
月

地区処遇会議（魚崎・住吉

14日 役員理事会　（会計監査・総会議事審議） 於：青木文化センター

23日 市保連監査 山田保護司 於：神戸保護観察所

　　26日 平成２４年度定時総会 於： ホテルプラザ神戸

（総会終了後、ご来賓との地域情報交換懇親会開催）

地区処遇会議（魚崎・住吉）

9日 市保連理事会＆懇親会 羽島・山田保護司 於：神戸保護観察所

11日 兵庫県暴力団追放パレード 於：三宮フラワー通

13日 役員理事会　（社明推進委員会、サポートセンター） 於：青木文化センター

16日 青少年育成協議会理事会 於：東灘区役所

17日 県保護司会代表者会議＆理事会 於：神戸保護観察所

23日 自主研修：講演　麻薬取締官　矢崎 重成氏 於：東灘区役所　４Ｆ

24日 東灘区社会福祉協議会評議委員会 於：東灘区役所

26日 理事会 於：青木文化センター

27日 青少協フェスタ 於： 小寄公園

28日 県社明推進委員会

29日 全保連理事会 於：更生保護会館

29日 東灘防犯協会定例理事会 於：東灘警察署

29日 全国保護司会連盟理事会 於：更生保護会館

30日 　〃　　サポートセンターについての協議 於：法務省

31日 特別研修「社会を明るくする運動」松澤保護司 於：神戸保護観察所

地区処遇会議（魚崎・住吉

4日 市保連総会 於：メリケンパークオリエンタル

11日 神戸地区薬物乱用防止指導員　役員会 於：兵庫県薬剤師会館

１１日 於：神戸保護観察所

13日 うはらの守り清流の会 於：うはらホール

２０日 於：東灘区役所

２３日 役員理事会 於：青木文化センター

２４日 H24薬物乱用防止キャンペーン 森本・永島保護司 於：阪神三宮地下広場他

26日 特別研修「会計・サポートセンター」山田保護司 於：神戸保護観察所

２６日 東灘区防犯協会総会 於：東灘区医師会館

２９日 社明推進委員会準備作業 於：西町会館

地区処遇会議（魚崎・住吉

１日 東灘区更生保護サポートセンター　開設 於：甲南商店街事務所内

〃 社会を明るくする運動推進委員会 於：御影クラッセ

〃 学校との連携（ＢＢＳ会） 於：サポートセンター

１５日 夏の交通事故防止運動 於：甲南本通商店街

17日 サポセン訪問（所長、藤岡統括官） 於：東灘区サポセン

19日 ふれあい懇話会（住吉支部） 於：住吉中学校

２６日 役員会 於：東灘区サポセン

２８日 役員理事会 於：青木文化センター

サンシャインワーフ夏祭り （社明盆踊り） 於：サンシャインワーフ

29日 「夕涼み会」（本二小学校）更女と連携 於：本二小学校

31日 学校との連携強化活動 （本山支部） 於：本山中学校

地区処遇会議（本山・本庄・魚崎・住吉・御影）

10日 薬物関連問題研修会（薬物乱用防止指導員リーダー研修） 於：あすてっぷ神戸

19日 ふれあい懇話会 於：住吉中学校

21日 役員会 於：サポセン

25日 ～26日　ＢＢＳ大会 於：大津

25日 役員理事会 於：サポセン

28日 第二次研修（竹内・三輪・川西保護司） 於：神戸保護観察所

事　　　業　　　内　　　容
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特別研修「社会貢献活動開拓」森本・足立・田中　保護司

第１回統一研修「１号交通および一般短期保護観察について」
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於：メリケンパークオリエンタル



月 事　　　業　　　内　　　容

4日 平成24年度神戸市立中学校・保護観察所連絡会　梶保護司 於：神戸保護観察所

６日 平成２４年度新任保護司研修会（応用偏）森本・坂井保護司 於：チサンホテル

13日 保護司会代表者会議　　　羽島保護司 於：豊岡市民会館

19日 社明作文コンテスト選考会 於：区役所

22日 理事会 於：青木文化センター

25日 東灘防犯協会理事会 於：東灘警察署

28日 第２回統一研修「生活環境の調整の知識」 於：西町会館

2日 市保連理事会 於：神戸保護観察所

3日 県叙勲会 於：ホテルオークラ

13日 役員理事会 於：青木文化センター

19日 研修旅行（岡山少年院） （御影支部） 於：岡山

23日 役員会 於：サポセン

26日 第60回兵庫県更生保護大会 於：豊岡市民会館

3日 ひがしなだふれあいフェスタ 於：住吉公園

8日 東灘区民の防災・安全のつどい 於：うはらホール

9日 近畿地方代表者会議 於：ポートピアホテル

10日 播磨保正会創立100周年 於：姫路キャッスルホテル

20日 東灘区民の安全なくらしを守る住民大会 於：うはらホール

〃 役員会 於：サポセン

24日 役員理事会 於：青木文化センター

29日 第3回統一研修「保護観察の基礎知識」 於：サポートセンター

５日 市連理事会 於：神戸保護観察所

6日 更生保護協会報告会 於：メリケンパークオリエンタル

7日 防犯協会定例理事会

14日 理事会 於：サポートセンター

18日 役員会 於：サポートセンター

19日 県代表者会議 於：湊川神社会館

11日 東灘区民のつどい 於：ベイシェラトンホテル

12日 全国福祉サミット 於：ワールド記念館

21日 盛山法務省政務官観察所視察 於：神戸保護観察所

24日 東灘区保護司会新年互礼会 於：ホテルプラザ神戸

28日 特別研修「薬物依存対象者処遇」　永島・松澤 於：チサンホテル神戸

29日 東灘区更生保護女性会新年互礼会 於：木曽路

7日 新任保護司研修 西口・前田 於：チサンホテル神戸

8日 市保連新年互礼会　　　羽島・森本・清原・永島 於：舞子ビラ

9日 青少年育成フォーラム 於：本山第一小学校

13日 覚せい剤乱用防止役員会 於：県薬剤師会館

19日 役員会 於：サポートセンター

21日 県連代表者等会議～22日　羽島・西尾・清原・永島 於：ホテル「夢乃井」

23日 理事会 於：青木文化センター

26日 定例研修会「統一研修（更生保護のＱ＆Ａ）」 於：西町会館

28日 全保連理事会 於：更生保護会館

1日 全国保護司代表者協議会 於：法務省

3日 盛山法務省政務官サポセン視察 於：サポートセンター

12日 役員会 於：サポートセンター

13日 定例会「自主研修」（刑事司法システムにおける保護観察） 於：横屋会館

16日 理事会 於：青木文化センター

19日 近畿地方保護司連盟理事会 於：ＫＫＲホテル大阪

22日 県保護司連盟理事会 於：神戸保護観察所

25日 更生保護協会評議員会 於：クオリティホテル神戸

29日 市保連理事と市会議員との協議会 於：オリエンタルホテル

於：東灘警察署
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