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カマンベールの記憶がよみがえ
る。ミコノス島の海辺のカフェ。ワ

イン飲みながらカマンベールチーズ

を一切れ口にした瞬間、遥かエーゲ

海の彼方を太陽が沈んでゆく。誰も

いないテーブルに鴎が一羽飛び降

り、そして飛び立っていった。その

記憶がよみがえったのは、昨夜食べ

たカマンベールチーズの味覚だった

か。それとも連日連夜、加除訂正し

ている原稿の保存に失敗して修復を

繰り返したせいだろうか。あるい

は200ページ、22万字を超す圧倒

的な容量のせいだろうか。やっと印

刷会社に原稿を渡すことができる。

これも嘉屋常務理事、畠山常務理事

から誤記を指摘され、正してのこと

であった。

題して『更生保護のなかのウィズ
広島＋』という。静岡県出獄人保護

会社が創設される1888（明治21）

年から補章、いくつもの未来から1

つの未来を選択しようとする、ウィ

ズ広島2022（令和4）年までを、も

う1つの歴史への招待として書き

綴った。消滅しつつある記憶と史料

を呼び起こし、真宗崇徳教社による

広島保護院の廃止から2年後、広島

県聯合保護会収容所宇品寮の創設、

そして分離独立して財団法人宇品

寮、財団法人博光寮、また更生保護

法人ウィズ広島に至る足跡を1年、

1年、丹念に追った。その出来栄え

は読んでくださる皆さんに委ねるし

かないが、その88年間を追う過程

で感じたことがある。

それは、人の営為の素晴らしさで
ある。また今を生きる私たちが、か

つて生き、そして亡くなった死者の

声である。わが国の出獄人保護事業

は、民間によって起こり、文明化の

もと国体によって主導され、保護事

業は整備されていった。その間、民

間初代理事長杉本秀一、2代理事長

後藤幹夫ほかの人々、そこに主幹高

山秀雄、同斎藤迪、補導主任北村喜

代香ほかの人々がいたから今日、博

光寮、ウィズ広島があることを知っ

た感動である。それに共感して時代

を定義した。書き綴るうちに、それ

が私たちの立ち位置となった。

それにしても、今の更生保護事業
は多角化し、複雑化して未来を予測

しがたい。しかし、当事者本人の同

意を得て、選択的に希望する支援の

時代に入ったことだけは確かであ

る。そのときよみがえる記憶は、明

治期の慈善による出獄人保護事業

を先駆けた金原明善、川村矯一郎、

原胤昭、そして広島の先覚者、平原

唯順、福本久吉、井本英省ほかが、

かつて貧困と生きづらさに犯罪をし

た人々と交わるうちに生まれた利他

のこころである。新年に当たり、そ

の心を大切にしていこうと思う。今

年もよろしくご支援をお願いいたし

ます。
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新年あけましておめでとうございます� 2023 年 元旦

カマンベールの記憶
山　田　勘　一

更生保護法人ウィズ広島 理事長
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広島には温かい支援を差し伸べてく

