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第２５２９回 ２０２０年２月６日(木) 例会報告

○司 会 平 雅徳 副幹事

【開会点鐘】12時30分 向山英雄 会長

ロータリーソング
「奉仕の理想」

ソングリーダー
髙橋文博 会員

来訪者紹介
東京西法務少年支援センター

次長 岡部英洋 様
統括専門官 津山まどか様

会務報告 向山英雄 会長
1．昭和飛行機工業株式会社リアルエステー
ト事業部より昭和飛行機工業の株式に対す
るPCPEの公開買付けに対するお知らせが届
いています。
2．先週お話致しましたスーパーボールは2月
3日に無事に行われました。
今年はアメリカ大統領選挙が行われます。

予備選がオハイオ州で始まりました。調べてみますとオハイ
オ州での予備選はトップ3に入らないと歴史的に今後期待
できないなどの特徴があるようです。

3．寒暖の差が激しく、先週は金井さんがお休みになり、矢口
幹事もA型インフルエンザにかかりました。先週私は矢口幹
事と濃厚接触を繰り返しておりましたが、私は昨年野村病
院でA型ワクチンの注射をしておりました。しっかりした準備
が必要と感じました。

幹事報告 矢口 完 幹事
1．皆様にFAXで、東京立
川RC創立60周年記念式
典のご案内を送付させて
いただきました。私たちの
50周年の時には大変お世
話になっておりますので、
全員登録の所ですが、まず各自登録して

いただき立川RCの60周年を祝いたいと思います。
日 時 2020年4月3日(金) 登録17時～
会 場 パレスホテル立川４階ローズルーム
登録料 12,000円

2．東京西RC創立65周年の案内が届いています。
3．地区よりガバナーノミニーデグジネートは東京品川RCの富
富澤為一に確定宣言されました。

4．次週例会は会場は昼間ですが「車屋」さんで行われます。

委員会・チーム報告
親睦活動出席チーム

親睦活動出席チーム

金井悦子 チームリーダー

阿島征夫会員

安保 満会員

栁 賢司会員

植松一良会員

雨倉寿久会員

髙橋文博会員

坡山浩二会員夫人、野村芳樹会員夫人、鈴木健一会員夫人

ロータリー情報･雑誌チーム

「ロータリーの友」2月号紹介 北川穣一 委員

【表紙】47頁に解説が記載されています。

【横組】3頁、“RI会長メッセージ”は、ロータリ

ー創立115年に当たり、理念「超我の奉仕は

変わることなくしっかり守られている。又世界

各地を訪問して大きな成果があったと云うこと

です。7頁～22頁までは特集記事として「7頁・ようこそ島へ」「1

6頁・平和な社会を作る」など「平和構築と紛争予防月間」に

因んだ記事が載っています。30頁「よねやまだより」では2014-

16年度の林 欣怡さんの米山学友会と在日学友との交流状

況が記事にされています。

【縦組】4頁～8頁「聞こえる世界から聞こえない世界へ そして

共に生きる社会へ」ユニバーサルデザインアドバイザー松森

果林様はぜひご一読下さい。13頁「友愛の広場」の中、17頁

の「敗戦国日本を救った恩人」などもお目通し下さい。

出席報告 川口良絵 委員

会員総数 出席免除 出席義務者 本日の出席

５５名 ６名 ４９名 ３７名

事前メークアップ 本日の出席率

０ ７１.１５％
事前メーク なし
メークアップ １月３０日分 金井会員

訂正 77.35％ → ７９．２４％

会員誕生日

結婚記念日

パートナー誕生日

左より 金井ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ、矢口幹事
阿島会員、向山会長

左より 向山会長、髙橋(文)会員、雨倉会員
安保会員、植松会員、矢口幹事
金井ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ

１９６８年１月２０日設立

２０１９-２０２０年度
国際ロータリー第２７５０地区多摩中グループ



【卓 話】
卓話講師紹介 矢口 完 幹事

【次長 岡部英洋様のプロフィール】
平成９年法務教官として法務省所管の広島
少年院に採用平成３１年４月から次長として

勤務しています。

【統括専門官 津山まどか様のプロフィール】
平成２１年法務技官として法務省所管の東京少年鑑別所に

採用平成３１年４月から統括専門官として勤務しています。

テーマ「東京西法務少年支援センターにおける取組」
東京西法務少年支援センター次長 岡部英洋 様

私は勤務23年目になりますが、その間転勤
14回、引越も14回となっています。昨年3月迄
は小田原に勤務しておりました。2ヶ月後には
再び転勤になります。

東京西法務少年支援センター
統括専門官 津山まどか様

私は12年目になります。東京・横浜・大阪の
少年鑑別所で非行少年のケアをしておりまし
たが、子供の育児休養を頂いて、この春に昭
島に着任致しました。家族共々昭島に引っ越
して子供は市内の保育園に入れさせて頂きま
した。昭島に来てお水がとても美味しいのにび
っくりしました。

