
年度・名称 

会員・決算 

役 員 会長～理事  

（敬称略）（掛・東・須は地区） 

年度の活動報告 

活動等特筆すべきこと 

昭和 61年度 

西小笠更生

保護婦人会 

 

歳入 

317,246 

歳出 

291,971 

 

会費 20円 

 

総会資料表

紙以外手書

き書類 

顧問 大角幸子（掛川・保護司） 

会長 和泉すま（大東・保護司）    

副会長 杉山ひろ子（掛）、土 

方亀久世（東）、鈴木喜 

久（東）、夏目久美子（須） 

会計 宮川れい（掛）、棒葉方 

子（掛） 

監事 松井悦子（掛）、小野川 

弥生（掛） 

更婦だより 寺田昌子（掛） 

理事 石野文子、杉山弥生 

（以上掛）、坂部茂子、石

川みや子（以上東）、土

屋芳枝、鈴木洋子、岡本

美恵、杉山トミコ（以上

須） 

資料：昭和 62年度西小笠地区更生保護婦人会役員総会 

4月 総会・研修（掛川市生涯学習センター） 

6月 第 33回更生保護大会（掛川市） 

7月 社明運動 少年院慰問 

8月 地区ミニ集会 西部地区会長会 

9月 保護司会と合同研修(静岡へ会長のみ) 

10月 西部ブロック研修 関東地区更婦 25周年大会 

11月 保護司会と合同研修(金沢刑務所) 

12月 施設慰問 かけがわ苑 

1月 各地区保護司との話し合い 

更婦だより 17号 18号発行 

各地区事業 記載なし 

 

昭和 62年度 

 

歳入 

295,825 

歳出 

286,250 

 

会費 20円 

総会資料の

表紙と計算

表以外は手

書き書類 

顧問 大角幸子（掛川・保護司） 

会長 和泉すま（大東・保護司）    

副会長 杉山ひろ子、土方亀久 

世、鈴木悦子（東）、 

立石薫（須） 

会計 宮川れい、棒葉方子 

監事 松井悦子、小野川弥生 

更婦だより 寺田昌子 

理事 石野文子、杉山弥生（掛） 

大橋ちゑ、赤堀行子（以

上東）、矢作栄、戸塚愛、

土屋芳枝（以上須） 

資料：昭和 63年度西小笠地区更生保護婦人会役員総会 

4月 総会・研修（掛川市生涯学習センター） 

6月 保護司会役員会 関東管内更婦連盟研修会 

7月 社明運動 西部地区更婦理事会 

8月 地区ミニ集会 青少年健全育成大会 

9月 西部ブロック研修会 静岡少年院誕生会 

11月 県更生保護大会(富士川町) 

12月 施設慰問 かけがわ苑 一円玉募金 

1月 保護司と更婦の合同研修(御前崎 1泊 2日) 

3月 県更婦 25周年記念大会 

更婦だより 19号 

各地区事業 記載なし 

県理事会 ４回  役員会 6回 

昭和 63年度 

昭和 64年 

 

歳入 

296,012 

歳出 

248,950 

 

会員名簿以

外印刷書類 

顧問 和泉すま（大東・保護司） 

会長 棒葉方子（掛川・保護司） 

副会長 土方亀久世、寺田昌子

松井悦子（須）、中山育

子（掛）、服部あい（須）

鈴木政枝（東） 

会計 宮川れい 

監事 小野川弥生、土屋芳枝 

理事・更婦だより 石野文子 

理事 杉山弥生、野中とし子 

（東）羽田政江（東）、村 

資料：平成元年度西小笠地区更生保護婦人会評議員総会 

4月 総会・研修（掛川市生涯学習センター） 

6月 裁判所見学（地方裁判所掛川支部） 

7月 社明運動 愛の贈り物（矯正施設へ寄附） 

8月 地区ミニ集会 夏休みクリーン作戦 

10月 保護司と合同視察研修（有明高原寮慰問）県ブロック研 

11月 県更生保護大会(浜松市) 

12月 施設慰問 かけがわ苑 一円玉募金 

1月 保護司と更婦の合同研修(御前崎 1泊 2日) 

3月 県更婦 25周年記念大会 

更婦だより 20号 21号 

掛川地区更生保護女性会 「昭和 61年度から平成 18年までの沿革調査」平成 30年 11月 

 



松はつゑ、今福照江、深谷 

有美、鈴木睦子、大石トヨ、 

清水幸子（以上須）、棒葉 

克子、加茂下三江子、仲田 

力子、永田謠子、岡田貴子、 

棒葉ほづみ、中根民子、菅 

沼美枝子、鈴木秀子、三浦 

毅子、坪井照代、山本さえ 

子、中山朝子（以上掛） 

各地区事業 記載なし 

県理事会 ４回  役員会 6回 

 

平成元年 

会員 140名 

 

歳入 

198,062 

歳出 

198,062 

 

会費1000円 

顧問 和泉すま（大東・保護司） 

会長 棒葉方子（掛川・保護司） 

副会長 土方亀久世、寺田昌子 

松井悦子、中山育子、 

服部あい、鈴木政枝、 

会計 宮川れい 

監事 小野川弥生、土屋芳枝 

更婦だより 石野文子 

理事 杉山弥生、中根民子、 

以下理事不明 

資料：平成２年度西小笠地区更生保護婦人会評議員総会 

4月 総会・研修（掛川市文化センター） 

5月 更婦全国大会(明治神宮 会長のみ) 