れる団体がある。

「一般財団法人　多山報恩会」。

信仰心が厚かったという多山恒次

郎氏（1884 〜1962）が1943年（昭和

18年）に設立して、今年で80年を迎

える。

その「国家の繁栄と安泰に貢献した

い」という意志のもとで立ち上げられ

た会に、同氏は私財をすべて提供し

た。活動内容は社会教育事業、社会福

祉事業、育英事業、国際交流事業を中

心とし、事業内容を拡充しつつ、ここ

ウィズ広島にもたくさんの助成をいた

だいている。

広島市中心部のオフィス街

一角にある事務所。8代目理

事長　中丸直明さんのもとへ

伺った。

―ウィズ広島にはどのような

思いで助成をされているの

ですか。

ウィズにしているのは社会

福祉事業の一環。山田理事

長の思いに応えるかたちでし

ています。

女性棟を増設するときには

通常に加えたかたちで助成

金を出させてもらいました。

ウィズ広島は社会の中で重

要な役割をしていると思います。この

ような施設が出来る前は受け入れをし

てくれるところがなかったから。

こういうところで温かく迎えてもら

えれば、更生するのではないかと思い

ます。

良いことをしているところへは、こ

れからも続いて支援していきたい。

―その他のところへは？

現在、県内の48団体に助成金を出

しています。

以前は県外の団体にも助成していま

したが、県内で活動をされている団体

へ支援を充実したいという思いから、

基本的に県外は中止しました。

ただし、ユニセフや災害対応などの

団体、東日本大震災やインドネシアの地

震などは地元新聞社や日本赤十字社を

通じて助成しています。留学生の方たち

にも支援をおこなっているんですよ。

―気を配られていることとかはありま

すか。

基本的に目立つことをしないように

しています。創設者がそうだったよう

に…。

「広島の縁の下の力持ち」の意識で

やっている。

協賛してもパンフレットの目立たな

いところに記載してもらったり、載せ

ないこともあるんです。

―やりがいは？

良い活動をしていると思う人や団体

に助成金を出して、生きた形で運営さ

れているのを見ることですね。時々、

関わったところのイベントを見に行か

せてもらったりしています。

助成しているのが、私たちの誇りな

のです。

日ごろから多くのご支援をいただい

ている、ウィズ広島。

多山報恩会様から受け取ったお気

持ちを、これからも大切に使わせてい

ただきます。

一般財団法人 多山報恩会
理事長　中

なか

　丸
まる

　直
なお

　明
あき

さん

with WH＋

中丸直明さん

〈事務職員〉
梅本　和恵 さん
うめ もと かず え

新人職員を
　紹介します 　1 月からこちらにお世話になりました。趣味は娘たちと

J－POPなどのライブに行くことです。日々、職員と利用者、

退所者のかたたちとの会話を聞いて、癒されています。

　これからどうぞよろしくお願いいたします。
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会社の設立は5年前の2018年（平成

30年）。船越で設立した。

業務内容は建築一式。土木、解体、足

場に塗装と、外構はほとんど請け負う。

エリアは主に広島県で、中国地方圏内

も日帰りで対応している。

代表取締役は松岡弘幸さんで、山本明

さんは管理責任者。

「仲間意識は強いです。一緒に頑張ろ

う！のスタンスでやっています」。

「…ただ、みんな見た目が怖いですけど

ね」と笑います。

山本さんが抱いていた思い。それは、

―自分が仕事をして、出所後の人たち

の受け入れが出来れば―

そんな山本さんに話を聞いた。

―はっきり言うと、肉体的にはしんど

いです。夏の暑いときなんて死に物狂

い。でも、自分一人がそういう思いじゃ

なくて、しんどいのは従業員もみんな同

じ思いですから。

保護施設の人と仕事をするようになっ

て、まず、自分がしっかりしていないと、

面倒が見られない。お互いに頑張ればい

いんじゃない？のスタンスでいます。

『刑務所から出てきたばっかり』なんて

関係ない。

何しに出てきたのか考えて欲しい。し

んどいのは分かるけれど、出てきた瞬間

から変わらないと。

刑務所と同じく、この会社でも統計が

出てくるんですよ。

ここに残ってくれたら、1割しか刑務所

に戻っていない。

うちを退職して県外に帰っ

た人で、2割は独立したりして

頑張っていますが、8割が再犯

に至っている。

刑務所の統計とほぼ同じで

す。

自分たちを頼ってもらえば、

やる。

我慢して言わないより、困っ

たことは言って欲しい。わがま

まを言ってくれるほうがいいん

ですよ。

我が強いほうがうちで残り

ますね。

夢を持っている人が強い。

家族ができることも変われるポイント

の一つだと思います。

そして、仲間ができること!!

