
民間協力者によるクラブ活動等実施状況（令和３年度上半期分） （敬称略）

施設名 個人又は団体名 職業，所属等 活動内容 実施回数

札幌刑務所 安田　美由樹 アート書道家 アート書道クラブ 2

札幌刑務支所 大沼　徳子 珠算教室経営 珠算クラブ 2

札幌刑務支所 安藤　千枝子 ヨガ指導員 ヨガクラブ 1

札幌刑務支所 杉本　清美 エアロビクス指導員 エアロビクスクラブ 1

旭川刑務所 川上　庄三 無職 囲碁・将棋クラブ 12

釧路刑務支所 さくら　（ＤＪ） アナウンサー，（株）時事タイムス放送社ＤＪ放送 6

釧路刑務支所 内田　正和　（機器操作） 自営業 ＤＪ放送 6

釧路刑務支所 青木　真夫 僧侶 書道クラブ 1

釧路刑務支所 浅井　日出男 無職 将棋クラブ 1

釧路刑務支所 高橋　和彦 絵画教室（講師） 絵画クラブ 1

網走刑務所 吉田　節子 無職 詩吟クラブ 5

網走刑務所 五十川　敏彦 無職 将棋クラブ 6

月形刑務所 鈴木　哲也 書道講師 書道クラブ 4

月形刑務所 門脇　義勝 珠算講師 珠算クラブ 12

月形刑務所 村山　朝子 短歌講師 短歌クラブ 2

宮城刑務所 清水　由紀子 主婦(元中学校英語教諭) 英会話クラブ 6

宮城刑務所 江幡　武 宮城県日中友好協会会長 中国語会話クラブ 4

宮城刑務所 赤川　公 図南書道会理事・審査会員 書道教室 5

宮城刑務所 寒河江　桑弓
㈳俳人協会
宮城県支部副支部長

俳句会 5



山形刑務所 遠藤　久子 元教諭 短歌クラブ 5

山形刑務所 日本将棋連盟天童支部 日本将棋連盟 将棋クラブ 4

福島刑務支所 水口　青葉 華道家 華道クラブ 3

水戸刑務所 木村　肇
書道教室
「書道研究臨池会」師範

書道クラブ 8

水戸刑務所
ひたちなか市
レクリエーション協会

同協会役員
高齢者向け脳ト
レーニング体操

5

前橋刑務所 吉沢　尚志 塾講師 珠算クラブ 2

前橋刑務所 阿部　茂夫 無職 絵画クラブ 2

前橋刑務所 渡邊　吏里 ヨガインストラクター ヨガクラブ 1

前橋刑務所 渡邊　武智 ヨガインストラクター ヨガクラブ 2

前橋刑務所 浅沼　芽薫美 ヨガインストラクター ヨガクラブ 2

市原刑務所 宮崎　輝一 元高校教諭 簿記クラブ 9

市原刑務所 富岡　富美子 書道教室経営 書道クラブ 8

東日本成人矯正医
療センター

山田　和宗 公認会計士 簿記クラブ 6

府中刑務所 髙木　幽苑 俳人
所内誌における
俳句の選評
及び俳句クラブ指導

12

府中刑務所 佐道　正 川柳講師
所内誌における
川柳の選評

6

府中刑務所 こたき　こなみ(武藤小浪) 詩人
所内誌における
詩の選評

6

府中刑務所 高山　利三郎 詩人
所内誌における
創作文の選評

6

