
共に生きる

更生保護法人 ウィズ広島
〒730-0822  広島市中区吉島東1－1－18
TEL&FAX  0 8 2 - 2 4 1 - 1 5 3 4
http://www.with-hiroshima.com
E-mail kouseihogo@with-hiroshima.com

2022.8
NO.45News Letter

私はコーダ
山　田　勘　一

更生保護法人ウィズ広島 理事長

ウィズ広島は、在所者や退所者が
集う食堂と事務室との間をオープン

カウンターで仕切っています。私が

在所者や退所者と出会うのは、だい

たい食堂です。ある日、事務室のドア

を開けると間近なテーブルに退所し

たロクさんとズメさんと職員ふたり

が座っています。ロクさんはいつも

のように黙々とカフェ開店日とそれ

を知らせるメッセージ、飴玉を小さ

な袋に入れてくれています。職員の

ひとりは訪問支援員です。何か言っ

ています。傍らのズメさんはうなず

いています。「おう、口説かれてる

な」、私が言います。するとズメさん

が「私の息子ですからね」と返します。

思わず「うんうん」、私はうなずきま

す。今は、息子のいうことをきく、自

らに言い聞かせているかのようです。

傍らで訪問支援員は笑っています。

3年前、1人のろう者がいました。
ときおり居室から出てきてカウン

ター越しに職員に身振り手振りで

何か訴えていました。退所してしば

らく姿を見ませんでしたが、ある日

ひょっこりやってきて、食堂のテー

ブルにひとり座って新聞を読んでい

ます。そばには職員がサービスした

コーヒーとお菓子があります。ある

日、私が帰ろうとしたとき、その姿

がいかにも侘しげなので思わず声を

かけ座りました。そして1時間余り

…、食堂の片隅でノートを前に彼女

と筆談をしました。一冊のノートを

介して、いつの間にかふたりの間の

溝は埋められていきました。

わかったことは、彼女と前後して
退所した男性がおなじアパートにい

て、乞われるままに1万円を貸した

が、約束の日に返してもらえない、

どうしたらよいかという悩みでし

た。その不安と相談する相手のいな

い心の闇がその姿に現れていたので

しよう。「夕食の時間がきます」。18

時近くなっていました。宿直職員の

声でふたりとも目が覚めたように

窓のほうを振り向きました。食堂の

カーテンは張られ、その間から初冬

の夕暮れが見えます。こうして私は

キタさんの名前を知り、その後、何

回か話をしました。ふたりの間は、

最初ノートに書かれる文字で埋め

られていましたが、次第に相手の目

を見、身振り手振りで理解を求めよ

うとし、からだ全体が話し合ってい

るようです。互いの信頼が、AIのよ

うに自ら修正しながら拡張し、理解

し合っているようです。そこには理

事長、退所したキタさんという壁は

なく、彼女の言葉を自分に分かるよ

うに通訳する、ケアの関係がありま

した。

映画「コーダ　あいのうた」2020
制作が、米アカデミー賞作品賞を受

賞したことで、聞こえない親をもつ

聞こえる子ども、コーダ＝CODA＊

の存在を知りました。そして「私は

コーダ」だと思いました。長年、更

生保護施設ウィズ広島を拠点に、か

つては犯罪をした側にいた在所者や

退所者と、犯罪をしていない側にい

る人との間を通訳する＝ケアする。

私が存在するのはそのためにあるの

だ。それはまた、私のケアでもあるの

です。私は理事長であり、コーダで

あり、孤独と不安にくれる在所者や

退所者に、「大丈夫！」と力強く愛を

伝える存在でもあるのです。満ち足

りた気持ちで私は玄関を出ました。

＊	コーダ＝ KODA	 耳の聞こえない
親、聞こえる子ども。Children	Of	
Deaf	Adults の頭文字をとって造語
がつくられた。
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問 わ れ る 、コロナ

2021（令和３）年度（2021.4 〜 2022.3）事業成績報告

利用者支援の継続保護事業（宿泊型保護事業と変更予定）の実人員
令和 3年度の継続保護事業における利用者の実人員は、ここ数年の中では最低となる 144
人（うち女性 29人）でした。ちなみに施設利用率は 66.8％。この要因の一つに、コロナウィ
ルス感染の拡大で受入れが消極化したことが挙げられます。今後は利用者の課題、ニーズに
も焦点を当てたきめ細かい処遇や支援に努め、受入れを促進してまいります。
また、休眠預金を活用した退所者フォローアップ支援、昨年 11月に発足した訪問支援モデ
ル事業は、順調に推移しています。

単位：人

区分 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年

実人員 １９１ １７１ １９３ １６２ １４４

うち女性 ４３ ３７ ５１ ４２ ２９

利用期間
利用者は、2月未満～ 6月未満で退所する人が 67.5％、79 人、前年同期に比べ、22.5％、
23 人減りました。全般的に利用者の在所期間は前年同期に比べ減少していますが、1年未
満の人は前年同期に比べ 9人増え、16人でした。長期化しているのが特徴です。

