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長いこと座っていると手元のス
マートウォッチが振動し、sitting 

too long「座っている時間が長すぎ

る」と動くよう促します。そうだ、

ポールウォーキングに出よう。私の

2022年元旦はこうして始まりまし

た。日本に新型コロナウイルスの変

種オミクロン株が上陸し、少しずつ

市中感染を広げています。静かに事

物に目を向けるとすべてが変化しつ

つ、存在し続けていくのが分かりま

す。それはコロナウイルスでもウィ

ズ広島でも同じです。

今、私の手元にウィズ広島利用者
の状況があります。その日、利用者

は32人。薬物、ギャンブル、万引き、

就労が困難など社会適応に悩む人が

20人、利用者の62.5%を占める人

たちです。これには65歳以上の高

齢者8人、25.0%が含まれます。か

つてウィズ広島は、30 〜 50歳台の

利用者が80%以上を占め、月22日

前後働き、40万円の自立資金を貯

めて退所していきました。20年以

上まえのことです。その頃、ウィズ

広島は70 〜 80歳の人々を受け入

れ地域につなぐ支援力はありません

でした。

でも私たちは、過去でなく現在を
模索します。そこから気づくのは、

高齢、就労が困難な人たちが社会適

応に悩み、居室に引きこもっている

現実でした。これに心動かされ、「昼

下がりのひととき」をキャッチフ

レーズに、在所している人に呼びか

けてカフェを始め、カウンセリング

de支援を始めたのでした。それが

次第に退所した人に広がり、多くの

地域ボランティア、退所したピアサ

ポーターの参加を得て新しいカフェ

を開く力となったのです。

訪問 等 支 援 制 度 が 昨 年 10 月、
ウィズ広島など8施設で全国的に展

開されています。今までは、退所し

た人がウィズ広島にきて話をしなが

らコーヒーを飲む、来所相談やカウ

ンセリングde支援が主でした。そ

れが退所した人の状況に応じて駆け

つけ、あるいは訪問支援する能動型

に変わりました。ウィズ広島を退所

して3年半になるという、づみさん

は、就労先でキャリアアップしよう

と受験し合格しました。でも、かつ

て罪を犯したため免許取得できるか

苦しんでいます。

経営思想家ゲイリー・ハメルは、
能力をピラミッド型に図解し、これ

を 6 層 = レベルに分け、下から従

順、勤勉、専門性、主体性、創造性、

情熱とします。今、駆けつけ訪問等

支援に求められているのは、資格な

のか、その根源となった情熱なの

か、今、づみさんは私たちに、知恵

を出し合って地域につないでほし

いと希求しているように思います。

「そのうち闇は光りに変わり、静け

さは賑やかさに変わる…」。T.S.エ

リオットは詩集『四重奏曲』のなか

で、耳を澄まして待つことの大切さ

を歌います。今年は、退所した人々

や利用者に心理的安全性のある訪問

等支援の最適格システムをつくる、

大いなる希望の年です。よろしくご

支援をお願いいたします。
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あけましておめでとうございます� 2022 年 元旦

心理的安全性のある、訪問等支援システムをつくる
山　田　勘　一

更生保護法人ウィズ広島 理事長
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退所した人のもとに駆けつける訪問等支援、始動

今年11月1

日より、更生保

護 施 設 ウィズ

広島で訪問等

支援の担当を

させていた

だくことに

なりました、

脇本正晃とい

います。

前 職 は 高

齢者施設で介護職員として10 年ほど

勤務していました。そこでは、来る日

も来る日も高齢者の方と向き合って、

生活全般のお世話をしてきました。

ある日、Kさんという女性に出

会いました。その方は定年まで

教職に携り、その後は人権啓発

活動をしてこられた活動的な方

です。そんなKさんが歳を重ね

病気を患い、体が思うように動かなく

なったことで施設に入所され、今度は私

が支援させていただくことになったの

です。「ごめんね」「ありがとうね」それ

がKさんの口ぐせです。いつも支えて

くれる人への気遣いを忘れぬ方でした。

私は、K さんとのふれあいの中で

「福祉というのは、真っ直ぐに人と向

き合い、人に優しく、目の前の困難を

一緒に乗り越えていくものだ」という

ことを、その姿をもって教えていただ

きました。

ウィズ広島での業務は自分にとって

新しい分野ですが、これまで経験して

きたことと近い距離にある気がします。

まだ、右も左も分からない状況で

はありますが、更生の支援という職

場で、ただただ、人と向き合うこと、

目の前に困ったことがあれば、ともに

解決することを続けていけば、その方

の再犯を少しでも抑える心に繋がって

いくのではないか…と考えています。

入所者、退所者の皆さん、地域の

更生支援に関わる皆さんとともに生

き、社会に貢献していきたいと思って

おります。

身長185㎝、体重 110kg の私は目

立つかも。施設を飛び出し広島の街

で見かけたら、声をかけてください。

これから、どうぞよろしくお願いい

たします。

脇
わきもとまさあき

本正晃です。
“ワッキー”と
呼ばれています。
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〜 ロスカフェ第1期 〜
ウィズ広島で開催されている「ウィ