府中刑務所 小林　清次郎 ボランティア
所内誌における
随筆の選評

6

長野刑務所 神田　威（神田北童） 俳誌「黒姫」主催 俳句クラブ 1

静岡刑務所 兵藤　耕一 （株）レオハウス嘱託社員 囲碁クラブ 6



松本少年刑務所 上條　勇次
公益社団法人　日本詩吟学院認可　松
本筑摩岳風会　会長

詩吟クラブ 4

金沢刑務所 松田　章志 詩吟講師 詩吟クラブ 5

福井刑務所 西川　美奈子 己書いーげん美来坊道場 己書 5

笠松刑務所 長谷川 厚一郎 絵画講師 絵画クラブ 4

笠松刑務所 村井　佐枝子 短歌講師 短歌クラブ 4

名古屋刑務所 牧内　則雄 画家
文芸美術作品
選考等

1

豊橋刑務支所 岩瀬　和子 無職 誕生会 3

豊橋刑務支所 中西　艶子 音楽講師 コーラスクラブ 3

豊橋刑務支所 藤田　恵美子 自営業 絵画クラブ 3

豊橋刑務支所 竹中　寿美恵 華道講師 華道クラブ 3

豊橋刑務支所 古川　侃司 自営業 書道クラブ 3

豊橋刑務支所 壇林　典子 インストラクター エアロビクス 8

三重刑務所 中村　映子 元民間合唱団員 コーラスクラブ 9

三重刑務所 田村　公男 画家 絵画クラブ 5

三重刑務所 藤井　弘 無職（元刑務官） 文芸作品指導 1

三重刑務所 山下　幸則 無職（元刑務官） 文章教室等 8

三重刑務所 榎本　誠 高校非常勤講師 書道クラブ 5

滋賀刑務所 佐藤　智子 滋賀県珠算連盟連合会 珠算クラブ 8

大阪刑務所 端　慈子 書道教室教師
書道クラブ
(通信添削方式)

6

神戸刑務所 荒木　徹 明石点灯会 点字クラブ 3



加古川刑務所
公益財団法人　岡田茂吉
美術文化財団 MOA山月
光輪花クラブ

華道講師 華道クラブ 3

加古川刑務所 金橋 祥子 体育指導員 エアロビクスクラブ 3

加古川刑務所 川野　由美子 書道家 書道クラブ 2

加古川刑務所 渋谷　公美 書道家 書道クラブ 3

加古川刑務所
公益財団法人　加古川市
シルバー人材センター

パソコン講師 パソコンクラブ 7

加古川刑務所 竹内　喜美子 ヨガ講師 ヨガクラブ 3

加古川刑務所 幹　敬盛 住職 写経クラブ 5

播磨社会復帰促進
センター

松尾  哲 姫路市書写の里美術工芸館講師 姫路張子クラブ 5

和歌山刑務所 福本　勝博 音楽指導者 器楽クラブ 10

和歌山刑務所 島本　佳代子 日本絵手紙協会公認講師 絵手紙クラブ 5

和歌山刑務所 浅井　香園 書道講師，書道恵風会 書道クラブ 6

和歌山刑務所 髙橋　幸子
和歌山県歌人クラブ，和歌山文化協
会，和歌山短歌会

短歌クラブ 5

姫路少年刑務所 八木　孝 陶芸教室 陶芸クラブ 3

姫路少年刑務所 峰　昇平　　 無職 簿記クラブ 5

京都拘置所 藤井　朋文
僧侶
(浄土真宗本願寺派)