単位：人

区分 5日未満 10日未満 20日 1月 2月 ３月 ６月 １年 ２年 ３年 ３年以上 合計

実人員 ２ ５ ４ １０ １５ ２０ ４４ １６ ０ １ ０ １１７

うち女性 ０ ０ ２ ２ ０ ５ １０ ５ ０ ０ ０ ２４

退所理由
退所理由は、円満退所は 82.1％、96 人、前年同期に比べ 7.8 ポイント下がりました。事故
退所した人は、前年同期と比べ 4人増え、無断退所者は 4人減り１人でした。その他が 8
人増えています。

単位：人

区分 円満 勧告 無断 事故 その他 合計

実人員 ９６ ０ １ １０ １０ １１７

うち女性 ２０ ０ ０ ４ ０ ２４

退所先（人）
退所先では、27.4％、32 人は、社会福祉施設等に分類される生活保護受給を希望して退所
した人ですが、前年同期に比べ 10.6 ポイント下がっています。

単位：人

区分 親族 知人・友人 下宿・借家等 就業先 社会福祉施設 その他 不詳 合計

実人員 ９ ２１ １６ １３ ３２ ２１ ５ １１７

うち女性 ３ ５ ３ １ ７ ５ ０ ２４

退所時の職業
退所時の職業では、無職者が76.1％、89人です。無職者の比率が高いのは、高齢者や障害の
ある利用者が多く、また退所時には離職して転居に備えている人も含まれているためです。

単位：人

区分 専門的・技術的職業 管理的職業 事務 販売 サービス職業 保安職業

実人員 ０ ０ １ ０ ９ ０

うち女性 ０ ０ ０ ０ ３ ０

区分 農林・漁業 運輸・通信
技能工・採掘・製造・ 

建設作業及び労務作業
無職 不詳 合計

実人員 ０ ０ １３ ８９ ５ １１７

うち女性 ０ ０ 0 １９ ２ ２４

利用期間
10日未満5人（4.3％）
5日未満2人（1.7％）3年

1人（0.9％）

3月
20人（17.1％）

2月
15人（12.8％）6月

44人（37.6％）

1年
16人（13.7％）

20日
4人（3.4％）

1月
10人（8.5％）

過去5年間の実人員の推移
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退所時の職業

技能工・採掘・製造・
建設作業及び労務作業
13人（11.1％）

無職者
89人（76.1％）

不詳
5人（4.3％）

サービス職業
9人（7.7％）

事務1人（0.9％）

退所理由

円満
96人（82.1％）

無断
1人（0.9％）

その他
10人（8.5％）

事故
10人（8.5％）

退所先
親族

9人（7.7％）

知人・友人
21人（17.9％）

下宿・借家等
16人（13.7％）

就業先
13人（11.1％）

社会福祉施設
32人（27.4％）

その他
21人（17.9％）

不詳
5人（4.3％）

2 3

共に生きる ウィズ広島 net ＝互縁 News Letter 　 NO.45



時 代の施 設 運営 力。
2021（令和３）年度　連結収支決算報告

収入 1億1,534万円　  支出 1億1,860万円　  繰越金 △326万円

連結収支においては、収入総額1億1,534万円、支出総額は1億1,860万円で326万円の赤字となりました。2年続いての
赤字となりましたが、ウィズ広島の財務体質は安定しております、次年度以降は黒字運営をめざします。

一時保護事業（退所者フォローアップ支援）の成績
令和3年度退所者フォローアップ支援を受けた実人員は337人、前年同期に比べ100.1％、189人増となっています。
また、令和3年4月から同4年3月までの休眠預金助成金を活用した退所者フォローアップ支援の実績は、フォローアップ支援員及び
補導員が行った生活相談件数は延1,534件（うち支援員1,254件）、電話相談は、延975件（うち支援員763件）、カウンセリング件
数は807件（カウンセラー3人、288件、支援員519件）、月各1回のウィズカフェに参加した退所者は、抹茶カフェ71人、カフェ
シアター48人、ロスカフェ89人で、合計208人でした。

収益事業（賃貸駐車場、太陽光発電電力供給）の成績
別館女性居室棟が完成し、賃貸駐車場も正常に稼働し、太陽光発電電力供給事業共々、順調に推移しています。
現在、13 台契約しています。令和 4年度は 200 万円余の賃貸駐車場収入、太陽光発電電力供給では月平均で約 4万 2,000 円、
年間 50万円の収入が見込まれます。

■収　入
令和3年度の収入総額は、前年同期に比べ0.6％、75万円減の1億1,534
万円でした。事業収入である更生保護委託費収入は、前年同期に比べ
1.9％、191 万円減の 9,789 万円でした。今期受入れ実人員は、前年
度を 18 人下回る 144 人。次年度以降、利用者受入れを積極的に進め
収入増を図ります。

