
紫翠苑に期待すること
八王子地区保護司会会長  三入 重夫

巻 頭 言

特集 新型コロナ禍下の
　施設全面改築工事を乗り越えて

本誌も記念すべき第４０号の発刊となりました。丘の上に多くの苑生との想い出がしみ込んだ古い建物の面影は既
になく，この機関誌をお手元にお届けする頃には，陽射しが注がれ春風が吹き抜ける新しい建物が誕生しているは
ずです。今回は，改築に関わりそれぞれのお立場で尽力された方 に々，紫翠苑への想いと新しい船出への期待がこめ
られた玉稿をお寄せいただきました。大海を前に，次なる５０号に向けて新たな歴史を刻んで参りたいと思います。

　全国に１０３の更生保護施設があります。その中
に女性の更生保護施設は７施設あります。東京には
１９の更生保護法人施設があり，女性の更生保護施
設は八王子にある紫翠苑のみです。女性を受け入れ
ている数少ない大変重要な施設であります。
　紫翠苑は昭和３１年，当時の南多摩地区保護司会
の総意で設立し，八南会と称しました。当時の社会
情勢を鑑み我々保護司の諸先輩方が創設し，篤志家
の協力を得ながら脈々と現在に引き継がれ，地域に
理解され地域と共に発展し，今日に至っている更生
保護施設です。
　設立当初は，少年院仮退院の男子少年を受け入れ
自立更生の援助を行い，更生保護活動・犯罪予防活
動・再犯防止活動等々の一翼を担っていました。
　その後，女子青少年施設に変更し，現在の更生保
護法人紫翠苑になりました。我々保護司の諸先輩方
が創り上げた施設も長い年月の経過と共に老朽化が
進み，改修・補修を行いながら施設運営に取り組ん
できました。老朽化が激しくなり令和 2 年度から全
面改築工事に入り，紫翠苑が新たに生まれ変わるこ
とになりました。「緑の丘に明日を育む」新生紫翠
苑の誕生を待ち焦がれ，より一層その存在が大変期

待されているところです。
　この世にかけがえのない尊い命を授かり，生命の
息吹を頂き，自らの無限の可能性を追い求め，自分
の生きる力を信じ成長し続けている途中，何かの行
き違いや様々な理由により非行に走り，自分を見失
い行き場所をなくした人がいます。今までの自分を
振り返り，新たに生き直し更生しようとしても家庭
環境等から引受人がいない，帰住先がない，居場所
がない，生活する場がない，就労先が見つからない，
当面の生活ができない等々，生きていくには大変厳
しい現実がある人もいます。
　紫翠苑は，入苑者が新たに甦り生き直しを目指す
生活の場であります。適切な日常生活の処遇を行い，
円滑な社会復帰を目指し，自立に必要な指導・援助
等を行い温かい手を差し伸べています。たとえボタ
ンの掛け違いから自分を見失って非行に走り，生き
方に迷いが生じても，明日に向かって自分の可能性
を信じ自立を目指し，一人立ちができるように再出
発を支えている更生保護施設です。安全で安心な住
み良い地域社会を目指して，紫翠苑が開かれ地域と
共存し，より一層の発展する
ことを願っています。

更生保護法人

令和４年３月１日発行 第４０号

東京都八王子市緑町 78-1
［TEL/FAX］042- 622- 6024
［Email］shisuien@outlook.jp
［ホームページ］
https://www.shisui2021.com
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～地域に支えられて～