刑務所から出てきたからといって、引

け目に思わなくていい。

今を懸命に生きているんだから。

頑張ろうと思う人は、ここに来て欲し

いです。

必ず何かしら自分の思う夢は叶う。

一番は「頑張ろう！」とか「（刑務所の）

外の世界にしがみつこう！」と思うこと。

数年刑務所にいたら、外の世界は目ま

ぐるしく変化しているはずだけど、焦ら

なくていいんです。

ここでは役職名はつけていないけれ

ど、村上は僕の右腕。

今では何から何まで任せられるように

なった。まだ若いから、もっと勉強して

もらいたい。

彼がこの先いつか独立をするその時

まで育ててあげたい。今はここになくて

はならない存在です。

そう言われた、村上友
とも

輝
き

さん。

「入社してちょうど3年になります。最

初はデタラメで、迷惑ばっかりかけてい

たけど、僕を雇い続けていてくれた。そ

のうち、責任感が出てきました。基本的

に、従業員はほとんどの人が自分より年

上。自分がデタラメをしていたら、そこで

不満が出てくる。口だけでなく、公私とも

にしっかりしないといけないという考え

方になってきました。社長と山本さんを

裏切らずに頑張ろうと思っています」と

語ります。

山本さんが続けます。

―資金の余裕がないと心の余裕もな

くなります。ウィズにいる時は貯めるこ

とが大事。しっかり働いて頑張って欲し

い。ケチになることも大事ですよ。

自分たちのしたいことがあれば、ぼく

たちは応援するから。

〜協力雇用主〜　株式会社 東和
管理責任者　山

やま

　本
もと

　  　明
あきら

さん

with WH＋

村上さん（左）と山本さん（右）
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8月
西地区更生保護女性会：給食材料（写真
①）、佐藤丈倫：水ようかん50個、畠山
昭雄：10,000円、平口さとみ：カントリー
マーム38枚、ホームパイ76枚、チーズ
柿の種12袋、つまみ種12袋、株式会社
マリモホールディングス：マスク1,500
枚、あいあいねっと：ライチ＆グレープフ
ルーツ250ml72本、かっぱえびせん99
袋、カレー200g30個等、幟建末子：スー
パープレミアム素麺4袋、五島手延うど
ん10袋、ハローズ海田市駅前店：エノ
キ6パック、分葱15束、キウイフルーツ
2個等、西億都：3,000円、フレスタ舟
入店：強炭酸水1ℓ×17本、うどん4袋、
ビビンバ2個、シュガーパン等、フレス
タ吉島店：ハーシーシロップ3個、コー
ヒースティック、うずら卵水煮、手巻き海
苔等、匿名：傘10本、布巾4枚、クリア

ファイル4枚、広島佐伯地区更生保護女
性会：給食材料（写真②）、匿名：エプ
ソンカラープリンター、あいあいねっと：
コロッケ16個、バナナ4房、呉あられ、
ベーコン等、ハローズ海田市駅前店：し
めじ3パック、ゴーヤ3個、水菜2束、り
んご等

9月
西億都：3,000円、あいあいねっと：ウィ
ンナードッグ6個、セサミベーグル6個、
にんじん2袋、ねぎ17束等、匿名：ごま
入りとんかつソース、割り箸100膳、畠
山昭雄：10,000円、匿名：本12冊、若
草プロジェクト・ハウス食品：温めずに
おいしい野菜カレー 30個、山田勘一：
本（万引きがやめられない）、平口さと
み：東郷梨12玉、ハローズ海田市駅前
店：オレンジ5個、ピーマン10個、しい

たけ2袋、赤ぶどう等、匿名：作業服上
衣19枚、下衣6枚、水筒4個、佐藤丈倫：
おはぎ48個、江藤民子：ドライヤー、大
竹地区更生保護女性会：給食材料（写真
③）、田中剛産業：手縫い布巾20枚、フェ
イスタオル10枚、ふりかけ2個等、しょ
うが湯、あいあいねっと：プロ野球チッ
プス15袋、さば煮缶4個、みそ煮缶4
個、アイスコーヒー等、中地区更生保護
女性会：給食材料（写真④）、フレスタ
吉島店：CGCドリンクゼリー 6個、アク
エリアス、合わせみそ、ホットケーキミッ
クス等、フレスタ舟入店：おーいお茶24
本、金時あん2個、信州そば、豚バラ
ピーマンの素等、ユニクロ流山DC：エ
アリズムマスクベージュL45枚、M150
枚、ブラックM150枚、ステート・スト
リート信託銀行（株）：防災備蓄品クラッ
カー 6,300枚、福山地区更生保護女性

寄付で振り返るウィズ広島

西地区更生保護女性会の皆さん

大竹地区更生保護女性会様のお弁当と吸い物、デザート

広島佐伯地区更生保護女性会様の献立

中地区更生保護女性会様のお弁当とくだもの

❶

❸

❷

❹
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会：米30キ㎏、ハローズ海田市駅前店：
梅ソーダ30本、パスタ2袋、レトルトご
はん6パック、アーモンドフィッシュ等、
匿名：シャツ3枚、かばん、パーカー、パ
ジャマ等、更生保護施設等支援協議会　
藤本晴男：キャノーラ油37本、こしあん
大福27個、上白糖5袋、甘くないラテ3
箱等

10月
江藤民子：湿布70枚、匿名：本、森兼肇
（稲村美智子）：米30kg×11袋、西億
都：3,000円、匿名：ズボン2枚、ブラウ
ス、手作りポーチ大・小、大野宣江：米
30㎏、廿日市地区更生保護女性会：給
食材料（写真⑤）、あいあいねっと：汁
なしうどん14食、チョコパン16個、水
500ml48本、カレーライス1食BOX36
個等、更生保護施設等支援協議会　藤