単位：万円

科目 更生保護委託費 補助金等 寄付金 収益事業 財産収入 その他 合計
金額 9,789 843 235 229 115 323 11,534

その他：一般・特別会計繰入金等

■支　出
令和 3年度の支出総額は、前年同期に比べ 9.7％、1,271 万円減の 1億
1,860 万円でした。前年度の支出総額が膨らんだのは、別館女性居室
棟増築による減価償却費増や同居室棟の追加工事等があったためです。
今後も引き続き、水道光熱費、食料費の支出に留意しながら計画的支
出に努めていきます。

単位：万円

科目 事務費 補導費 宿泊保護費 管理費 施設整備積立金 その他 合計
金額 7,545 155 2,772 878 430 80 11,860

その他：一般・特別会計繰入金支出等

収　入

更生保護委託費
9,789万円（84.9％）

その他 323万円（2.8％）

収益事業 229万円（2.0％）
寄付金 235万円（2.0％）

財産収入 115万円（1.0％）

補助金等 843万円（7.3％）

支　出

事務費
7,545万円
（63.6％）

その他80万円（0.7％）
施設整備積立金
430万円（3.6％）
管理費

878万円（7.4％）
宿泊保護費

2,772万円（23.4％）

補導費
155万円（1.3％）
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迫谷富三会長 退任される
〜 29 年間の長きにわたり、お世話になりました〜

ウィズ広島賛助会迫谷富三会長は、体調不良のため令和4年
6月1日、辞任届を出されました。迫谷会長は、錦建設（株）社
長在職時の平成5年4月に請われて博光寮賛助会長に就任（平
成8年4月にウィズ広島と名称変更）され、以来29年余にわ
たって会長としてウィズ広島の運営に対する助成、更生保護事業
に関する調査研究と広報資料の発行等に努めてこられるなど、
ウィズ広島賛助会の充実発展に尽力いただきました。このたび
理事会を開催し、後任会長としてとして林千秋副会長が就任さ
れ、併せて迫谷元会長を顧問に推戴することにしました。ここに
深甚なる感謝を申し上げます。誠にありがとうございました。

（写真）
ウィズ広島賛助会長退任に際し、ウィズ広島理事長から感謝状が贈ら
れる。
向かって右、迫谷富三顧問、左、山田理事長

人  事  異  動
評議員の異動
（退任）	古屋由利子理事は、一身上の都合により令和4年3月16日退任されました。氏は、平成30年5月22日理

事に就任されウィズ広島の健全運営に努めてこられました。この間のご尽力に対し深く感謝申し上げま
す。

（新任）	令和4年3月22日、粟屋充博氏（会社代表取締役）が理事に就任されました。
（新任）	令和4年5月23日、平口さとみ氏が理事に就任されました。氏は、平成24年6月から評議員に就任され

たほか、令和4年4月から、西地区更生保護女性会会長として活躍しておられます。
（新任）	平成4年5月23日、日浅勝子氏（女性リーベの会会員）が評議員に就任されました。
職員の異動
（退職）	事務員：中村　恵　（3月31日付）
（採用）	補導主任：中元　孝彦（4月1日付、補導員採用）、調理パートタイム職員　江藤　民子　（7月1日付）
	 訪問支援員：古川　真里奈（4月1日付）、事務長：竹岡　靖宏（4月1日・昇格）

中元　孝彦さん
補導主任

4月から着任しました中元孝彦です。
ランニングとスポーツ観戦が趣味で、

休日に野球、サッカー、バレーなどの試
合を楽しんでいます。

対人業務に携わる中で大切にしているのは「相手と
同じ目線で関わっていく」こと。これまでも人に伝える
機会がある時には、この言葉を伝えてきました。
「明るい笑顔」が好きです。この施設がみんな仲良く、
笑顔あふれる場所になるように力を尽くしたいと思い
ます。どうぞよろしくお願いします。

江藤　民子さん
調理パートタイム職員

一年間のブランクを経て、復帰しま
した。仕事時間は長くはないですが、
少しの時間でも集中できて打ち込め
ることがうれしいです。皆さんの「ごち

そうさま」が、とても心地よく聞こえます。心を込めて
作りますので、どうぞよろしくお願いします。

新 人 職 員 の 紹 介
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訪問支援の仲間に入ります !

　はじめまして。
　古川真里奈といいます。
　前職は、精神科病院で生活相談員
をしていました。そこでは、出会
う人たちのいろいろな人生
を見せてもらい、たくさん
のことを学ぶことが出来
ました。退院した方たち
が自分のお城である住ま
いを構え、再び入院する
ことなく頑張って暮らし
ておられる姿を見るのが
うれしかった。
「普通の暮らしが出来てい
る」―その姿を見るとき、
仕事のやりがいを感じて
いました。
　また、院内で自立
生活援助の業務に携わ
っていた時は、退院し
た人の自宅を訪問し、
生活の困りごとの相談
を受けており、
ウィズ広島での訪問支援

業務と重なるところもあり
ます。今、自転車に乗って
施設を駆け出し訪問支
援活動をしています。
　今後は相談にのる
ことだけでなく、
一緒に楽しめるこ
とも考えてみた
い。退所者の
皆さんと
人間的な、
心を通わ
せる付き
合いをし
ていきた
いと考え
ています。