6月 裁判所見学（地方裁判所掛川支部） 

7月 社明運動パレード 映画と話し合い  

8月 地区ミニ集会 夏休みクリーン作戦 

9月 西部ブロック研修会 

10月 保護司と合同視察研修（椎名学園慰問）県ブロック研 

11月 県更生保護大会(熱海市) 

12月 施設慰問 かけがわ苑 一円玉募金 

1月 保護司と更婦の合同研修(御前崎 1泊 2日) 

3月 県更婦 1泊研修 

更婦だより 22号 23号 

各地区事業 記載なし ふれあい広場に協力 

県理事会 ３回  役員会５回 

女性保護司 11名、掛川市 70人、大東町 36人、大須賀 23名 

元年から総会資料の会員名簿に役員以外の全ての会員が記載。 

平成 2年度 

会員 156人 

 

歳入 

325,619 

歳出 

279,286 

 

顧問 和泉すま（大東・保護司） 

会長 棒葉方子（掛川・保護司） 

副会長 土方亀久世、寺田昌子 

松井悦子 

会計 宮川れい 

監事 小野川弥生、土屋芳枝 

理事 服部あい、鈴木政枝、石 

野文子、杉山弥生、中根 

民子、若森ひろ子、松浦

せい子、山崎さと子、角

皆かず、杉山ひろ子、原

田つよ、三浦毅子、棒葉

ほづみ（以上掛） 

縣二三江（東）、鈴木美

登里、伊藤八千代（以上

須） 

資料：平成３年度西小笠地区更生保護婦人会評議員総会 

4月 報徳大会（バザー） 

5月 総会・研修（掛川市文化センター） 

7月 社明運動 施設訪問（愛知少年院） 

8月 講演会傍聴 青少年育成関連夏休み行事参加 

9月 保護司合同研修会（掛川生涯学習センター） 

   県三田会長送別会（会長出席） 

10月 ふれあい広場参加（掛川市生涯学習センター） 

   合同施設視察慰問旅行（三重刑務所） 

12月 歳末助け合い 慰問奉仕（かけがわ苑、小笠老人ホーム、 

草笛、東海清風園、千寿の園） 

1月 保護司合同一泊研修（村櫛荘） 

2月 県西部ブロック研修会 

3月 県理事一泊研修（久里浜少年院・最高裁判所） 

   愛の慰問金（静岡少年院・静岡勧善会へ送金） 

更婦だより 24号、25号発行 



  県理事会 3回 役員会 3回 

大須賀町 28人 大東町 39人 掛川市 89人 

平成 3年度 

会員 187人 

会費1000円 

 

歳入 

328,610 

歳出 

271,199 

顧問 棒葉方子（掛川・保護司） 

会長 服部あい（大須賀・保護司） 

副会長 金原和子(須)、三浦毅

子(掛)冨田かずゑ(東) 

会計 鈴木美登里(須) 

監事 若森ひろ子、藤原登美子 

書記 山崎さと子(掛) 

理事 松井悦子(須)、土方亀久 

世、石野文子、松浦せい 

子、杉山ひろ子、原田つ 

よ、縣二三江、宮川れい、 

鹿田洋子(須) 

資料：平成４年度西小笠地区更生保護婦人会総会 

4月 役員会 

5月 総会・研修（掛川市文化センター） 

7月 社明運動  

施設訪問（掛川は静岡少年院、大東大須賀は勧善会） 

県理事一泊研修（三重県医療少年院） 

8月 青少年育成関連夏休み行事参加 

9月 関東ブロック更婦 30周年記念大会 

保護司合同研修会（掛川生涯学習センター 薬物） 

10月 西部ブロック研修（天竜） 

ふれあい広場参加（掛川市生涯学習センター） 

   保護司合同施設視察慰問旅行（小田原少年院） 

11月 38回県更生保護大会（焼津） 

12月 歳末助け合い 慰問奉仕（各地区） 

1月 保護司合同一泊研修（御前崎観光ホテル） 

   県婦人のつどい（静岡市） 

更婦だより 26号、27号発行 

県理事会３回 役員会４回 

大須賀町 56人 大東町 44人 掛川市 87人 

平成 4年度 

会員 200人 

 

歳入 

415,629 

歳出 

366,032 

 

更婦だより

この年は 3

回／年 

 

この年度か

ら全ての資

料はワープ

ロもしくは

パソコンで

作成 

顧問 棒葉方子（掛川・保護司） 

会長 服部あい（大須賀・保護司） 

副会長 金原和子、三浦毅子 

安藤いと子(東) 

会計 鈴木美登里 

監事 若森ひろ子、村松敦子(東) 

書記 鹿田洋子 

理事 伊藤八千代、萩原昭子、 

鈴木伸美(須)、土方亀久 

世、縣二三江、中島祥子 

（東）、山崎さと子、杉 

山ひろ子、鈴木くわ子、 

石野文子、松浦せい子、 

宮川れい 

 