ズカフェ」、「シアターカフェ」に加え
て、3 月より「ロスカフェ」が始まりま
した。様々な方から頂いているロス
フード活用目的の一つとしています。

ロスカフェでは毎回お土産としてロ
スフードをお渡ししていますが、ロス
フードの中には今まで購入したこと
のなかった食材やどう使うのか分か
らないようなものもあります。お渡し
する際に、職員が使い方やアレンジ方
法をお伝えしたり、ロスカフェの中で
料理をすることで、後日ご自分で同じ
ものを購入して作られたり、それぞれ
のアレンジをし、来所された時に「う

まくできたよ」「こういう工夫をして
作ってみたよ」等、嬉しい報告がたく
さん聞かれます。自炊の回数が増え
た方もいます。お渡ししたロスフード
の活用は「買い物時間と費用の節約」
と「新しい食材に出会える」など、自宅
時間を有意義に過ごすことにつなが
り、ウィズ広島に来所されるきっかけ
にもなっています。
〜 ロスカフェ第 2 期 〜

またカフェでは、毎回違った内容の行
事を提案しています。これまでに、カッ
プケーキを作ったり、簡単なゲームで身
体を動かしたり、職員がギターやオカリ
ナなど楽器を演奏したりしてきました。
身体を動かしたり楽器を聴いたりする

ような機会がほとんどない
方が多く、大変喜んでいただ
いています。毎回違ったこと
を考えるのは大変ですが、リ
クエストを募ったり、職員間
で意見を出し合ったりして、
たくさんの方に来ていただ
き喜んでいただけるよう話し
合っています。

〜 ロスカフェ第3 期－模索するこれから。〜
これまでのカフェには開催曜日の都

合が悪く、参加できなかった方や、内
容があまり好みではなかった方もい
らっしゃったかもしれません。このた
び加わったロスカフェなら参加できる
という方がひとりでも増えることを望
んでいます。再犯には「孤立」も大きな
要因の一つとされています。カフェに
参加することで家に閉じこもることな
く、話や相談をする人がいないといっ
た環境を改善できるかもしれません。
「ロスカフェ」が、ひとりでも多くの

方の自立更生をうながすきっかけに
なれば―という思いでこれからも
頑張ります。

新人調理職員の紹介

田
た

中
なか

　惣
ふさ

子
こ

さん

「皆さまの一日がよいもの
になりますように」という
思いを込めて、食事作りに
携らせていただいていま
す。これから、どうぞよろ
しくお願いいたします。

モノとココロ、広がる互縁 ―快適な生活を支える家電と地域清掃交流

新しいロスカフェが始まります

福山丸之内ロータリークラブ笹井会
長より「創立 25周年記念事業」として
必要な家電製品の寄贈のお話をいた
だき、2ドア冷蔵庫10台、乾燥機3台、
そして空気清浄器7台が届きました。

暑い季節、アイスクリームを買って
帰りたいけど、冷蔵庫の調子が悪かっ
たり、そもそも冷凍庫がない機種も
あったり。そんな中、福山丸之内ロータ
リークラブ様より
いただいた冷蔵
庫。ちょうど、女
性居室のものが
古かったので、女
性棟の居室の整
備を優先。もちろ

ん、入所者は大喜びで
す。これまで出来なかっ
たアイスクリームのまと
め買い、通勤用にペット
ボトルのお茶を凍らせ
ることも可能になり、令
和3 年の夏は快適なも
のになりました。

また、大型乾燥機は男性棟と女性棟
へ設置しました。少ない手持ちの服の
洗濯や、汚れた仕事着も早く乾かすこ
とが出来るようになり、梅雨だけでな
く、冬にも大活躍しています。