これから、どうぞ
よろしくお願い

します。

さあ、出発!
　SST（ソーシャル スキル ト
レーニング）も担当しています。
　SSTとは、苦手なことを克服
するための認知行動療法。講座会
場まで足を運んでもらって、悩み
が一つでも減ればいい。「参加し
て良かった」と思ってもらえるよ
うな、楽しく対談できる雰囲気づ
くりに励みたいと思います。
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「助け合い  支えあいで  縁結び」。
これが『社会福祉法人	正仁会	フードバンク事業	あいあいねっと』の心だそうです。この夏からウィズ広島にも「助け

合い、支えあい」のご縁をいただきました。店舗側の仕入れすぎや売れ残り、出荷の段階で形のいびつな商品、包装の
段階で箱のへこみや破損。品質に問題はなく、十分に食べることの出来るそれらの食品を、必要な人たちに届ける活動
をしておられるのが「あいあいねっと」さんです。
「食品ロスの削減と、地域の中で誰もが尊厳を持ってその人らしい生活を営むことができるまちに！！」という思いは、
受け取った人たちの心とお腹を満たしてくれています。私たちウィズ広島が、それらの品々を利用者や施設退所者につ
ないでいきます。

『 食 』で

「人の為になれば…と思った」と話す、森兼さん。元比
婆地区更生保護女性会会長稲村美智子さんとのご縁で紹
介され、昨年からウィズに沢山のお米を寄贈してくださっ
ています。
「種苗店の人より苗のことを研究し、よく知っている仕
事熱心な人」と森兼さんを評する稲村さん。
「これまでたくさんの人にお世話になって生きてきた。
これからは自分も出来る範囲で協力したい」と、ウィズ広
島につながるきっかけの思いを語られました。製鉄会社
に勤めていた頃、上司から言われた「モノづくりは、自分
が一生懸命にならんと（完成品の出来栄えは）応えてくれ
ん」という言葉を今も大切にし、日々農業と自分に照ら
し合わせて仕事に取り組んでいるそうです。

　庄原市西城町 森兼　肇さん　

（上）大きな農機具を操って田植えの準備
（右）豊かな自然の中で活躍する
　　森兼　肇さんと稲村美智子さん

「365 日、働い
ています。
百姓は面白い」
と笑顔で語る
森兼さん

澄んだ空気の県北の空の
下「庄原は水が良くて、米作
りにいいところ。私が一生
懸命育てた米です。どうか、
一粒一粒を大事に、そして
味わって食べてくれたらうれ
しい」と言われ、利用者の皆
さんには「何か一生懸命にす
るときっといいことになる。
おなかいっぱいになって、元
気で頑張ってください」と、
日焼けされたお顔でエール
をいただきました。
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ワイシャツを腕まくりし、運転席から出てこられた、更
生保護施設等支援協議会の藤本晴男さん。後部座席に
ぎっしりと重ねてある段ボールの中身は、スーパーマー
ケットなどの店舗から日々出てくる賞味期限が近い食品
です。この日もたくさんの届け物を車に積まれ、岡山県
から来所されました。「『だれ一人取り残さない』。物資を
届けるこの活動は、更生保護活動の目的と合致している
んですよ」と話す、藤本さん。「更生保護施設は滞在期間
が決まっている片道切符。満期で退所した後、仕事に就
けなかった場合、手持ち金が減っていくばかり。そのう
ち、お腹が空いたらコンビニやスーパーでパンを盗ってし
まう…。再犯を繰り返す人には、そんな人もいます。これ
をなんとかしたい」という思いが行動となったそうです。
当初は活動への賛同者は少なく、いろんな施設へ訪問
して提案しても敬遠される状態が続く。提供したいもの
があるのに、マッチングが出来ない―。もどかしい思い
を抱いているとき、ウィズ広島に電話をすると、山田理
事長が「あぁ、いいですよ」と即答。「たまたま保護司をし
ていただけで、見ず知らずの私を初めから受け入れてく
ださった。ここは本当に温かい場所と思いました」と言
われます。今や全国に広がりつつある活動も「この礎に
なったのは、ウィズ広島。ここが受け入れてくれたから、
扉が開いた」と語る、藤本さん。