　わが国最古の和歌集「万葉集」に次の和歌があ
ります。

　　皆は　新しき良し　ただしくも　
　　　人は旧(ふ)りにし　宜しかるべし（作者不詳） 

　素直に読みますと，物は新しいものが良い。し
かし，人間だけは，年をとって古くなったのこそ
宜しいだろう，といった意味ですね。変化にあふ
れた現代風に解釈し直しますと，人間は新しいも
古いも宜しい。ただ人間が長年を経て古くから積
んできた知恵と経験は，なお素晴らしいものだ，
という意味合いになると思っております。
　新築工事が順調に進み，工程の終わりが見えて
まいりました。綺麗に造作された外装を眺めますと，
竣工が待ち遠しく，やはり，「物は新しいものが良
い」の感慨を禁じ得ません。新しい建物を職員の
皆様が縦横無尽に駆け巡り，今まで以上の活気を
呈する紫翠苑の姿が目に浮かびます。と同時に，
紫翠苑の歴史に刻まれた前の建物への，少なから
ぬ愛着にも気付きます。
　紫翠苑の前身「八南会」の事業が始まった昭和
３２年当時，定員は男子８名だったと承ります。
その後，建物の増改築を重ねて定員を少しずつ拡
大しつつ，昭和５５年には女子の青少年施設に変更，
名前も「紫翠苑」になるという，大きな変化があ
りました。けれども当初の設立理念であります，
少年院や刑務所を出た青少年のセーフティーネッ
トという軸は，決してぶれませんでした。その理
念のもとに先輩諸氏や職員の皆様方が蓄積してこ
られた知恵と経験は，まさに「旧りぬる」「宜しかる」
べき無形の財産です。

　これから進むべき道に
迷うこともあるかも知れ
ませんが，旧るくからの
理念の知恵と経験がきっ
と手がかりになることで
しょう。いつでも旧るき
に立ち返って，少しでも
多くの青少年の明日をつ
くって下されば，それに
勝る喜びはございません。

　紫翠苑と支援してくださる皆様，先輩諸氏や多く
の退苑者の，より一層の繁栄と発展を祈念します。

　令和３年９月２５日の地鎮祭に出席いたしまし
た。前夜の雨も上がり，文字通り“雨降って地固まる”
の地鎮祭が厳かに執り行われ，改築事業が計画さ
れてからこうして完工祈願ができましたことを心
よりお慶び申し上げます。
　町田地区保護司会は，平素より紫翠苑に心を寄
せています。今回の改築事業に関しても，会員が
支援に協力することを検討し，快く承諾いたしま
した。また，家の中に眠っている衣料品や日用品
などをサポートセンター町田に持ち寄って紫翠苑
にお届けしたらどうかと，会員から提案され，現
在も継続しています。（今は改築中なのでサポート
センターで一括保管しています）
　しかし，全会員が常に親しく紫翠苑を訪問する
ことはできませんので，当地区会の紫翠苑役員が
行事に参加させていただく形をとっています。た
またま私
は縁があ
り，令和
元年１２
月のクリ
スマス会
に参加し
た時のこ
とが今も
強く心に
残っています。職員の思い，地域のサポーターの
方々の温かい支援の輪，そしてそれを受け入れる
苑生の楽しそうな笑顔と瞳の輝きに感動いたしま
した。苑生もサポーターも職員も，それぞれが主
役であり，会を盛り上げる協力者であり，嬉しそ
うでした。残念なことに，コロナ禍下における催
事の中止や縮小によってなかなかご一緒すること
はできませんが，また皆様方の笑顔あふれる楽し
い集いに参加できる日がくることを願っています。
　更生保護施設紫翠苑はより良い施設となります。
これからも熱い思いで接している職員の指導や教え
に加え，サポーターの方々の温かい心の支えに苑生
たちが更生の道を歩んでいくことを確信しています。

これからの紫翠苑
～紫翠苑と関わって～

紫翠苑常務理事　粟井 洋子 紫翠苑は心の道標
町田地区保護司会会長　中里 真二
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紫翠苑　第 40号（令和 4年 3月１日発行）