東京西法務少年支援センター次長 岡部英洋 様
ご覧の様に制服と私服ですが、私は少年に対してビシビシ

指導する役割です。彼女の方は心技の専門ですから、この子
はどんな子かなを見ていく専門です。
お手元に本日のパワーポイントの資料をお手元に配布させ

て頂きました。東京西法務少年支援センターの他に東日本少
年矯正医療・教育センターと東日本成人矯正医療センターが
あります。事件があると警察から検察庁に行きますが、少年の
場合は全て家庭裁判所に行きます。家庭裁判所の扱いは平
成30年では55,000人います。内鑑別所に6,700人、更に少年
院には2,100人でした。鑑別所は全国に52ヶ所あって20才未
満の少年少女を預かっています。
鑑別所の仕事は大きく分けると3つあります。①観護処遇、

②鑑別 ③地域援助です。「観護処遇」は「静かに落ち着い

て考えられる」環境づくり(自分自身を見つめ直すための場所
と時間)規則正しい生活、親御さんとの面会やりとり関係作りな
どですが、最近多いのは親が子供を捨てて、面会にも来て下
さらない方もいらっしゃいます。ここまでが制服組と申しましょう
か、私どもの役割です。
東京西法務少年支援センター

統括専門官 津山まどか様
次に「鑑別」は、非行の原因を考え明らかにして、立ち直り

のための処遇指針を策定するのが私の業務です。家庭に居
ずらさを感じる環境だったのか、発達障害などの要因があっ
て周りのケアが足りなかったなど、一つの原因ではなく複合的
な要因があったのか、本人と面接、心理検査、医師の診察な
どを基に分析していきます。原因がわかればどうしたら立ち直
れるかを提示する役目です。私たちは観察後に分析して提案
することが役目で家庭裁判所で裁判官が治療方針などを決
定します。「地域援助」は地域社会における非行及び犯罪の
防止に向けた活動をします。一般からの家庭内暴力、DVなど
の相談も行っています。
※この後、細かな観察について詳しくお話し頂きました。詳細は配布資料で

ご確認下さい。

謝 辞 奉仕プロジェクト委員会 栁 賢司 委員長
普段我々が接していない部分で専門的なお

話で興味がありました。私も保護司をしていて
観点が違う人と話するのが難しく如何に相手の
立場に立って共感できるかを意識しているとこ
ろです。ありがとうございました。

記念品贈呈

閉会点鐘 向山英雄 会長

例会案内
２月２０日(木)第２５３１回例会

卓 話
「東京五輪関連事業
昭和飛行機所属選手について」

左より 矢口幹事、栁委員長
岡部英洋 様、
津山まどか様
向山会長

被選理事会報告 平 雅徳 副幹事
1月30日(木)に行われました。

主な審議は①会計監査選任について、②チ
ームリーダー任命について。
会計監査は髙橋信隆会員に引き続き承認。

チームリーダーは、理事待遇として寺嶋功会
員、丸鶴信一会員の承認があり、次回理事会

より出席となりました。次回開催は2月20日(木)を予定しています。

ロータリー財団･米山奨学委員会
ロータリー財団セミナー 斉藤正憲 委員
2月5日(水)ハイアットリージェンシー東京で

開催されました。
冒頭は安保委員長よりご挨拶がありました。

その中で、年次基金、恒久基金について改
めて詳しくお話しいただきました。ロータリー
財団の収支報告、上半期寄付実績報告もありました。1月31
日現在で地区目標達成クラブ・年次基金、45クラブ、恒久基
金36クラブ。寄付総額851830．78米ドル、2月レートで換算す
ると9,370億円位、昨年同期の102％などでした。
昭島RC、昭島中央RCも目標を達成しております。
奨学生は2020－2021年度は6名、ポリオの現状は99．9％

根絶できているが、東南アジアでワクチン接種率が下がって
いる様です。

地区ロータリー財団委員会

補助金セミナー報告 安保 満 地区委員長

このセミナーに出席して覚書の提出をしな

いと次年度補助金の申請が出来ないセミナー

です。当クラブからは平雅徳次年度幹事が出

席されて、本日、栁賢司会長エレクトと日恵野

裕之会長ノミニーよりサインを頂いてご提出い

ただければ申請の権利が出来ます。

親睦活動出席チーム

ニコニコＢＯＸ発表 安保 満 委員

向山会長 岡野様、津山様。本日は、卓話よ

ろしくお願い致します。

矢口幹事 本日の卓話講師、東京西法務少

年支援センター岡部様、津山様、

どうぞよろしくお願い致します。

私、先週よりインフルエンザが発症し、無事昨日

外出許可が出ました。ウイルス対策は万全にしま

しょう。

阿島会員 お陰様で心身とも健康で喜寿を迎える事ができま

す。感謝=感謝=です。

本日の合計 44,000円
累 計 1,417,010円
予算達成まで 882,990円