「利用者、退所者の皆さんには、何かひとつ目標を持って取り組んでほしい」と微笑まれました。

さ さ え る
　更生保護施設等支援協議会 藤本　晴男さん　

思いが詰まった箱を手にする、藤本さん

午前4時前、調理室に明かりが灯るとシャッターがゆっくり上が
り、エプロン姿の調理員さんが「おはようございます」と顔を覗か
せます。ウィズ広島の一日の始まりです。生活の場で重要な食事作
りは、一日も休むことがなく続いていきます。
業務に携わるのは、4人の職員。毎食、栄養バランスを考えなが
ら何十もの食事を作るのは並大抵ではありません。「『生きててよ
かった』そういわれたことがありました。そんな言葉を言われたの
は初めてだったんで…うれしかった」と吉和調理主任は語ります。
その温かい食事にホッとして、力が湧いてくる。食堂はいつも笑
顔が集まる場所です。
この夏、衝撃的な出来事がありました。
調理主任の右腕負傷。全治3か月の大けがです。完治までの期
間をどう乗り切るか…。他の調理職員の勤務を増やしたり、補導
職員が手伝ったり。そこに手を差し伸べてくれたのは施設近隣の
更生保護女性会の皆さん。窮状を訴えた理事長の言葉を受け、迅
速な対応で通常1ヶ月に1回の「更女給食会（更生保護女性会の皆
さんによる夕食作り）」を2回に増やし、ピンチを助けてください
ました。心づくしの手料理に感謝の言葉しかありません。
誰もがお腹いっぱいになってこそ、元気に動ける、仕事も出来る。
自立準備のための初めの一歩は、こんなにも多くの人たちに支
えられています。

向かって左から田中さん、吉和調理主任、
江藤さん、吉和（真）さん
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受刑中、同じ工場
で作業していた人
の作品に感銘を受
け、その人の勧め
で「書」を始めたと
いうYさん。いつし
か、地元の矯正文芸
コンクールで賞をと

るまでの腕前になった
そうです。「自分の

いた刑務所では、
正月だけ筆を持つこと

が許されていた。僕の筆が役にたっ
たらうれしい」と、今年の正月、玄関や
食堂などに年始のことばを画仙紙にし
たためてくれた、彼。「納得する字はなか
なか書けないけれど、あの時は気持ち
よく書けました」という作品の一つが、
前回のニュースレター表紙で山田理事長
の背景にあった「迎春」。新年の雰囲気を

大いに盛り上げ
てくれました。　
また、今やウィズ
広島のおなじみ

行事となった「ウィズ
カフェ」。当日のお
客さまを迎える入
り口の「ウェルカム
ボード」も、退所後
ピア・サポーターとな
った人の手によるも
ので、カフェの盛り

上げ役です。
「玄関はウチの顔だから、常に
きれいにしなあかんな」と、入所
後一週間ぐらいして始めた玄関
前掃除。季節はまだ真冬でした。
Oさんを突き動かしたのは「世話

になることだし、オレに出来るこ
とってそれぐらいしかない」という
気持ち。初めに玄関一面をホウキで
掃いて、水を撒いた後にモップで拭
いて、溝にたまった落ち葉も掃いて、
袋に詰めて。それは小雪が舞う日
も雨の日も、退所するまでの5か月

施設長、職員の皆さんお元気ですか。
広島を出てからも私は元気に過ごしています。日本も世界もいろいろな苦しい状況の今日この頃、沢山の人に出会い、また助

けられての生活、第二第三の人生を送っています。今の生活は72歳になって新しい幸せを見つけたと思っています。
いつも云っています様に、ウィズにお世話になったことで、今の生活があると思います。福岡の友人にも恵まれ、仕事にも就

く事が出来たのはないでしょうか。ニュースを見ると、とくにウクライナの人の様子を見ると、自分の生き方を考えずにおられ
ません。人に迷惑をかけない、正直に生きる―この2つを肝に銘じて、90歳まで生きて行こうと心に決めています。

今年も半分が過ぎました。外の社会での時間が経つのは早い。中と外では何が違うのでしょう？答えは…今は言わないでおきます。
園児との毎日の出会いが一日の始まり、いつも清々しい気持ちで仕事をしています。子どもは正直です。好き嫌いがはっきり

しています。大人はあかん。好きでも嫌いと云うから（笑）。駆け引きはあるけど、正直に生きたい。うそはすぐばれるもん。
月に一回は友人が旅行に連れて行ってくれます。家に食事にも呼んでくれます。敬老の精神で私を