　このたびは，紫翠苑が新たな船出を迎えられま
すことを心からお喜び申し上げますとともに，紫
翠苑の新たな旅立ちのときに巡り会えた幸運に改
めて感謝いたします。
　私は，令和２年４月から東京保護観察所立川支
部の更生保護施設担当統括として着任し，この約
２年の間に，紫翠苑の改築に向けた手続きや地域
住民の皆様へのご説明の場など , 様々な場面に立
ち会わせていただきました。
　こういったなかで，紫翠苑は地域住民の皆様や
多摩地域の保護司，更生保護女性会，ＢＢＳ会員，
協力雇用主など多くの更生保護関係者の皆様によ
り支えられていることを改めて実感しました。こ
れは紫翠苑の役員，職員の皆様のたゆまない努力，
地域住民や更生保護関係者の方々のご理解・ご支
援のなかで深い歴史が築き上げられ，これまでの
長い間，地域のなかで更生保護施設としての役割
を担ってこられたものと存じます。観察所として
も本当に心強く思います。
　この５０年の間に変化した社会情勢とともに，
犯罪や非行の態様も大きく変わりました。しかし
ながら，犯罪・非行をして刑務所・少年院から帰
る場所がない女性たちの最後の砦である紫翠苑は，
多くの皆様に支えられ幾多の苦難にも耐えながら，
今日まで更生を誓う者に温かい手を差し伸べ，社
会復帰を手助けしてきました。建物は新しくなり
ますが，この姿勢は未来に向けても変わらないも
のと確信しています。
　この原稿を執筆し
ている令和３年は，
新型コロナウィルス
の世界的な流行によ
り，例えば人と人と
の接触を避けるなど，
新しい生活様式が求
められるようになっ
てしまいました。で
すが，この騒ぎが収束したのちは，できるだけ多
くの方に紫翠苑へ足をお運びいただき，紫翠苑の
新たな船出を感じていただきたいと思います。
　紫翠苑は昭和４８年からの事業休止を経て，昭

改築に協力・支援いただいた方々 へ
～改築に至った経緯～

理事長　前田 善一郎

新しい旅立ちに巡り会えて

統括保護観察官　市川 豊
東京保護観察所立川支部

　令和４年度の再開に向け，本体工事や備品の調
達また入苑生の受け入れに伴い必要な職員の体制
などが着々と整いつつあります。
　約５年前，令和３年度に建替えのため国からの
補助が決定しました。建設を３年後に控えた平成
３０年に建設委員会を立ち上げ，どのような建物
を建てるべきか，その前提として，経営を維持す
る上で適当な定員数や少年と成人の内訳など，基
本的事項の検討から始めました。苑としての基本
方針も理事会及び評議員会に諮った上で決定して
きました。続いて建物の設計段階になり，更生保
護施設の取扱いを寄宿舎とするのか福祉施設とす
るのか，八王子市の建築確認担当と粘り強く意見
交換を続けました。施設側としては、予算面の節
約の観点からエレベーターなどの設置義務がない
寄宿舎扱いが適当であることを要望し続け，よう
やく認められました。
　令和２年初めに，地元町会や周辺住民の方々へ
の説明会の時期となりました。コロナウイルスの
影響を見極めながら、ようやく７月に説明会を開
催することができました。その後，設計の精査や
資金の確保について検討を進めておりました折，
令和２年度終わりに，突然国から景気対策の一環
として同年度補正予算が組まれることになりまし
た。しかし，改築は急に進めることはできません
でしたので，当初の計画どおり令和３年度に行う
こととなりました。
　コロナウイルスの影響で鉄や木材の価格の高騰
もあった中 , 令和３年６月に入札を行い，２度の
入札の結果、ようやく７月に建設業者が決定しま
した。８月から工事が着工され，周辺の皆様には
騒音や振動などでご迷惑をおかけしました。古い
建物の取り壊しと基礎工事には難渋しましたが，
９月の地鎮祭，１１月の棟上式を経て，現在，完

和５６年に全国でも少ない女性を収容する更生保
護施設として今日に至っております。これまで，
紫翠苑に関わってこられた方々に敬意を表すると
ともに，皆様から愛される紫翠苑となるよう今後
益々の発展を心より祈念いたします。
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～地域に支えられて～