本晴男：ほたて風味かまぼこ50個、ハ
ローズ海田市駅前店：マルタイラーメン
2人前9個、チキンラーメン7個、プリッ
ツ3個、焼き鳥缶等、匿名：うちわ19
個、傘10本、ハンドタオル9枚、本2冊
等、匿名：長袖シャツ、半袖シャツ、セー
ター、ズボン、匿名：マスク115枚、自
転車カバー 3枚、換気扇フィルター、流
し台シート等、江藤民子：半袖シャツ、
虫刺され用薬2個、匿名：マッサージチェ
ア、佐藤丈倫：いもようかん6本、匿名：
半袖カーディガン、半袖セーター、長袖
カットソー、匿名：回転印鑑、フレスタ舟
入店：どんべい3個、漬け物塩、ニラ玉
の素2人前、ピエトロドレッシング等、フ
レスタ吉島店：じゃがりこ8袋、スター
バックスレギュラーコーヒー2袋、ステー
キしょうゆ2本等、匿名：女性ズボン2
本、土井寿美子：くるみゆべし12個、大

名きんつば12個、ごまゆべし10個、亀
本信子：洋菓子セット34個入、匿名：マ
イクロソフトパワーポイントライセンス2
台分、匿名：うまい棒たこ焼き味30本、
コーン味21本、めんたい味21本、チー
ズ味15本、匿名：雑巾24枚、紙スプー
ン80本、横山和洋：紳士ズボン2枚、
広島県地域生活定着支援センター：本7
冊、はんてん6枚、男性用女性用ズボン
各3枚、靴下3足等、東地区更生保護女
性会：給食材料（写真⑥）、あいあいねっ
と：フルーツゼリー 8個、じゃがいも8
個、お好み焼き6枚、すき焼きのたれ等、
匿名：ハンガー 6本、小物干し、ハロー
ズ海田市駅前店：コーンカップスープ12
袋、ネスカフェスティックコーヒー24本、
ティッシュ5箱、カカオチョコパイ12個
等、福山更生保護女性会：米20kg7袋・
15kg・10kg5袋、じゃがいも64個、か

東地区更生保護女性会の皆さん

福山地区更生保護女性会様よりの田畑からの贈り物

廿日市地区更生保護女性会皆さん

安佐南地区更生保護女性会の皆さん

❻

❼

❺

❽

2022年（令和4）年8月1日から12月31日までに、皆さまからお預かりしたご寄付は次の通りです。(敬称略)
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ぼちゃ11個、さつまいも4個（写真⑦）、
匿名：スライサー、鍋フタ、たわし、匿名：
オルゴール付きケース、本4冊、シャツ、
匿名：手作りパッチワーク長クッション

11月
西億都：3,000円、横山和洋：上着2枚、
安佐南地区更生保護女性会：給食材料
（写真⑧）、あいあいねっと：かっぱえび
せん100袋、春雨スープ10個、落花生
8袋、中華粥5パック等、沖村和夫：精
米機、米30㎏ 5袋・5㎏、オーブンレン
ジ、扇風機等、佐藤丈倫：花餅柿60個、
栗むしようかん4本、匿名：ジャンパー、
長袖シャツ、半袖シャツ、ハローズ海田
市駅前店：小豆もなか2個、バナナ2房、
鮭ふりかけ2箱、団子の粉等、土井寿美
子：笑福どら焼白あん・こしあん・あず
き35個、匿名：セーター、入浴剤、日よ
け腕カバー、ギフトボックス等、東広島

地区更生保護女性会：米30㎏、富有柿
24個、ストッキング12足、軍手2枚等、
あいあいねっと：ジャンボ餃子25個、タ
ルタルサラダ2パック、カリフラワーの豆
乳煮2パック、ホテルブレッド4斤等、府
中地区更生保護女性会：タオルセット2
個、のれん、食器用洗剤、軍手2枚等（写
真⑨）、更生保護施設等支援協議会　藤
本晴男：下町焼きそばスナック15個入4
箱、東広島地区更生保護女性会：柿20
個、ピーマン6袋、かぶ5個、菊芋5個
等（写真⑩）、金剛丸雅子：大根5本、フ
レスタ吉島店：チーズおやつ7個、にん
じんドレッシング、小麦粉1kg、タバスコ
等、フレスタ舟入店：ポケモン菓子13個、
電池12個、ピスタチオプリンの素7個、
ほうじ茶ラテ5本等、谷貴美子：半袖ブ
ラウス10枚、半袖シャツ6枚、男性用肌
着5枚、ベルト2本等、今治保護司会第
4分区：20,000円、松井静子：フェイス