資料：平成５年度西小笠地区更生保護婦人会総会 

4月 役員会 

5月 総会・研修（大須賀町防災センター） 

7月 社明運動  

県理事一泊研修（藤枝エミナース） 

8月 施設訪問(静岡刑務所) 母の鈴つくり 

青少年育成関連夏休み行事参加 

9月 県 30周年大会実行委員会 

10月 保護司合同研修（生涯学習センター） 

   保護司合同施設訪問(滋賀県刑務所) 

11月 県更婦編集委員会 

12月 西部ブロック研修(森町) 

暴力追放大会 慰問奉仕（各地区） 

1月 県婦人のつどい(静岡市) 

保護司合同一泊研修（御前崎観光ホテル） 

1月 保護司合同一泊研修（御前崎観光ホテル） 

2月 県更婦 30周年記念大会(焼津市) 

更婦だより 28号(8月)、29号発行(11月)、30号(3月) 

県理事会・30年記念大会関連含め 12回 役員会 6回 

大須賀町 72人 大東町 42人 掛川市 86人 

平成 5年度 顧問 服部あい（大須賀・保護司） 資料：平成６年度西小笠地区更生保護婦人会総会 



会員 194人 

 

 

歳入 

380,408円 

歳出 

280,306円 

 

この年まで

保護司から

5万円助成 

会長 土方亀久世（大東・保護司） 

副会長 鈴木喜久、三浦毅子、 

鈴木美登里、 

会計 宇田春子(東) 

監事 若宮ひろ子、村木登志子(須) 

書記 安藤いと子(東) 

理事 中山冨美江、松浦せい子 

鈴木くわ子、鈴木いそ

ゑ、石野文子、宮川れい、

山下知恵子（以上掛）赤

堀君代、村松敦子、名倉

博子（以上東）太田庸子、

村松はつゑ、萩原昭子

（以上須） 

4月 役員会 

5月 駿府学園茶摘み 

総会（大須賀町防災センター） 

7月 社明運動  

8月 施設訪問(静岡刑務所)   

9月 県理事一泊研修(静岡県・山梨県更生保護婦人会交流会) 

   保護司合同研修(大東町) 

10月 西部ブロック研修(浜北) 

   保護司合同施設訪問(松本刑務所) 

11月 県更生保護大会(沼津) 

   年末慰問(各地区) 

1月 保護司合同研一泊修会(御前崎観光ホテル) 

県理事会 ４回  役員会４回 

更女だより 31号（9月）32号（11月） 

大須賀町 76人 大東町 33人 掛川市 85人 

北海道南沖地震へ義援金 

平成 6年度 

会員 186人 

 

歳入 

440,340 

歳出 

383,888 

 

この年から

保護司助成

は 7万円 

顧問 服部あい（大須賀・保護司） 

会長 土方亀久世（大東・保護司） 

副会長 鈴木喜久、三浦毅子、 

鈴木美登里、 

会計 宇田春子 

監事 若宮ひろ子、村木登志子 

書記 安藤いと子 

理事 中山冨美江、松浦せい子 

鈴木くわ子、鈴木いそ

ゑ、石野文子、宮川れい、

山下知恵子（以上掛）赤

堀君代、村松敦子、名倉

博子（以上東）太田庸子、

村松はつゑ、萩原昭子

（以上須） 

資料：平成７年度西小笠地区更生保護婦人会総会 

4月 報徳大会バザー（掛生涯セ） 役員会 

5月 総会・講演（大東町農村環境改善センター） 

   講演は 30周年記念講演会 

7月 社明運動  

8月 駿府学園誕生会（大須賀 2人）  

9月 西部ブロック研修(湖西) 

   保護司合同研修 

10月 麻薬覚せい剤シンナー乱用防止大会 

11月 県更生保護大会(袋井市) 

保護司合同施設訪問(岐阜県笠松刑務所) 

12月 年末施設訪問慰問（各地区） 

1月 保護司合同研一泊修会(南知多) 

県理事会 ４回  役員会６回 

各地区事業  

掛川―駿府学園慰問、やさしい道路づくりキャンペーン参加 

大東―研修 清水克己保護司 浜松地方裁判所傍聴 

大須賀―静岡地方裁判所傍聴、講演会 笠松刑務所部長 

    青少年健全育成フェスタに参加 

更女だより 33号（9月）34号（12月） 

大須賀町 71 人 大東町 32人 掛川市 83 人 

 

 

 

 

 

6年度総会資料に特別記載事項アリ 

『西小笠地区更生保護婦人会の経緯について 静岡

県更生保護婦人会連盟発足にあたり、これに準じて西

小笠地区更生保護婦人会が、昭和 39年 12月 8日に発

足する。事務所を掛川市福祉事業所におく。初代会長

萩原ちょう先生を中心として女性保護司、民生委員 

婦人会役員 125 名会員となる。会費 100 円。以後、

横の繋がりを求めるため、掛川市、大東町、大須賀町

の地域婦人会即、更生保護婦人会員となる。（会費地

区分担）大型組織とあると株浸透困難となり見直す時

期に至る。平成元年掛川市自主的会員募集、⇒。 

 

⇒平成 3年大須賀町自主的会員募集。この年度（７

年度）より会長は、保護司以外の会員より選出す

る。平成 5 年大東町自主的会員募集により、3 地

区の足並みがそろうことになった。 



平成 7年度 

西小笠地区

更生保護婦

人会 

会員 190人 

 