成に向けて工事は着々と進行しています。しかし，
１２月末になると，再びコロナウイルスの影響で
建築資材、特に床材などを海外から入手すること
が全国的に難しいとの情報が入りましたが，令和
３年度内に完成の予定です。
　このように
建て替えに当
たり，各所で
コロナウイル
スが影を落と
し、その都度
建設の障害と
なりましたが，
あと少しのと
ころです。ここまでたどり着くことができました
のは，多摩地区の保護司の皆様，地元の皆様，保
護観察所からの温かいご支援があってのことだと
強く感じております。今後も，建設途上ではあり
ますが，引き続き皆様のお支えを得ながら無事竣
工を迎えることができるよう進めてまいります。

　新型コロナとの付き合いも２年を超えようとし
ています。改築前の写真を整理していると，四季
折々の苑に咲く花や色鮮やかな樹木の数々，支援
いただいている地域の方々との交流行事のひとコ
マ，職員と並んで写る苑生の泣き笑いの様子を眺
めるにつけ，ついこの間のように想い出が蘇って
きました。　
　入苑当日の彼女達は，パンパンに詰めたバック
を重そうに抱えながら，見知らぬ土地に足を踏み
入れる孤独な旅人のようでした。それが，生活に

　設計コンセプトとして，貴施設の理念を踏え，
規律の維持や利用者の保護といった管理面に配慮
しつつ，利用者が自立性を育めるよう適度に自由
を感じられる生活の場として調和のとれた建物で
あることに重点を置きました。
　具体的には，２階の廊下天井部分に十分な採光
がとれるよう天窓を設置し，主に南側に配置した
居室内には，２４時間換気のシステムに加え，ス
ペースを取らない物干の設備を備えました。また，
市内が一望できる屋上には，布団などの物干以外
の活用方法として，屋外行事に対応できるような
電気・水道設備も整えました。加えて，使い勝手
のよいシャワールーム，洗面所及び洗濯室の設備
など，予算上ぎりぎりの範囲で工夫を施しました。
　もちろん，職員の負担軽減を図るための電気錠，
無用なトラブル防止のための防犯カメラ，部外者
の侵入を未然防止するための外構フェンスの設置
及び夜勤者が利用者などの動静を把握しやすいよ

改築完成に向けて
～設計者の立場から～

三和設計株式会社代表取締役　佐藤 武文
※インタビューによる寄稿

う合理的な動線を確保するなど，管理上検討すべ
き点も多々ありました。
　さらに，今回の計画では，以下に示すように，
今後５０年を見据えた計画としました。
　既存の２棟の建物を渡り廊下で繋いだ仕様と異
なり，１棟の建物に集約し，道路から玄関までの
アプローチにも充分なスペースを確保するととも
に，駐車場も拡幅しました。そして，施設関係者
の方々のご意見を尊重しつつ，専門家としての知
識や経験を生かすことで使い勝手の良い厨房や各
種倉庫の機能性を追求しました。
　また，防災の観点から震度７にも耐えうる耐震
性を高めた構造とし，安全に避難路を確保するた
めのバルコニーを設置しました。加えて，全館Ｌ
ＥＤ照明・ペアガラスの導入などの省エネルギー
対策などにも配慮しました。さらに，漏水しにく
いシート防水仕様とすることで安価に補修を行え
るなど，管理運営面を重視してあります。
　以上，スペース・機能性・安全性・省エネ・管
理上の観点から設計に心がけた内容となっており
ます。
　最後になりますが，従事される職員の方々，そ
して何より
施設利用者
の方々が安
心して明る
く過ごせる
建物である
ことを切に
願っており
ます。

コロナ下の紫翠苑
補導主任　村尾 博司
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紫翠苑　第 40号（令和 4年 3月１日発行）