タオル21枚、ズボン下19枚、Tシャツ
16枚、カッターシャツ9枚等、山田勘一：
本、匿名：スカーフ5枚、セーター 3枚、
ポーチ2個、カーディガン等、更生保護
施設等支援協議会　藤本晴男：イオン飲
料200ml48本、カカオチョコパイ28個、
カップ焼きそば8個、グリルチキン缶5
個等（写真⑪）、山口地区更生保護女性
会　阿東支部：手編みセーター 3枚、手
編み帽子3つ、ハンカチ3枚、ブローチ
等、南地区更生保護女性会：給食材料
（写真⑫）、ハローズ海田市駅前店：納
豆3パック、ビーフシチュー、玉ねぎ天、
プリン等、中地区更生保護女性会：現
金100,000円（愛のたより）、東地区更
生保護女性会：現金100,000円（愛の
たより）、南地区更生保護女性会：現金
120,000円（愛のたより）、西地区更生
保護女性会：210,000円（愛のたより）、
安佐南地区更生保護女性会：150,000円

府中地区更生保護女性会様よりの日用品

更生保護施設等支援協議会　藤本晴男よりの支援物資

東広島地区更生保護女性会様よりの秋の味覚など

南地区更生保護女性会の皆さん

❾

�

�

�

同じ空の下で必要な支援が
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広島佐伯地区更生保護女性会の皆さん

西地区保護司会協力組織部様よりの衣類など

広島紅葉ライオンズクラブ様よりの衣類など

広島県更生保護女性連盟の皆さんとクリスマス献立、
プレゼント

�

�

�

�

（愛のたより）、安佐北地区更生保護女
性会：80,000円（愛のたより）、広島安
芸地区更生保護女性会：120,000円（愛
のたより）、広島佐伯地区更生保護女性
会：100,000円（愛のたより）

12月
広島県更生保護女性連盟：新畳、表替え
23枚等、広島佐伯地区更生保護女性会：
給食材料（写真⑬）、嘉屋進：20,000円、
畠山昭雄：5,000円（見舞い返し）、匿
名：ズボン、カーディガン、セーター、シャ
ツ、あいあいねっと：ロールパン36個、
まぐろ中おち10個、ベーグル6個、蒸
しカキ6個等、株式会社ファーストリテ
イリングサスティナビリティ部：ハイヒー
ルパンプス7足、ローヒールシューズ6
足、サンダル5足、スニーカー 4足等、
磯村正和：10,000円、大分県保護司会
豊後大野三重分区：米30kg、宇恵一枝

100,000円、西億都：3,000円、横山和
洋：男性用ズボン、匿名：バスブーツ、
広島紅葉ライオンズクラブ：ボールペン
70本、カッターシャツ15枚、靴下10足、
エコバック5個等（写真⑭）、匿名：帽
子4個、ベルト2本、シャツワンピース、
シャワーカーテン等、匿名：女性用コー
ト、収納袋、匿名：低反発シングルマット
レス、ハローズ海田市駅前店：ピザトー
スト95枚、キウイフルーツ7個、オレン
ジ3個、フキ2本等、匿名：トートバッグ、
あいあいねっと：ロールパン36個、麺
26個、ドリップコーヒー16個、もち麦ご
はん8パック等、西地区保護司会協力組
織部：ふくろうキーホルダー 66個、サラ
ンラップ30個、UFO12個、タオルセッ
ト9箱等（写真⑮）、フレスタ舟入店：焼
肉のたれ2個、めかぶスープ、いわし1
袋、キッチンペーパー等、フレスタ吉島
店：味付け海苔2個、歯ブラシ2本、コ

コアオレ、うずら卵水煮等、匿名：カレ
ンダー 22本、ボールペン4本、貯金箱、
うちわ等、匿名：ポタージュ1kg、平口
さとみ：新米5kg、磯村正和：本15冊、
ハローズ海田市駅前店：パスタ1㎏、ラー
メンピーナッツ、サランラップ、更生保護
施設等支援協議会　藤本晴男：おやつ
カルパス4,000本、レトルトご飯50パッ
ク、ガオロードチョコ20個、だしの素12
パック等、田中剛産業：タオル、広島県
更生保護女性連盟：クリスマス会：35食、
プレゼント、マフラー（写真⑯）、弓場
美代：もち78個、畠山昭雄：10,000円、
匿名：Tシャツ13枚、マグカップ10個、
男性用ズボン8枚、血圧計2個等、宮地
真里：みかん1箱、更生保護施設等支援
協議会　藤本晴男：かまぼこ白浜6、か
まぼこ梅4、バジルかまぼこ3等