歳入 

365,042円 

歳出 

316.838円 

 

顧問  土方亀久世 

会長  三浦毅子（掛川） 

副会長 若森ひろ子、西沢雅 

代、安藤いと子 

会計 鈴木くわ子 

書記・中山冨美江 

監査・大石ふさ子 松浦愛子 

理事・石野文子、松浦せい子、 

宮川れい、鈴木洋子、山 

下知恵子（掛）宮田か 

ずえ、白井君代、加藤き 

よ（東）、清水久美子、 

勝田喜代子、加藤芳子

（須） 

資料：8年度総会資料 

4月 総会（大東北公民館集会室） 

6月 県理事一泊研修、第 33回更生保護婦人会の集い（東京） 

7月 社明運動 掛川更婦施設訪問（勧善会） 

8月 大東更婦 少年の家草取り 

9月 保護司会と合同研修 

10月 大須賀更婦施設訪問（静岡刑務所） 西部ブロック研修 

11月 保護司と合同慰問（長野） 

1月 保護司会と合同新年御前崎自主研修（ケース発表） 

更婦だより 35号 36号 

各地区事業 

掛川市 かけがわ苑奉仕作業  

大須賀町 大須賀苑介護奉仕 更婦のつどい 

大東町 小笠老人ホーム奉仕作業 保護司・更婦理事交流 

大須賀 74人  大東 35人  掛川 81人 

平成 8年度 

 

会員 198人 

 

 

 

総会資料が

Ａ４サイズ

になる 

顧問  土方亀久世 

会長  三浦毅子（掛川） 

副会長 若森ひろ子、松浦愛子 

(須)、安藤いと子 

会計・鈴木くわ子 

書記・中山冨美江 

監査・大石ふさ子 勝田喜代子 

理事・石野文子、松浦せい子、 

宮川れい、鈴木洋子、山 

下知恵子（掛）宮田か 

ずえ、白井君代、加藤き 

よ（東）、清水久美子、 

鈴木秀、加藤芳子（須） 

 

資料： 8年度総会資料 

4月 総会（掛川） 

7月 社明運動、掛川施設訪問（富士見学園）、 

大東更婦施設訪問（三方原学園）、 

９月 西部ブロック研修（磐田）、保護司合同研修、関東地方更 

婦連盟 35周年大会（東京） 

10月 大須賀施設訪問（駿府学園）駿府学園運動会 

11月 第 43回県更生保護大会（富士宮市） 

保護司合同視察研修（大阪交野（カタノ）女子刑務所） 

12月 年末施設訪問 

1月 保護司合同自主研修 

更婦だより 37号 38号 

県理事会３回 役員会 5回 

大須賀 72人大東 40人掛川 86人 

平成 9年度 

 

会員 184人 

 

歳入 

332.610円 

歳出 

323.767円 

 

 

顧問 三浦毅子 

会長 西澤雅世（大須賀町） 

副会長 石川ツヤ、松浦愛子、 

栗田登子 

会計・鈴木秀  

書記・勝田喜代子 

監査・鯨芳子 平尾艶子（掛） 

理事・清水久美子、夏目きみ子、 

古田敏子（須）岡本清子、 

青野しげ子、若杉洋子 

（東）鈴木敏子、村上た

み、山中よし江（掛） 

 

資料：平成 10年度総会資料    

4月 総会 保護司会総会 

5月 県更女 1泊研修 笠原刑務所 

6月 掛川市更婦施設訪問（小田原少年院） 

7月 社明運動 大須賀町更婦施設訪問（瀬戸少年院） 

   大東町更婦 浜松裁判所傍聴 

8月 大須賀町更婦 掛川裁判所傍聴 

9月 保護司会更婦合同研修会 

11月 第 44回県更生保護大会 保護司会合同慰問千葉刑務所 

12月 各市町施設訪問 

1月 県更婦連盟結成 35周年記念式典、 

保護司会更婦新年合同自主研修（御前崎 1泊） 

2月 西部地区ブロック研修会 駿府学園学園祭 



 

 

 

 

各地区事業 

掛川市：かけがわ苑奉仕作業、ボランティア祭参加、 

大須賀町：女性のつどい参加、保護司合同研修講演会実施 

大東町：更婦の集い、保護司合同研修会、小笠老人ホーム奉仕 

〇県理事会 4回 当会理事会４回 

〇更婦便り 3回 39号~41号 

39号（手書き）40号（手書き）41号（ワープロ） 

平成 10年度 

西小笠地区

更生保護婦

人会 

会員 182人 

 

 

掛川 69人 

大東 42人 

大須賀 71人 

顧問 三浦毅子 

会長 西澤雅世（大須賀町） 

副会長 石川ツヤ、松浦愛子、 

栗田登子 

会計 鈴木秀  

書記 勝田喜代子 

監査 鯨芳子（東） 平尾艶子 

理事・清水久美子、夏目きみ子、 

古田敏子、岡本清子、 

青野しげ子、若杉洋子 

鈴木敏子、村上たみ、山

中よし江 

資料：平成 10年総会資料に事業計画あり 

 

 

 

 

 

 

更婦だより 42号～43号 

平成 11年度 顧問 西澤雅世 

会長 鈴木喜久（大東町） 

副会長 栗田登子 

会計 若杉洋子 

書記 青野しげ子 

監事 夏目きみ子 山中よし   

   江 

 