大切にしてくれています。
ウィズに行くまで一人で生きてきたけど、今はたくさんの人と生きていると実感しています。施設

長にいつまでも連絡できる生活が、あたりまえの人間です（※再犯をして刑務所に入ったら電話は出
来ないため）。

12月の「もちつき大会」ありますか？行きたいですね。元気な姿を見せたいし、見たいです。本通り
にも行きたいなあ。以上、私の独り言でした。

ほな、さいなら。
 6月1日　PM12：15 （退所者よりフォローアップ支援員への手紙から）

この場所のために　〜入所者、退所者の思い〜
もの間、　　　　　続きました。
「先生か	 らありがとう
と言わ	 れるのは
うれし
い。
でも、

お礼を
言われるほどの
ことはしていないんで
すけどね」と、はにかんでつぶやきま
す。この清掃のおかげで皆そろ
って気持ちの良い一日がスタート出
来、ウィズ広島の玄関は今日も清々し
いです。
職員が手掛ける退所者への「バースデ
ーカード」制作の手伝いをする人も。
その人は「退所しても応援してくれる職員
の先生たちによろこんでもらいたい
から、頑張れるんです」
そして、花を飾って、皆の目を楽しま
せてくれる人も。
全員が口にするのは「お世話になった
恩返し」という言葉。
この場所が退所した後も記憶に残
り、気持ち
よいのは、
温かいの
は、そんな
想いが詰
まってい
るからか
もしれま
せん。
皆さん、本
当にあり
がとう。
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1月
更生保護施設等支援協議会　藤本晴男：
かまぼこ、匿名：現金6,800円、匿名：
つっぱり棒、広島県地域生活定着支援セ
ンター：米40kg、米10kg、キッチンア
ルコール除菌25個、フレスタ吉島店：切
り干し大根とにんじん乾物ミックス2袋、
レギュラーコーヒー、ひじきとにんじん
乾物ミックス4袋、他23点、佐藤丈倫：
栗みかさ30個、土井寿美子：お饅頭10
個、匿名：折りたたみ自転車、匿名：ジャ
ケット、セーター2枚、他3点、中地区更
生保護女性会：給食（弁当）、平口さとみ：
いり大豆500g、紅白餅12個、横田鶴子：
現金20,000円、匿名：シャーペン2本、
匿名：半袖ブラウス、カーディガン、パジャ
マ2枚、匿名：肌着8枚、靴下8足、ズボ
ン下6枚、下着13枚、他223点

2月
畠山昭雄：10,000円、匿名：タオル2枚、
トレーナー、長袖下着2枚、他5点、佐
藤丈倫：福豆155袋、匿名：女性用生理

用品50セット、森兼肇：米30㎏ 12袋、
吉島地域包括支援センター：車椅子（写
真①）、一般社団法人バンクフォースマイ
ルズ：ドラム式洗濯用液状せっけん8個、
COSME	BANKプロジェクト9点セット、
更生保護施設等支援協議会　藤本晴男：
アルファ米白飯100袋、梅がゆ100袋、
わかめ100袋、こうや豆腐400個、他
58点、匿名：キャンパス地布袋、匿名：シャ
ツ等7枚、東地区更生保護女性会：給食
（弁当）、長坂大然：8,000円、匿名：ス
イミングウエア上3枚、下1枚、キャップ、
ゴーグル

3月
匿名：歯ブラシ12本、（株）ファースト
リテイリング　サステナビリティ部：女
性半袖シャツ18枚、女性ズボン29枚、
女性ノースリーブ4枚、他17点（写真
②）、（株）ファーストリテイリング埼玉
DC：男性ズボン4枚、広島県更生保護
女性連盟：雛あられ40個、バナナ（写真
③）、匿名：お雛チロルチョコ10個、（株）

ファーストリテイリング：男性ズボン4枚、
女性長袖シャツ4枚、女性七分丈シャツ、
女性サニタリーショーツ52枚、金剛丸
雅子：50,000円、南地区更生保護女性
会：給食（弁当）、平口さとみ：食パン2
斤、ほうれん草4束、レタス、大野宣江：
米30㎏、佐藤丈倫：ひと口おはぎ80個、
土井寿美子：ピーナッツ饅頭10個、広島
バゥムクーヘン10個、ぐーどすえ栗10
個、他14点、広島県立総合精神保健福
祉センター　パレアモア広島：上着25
着、ズボン6枚、靴下2足、匿名：衣装
ケース、上着10着、Tシャツ16枚、靴、
匿名：座椅子、三段ケース、他5点、吉
川和生：ニット帽4個、スカーフ2枚、ワ
ンピース9枚、スカート12枚、他52点、
古屋由利子：10,000円、太田直子：ベル
ト10個、長袖シャツ2枚、半袖ポロシャ
ツ6枚、スーツ上下16着、半袖ワイシャ
ツ8枚、長袖シャツ8枚、他111点、匿
名：ズボン5枚、長袖シャツ5枚、セーター
2枚、匿名：ニュービーズ4個、長袖シャ
ツ2枚、長袖薄手ジャケット、谷貴美子：

2022年（令和4）年1月1日から7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)

寄付で振り返るウィズ広島

❶

❸

❷

吉島地域包括支援センター様よりの車椅子 (株)ファーストリテイリング サスティナビリティ部
様よりの衣類

幟建会長とお２人の副会長　西、山田さんから
ひなあられが送られる

❹

広島県更生保護女性会様よりの端午の節句の昼食
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半袖シャツ42枚、半ズボン2枚、タンブ
ラー 11個、ハンカチ18枚、他83点、
江藤民子：半袖ポロシャツ3枚、半袖シャ
ツ3枚、ハンドタオル22枚、他37点、
匿名：男性ジャンパー、匿名：マスク（黒）
30枚、損害保険ジャパン（株）サスティ
ナビリティ推進部：折りたたみコンテナ
（40ℓ）15個、デスクトレイ（A4）8個、
セロテープ台4個、他12点、損害保険
ジャパン株式会社　海上保険金サービス
室大阪海上保険金サービス課：コクヨA4
ファイルボックス18個、匿名：傘12本、
柄杓、損害保険ジャパン株式会社　関西
総務部：クリアファイル300枚、NPO法
人男女共同参画ひろしま：生理用品100
セット、匿名：3,000円、匿名：レンジでラー
メン、タッパー2個、コンセント、菜はし
2膳、他2点、佐藤丈倫：桜もち80個