馴染むに従って，２階の大広間で毎週活動される
地域の方々と顔を合わせるとき，笑顔で挨拶を交
わし始めます。
　春には，恒例のタケノコ狩りで理事長宅に寄せ
てもらい，生まれ初めて収穫したタケノコの料理
を楽しむ姿がありました。夏の夜には，町内会の
盆踊りに参加するため，何年振りかで袖を通した
浴衣姿で喜々と出かける後ろ姿を見送りました。
毎月のふれあいクッキングでは，更生保護女性会
の会員の皆様と調理にかける手数以上のおしゃべ
りで盛り上がり，食堂内からは賑やかな声が響き
ました。冬のクリスマス会には，歌やゲームに興
じながら，サンタクロースとトナカイに扮したＢ
ＢＳ会員の方々からいただいたプレゼントを手に
して，小学生以来だわと微笑む姿がありました。
　こうした日常生活の活気は，繰り返す波のよう
に押し寄せてきた新型コロナの流行によって，す
っかり陰をひそめました。とりわけ，人数制限を
しながら黙食を奨励することで食堂内での歓談の
機会がめっきり少なくなりました。また，非常事
態宣言下の就労状況は，職種も限られ，不安定な
派遣の仕事を選ばざるを得なく，いつ仕事がなく
なるのか不安な様子を見せていました。紫翠苑を
利用される地域の方々の姿も少なくなり，知らず
知らずのうちに人のぬくもりが薄れ，心の距離も
開き，苑内もギスギスした雰囲気が漂いました。
出口の見えにくいトンネルに入ったような錯覚に
陥ったのです。
　紫翠苑を訪問いただく方も少なくなり，あるが
ままの紫翠苑を理解してもらう機会が減ったのは
とても残念なことでした。昨年の夏前，事業の休
止を目前にしてすべての苑生の慌ただしい旅立ち
を見送った後に残ったのは，解体工事の地響きの
音ばかりでした。
　その反面，昨年７月の住民説明会に出席された
方々からは，収容停止せざるを得なかった過去の
歴史に触れられながらも，行き場のない女性を支
援する施設の改築は大事だと，労いと励ましの声
が多く寄せられ，職員も大いに勇気づけられまし

た。ま た，改
築の趣意に賛
同いただいた
多くの貴重な
ご寄附によっ
て，新生紫翠
苑は暑い夏と
凍える冬を乗
り越え，まも

　紫翠苑の大切な行事である「ふれあいクッキン
グ」は，更生保護女性会のご協力に支えられ，心
に寄り添った支援を実践していただきましたこと
に，心から御礼申し上げます。
　紫翠苑の大切な行事である「ふれあいクッキン
グ」は，更生保護女性会のご協力に支えられ，心
に寄り添った支援を実践していただきましたこと
に，心から御礼申し上げます。
　紫翠苑で生活を送っております苑生達は，家族
との関係性を修復するには難しいところにござい
ます。故に，孤独感等の様々な事情を抱えている
苑生達にとって，「ふれあいクッキング」は家庭的
な雰囲気を作り出す舞台の様でした。それは，苑
生達の心を和ませ，自己肯定感を高め，食のあり
がたさを振り返る場であり，癒しの場であったと
思っております。
　いくつかのエピソードを紹介します。更生保護
女性会の会員の方々を，母のように慕って会話を
弾ませていた苑生の姿。味付けの仕方を教えてい
ただき，嬉しそうな表情で親子のように調理に取
り組んでいた姿。「次はいつ来ますか」と会員の方々
の再会を待ち望む姿。そして，退苑後も懐かしん
でクッキングへ参加した苑生ＯＢ。調理中に人酔
いして自室に戻っていく未成年には「気分が良く
なったら，また一緒に始めましょう。」と優しく声
をかけてくださった会員の方々の自然な振る舞い。
「さっきはありがとう。治りました。」と会員の方
にお礼を伝え，会食の環に加わった苑生の素直な姿。
様々なエピソードがあり，まるで家庭ドラマを見
ているようでした。
　ところで，ふれあいクッキングを含めた苑生活
の食事指導は，食育基本法に沿って実施してまい
りました。食べることは，生きる力を育み，その
食育を実践することを通じて人の環（わ）を広げ
ることにあると思っております。物が溢れている
時代。出来合いの料理で食事を済ますことは，一
見合理的に見えますが，決して安価ではありません。