資料なく不明 

 

 

 

 

 

 

平成 12年度 

西小笠地区

更生保護婦

人会 

会員 170人 

会費1200円 

 

歳入決算 

293,327円 

歳出決算 

281,090円 

顧問 西澤雅世  (大須賀) 

会長 鈴木喜久（大東町） 

副会長 栗田登子 

会計 若杉洋子 

書記 青野しげ子 

監事 夏目きみ子 山中よし     

   江 

 

   

資料：13年度総会資料 

４月 総会（大東町役場） 保護司会総会（掛川市役所） 

５月 駿府学園お茶摘みの会 

７月 社明運動 県理事会研修会 

８月 更婦だより発行 第 47号 

10月 西部地区ブロック研修（天竜市）県更生保護大会（浜北市） 

11月 保護司会合同施設慰問（奈良少年院） 

1月 更婦だより第 48号 保護司合同自主研修（御前崎） 

3月 更婦だより 第 49号 

その他・理事会 4回（県理事会も 4回） 

各市町事業： 

掛川市 岐阜刑務所慰問、かけがわ苑清掃奉仕、保護司合同研 

修参加 

大須賀町 ふれあい広場チラシ配布、静岡刑務所慰問、保護司 

合同研修参加 



大東町 小笠老人ホーム慰問、浜松裁判所傍聴、保護司合同研 

修会参加 

平成 13年度 

西小笠地区

更生保護婦

人会 

168人 

171人（決算） 

 

 

歳入合計 

305,678円 

歳出合計 

292,183円 

 

顧問  鈴木喜久（大東） 

会長  石川ツヤ(掛川) 

副会長 鈴木敏子、山下富子、 

三橋岸子 

監査  平野安江（須） 

藤原冨美子(東) 

書記  松本信子(掛) 

会計  林 美恵子(掛) 

理事  村上たみ・平尾艶子・ 

中村信子(掛) 

戸塚公子・大石久美 

枝・鈴木三江子(須) 

鈴木あい・西郷聡子・ 

青野雅子(東) 

掛川市 59人 大須賀 67人 大東 42人 

4月 大東町役場で総会 掛川市で保護司会総会参加 

5月 更婦だより 第 50号 

7月 社明運動 会長理事研修 

8月 駿府学園意見発表会 更婦だより 第 51号 

9月 関東更婦 40周年記念式典（埼玉）保護司会合同研修会 

10月 県更生保護大会（修善寺） 

11月 保護司会合同視察（長野刑務所） 

12月 更婦だより 第 52号 

1月  保護司会合同新年自主研修（御前崎） 

 その他、理事会 5回 県理事会 4回 

掛川市 笠松刑務所慰問、子育て支援センター支援、保護司合

同研修参加 

大須賀町 保護司合同研修参加、ふれあい広場チラシ配布、浜

松裁判所傍聴 

大東町 小笠老人ホーム慰問、子育て支援センター訪問、保護

司合同研修参加 

平成 14年度 

西小笠地区

更生保護婦

人会 

176人 

175人（決算） 

 

 

歳入合計 

319,427円 

歳出合計 

308,745円 

 

 

 

顧問  鈴木喜久（大東） 

会長  石川ツヤ(掛川) 

副会長 鈴木敏子、山下富子、 

三橋岸子 

監査  平野安江（須） 

藤原冨美子(東) 

書記  松本信子(掛) 

会計  林 美恵子(掛) 

理事  村上たみ・平尾艶子・ 

中村信子(掛) 

戸塚公子・大石久美 

枝・鈴木三江子(須) 

鈴木あい・西郷聡子・ 

青野雅子(東) 

 

 

 

 

 

 

掛川市 61人 大東町 47人 大須賀町 68人 

4月 掛川市役所で総会 保護司会総会参加 

5月 子育てフォーラム打ち合わせ（浜松） 

7月 社明運動 子育てフォーラム（中部 静岡市） 

矯正展奉仕活動  

8月 更婦だより 第 53号 県西部会長会子育て準備（浜松） 

9月 更婦 40周年大会準備（静岡）保護司会合同研修 

10月 県更婦 40年記念大会（静岡）県更生保護大会（島田市） 

11月 保護司会合同研修（多摩少年院） 

子育てフォーラム西部（浜松）テープ起こし（浜松） 

12月 更婦だより 第 54号  

1月 県少年の家慰問（静岡） 保護司会合同研修（御前崎） 

3月 更婦だより 第 55号 

 その他 理事会 4回 県理事会 5回 

掛川市 浜松地方裁判所傍聴、工房つつじ視察研修、かけがわ 

苑清掃奉仕、ネットワーク掛川参加 

大須賀町 駿府学園視察、若つつじ会活動協力、幼児学級 

活動支援、ふれあい広場キャンペーン 保護司会合同研修参加 

大東町 静岡地方裁判所傍聴、子育て支援センター支援、保護 

司会合同研修 

平成 15年度 

西小笠地区

更生保護婦

顧問  石川ツヤ 

会長  鈴木副江（大須賀） 

副会長 加藤裕子、青野雅子、 

大須賀町 76人 大東町 49人 掛川市 57人 

4月 総会 保護司会総会参加 掛川市役所で総会 

5月 全国更婦連盟 40周年記念大会（東京）更婦だより第 56号 



人会 

182人＋1人 

183人 

 