届く、皆さまのご寄付
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夏から冬の暮らしの中で
季節行事もコロナ禍のもとでやむなく

縮小などをしてきたこの数年でしたが、

少しずつもとの光景が戻ってきました。

夏の盆供養で佐藤住職
（中区保護司）のお話を
聞きました。

ツリーを囲んで
「ここはこれがいい」
「こうはどうかな」。
ほほえましい光景で、
思わずシャッターを
切りました。

迫力のある餅つきの
様子です。

おいしそうなお餅の
完成です。

お餅を丸めるのは
初めての人も。

綿の雪をかぶった
きれいなツリーの
完成です。 NICE
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【個人会員】
小川九人雄、和泉眞、岡田忍、谷本知子、土井寿美子

【企業会員】
（有）田中剛産業、（有）協伸家具製作所、（株）セイケン工業、鏡谷工業株式会社、（株）ハラダテクノ、（株）fUkahori、（株）福
正建設、（有）アート・テクニカル、アイテレコムサービス（株）、山陽空調工業（株）、（株）ちゅうせき空調部、三菱ビルソリュー
ションズ（株）

【保護司会会員】
広島安芸地区保護司会、東広島地区保護司会、中地区保護司会、大竹地区保護司会、西地区保護司会、三次地区保護司会、
安芸高田地区保護司会、廿日市地区保護司会、竹原大崎地区保護司会、東地区保護司会、山県地区保護司会、庄原地区保
護司会

【更生保護女性会会員】
大竹地区更生保護女性会、安佐北地区更生保護女性会、廿日市地区更生保護女性会、安芸地区更生保護女性会、福山地
区更生保護女性会、庄原地区更生保護女性会、竹原大崎地区更生保護女性会、安芸高田地区更生保護女性会、三原地区
更生保護女性会、尾道地区更生保護女性会、府中地区更生保護女性会、東広島地区更生保護女性会、南地区更生保護女
性会、三次地区更生保護女性会、山県地区更生保護女性会、西地区更生保護女性会、呉地区更生保護女性会

ウィズ広島賛助会news

■ウィズ広島賛助会役員
【会長】林　千秋　【副会長】反田哲顕　【理事】先小山英夫、宇恵一枝、深堀　勝、曽川恵二
【監事】堀江洋治、山本隆照� 以　上

■ウィズ広島役員等
【理事】山田勘一（理事長）、山田一夫
（副理事長）、畠山昭雄（常務理事）、
嘉屋　進（常務理事）、幟建末子、
中島和雄、和泉　眞、林　千秋、
髙木一之、八崎則男、粟屋充博、
平口さとみ
【監事】柳原芳樹、坂吉英利
【評議員】木本正志、井町重遠、
山本隆照、繁政秀子、楠本次子、
大野宣江、西田志都枝、内海幸一、

石森雄一郎、岸本三悦子、加用雅愛、
曽川恵二、宇恵一枝、金剛丸雅子、
加川順一、日浅勝子
【顧問】浅尾宰正
【参与】永田雅紀

■ウィズ広島職員
【施設長】稲垣　宏
【補導主任】中元孝彦
【補導員】田中博敏、沖村和夫、
神田修悦、三苫公明

【福祉専門員】岡本進佑、川岡　心、
浅枝　恵
【薬物専門員】高杉敬一、田坂典子
【訪問支援員】脇本正晃、古川真里奈
【事務長】竹岡靖宏
【事務員】吉野真由美、梅本和恵
【非常勤フォローアップ支援員】白倉弘子
【調理主任】吉和栄枝
【非常勤調理員】吉和真奈美、田中惣子、
江藤民子

みなさまの会費は、コロナ時代の新しい日常を支えます

（退所者からの手紙）

2022（令和 4）年度会員 162会員

会費収入 116万4,000円

ウィズ広島への寄付 160万円

2023（令和 5）年1月1日現在

ウィズ広島賛助会会長　林　千秋

2023（令和5）年1月1日現在の会員は162会員、うち個人会員は85会員、企業・法人会員30会員、保護司会等23会員、
更生保護女性会22会員です。昨年8月1日から12月31日までに会費をお預かりした方々は次のとおりです。
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