
平成13年度 ‐事 業 報 告 書  : 報-1

月 名業事

4 13日  4月 定lrl会  定例研修『田中薫保護観察官と懇談』

平尾保護観察宮、田中保護観察官出席

平成 12年度会計監査実施

5 12日  新 1日 役員弓継会 (深江会館 )

14日  定 B寺総会 議事 :平成12年度事業報告 ・決算報告 。会計監査報告 。役員改選

平成13年度事業計画案及び予算案審議  .

来賓 :神戸保護観察所 島津所長・田中保護観察宮 。高橋東灘区長

東灘警察 松村署長・日高生活安全課長

東灘保護司会 志丼顧間 。松田相談役

17日  再任保護司    7名                   ・

不再任保護司   1名

新任保護司    4名 (黒川邦雄・永丼益子 。大谷 宏・志丼秀樹 )

6 1日  高橋東灘区長へ第51回 “社会を明るくする運動"東灘区実施委員長就任依頼

第51回 “社会を明るくする運動"標語パネル293枚申込み

5曰  少年指導委員 (公安委員会)、 少年補導員 (防犯協会)委嘱研修会 (東灘警察署)

5～ 6 特局」研修『地域に留着した犯罪予防活動につtiて』

『公開ケース研究会実習』 2名 参加  (六甲スカイヴィラ)

13日  6月 定例会 第51回 “社会を明るくする運動"各支部実施計画発表

統一研修『遵守事項 Palt I』  田中保護観察官出席

15日  薬物乱用防止指導員指導講習会  (ネ申戸市教育会館 大ホール)

18日  新任保護司研修会 4名参加  (ネ申戸保護観察所会議室)

23日  東灘地区青少年問題協議会 育成委員委嘱研修会  (御影公会堂)

24日  「ダメ。ゼッタイ」ヤング街頭キャンペーン  (西神中央プレンティ広場)

ミニ集会 2回実施

7 1日 ～ 8月 31日 まで「地上或社会とともにあゆむ更生保護」のコンセフ トの下に

第 51回 “社会を明るくする運動"を区内各地区にて展開する。

2日  第 54回 “社会を明るくする運動"東灘区実施委員会議   (東 灘区役所 )

広報映画『子どもいきしヽきネットワーク2000』 上映

講演『少年非行の現状について』 少年補導職員 前田有希子先生



報-2

月 名業事

7 20日  神戸まつリパレード参加  法務省 “社会を明るくする運動 "

'        法務省 “社会を明るくする運動"   ｀

「ダメ・ゼッタイ」ミレニアムキャンベーン

ミニ集会 20回開催

8 1日～ 31日  第 51回

行 事 の 実 績

実施委員会議

街頭広報活動

ミニ集会等対話集会

住民集会

講演会

スポーツ大会

街頭補導活動

その他の活動

合    計

“社会を明る<する運動"を 7月 に引き続き実施

参加延人員   参加保護司

242    (」 04)

148    (101)

536    (97)

87    1101

205    (47)

450     (6)

250    (52)

6500    (96)

8448    (513)

実施回数

14回

19回

53回

3回

2回

2回

J4回

16回

123回

第51回 “社会を明るくする運動"実施結果報告 各支部集計による

ミニ集会 4回実施

9 10日  10月 定laj会  第51回 “社会を明るくする運動"各支部実施結果報告

統一研修『遵守事項 Part I』  田中保護観察官出席

11日  「心かよわす市民運動人権講演会」参加   (区 民センターうはらホール)

27日  「神戸市青少年育成委員のつどい」参加   (ピ フレ新長田 ピフレホール)

ミニ集会 2回開催

10 3日   10月 定例会 定ll」 研修「転居と旅行の取扱いについて」田中保護観察宮出席

10日  再イ壬保護司    8名
新任保護司    2名 (山本豊三・不□田道夫)

11日  新任保護司研修会 2名参加  (ネ申戸保護観察所会議室)

13日  保護司と学校との連携強化活動・講話と座談会『子育て、今・昔』

講師 :神戸市青少年センター 専 P目 指導員 岩本しず子先生

(神戸市立本山第二小学校 。わくわくルーム)

26日  第49回 兵庫県更生保護大会に参加 (明石市立市民会館 アワーズホール)



報-3

月 事 業 名

4日   「 ドラッグクリーン∪Pフ ォーラム」 (神戸文化ホール・中ホール)

「麻薬・覚せい斉」乱用防止運動街頭キャンペーン  (JR神 戸駅周辺)

22日  秋季研修旅行 (当 番 1御影支部)

升」務所参観～眉山かんぽのl~E(懇親会,～阿波十郎兵衛屋敷見学

27日  東灘区民の警察官賞「うはらの守り賞」授賞式

東灘区民の安全なくらしを守る住民大会 (区民センター うはらホール)

27日  第―次研1多  2名参加  (神戸法務庁舎)

12 L ・下旬 支部別研修会 (5回 )

6日  人権週間講演会 (区民センター うはらホープレ)

11日  平成 14年 新年互礼会   (御 影公会堂 )

来賓 :神戸保護観察所 玉柏ちづる観察第二課長・田中薫保護観察官

東灘警察署 鴨川俊之冨」署長・東灘区役所 橋本彰副区長

東灘保護司会 志丼保治顧間

30日  市保連「新任保護司研修会」 4名 参カロ(神戸保護観察所集団処遇室)

2 18日  統一研修「犯罪被害者と更生保護」  田中保護観察官出席

26日  青少年育成フォーラム (コ ープこうべ生活文化センター)

3 理事会及び臨時総会「会貝」の見直し」

。第 1章  総 貝」 第 8条 役員の選任を改正

。第 3章  会 議 第12条 会議の種類を改正

・細貝」の改正と追記

年

間

地区保護司代表者会議出席

兵庫県保護司会連合会 理事会、協力組織部会出席

神戸市保護司会連絡協議会 総会、理事会、研修会出席

神戸地区薬物乱用防止指導員協議会出席

東灘区社会福祉協議会理事会出席