4月
江藤民子：花柄洗面器5個、吉川和生：
掛布団7枚、肌掛布団9枚、毛布6枚、
敷きパット13枚、羽毛布団2枚、他293
点、匿名：メガネ2個、ズボン2枚、下着
2枚、他9点、匿名：高圧洗浄機、匿名：
ハンドタオル15枚、平口さとみ：たまご

Mサイズ3パック、匿名：シャワーラック、
井町重遠：チケット2枚、匿名：万歩計、
匿名：スカート4枚、ショートパンツ、他
14点、匿名：ジャンパー2枚、パーカー、
引き出し棚、、更生保護施設等支援協議
会　藤本晴男：米5kg5袋、焼き鳥缶15
個、梅がゆ50食、クッキー 21枚入り10
個、餅250g、ドレッシング6個、他61個、
江藤民子：スチームクリーナー、折りた
たみ傘5本、他5点、匿名：男性Tシャツ、
スラックス、西地区更生保護女性会：給食
（ステーキ、マカロニサラダ、ポトフ、果
物等）、井町重遠：折り畳み傘5本、黒木
至美：米10kg2個

5月
平口さとみ：キットカット3個、西億都：
3,000円、匿名：本2冊、佐藤丈倫：笹
団子45個、更生保護施設等支援協議会
　藤本晴男：はもてん、はもちく20個
入り8箱、広島県更生保護女性連盟地域
活動部：端午の節句交流会（写真④⑤）、
土井寿美子：お菓子40個、佐藤丈倫：
御香火種、御過去帖、過去帖台、平口さ
とみ：菓子パン5個、金剛丸雅子：1,000
円、大野宣江：米30㎏、匿名：男性セー

ター 12枚、長袖シャツ20枚、長ズボン
29本、他102点、社会福祉士会：男性
ベスト2枚、婦人ジャケット11枚、マス
ク50枚、米、他37点、安佐南地区更生
保護女性会：給食（煮込みハンバーグ、
かぼちゃサラダ、春雨の酢の物、豚汁、
デザート等）（写真⑥）、三上えり：電子
レンジ、匿名：エコバッグ、半袖シャツ5
枚、長袖シャツ2枚、匿名：不織布マスク
50枚、のどすっきり飴、タオル2枚、匿
名：28インチテレビ、匿名：とら焼き25
個、土井寿美子：最中12個、畠山昭雄：
5,000円、木本冷菓：アイスクリーム1箱

6月
カルゲン製薬（株）：りんごカルゲンカル
シウム246パック、西億都：3,000円、
嘉屋進：10,000円、匿名：エコバッグ3
個、更生保護施設等支援協議会　藤本
晴男：米5kg3袋、菓子25袋、焼き海苔
3瓶、かも川そうめん1箱、他74点、匿
名：ズボン、スカート、ブラウス、他4点、
匿名：トレーナー 2枚、長袖シャツ2枚、
他3点、広島紅葉ライオンズクラブ：タオ
ル29枚、石鹸49個、箱ティッシュ16個、
乾麺74袋、他125点（写真⑦）、匿名：

本当に必 要な支 援 が

❺ ❻

端午の節句交流会であいさつをする山田理事長 安佐南区更生保護女性会の給食
（コロナ禍のため利用者との交流会できず）

❼ ❽

広島紅葉ライオンズクラブ様よりの衣類、日用品 安佐北地区更生保護女性会の給食
（コロナ禍のため利用者との交流会できず）
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コカコーラ24本、BOSS24本、江藤民
子：タオル3枚、洗濯洗剤3個、尿取り
パッド18枚、オムツ16枚、女性用シャツ
4枚、他444点、佐藤丈倫：和菓子45個、
安佐北地区更生保護女性会：給食（ちら
し寿司、鮭ホイル焼き、サラダ、ソーメン
汁、デザート）（写真⑧）、匿名：女性用
ズボン、土井寿美子：お菓子30個、匿名：
掛け布団カバー、敷き布団カバー、他4
点、一般社団法人バンクフォースマイル
ズ：マスク20枚、ファンデーション40個、
シャンプー 20個、他80点、大瀧昭順：
5,000円、佐藤丈倫：黒糖わらびもち
3kg、匿名：傘10本、大野澄江：日傘、ポー
チ2個、女性用靴下4足、ハンドタオル、
タオル2枚、コットン2個、布巾、女性用
長袖シャツ、マスク50枚、手提げかばん
2個、リュック、エコバッグ、江藤民子：フ
ライパン、片手鍋と蓋、ティファール片手
鍋、蓋3種セット、どんぶり椀と小皿各2
枚、おろし金