 

歳入合計 

313,849円 

歳出合計 

307,740円 

 

＊年度途中

から更婦か

ら更女へ名

称変更 

 

    鈴木敏子 

会計  増田喜子 

監査  西郷聡子、藤原みよ子 

書記  鈴木玲子 

理事  大場千恵子・高塚しず 

ゑ・高橋愛子、赤堀房 

江、渥美敏子・富口雅 

子、岡田淑子・袴田弘 

子・松井芳恵、永田謠  

子 

 

 

 

 

７月 社明運動 

9月 関東地方更生保護婦人連盟役員研修会（静岡） 

   更婦だより第 57号 保護司会合同研修会 

10月 県更生保護女性連盟ブロック研修(浜北) 

11月 保護司会合同視察研修（甲府刑務所） 

県更生保護大会（浜松） 

12月 更女だより第 58号 

1月 保護司会合同新年自主研修（御前崎） 

2月 駿府学園訪問（静岡） 県更女連盟新人研修（清水） 

3月 更女だより 第 59号 

 その他 理事会 5回 県理事会 5回 少年の家食事づくり 

掛川市 静岡地方裁判所傍聴、あいあい学園・老人福祉センタ 

ー・幼保園すこやか・中学校給食センター等訪問、静岡県警 

交通課見学会 

大須賀町 浜松地方裁判所傍聴 若つつじ会活動協力、幼児学 

級活動支援、ふれあい広場キャンペーン、町女性団体連絡協 

議会活動 

大東町 子育て支援センター支援、小笠老人ホーム奉仕作業、

大東町女性会の集い 

平成 16年度 

西小笠地区

更生保護女

性の会 

198人＋2人 

200人 

 

歳入合計 

325,151円 

歳出合計 

318,320円 

 

 

顧問  石川ツヤ 

会長  鈴木副江（大須賀） 

副会長 加藤裕子、青野雅子、 

    鈴木敏子 

会計  増田喜子 

監査  西郷聡子、藤原みよ子 

書記  鈴木玲子 

理事  大場千恵子・高塚しず 

ゑ・高橋愛子、赤堀房 

江、渥美敏子・富口雅 

子、岡田淑子・袴田弘 

子・松井芳恵、永田謠  

子 

 

 

 

大須賀町 78人 大東町 49人 掛川市 71人 

４月 総会 大須賀町役場、保護司会総会参加  

６月 更女だより 第 60号 

7月 社明運動 

9月 関東地方更女会員研修会(さいたま市) 保護司合同研修 

10月 県更女連盟ブロック研修(湖西市) 

11月 保護司会と合同視察研修(岐阜刑務所) 

12月 更女だより第 61号 

1月 保護司会合同新年自主研修(御前崎) 

2月 県連盟新人研修(清水) 

3月 少年の家慰問 駿府学園修了式 

 その他 理事会 5回 県理事会 5回 

＊総会資料に地区活動の記載なし 

平成 17年度 

掛川地区更

生保護女性

会 

203人 

 

新市から 

顧問 鈴木副江 

会長 栗田登子（大東） 

副会長 赤堀房江、中山冨美江 

    太田律子 

会計 渥美敏子 

監事 神谷美寿瑞、永田謠子 

書記 冨口雅子 

合併して新掛川市  更女会名称変更 

大東支部 54人 掛川支部 72人 大須賀支部 77人 

＜総会資料の記載方法が変更＞ 

■県連盟・関東地方関係 

4月 県理事会 

6月 県理事会・理事研修会（清水） 

8月 西部ブロック理事会 



保護司会経

由 30万円補

助金 

 

歳入 

568,810円 

歳出 

555,246円 

新市掛川市 

理事 野元輝子・村松敬子・ 

   藤原みよ子、袴田弘子・ 

杉山幸恵・加藤冷子、戸 

塚利子・大石はな江・名 

波千恵子・松井明美 

9月 関東地方更生保護女性連盟研修会（さいたま市） 

   県更女連盟ブロック研修（三ヶ日） 

11月 第 52回県更女大会（焼津） 

2月 県更女連盟新人研修   県理事会４回 

■掛川地区更女その他の活動 

5月 総会 保護司会総会参加 

6月 第 55回社明運動準備委員会 

7月 更女だより第 62号  ネットワーク掛川設立総会参加 

9月 保護司会合同研修会 

10月 更女だより第 64号 ネットワーク掛川研修会 

11月 保護司会合同視察研修（愛知県） 

12月 保護司会長・事務局・更女役員会議、更女だより 65号 

1月 保護司会合同新年研修（御前崎） 

2月 人権講演会  駿府学園・学園祭協力  市福祉大会 

3月 少年の家奉仕活動    理事会年 5回 

掛川支部 ふれあい広場参加(10月・茶道体験) 

大須賀支部 若つつじ会懇談会、支部更女研修ビデオ視聴、ふ 

れあい広場(11月)参加 

大東支部 小笠老人ホーム奉仕活動、子育て支援年 5回 

平成 18年度 

掛川地区更

生保護女性

会 

178人－2人 

176人 

市から保護

司会経由 20

万円補助金 

 

