御影小学校

住吉支部 8月30日 街頭キャンペーン 於：山田公園
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