そして、コロナ禍の生活で「換気」を
気にしていた折に届いた、空気清浄器。
男性棟、女性棟それぞれの共用部分と、
食堂に設置。雨が降る日や寒い日にも
開けていた窓でしたが、この清浄機の
おかげで悪天候の日にも換気に悩むこ
とがなくなり、毎日フル回転で、私たち
に安心をくれています。

これらたくさんの贈りものの数々
を、これからも大切に使わせていただ

きます。
これが互縁で、季節は変わり落ち葉

が舞う11月30日。福山丸之内ロータ
リークラブの皆さんとともに福山地区
更生保護女性会、広島西南ロータリー
クラブの皆さん21人が朝早くから来ら
れ、入所者、退所者とウィズ広島施設近
隣、公園の清掃活動をされました。集め
られたたくさんのごみの量はその成果
をものがたり、活動後は気持ちの良い
環境になりました。また、活動後の参加
者全員への飲み物までご用意くださり、
その細やかな心配りに感謝いたします。

皆さん、温かいご支援とふれ合いを
本当にありがとうございました。

ロスカフェ担当　川　岡　　　心

広報紙責任者　　　　　　　　
福 祉 専 門 員　浅　枝　　　恵
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8月
幟建末子：布マスク15枚、手延べうど
んセット2 箱、大竹地区更生保護女性
会：現金20，000円、ハローズ海田市駅
前店：牛乳8パック、ヨーグルト3個、焼
きそば1パック、キムチ3個、トウモロコ
シ3本、しいたけ7パック他14点（写真
①）、匿名：タオル1枚、傘7本、谷貴美
子：エプロン4枚、女性用半袖服5枚、
女性用長袖服9枚、ミニタオル17枚他
17点（写真②）、フレスタ吉島店：紙ご
み袋 1 枚、三温糖 1 つ、チョコレート1
枚、白粥レトルト1パック、チャーハンの
素1袋他8点、フレスタ舟入店：はちみ
つゆず19 個、コーヒー 3 個、えごまド
レッシング5個他18点、匿名：扇風機1
台、匿名：湿布18袋、佐藤丈倫：水まん
じゅう15個×3箱、ハローズ海田市駅
前店：牛乳2パック、バナナ3房、りんご

4個、パプリカ6個、野菜ジュース1パッ
ク、スナップえんどう3袋他23点

9月
畠山昭雄：現金10,000円、匿名：安全
靴1足、アイマスク1つ、ポーチ2個他
6点、木本正志：アイスクリーム（ホーム
ランバー）80個、ハローズ海田市駅前
店：ぶどう4房、バナナ4房、きゅうり5
本、焼きそば4パック、人参6本、ピー
マン 4 袋他 23 点、匿名：単行本 5 冊、
福山丸之内ロータリークラブ：コイン式
乾燥機3台、ランドリー台3台、空気清
浄器7台、2ドア冷蔵庫10台（写真③）、
西博：大手まんじゅう（20個入り）現金
3,000円、フレスタ吉島店：かつおパッ
ク、麻婆豆腐の素、米2kg、アンパンマ
ンお菓子、カットトマト、とり釜飯他20
点、フレスタ舟入店：キッチンタオル、パ

スタ、ビタミン野菜5本、ブルーベリー
25パック他4点、佐藤丈倫：おはぎ60
個、匿名：お月見団子2箱、更生保護施
設等支援協議会 藤本晴男：お供えセット
15個、パスタ1kg、うどん2袋、カニカ
マ240個、お菓子12袋、ビニール袋他
18点、ハローズ海田市駅前店：キャベ
ツ2玉、人参2本、大根2本、いんげん
3パック、バナナ4房他10点、匿名：本
3冊、匿名：エコバック3個

10月
匿名：湿布20袋、匿名：湿布10袋、井
町重遠：バナナ6 房、公益財団法人 社
会貢献支援財団：Pクリーン抗菌万能ス
プレー 24 個、4M 不織布マスク50 枚
50 個、ハローズ海田市駅前店：ほうれ
ん草7束、えのき8パック、マッシュルー
ム4 パック、アボガド5 個他 5 点、㈱田