歳入 

455,743円 

歳出 

438,265円 

 

＊更女のお茶

手数料入る 

 

 

 

 

 

顧問 鈴木副江 

会長 栗田登子（大東） 

副会長 赤堀房江、中山冨美江 

    太田律子 

会計 渥美敏子 

監事 神谷美寿瑞、永田謠子 

書記 冨口雅子 

理事 野元輝子・村松敬子・ 

   藤原みよ子、袴田弘子・ 

杉山幸恵・加藤冷子、戸 

塚利子・大石はな江・名 

波千恵子・松井明美  

 

掛川支部 60人 大東支部 51人 大須賀支部 67人 

■県連盟・関東地方関係 

4月 理事会 

6月 県連盟新人研修 西部（浜松） 

9月 県連盟新人研修 西部（菊川市） 

   関東地方更女連盟研修及び 45周年大会（さいたま市） 

11月 第 53回県更生保護大会 

2月 県連盟新人研修 西部（浜松）  県理事会年 5回 

〇更女のお茶、県連盟始まる 

■掛川地区更女 

4月 総会 小銭募金 保護司会総会参加 

5月 地区更女研修会 ミニ集会の目的と心得 

6月 少年の家夕食づくり 更女だより第 65号 

 その他理事会 6回 モデル事業関連役員会 7回 

7月 社明運動 

9月 保護司会合同研修会 少年の家夕食作り 

11月 保護司会合同視察研修（静岡刑務所・裁判所） 

12月 更女だより第 66号 

1月 保護司会合同自主研修会（講演会・掛川） 

2月 市福祉大会 

3月 静岡少年鑑別所訪問、駿府学園卒業式、更女だより 67号 

各支部事業 

〇ミニ集会モデル地区（詳細はＨＰに記載あり） 



掛川支部 ミニ集会 28回  ふれあい広場(10月)参加 

大須賀支部 子育て支援講座開催(青少年の犯罪予防虐待予防)、 

ミニ集会 28回 

大東支部 小笠老人ホーム奉仕活動、子育て支援 年 4回、 

ミニ集会 11回 

これ以後の活動報告の記録はＨＰに記載済。 但し役員名、会員数、決算額、特筆事項を記載。 

平成 19年度 

平成 20年度 

会長 中山冨美江  副会長 栗田登子、永田謠子、神谷美寿瑞 

会計 加藤冷子   書記 中山暁子   監事 戸塚利子 野元輝子 

理事 袴田弘子、嶋 幸子、大谷よし、松下実千代、伊藤好子、戸塚和子、村松敬子、佐藤幸枝 

   山崎朝子、鈴木きみえ（20年度総会資料・掛川 47人、大東 52人、大須賀 49人） 

19年度会員 161人 歳入歳出決算額 547,482円（次年度へ繰越含）市から保護司経由 30万補助金有 

20年度会員 150人 歳入歳出決算額 576,867円（次年度へ繰越含）市から保護司経由 30万補助金有 

特筆事項①西部地区ブロック研修会 掛川担当          更女だより 68号～73号 

平成 21年度 

平成 22年度 

顧問 中山冨美江 

会長 鈴木幸子  副会長 松下実千代、鈴木きみえ、永田謠子 

会計 戸塚和子   書記 大石久美枝   監事 山崎朝子、嶋 幸子 

理事 大石和子、佐藤幸枝、青野幸代、雑賀雅子、中山暁子、大谷よし、塩澤歌子 

（22年度総会資料・掛川 40人、大東 56人、大須賀 47人） 

21年度会員 146人 歳入歳出決算額 550,000円  市から保護司会経由 30万円補助金有 

22年度会員 146人 歳入歳出決算額 654,180円(次年度 7万繰越含む) 市から助成同上 

                               更女だより 74号～79号 

平成 23年度 

平成 24年度 

 

顧問 鈴木幸子 

会長 富田とみ子  副会長 雑賀雅子、永田謠子、大石久美枝、 

会計 青野幸代    書記 五島ひさゑ   監事 塩澤歌子、大石和子 

理事 鈴木玲子、戸塚和子、中山暁子、大谷よし、上渕蓉子、戸塚滋子 

            （23年度総会資料・掛川 33人、大東 62人、大須賀 45人） 

23年度会員 140人 歳入歳出決算額 545.194円（繰越 126.317含）市保護司経由補助金 30万 

24年度会員 138人 歳入歳出決算額 655.646円  市から保護司会経由補助金 30万円 

特筆項目①県更女連盟 50周年記念大会              更女だより 80号～84号 

平成 25年度 

平成 26年度 

顧問 富田とみ子 

会長 戸塚久美子  副会長 五島ひさゑ、立石佐江子、永田謠子  

会計 塩澤歌子   書記 大谷よし   監事 戸塚滋子、鈴木玲子  

理事 上渕蓉子、都築昭子、山岸文代、中山暁子、佐藤晴美、夏目章子、名波千惠子   

25年度会員 149人 歳入歳出決算額 523.757円  市から保護司会経由補助金 300,000円 

26年度会員 159人 歳入歳出決算額 844,328円   市から保護司会経由補助金 300,000円 

特筆事項 ①25年度から県下で初めての高校生への啓発「命が大切・家庭が大事の冠講座」開始 

     ②設立 50周年記念事業 ＨＰ制作 先輩からの寄稿文掲載 記念秋の茶会開催 

                                更女だより 85号～88号 

平成 27年度 

平成 28年度 

顧問 戸塚久美子 

会長 中山キクヱ  副会長 木下艶子、山岸文代、小澤悦子 

会計 内藤とみ江  書記 金原義子  監事 都築昭子、塩澤歌子 

理事 近藤正子、佐藤恵子、山下幸代、中山暁子、山﨑富美子、落合満江 



 