なく，竣工の春を迎えます。感謝を忘れず，地域
に理解される施設を目指して参ります。

ふれあいクッキングを
振り返って

補導員　吉田 千代美
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～地域に支えられて～

退苑後，自活する上で本来，栄養バランスを考え
ながら自炊することが望ましいはずです。食の大
切さは，気力や体力等，気持ちのコントロールに
も関係が深く，食の大切さを忘れますと，キレや
すくなるとも言われております。ふれあいクッキ
ングの会食においては，周りの人と楽しく会話し
ながら食事をいただき，コミュニケーションを深め，
食事のマナーも学ばせていただきました。更生保
護女性会の皆様には，食を通じた心の豊かさを育
む術を苑生達へ伝承してくださったと確信してお
ります。
　最後に，印象深い未成年のエピソードを紹介い
たします。彼女は，将来，パティシエになるのが
夢と語っていました。クッキングの日に，ゼラチ
ンで２０センチほどのクリスマスツリーを作って
未来のパティシエを演じ，参加者から賞賛の言葉
をかけられておりました。この日を境に，次回の
クッキングを待ち望み，気持ちも前向きになって
いきました。長期的な目標を立て，夢を諦めない
で信念を貫いてもらいたい。私は，プロとして活
躍している姿を想像しながら，今後もエールを送
り続けていきたいと思いました。
　新年度から業務が開始される予定です。新型コ
ロナ感染症の終息の気配を感じつつ，ふれあいク

ッキングの再開の時
を楽しみに待ちたい
と存じます。きたい
と思いました。
　新年度から業務が
開始される予定です。
新型コロナ感染症の
終息の気配を感じつ
つ，ふれあいクッキ
ングの再開の時を楽
しみに待ちたいと存
じます。

　改築に向けて，荷物の整理を開始した去年の夏。
布団，衣類，日用品，調理器具，掃除用具と片付
けながら荷造りをして行き，終わりの方になって
から手を付けたのが文書庫でした。苑生一人ひと
りに関するファイルが２冊ずつ，特注の木製棚か

らあふれそうになっていました。かつて在苑した
女性についての照会が今でも来ることがあり，１
０年間は保存することにしています。改築工事中
の保管場所から取り出す時の勝手を考えて，五十
音順に分類し，かつ古いのと新しいのにも分けて
いったら，それだけでも大きな段ボール箱に十数
箱の量になりました。
　その木製棚の奥の方に積んである箱にも，苑生
の身上に関する書類が入れられているのが見えま
す。以前からそこにあるのは分かっていて，保存
期間も多分長くなっているだろうから，こっちは
この際焼却処分をするとしようか。それにしても，
一人ひとりに関する書類は年々分厚くなっている
なあなどと思いながら，段ボール箱に黙々と詰め
ていきました。理事会，評議員会の記録，会計書類・・
おや，以前はこんな試みもなされていたのかと初
めて知るものがあり，更生保護施設の在り方，可
能性を模索した先人の思いが伝わってきました。
　そうだ，棚の上にずっと積んである古い紙箱，
あれを片付けよう。最後に紫翠苑の前身である「八
南会」の書類の片付けにかかりました。箱に紐が
掛けられているので，てっきり過去の遺物だと思
っていて，改築を機にあれもこの際処分するのが
いいかも知れないと思いつつ息を呑みました。そ
の紙箱には八南会そのものが詰まっていたのです。
当時の日誌，当時の経理書類，そして当時保護さ
れた少年たちの記録までも。昭和３０年代の非行
少年のじつに幅広いこと。人数も多い上に，出身
地も全国にわたっていて，なぜか，中に女子の名
前も見えました。
　八南会が当時の保護司の総意をもって創設され
たという意味は，そういうことだったのかと，よ
うやく理解しました。戦後の非行少年の人数が第
二のピーク（昭和３９年）に向けて駆け上がって
いった当時の少年保護の砦の一つが新たに創設さ
れた八南会であったに違いありません。次々に入
所してくる少年たちを前に，生活させ，近隣の事
業主に委託し，その日その日の糧を得させること
の難しさ，愛情をかけるところまで手が及んだの
かどうか。
当時の主幹
ほか職員の
方々の苦労
は想像以上
のものがあ
ったに違い
ないと分か
ります。