英会話指導 5

京都拘置所
葛城拘置支所

片桐　妙子 書道教室経営 書道指導 3

松江刑務所 松本　正樹 無職 断酒会 5

松江刑務所 今岡　算孝 無職 囲碁クラブ 6

松江刑務所 大北　哲也 千手院名誉住職 俳句クラブ 6

松江刑務所 山本　博通 書道講師 書道クラブ 6



岡山刑務所 矢吹　恭孝 総社市総社西中学校非常勤講師 短歌クラブ 6

岡山刑務所 池上　修生 農業・珠算塾経営 珠算クラブ 6

広島刑務所 稲垣　 武 無職 謡曲クラブ 5

広島刑務所 谷川　修真 僧侶 謡曲クラブ 5

広島刑務所 荻野　みゆき 対岸俳句会 俳句クラブ 5

広島刑務所 森本　直美 白炎短歌会 短歌クラブ 5

尾道刑務支所 若月　 誠 福山市太極拳協会 太極拳クラブ 4

尾道刑務支所 井上　すみ子 書道師範 ペン習字クラブ 5

山口刑務所 山口地区更生保護女性会更生保護女性会 茶道クラブ 6

山口刑務所 佐伯　泰司 日本将棋連盟 将棋クラブ 6

岩国刑務所 新納　勉 会社員 パソコンクラブ 10

岩国刑務所 栗本　詠子 音楽講師 フルートクラブ 7

岩国刑務所 中村　蓉子 絵手紙講師 短歌クラブ 5

岩国刑務所 中村　則幸
綜合警備保障（株）
緊急対処員

絵画クラブ 4

岩国刑務所 廣中　和子 華道講師 華道クラブ 5

岩国刑務所 加國　啓子 茶道講師 茶道クラブ 3

美祢社会
復帰促進センター

岡藤  泰治 無職 囲碁クラブ 8

美祢社会
復帰促進センター

藤井  平八 無職 絵手紙クラブ 8

美祢社会
復帰促進センター

園田  秀則 林業・建築
つるかご製作
クラブ

8

美祢社会
復帰促進センター

松田  信子 池坊准華督 華道クラブ 4



美祢社会
復帰促進センター

柴崎  良子 押し花インストラクター 押し花クラブ 7

美祢社会
復帰促進センター

大橋  瑞枝 無職
着付け・
マナークラブ

4

美祢社会
復帰促進センター

金子  英子 美祢市更生保護女性会 折り紙クラブ 8

美祢社会
復帰促進センター

上利  真澄 書道教室講師 ペン習字クラブ 2

徳島刑務所 清重　衣美 学校臨時職員 所内放送 6

徳島刑務所 大野　悠人 大学生 英会話クラブ 6

松山刑務所 一色　常道 無職 絵画クラブ 2

松山刑務所
大井造船作業場

村上　理恵 中学非常勤職員 絵画クラブ 6

松山刑務所
大井造船作業場

鳥生　栄治 無職 バンドクラブ 5

松山刑務所
大井造船作業場

藤井　幸子 無職 詩吟クラブ 5

松山刑務所
宇和島拘置支所

山口　きよ子 宇和島書道連盟 書道クラブ 2

高知刑務所 久保田　千秋
一般社団法人ヨーガ療法学会認定ヨーガ療
法士

ヨーガクラブ 5

福岡刑務所 田代　耕一 美術作家 絵画クラブ 6

麓刑務所 眞﨑　太仁子 日洋会会員・画塾経営 美術クラブ 7

麓刑務所 花扇（足達清美） 習字研究社勤務 書道クラブ 8

麓刑務所 平山　寛子 ヨガインストラクター 体育クラブ 5

麓刑務所 副田　ひろみ 朗読スピーチ講師 朗読クラブ 5

熊本刑務所 塚本　秀典 税理士 簿記クラブ 6

熊本刑務所 緒方　龍生 無職 書道クラブ 5

熊本刑務所 光永　忠夫 無職 俳句クラブ 4



熊本刑務所 菊池　成明 真宗大谷派（教誨師） 俳句クラブ 2

大分刑務所 榎本　典昭 元高等学校長 珠算クラブ 1

大分刑務所 森　純一 元会社員 書道クラブ 1

宮崎刑務所 加賀　善信 宮崎県俳句協会副会長 俳句クラブ 2

宮崎刑務所 宮崎ダルク 宮崎ダルク 薬物依存離脱指導 7

宮崎刑務所 日高　政雄 健康運動指導士
養護処遇
社会復帰支援

14

宮崎刑務所 瀬戸口　隆人 福祉サービス事業所代表
就労支援指導
（SST指導）

2

宮崎刑務所
AA（アルコホーリクス・ア
ノニマス）

AA（アルコホーリクス・アノニマス）
アルコール依存回
復プログラム

6

佐賀少年刑務所 栗原　寿美子 主婦
クラブ活動
（詩吟）

6

佐賀少年刑務所 中島　一俊 元高校教諭
クラブ活動
（書道・ペン習字）

6

佐賀少年刑務所 木原　昭芳 元佐賀県事務職員（高校）
クラブ活動
（俳句）

5

佐賀少年刑務所 松江　初枝 珠算教師（塾講師）
クラブ活動
（珠算）

5