 

 

 

 

参考：20年誌の補足  会長・副会長の出身旧市町、及び保護司の方であったか否かを調査 

年代 会長 副会長 副会長 

Ｓ39年～44年 萩原ちょう  大須賀 保護司 山崎たま 掛川  保護司  

Ｓ45年~46年 藤田しげ 大東  保護司 山崎たま 掛川  保護司 坂部ふみ 掛川 

Ｓ47年～48年 山崎たま 掛川  保護司 坂部ふみ 掛川 中根とよ 掛川 保護司 

Ｓ48年残~49年 中根とよ 掛川  保護司 棒葉石子 掛川 大角幸子 掛川 保護司 

Ｓ50年 杉浦好子 大須賀 保護司 棒葉石子 掛川 和泉すま 大東 保護司 

Ｓ51年~52年 杉浦好子 大須賀 保護司 和泉すま 大東  保護司  

Ｓ53年～56年 大角幸子 掛川  保護司 和泉すま 大東  保護司  

Ｓ57年～58年 大角幸子 掛川  保護司 和泉すま 大東  保護司 杉山ひろ子 掛川 

 57年 相沢昭、中村芳子 58年 鷲山ふき子 

Ｓ59年~60年 和泉すま 大東  保護司 土方亀久世 大東  保護司 杉山ひろ子 掛川 

 赤堀君代 大東  保護司 三枝たみ 大須賀 

Ｓ61年～ 和泉すま 大東  保護司 杉山ひろ子 掛川 土方亀久世 大東 保護司 

 鈴木喜久 大東 夏目久美子 大須賀 

Ｓ62年 和泉すま 大東  保護司 杉山ひろ子 掛川 土方亀久世 大東 保護司 

 鈴木悦子 大東 立石薫 大須賀 

Ｓ63年 棒葉方子 掛川 保護司 土方亀久世 大東 保護司 寺田昌子 掛川 保護司 

 松井悦子 大須賀  

Ｓ64年・元年 棒葉方子 掛川 保護司 土方亀久世 大東 保護司 寺田昌子 掛川 保護司 

 松井悦子 大須賀  

Ｈ2年 棒葉方子 掛川 保護司 土方亀久世 大東 保護司 寺田昌子 掛川 保護司 

 松井悦子 大須賀  

27年度会員  162人 歳入歳出決算額 631,953円  市から保護司会経由補助金 300,000円 

28年度会員 156人 歳入歳出決算額 682,394円  市から保護司会経由補助金 300,000円 

特筆事項 ①保護司会主催作文コンクール出品作品拡大で更女多数支援 

     ②駿府学園にて茶会                 更女だより 89号～92号 

平成 29年度 

平成 30年度 

顧問 中山キクヱ 

会長 渥美敏子  副会長 山下幸代、小澤悦子、大石幸恵 

会計 近藤正子  書記 大橋充子  監事 落合満江、鈴木睦子 

理事 熊切信子、山﨑富美子、新堀のり子、八重樫隆子、伊藤富子、林知余 

29年度会員 153人  歳入歳出決算額 623,517円  市から保護司会経由補助金 300,000円 

30年度会員 153人  歳入歳出決算額             市から保護司会経由補助金 300,000円        

特筆事項①県更女連盟 55周年記念大会 ②ＨＰ用の沿革記録の再調査 更女だより 93号～96号 

平成 31年度 

   元年度 

顧問 渥美敏子 

 

 



Ｈ3年 服部あい 大須賀 保護司 金原和子 大須賀 三浦毅子 掛川 

 冨田かずゑ 大東  

Ｈ４年 服部あい 大須賀 保護司 金原和子 大須賀 三浦毅子 掛川 

 安藤いと子 大東  

Ｈ5年 土方亀久世 大東 保護司 鈴木喜久 大東 三浦毅子 掛川 

 鈴木美登里 大須賀  

Ｈ6年 土方亀久世 大東 保護司 鈴木喜久 大東 三浦毅子 掛川 

 鈴木美登里 大須賀  

Ｈ7年 三浦毅子 掛川 若森ひろ子 掛川 西澤雅代 大須賀 

 安藤いと子 大東  

Ｈ８年 三浦毅子 掛川 若森ひろ子 掛川 西澤雅代 大須賀 

 安藤いと子 大東  

Ｈ9年～10年 西澤雅代 大須賀 石川ツヤ 掛川 栗田登子 大東 

 松浦愛子 大須賀  

＊創設の 39年～60年までは、必ず、正副会長は女性保護司様から選出されていた。 

＊昭和 61年～平成 6年までの記録を 94歳の宮川れい様から提供される。これを持って整理した。 

＊平成７年度から、女性保護司が会長ではない。（根拠：中山さんの寄稿文及び総会資料役員名簿より） 