寄付で振り返るウィズ広島

ハローズ海田市駅前店様より野菜や乳製品など

福山丸之内ロータリークラブ様より電化製品

谷貴美子様よりたくさんの衣料品など

フレスタ舟入店様よりスナック菓子など

❶

❸

❷

❹
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中剛産業：北海道産ななつぼし米 2kg
×3 袋、タオル 48 枚、長谷川由美：米
3kg、夏みかんパイ、あまおういちごシ
フォンケーキ、村上正人：譜面台、フレ
スタ舟入店：パスタ、フルグラ、ラーメ
ン、お菓子他 2 点（写真④）、フレスタ
吉島店：あめ、レトルトカレー、ごま、缶
詰他4点、福山地区更生保護女性会：電
気毛布、肌掛け布団、毛布、敷きパット、
タオル 4 枚（写真⑤）、幟建末子：座布
団 9 枚、もみじまんじゅう3 箱、土井壽
美子：ええもんちい 3 箱、佐藤丈倫：さ
つまいも甘納豆5袋、ほくほくかぼちゃ
5 袋、NPO 法人 環境保全創生委員会 
理事長 中原健治：乾パン1 缶、広島安
芸地区更生保護女性会：給食材料（写
真⑥）、上村節子：人参 4 本、じゃがい
も1袋、ゆず1袋、しょうが1袋、匿名：
マスク50 枚、公益財団法人 社会貢献

支援団体：李錦記、青椒肉絲の素 3 人
前×60個、フーズフリーズドライ「バラ
エティギフト27個×4箱、アルファ米塩
昆布がゆ25袋、贅熟マンゴーゼリー 50
個、贅熟パイナップルゼリー 50 個、ハ
ローズ海田市駅前店：野菜天9個、玉ね
ぎ6 個、牛乳 1 パック、りんご7 個他 27
点、匿名：扇風機、匿名：男性用ズボン
2 枚、匿名：自転車用カゴ、自転車用ラ
イト、㈱ファーストリテイリング：冬物ア
ウター 10枚、長袖トップス30枚、東広
島地区更生保護女性会河内支部：バス
タオル5枚、タオル43枚、スリッパ、ハ
ンカチ26枚、女性用衣類9枚、米30㎏
他5点、更生保護施設等支援協議会 藤
本晴男：和栗ケーキ 6 箱、あられ 2 箱、
ティッシュ 10箱、砂糖4袋、キャノーラ
油12本、駄菓子12パック他124点（写
真⑦）、福山地区更生保護女性会：タオ

ル43枚、米40kg

11月
畠山昭雄：現金10,000円、匿名：コート、
ジャンパー、レインコート、シャツ4枚他
1枚、匿名：Gパン4枚、中地区更生保
護女性会：現金100,000円、東地区更
生保護女性会：現金100,000円、南地
区更生保護女性会：現金 120,000 円、
西地区更生保護女性会：現金210,000
円、安佐南地区更生保護女性会：現金
150,000 円、安佐北地区更生保護女
性 会：現 金 100,000 円、広 島 安 芸 地
区更生保護女性会：現金 120,000 円、
広島佐伯地区更生保護女性会：現金
100,000円、公益財団法人 社会貢献支
援財団：カレールー 40個、東広島地区
更生会保護女性会福富支部一同：じゃが
いも5 袋、人参 2 袋、白ネギ 18 本、玉

2021年（令和3）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)

福山地区更生保護女性会様より暖かな寝具

更生保護施設等支援協議会 藤本晴男様より食糧品、日用
品など

広島安芸地区更生保護女性会様による秋鮭のフライ、野
菜サラダ、すき焼きなど

廿日市地区更生保護女性会佐伯支部様による炊き込みご
飯、たまごスープなど

❺

❼

❻

❽
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ねぎ5袋他142点、ハローズ海田市駅
前店：ヨーグルト3パック、牛乳1パック、
ジュース2パック、はんぺん14枚他25
点、中地区更生保護女性会：土鍋、鍋、
皿、スプーンセット、電気フライヤー、調
味料入れセット他84点、匿名：万歩計、
廿日市地区更生保護女性会佐伯支部：
給食材料（写真⑧）、フレスタ舟入店：み
りん、ダイエット甘味料2袋、はちみつ
3 個、UFO3 個他 17 点、フレスタ吉島
店：パスタ、ひじき、チョコレート、はち
みつ他6点（写真⑨）、佐藤丈倫：芋よ
うかん3本、柿ようかん3本、栗ようか
ん3本、圓妙寺：みかん2箱、土井壽美
子：オブリガード5個入り5ケース、半月
3箱、広島佐伯地区更生保護女性会：タ
オル40枚、雑巾10枚、給食材料（写真
⑩）、児玉輝美：ベビーホタテ、ごぼう、