紫翠苑の歴史発掘
施設長　真田 安浩
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紫翠苑　第 40号（令和 4年 3月１日発行）

令和２年度 改築寄贈者一覧（順不同・敬称略）

太田　　明
中村　洋一
森屋　義政
尾嵜　敏夫
高野　佳子
前田善一郎
内藤　勇二
桜井　佐英
梅田　一郎
矢島　穂波
原田　勝彦
松本美智子
山田　拓男
梶井　久子
清水頭賢二
持田　幸子
小泉　俊男

高野　泰弘
大竹　通夫
比留間克美
伊藤　はつ
上村　公昭
土方　三男
川井　博之
霜島文美恵
中尾巳代子
市川　　豊
髙田　　進
西谷　照代
三浦智恵美
馬場　房義
髙橋　寛行
倉島ひろみ
高梨　成男

北島　章雄
出沼恵美子
真田　安浩
郡樂　道和
小林　昭代
原　　正男
加藤　　茂
三橋　正行
村尾　弘子
井草　秋子
朝倉　俊夫
柴田　由佳
井上　六郎
遠藤　法子
印南　幸子
孤島　法夫
秋山　重男

丹野アイ子
森崎　陽子
井上　博正
佐々木栄享
名取　雄三
青木　　茂
岩井　昭治
春山　幸子
那須　史子
町田　照良
永井　信子
可児　克之
菊谷　文男
新野　晴男
小澤　秀敏
土谷　安子
三入　重夫

篠田　耕治
小林　章子
萩生田富司
長谷部建司
粕谷　靜男
松本　俊雄
新野　照代
青木　智子
黒子富貴子
深須　達男
平澤　　東
相原　　守
福田　秀之
山中　廣司
関戸　　良
本吉　邦俊
八木下輝一

加藤　克明
荒井　浩平
長谷部好昭
山田　達彦
野口　良子
吉野　博文
小幡　邦仁
石川　　泰
田中　彰子
渡邉　洋子
本田　良久
野村みゆき
秋葉　斐子
安西　　清
柳川　利康
野崎　重弥
小山　　茂

北多摩地区保護司会
北多摩東地区保護司会
北多摩東地区更女
北多摩西地区保護司会

日野多摩稲城地区保護司会
日野多摩稲城更女日野分区
日野多摩稲城更女多摩分区
日野多摩稲城更女稲城分区

西多摩地区保護司会
府中地区保護司会
府中地区更女
町田地区保護司会

（株）田中建設
青葉女子学園

　家裁，保護観察所，少年院等の公務所にはもう
残っているはずもない昭和３０年代の少年保護の
生の資料。それが，目の前の数個の紙箱に詰まっ
ていることに気が付いたとき，重い荷物を肩に載
せられたような気がしました。紫翠苑はこの歴史
の上に成り立っているのは間違いありません。
　

　余談となりますが，紫翠苑のスタートは少年非
行の人数が戦後最大と言われる第三のピーク（昭
和５８年）にむけて駆け上がっていった昭和５６
年です。荷造りの中で見つけた当時の入所者名簿
をみると，開始年度の昭和５６年から少しずつ，
その後うなぎ上りに入所する女子少年が増えてい
たことが分かりました。
　２号観察の少年もあれば，１号観察の少年も，