7月
社会福祉法人正仁会フードバンク事業あ
いあいねっと：ネギとろ丼24個、若鶏の
から揚げ700g、バナナ3房、豚汁40人

前、水2ℓ24本、米10kg、クロワッサン
20個、ロールパン36個、他469個（写
真⑨）、匿名：造花、西億都：2,000円、
畠山昭雄：10,000円、フレスタおかず工
房矢野店：おつまみチヂミ20個、焼き肉
バーガー 22個、ハーゲンダッツアイスク
リーム148個、他1660点、匿名：半袖
シャツ6枚、サロペット2枚、長袖シャツ
3枚、Gジャン1枚、長ズボン2本、半ズ
ボン1枚、トレーナー 1枚、カバン3個、
帽子1個、更生保護施設等支援協議会　
藤本晴男：スナック菓子17袋、わかめご
飯50袋、チョコボール10袋、他314点
（写真⑩）、匿名：コート、広島市役所業
務第1課：可燃ゴミ袋200枚、資源ごみ
袋100枚、半透明大袋100枚、半透明
小袋100枚、軍手56組、江藤民子：水筒、
トイレットペーパー 7個、匿名：すだれ、
フレスタおかず工房矢野店：スーパーカッ
プ82個、ぎょうざ19パック、アイスもな
か73個、他367点、社会福祉法人正仁
会フードバンク事業あいあいねっと：マ
スカルポーネロール36個、まぐろ中落
ち10個、梅しそふりかけ3袋、他90点、
土井寿美子：恋蛍10個、つぶ餡面楽20
個、匿名：半袖シャツ、長袖シャツ、ジャ

ンパー、ドライヤー、広島安芸地区更生
保護女性会：給食（ちらし寿司、夏野菜
の天ぷら、豚肉冷しゃぶ、すまし汁、季
節の果物等）（写真⑪）、江藤民子：小皿
9枚、匿名：冷凍やまめ18匹、匿名：半
袖シャツ、長ズボン、耳かき、庄原地区
更生保護女性会：じゃがいも67個、玉ね
ぎ21個、ミニトマト46個、ピーマン33
個、きゅうり14本、ナス4本（写真⑫）、
更生保護施設等支援協議会　藤本晴男：
あなご蒲鉾19本、カレー5皿分6個、白
がゆ100袋、他224個、平口さとみ：イ
ンスタントコーヒー瓶2個、プチトマト6
パック、バニラゴーフレット10枚、チョコ
ゴーフレット5枚、ショコラスティックパ
イ8枚、アーモンドパイ4枚、匿名：水
500ml24本

今期もフレスタ吉島店様、フレスタ舟入
店様よりたくさんの商品のご提供をいた
だきました。また、広島刑務所様からは
防災備蓄のおかゆなどを頂きました。
皆さまからの温かいご支援、誠にありが
とうございました。

届く、 皆さまのご 寄 付で。

❾ �

��

フードバンク事業あいあいねっと様からの食料品 更生保護施設等支援協議会様からの食料品、日用品の
数々

広島安芸地区更生保護女性会の給食
（コロナ禍のため利用者との交流会できず）

庄原地区更生保護女性会様から自作の野菜をいただく
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ウィズ広島賛助会news

2022（令和 4）年度会員 156会員

会費収入 162万円

ウィズ広島への寄付 160万円

2022（令和 4）年 3月31日現在 迫谷富三前会長退任に際して感謝状に

添え賛助会員一同から胡蝶蘭を贈る。

（寄付は令和 4 年度に行う予定）

ウィズ広島賛助会会長　林　千秋

2022（令和4）年3月31日現在の会員は156会員、うち個人会員は85会員、企業・法人会員26会員、保護司会23会員、

更生保護女性会22会員です。今年1月1日から7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。

■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

〔個人会員〕
佐伯　穣、畠山昭雄、嘉屋　進、林　千秋、宇恵一枝、井町重遠、山田勘一、大庭操子、森野敏章、大田美穂子、金剛丸雅子、
曽川恵二、藤島秀孝、木本正志、木原正壽、加川順一、角田洋子、前　京子、仁井恭子、森実博美、大上ヨシ江、山野千佳子、
幟建末子、髙木一之、西田志都枝、平口さとみ、牧尾和志、中元良子、繁政秀子、土井寿美子、木元千鶴、西　民恵

〔企業会員〕
（有）総博技研、（株）綜企画設計広島支店
〔保護司会〕
安芸地区保護司会、呉地区保護司会、広島佐伯地区保護司会、南地区保護司会、安佐南地区保護司会、尾道地区保護司会、
福山地区保護司会、福山地区更生保護協会、府中地区保護司会、三原地区保護司会

〔更生保護女性会〕
中地区更生保護女性会、広島佐伯地区更生保護女性会、広島県更生保護女性連盟、広島安芸地区更生保護女性会、東地
区更生保護女性会、安佐南地区更生保護女性会、安芸地区更生保護女性会

■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
【事務長】竹岡靖宏
【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、古川真里奈
【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
【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
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