柿他13点、宇恵一枝：サラダ油3本、しょ
うゆ3本、ほんだし、塩、現金100,000
円、飯田和恵：マフラー 50本、ハロー
ズ海田市駅前店：春菊 2 束、春雨スー
プ5袋、野菜セット、セロリ、パイナップ
ル他8点、更生保護施設等支援協議会    
藤本晴男：しらす2袋、広島県更生保護
女性連盟：米50kg、福山丸之内ロータ
リークラブ・広島西南ロータリークラブ：
お茶ペットボトル40本、広島県地域生活
定着支援センター：米3kg、玄米30㎏、
醤油1本、キッチンアルコール除菌22
本他49点、匿名：弁当箱、水筒

12月
匿名：計算機、折りたたみ傘、匿名：男
性用長袖シャツ2枚、上着、半ズボン2
枚他5点、匿名：女性用長袖シャツ、セー

ター、ズボン、茶碗他9点、匿名：手作
り雑巾3枚、宮地真理：みかん15kg1箱、
匿名：湿布 3 袋、缶コーヒー 10 本、匿
名：1円硬貨246枚、広島紅葉ライオン
ズクラブ：洗濯用洗剤3個、パフ10個、
ショーツ23枚、タオル76枚、ティッシュ
12 箱他 153 点（写真⑪）、ハローズ海
田市駅前店：サラダセット、コールスロー
サラダ5個、キャベツスイス、玉子1パッ
ク他28点、匿名：女性用コート4枚、本
2冊、広島県更生保護女性連盟：もち米
10kg×2袋、山田勘一：もちつき機、匿
名：女性用コート、自転車カバー、土井
壽美子：塩味まんじゅう4個、薄皮まん
じゅう4個、佐藤丈倫：生菓子ケーキ3
個、雪だるまチョコ3袋、匿名：スイカ
1 個、美味しいコラーゲン12 本、お菓
子3袋、公益財団法人社会貢献支援財

同じ空の下で必要な支援が

フレスタ吉島店様より乾物やソース類など

広島紅葉ライオンズクラブ様よりたくさんの衣類や日用
品など

広島佐伯地区更生保護女性会様より厚切りトンカツ、柿
とほうれん草のしろ和えなど

公益財団法人社会貢献支援財団様よりお米、そば、お
もち

❾
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団：もち5袋、更科そば3箱、ひとめぼれ
（米）30㎏×10袋（写真⑫）、匿名：ひ
ざ掛け、バスタオル4枚、ズボン6枚他
20点、土井壽美子：筆箱2個、ものさし、
ハンカチ17枚他13点、山田勘一：現金
20,000円、畠山昭雄：現金20,000円、
嘉屋進：現金20,000円、繁政秀子：冬
瓜2個、平口さとみ：マスク70枚、玉子
2パック、大野宣江：玄米30㎏、匿名：
長靴、手袋2つ、帽子他8点、西地区保
護司会：カップラーメン40 個、焼きそ
ば10袋、洗濯洗剤9個他180点、有限
会社ソートク自動車・有限会社サイクル
ショップカナガキ：自転車2台（写真⑬）、
㈱ミロク情報サービス：男性用セーター

2枚、匿名：サランラップ2本、有限会社    
サイクルショップカナガキ横川店：自転
車錠2個、山田勘一：パルスオキシメー
ター、フレスタ吉島店：天然水2リットル、
お茶4本、コーヒー 4本他3点、フレス
タ舟入店：カットわかめ、牛肉大和煮缶、
いりごま、はちみつ2瓶他14点、谷貴
美子：棚、タオルハンカチ5枚、お盆6枚、
靴2足他280点、匿名：スプーン4本、
コップ4個、匿名：傘13本、手ぬぐい5
枚、カレンダー 13本、広島市地区更生
保護女性会連絡協議会：クリスマスプレ
ゼント35個（写真⑭）、幟建末子：クリ
スマスケーキ46個（写真⑮）、広島県更
生保護女性連盟：ローストチキン46個、

クリスマス会材料（写真⑯）、更生保護
施設等支援協議会　藤本晴男：キッチン
ペーパー、高野豆腐、焼きビーフン8袋
他85点、ハローズ海田市駅前店：味噌
ラーメン2袋、紅しょうが揚2個、ちくわ
他8点、匿名：みかん5kg、ミルク2パッ
ク他5点、村上正人：カラオケ内蔵マイ
ク1セット、匿名：マフラー 4本、手袋3
双、イヤーマスク他 7 点、平口さとみ：
平もち7個×2パック、丹波黒豆1パック