また家庭裁判所から試験観察の委託を受けて入所
する少年もあり，まさに女子非行少年の受け皿と
して大車輪の活動をしていたと言いたいところで
すが，短期間に退所（とんずら？）した子が多い
のも記録には残っていました。
　そういう現実がありました。新しい紫翠苑は，
施設の建物構造が変わるだけでなく，職員スタッ
フも顔ぶれが代わ
り，第三の草創期
を間近に控えてい
るということです。
ぬくぬく春を迎え
るなんてできそう
もないなと，改め
て目の前の荷の重
さを感じています。

◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇
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2 ,413 ,000円計

9

2 ,398 ,000円
15 ,000円

令和２年度　  収　容　保　護　状　況

年間延人員

32 31 10 3 ,791

１月未満 ２月未満 ３月未満 ６月未満 ６月以上

2 2 6 17 3

令和２年度には次の方々からいただきました。

ご芳情ありがとうございました。

篤志家寄附

会員種別 会費収納額

保　護　司
一　　　般

新規受入人員の内訳 新規受入者の犯罪・非行名 賛助会員の状況

保護観察処分
少年院仮退院
刑務所仮釈放
家裁試験観察 
更生緊急保護

0
5
24
0
3

ぐ　　　犯 
窃　　　盗
覚せい剤等
売春防止法違反 
そ　の　他

4
13
11
0
4

あとがき

理 事 長　前田善一郎
常務理事　小山　典子
常務理事　長谷部好昭
常務理事　粟井　洋子
理　　事　諏訪　賢一
理　　事　土方　三男
理　　事　栁川　利康
理　　事　永井　信子
理　　事　鈴木　國夫
理　　事　真田　安浩

監　　事　内田　　實
監　　事　糠信　富雄

評 議 員　對馬伸一郎
評 議 員　乙津　豊彦
評 議 員　黒子富貴子
評 議 員　塚本　秀雄
評 議 員　神蔵　孝司
評 議 員　春山　幸子
評 議 員　橋田　惠子
評 議 員　青木　智子
評 議 員　鹿島　正二
評 議 員　田中久美子
評 議 員　立川八重子
評 議 員　原　　正男
評 議 員　吉野　博文
評 議 員　高野　佳子
評 議 員　小幡　邦仁
評 議 員　比留間克美
評 議 員
評 議 員

　清水頭賢二
　中尾巳代子

更生保護法人紫翠苑　役員等名簿

緑町南町会，八王子社会福祉協議会，東京都更生保
護協会，大場満江，中野ユリ，八王子教会，ファミリー
レンタリース，更生保護施設等支援協議会，八王子
フードバンク，若草プロジェクト，梅沢美代子，上村き
み子，室惇子，小山典子，粟井洋子，藤井康隆，倉持
和子，熊谷玲子，澤田節子，平澤和夫，山田百合子，
降矢善長，野原瑞子，鬼頭加寿代，栗田周之助，槻
山久美枝，江副碧，櫻井祐喜子，佐野有紀，岡野一
恵，町田市保護司会，竹田充男，関由美子，篠崎英
子，藤本晴男，岩渕

　新型コロナによって，人間同士の分断，孤立化が進んだと言われます。一方で，当苑改築の歩みを振
り返ってみますと，支援いただいている皆様とのご縁によって，まもなく新生紫翠苑が姿を現すことと
なります。人は，人によって歪むこともありますが，人と人との関係において癒され，また回復できる
と言われています。現在，新しい器に盛るお酒を仕込み中ですが，あせらず，しっかり熟成させながら，
支援いただいている皆さまのお力を励みに，笑顔が絶えない施設運営を目指してまいります。（村）

町田地区

※令和２年度改築に係る寄附金をいただいた方につきましては,
　７頁に載せさせていただきました。

※敬称略

令和元年度から繰越 令和２年度受入 令和２年度中の退苑 令和３年度に繰越

収 容 保 護 状 況 （ 実 人 員 ）

在 苑 期 間 （ 退 苑 者 の み ）

更生保護女性会等寄附
日野・多摩・稲城地区，町田，品川区，港区，秩父各地区

保護司等寄附

改築寄附金　金10,739,000円

ご 寄 附
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