（写真⑰）、広島駅弁当株式会社：弁当
35 個（写真⑱）

届く、皆さまのご寄付

有限会社ソートク自動車様、有限会社サイクル
ショップカナガキ様より自転車２台

広島県更生保護女性連盟様よりクリス
マス御膳

広島市地区更生保護女性会連絡協議
会様よりお菓子のつめ合わせなどク
リスマスプレゼント

平口さとみ様よりつきたてお餅と黒豆

幟建末子様よりかわいいクリス
マスケーキ

広島駅弁当株式会社様より豪華な年
末お弁当
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ウィズ広島賛助会news

■ウィズ広島賛助会役員
【会長】迫谷富三　【副会長】林　千秋、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、
古屋由利子、髙木一之、八崎則男

【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、平口さとみ、
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

【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】竹岡靖宏
【補導員】田中博敏、沖村和夫、神田修悦

三笘公明
【福祉専門員】岡本進佑、川岡　心、
浅枝　恵

【薬物専門員】髙杉敬一、田坂典子
【訪問支援員】脇本正晃
【非常勤退所者フォローアップ支援員】白倉弘子
【事務員】吉野真由美、中村　恵
【調理主任】吉和栄枝
【非常勤調理員】吉和真奈美、田中惣子

みなさまの会費は、コロナ時代の新しい日常を支えます

コロナ下に、活動進める迫谷会長

2021（令和 3）年度会員 158会員

会費収入 157万2,000円

ウィズ広島への寄付 140万円

2022（令和 4）年1月1日現在

ウィズ広島賛助会会長　迫谷　富三

【個人会員】
西　民恵、木本正志、古屋由利子、山本隆照、宇恵一枝、石森雄一郎、本西　隆、新宅典明、平口さとみ、堀江洋治、岡田    
忍、藤原哲子、髙木一之、能美直哉、吉川水貴、金剛丸雅子、田中武子、鴨下康子、前　京子、先小山英夫、繁政秀子、浅尾
典子、浅尾宰正、加藤順子、森実博美、恵木田鶴子、幟建末子、大上ヨシエ、藤島秀孝、中川武子、森平悦子、寺田　博、竹
内明子、田部恭子、川后昭子、山下　隆、西田志都枝、平岡果代子、西田文子、中元良子、谷本知子、太田美穂子、吉田　廣、
木村美代子、野村コズエ、木元千鶴、和泉　眞、西川照顕、坪井　忠、迫谷政則、野口真弓、迫谷浩司、迫谷富三、反田哲顕、
高藤邦彦、田中裕紀子、森野敏章、間所　了、高羽千尋、原田慧子、土井壽美子

【企業会員】
水主町食料企業組合、㈱大田鋳造所、㈱ｆÙKahori、㈲共伸家具製作所、㈱本多、㈱広島ゴルフショップ、アイテレコムサー
ビス㈱、境谷工業㈱、㈲果青園サワダ、㈱さこたに、㈲森國商会、㈱島田鉄工所、広島駅弁当㈱、㈱綜企画設計広島支社、
アンザイ㈱、ＮＰＯ法人食べて語ろう会、㈱チューゲイ広島支店、三菱電機ビルテクノサ―ビス㈱、㈲さこたに、サニーライ
高須、錦建設㈱、山陽空調工業、㈲田中剛産業

【保護司会会員】
尾道地区保護司会、西地区保護司会、東広島地区保護司会、大竹地区保護司会、呉地区保護司会、山県地区保護司会、安
佐南地区保護司会、庄原地区保護司会、安佐北地区保護司会、竹原大崎地区保護司会、広島佐伯地区保護司会、東地区保
護司会、廿日市地区保護司会、広島安芸地区保護司会、安芸高田地区保護司会、三原地区保護司会、南地区保護司会、三
次地区保護司会、府中地区保護司会、西地区保護司会

【更生保護女性会会員】
広島安芸地区更生保護女性会、安芸地区更生保護女性会、大竹地区更生保護女性会、庄原地区更生保護女性会、三原地
区更生保護女性会、広島佐伯地区更生保護女性会、竹原大崎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、東地区更生保護女性会、西地区更生保護女性会、安佐南区更生保護女性会、安佐北地区更生保護女性
会、三次地区更生保護女性会、呉地区更生保護女性会、東広島地区更生保護女性会、安芸高田地区更生保護女性会、福山
地区更生保護女性会、山県地区更生保護女性会、南地区更生保護女性会

2022（令和 4）年1月1日現在の会員は158 会員、うち個人会員は 88 会員、企業・法人会員24会員、保護司会等23 会員、
更生保護女性会 23 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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