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　本年は、いくつもの大きな災害に見舞われました。犠牲に
なられた方々に謹んでお悔やみ申し上げると共に、被災され
た方々に心からお見舞い申し上げます。
皆様が元どおりの生活に戻れますよう、一日も早い復旧を
願っています。

　私たち市民は、次から次へと発生する自然災害に、普段か
らの備えや情報の扱い方など多くを学び、自分や家族の安全
確保のため、より具体的に行動できるようになりました。早
く確実な情報を、住民自らが得る努力も求められるようにな
りました。数えきれない犠牲からの学びであると、忘れては
ならないと思います。

　防犯パトロールや見守り活動では、地域や学校、通学路な
ど外に出ることが多く、現場の情報を持ち合わせています。
　外に出て、目で見て肌で感じた
「今の情報」を上手く活用すれば、
活動の価値が一層高まると思いま
す。上手に情報を活用するとは、
人に知らせ、多くの人と共有する
ことです。これは、地域の繋がり
が深い証明でもあるでしょう。
　私たち防犯活動に関わるものは、一番新しい地域の情報を
持っている立場をもっと自覚し、安全・安心に目配り、気配
りで、高いクオリティで街や人を見なければなりません。
　

　最近の防犯団体の課題として、活動に参加する人が少なかった
り、高齢化が進みいつまで続けられるのかわからないと耳に入っ
てきます。現在、全国に自主防犯ボランティアは、4万 8千団体
あります。いつでも駆け込みができるコンビニエンスストアは、
全国で 4万店舗もあります。防犯カメラは全国に 300 万台が設
置されています。期待されるＡＩの開発は、日々最新情報が伝え
られます。
　気がつけば、私たちの周辺には、頼りになる人や場所、機械が
至る所に存在します。総力を挙げて見守る準備が充分に整ったと
言えるでしょう。
防犯では、テクノロジーの進化への期待値が高いですが、同時に
私たち自主防犯団体も気持ちを盛り上げていかなくてはなりませ
ん。人々に安心感を持ってもらい、犯罪者には犯行をあきらめさ
せる。不用意な事故も防げるかもしれません。昨年、コンビニエ
ンスストアでは、認知症を疑われるお年寄りを 4000 人も保護し
たそうです。ガーディアン・エンジェルスの活動でも、近年、家
出少年はもとより、お年寄りを保護する対応が増えてきました。
人に声をかけるのは、人だからできることではないでしょうか。
　そこには、思いやりや温かさが溢れています。
　安全・安心なまちには、豊かな人と人の繋がりが不可欠なのだ
と思います。
　本年も、たいへんお世話になりありがとうございました。
　これからもご指導賜りますよう宜しくお願いいたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成 30年 12月吉日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小田啓二

ごあいさつ

ガーディアン・エンジェルスでは、女性メンバーが活躍しています。
しなやかで逞しく、優しくて頼りがいのある存在をめざし世界各国で活動を続け、日本ＧＡには、全メンバーの２３％にあたる
３８名が所属し、支部長を務めるメンバーもいます。安全セミナー、イベント・サポート、悩み相談など女性ならではの細やか
な気配りを生かした活動を行い、街頭パトロールでは女性の対応などで重要な役割を果たしています。
これからも切磋琢磨し、活動に尽力してまいりますのでよろしくお願いします。
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港区立小学校で安全セミナー

高学年には SNSの安全な使い方

拠点に戻り反省会

パトロール開始

公衆トイレの中も安全点検を

２４Ｈオープン店との情報交換

地理案内が増えました

六本木ヒルズをひと回り

安全を確認して終了です

Kitakyushu Drop-in Center

Break Out

アートか︖落書きか︖

人の多い六本木交差点
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そろそろ忙しい時間帯      
になりました

終電が近づき、安全
に帰路につけるよう
見守ります

休憩の間に、
報告書を作成

物騒な場所も巡回。
酔っ払いにも忘れ
ず声掛け

空が明るくなり、
始発前のモノレー
ル駅を巡回します

本日無事終了！
今日もお疲れさま
でした！

誰にでも気軽に声を
かけます

人に温かいまちであってほしい！私たちの願いです！

  まちには様々な人が
集います

来訪する
方の対応
をします

集合！

一回目の
パトロー
ルに出発

Roppongi Patrol



パトロール 地域合同パトロール

地域安全活動

まちづくりの推進を図る活動

イベントや地域行事のサポート

青少年の健全育成活動

防犯パトロール ・ リーダー養成講座

特定非営利活動法人日本ガーディアン・エンジェルス　〒104-0033 東京都中央区新川 1－29－13永代橋エコピアザビルＢ－１　

スマイル ・ フラン ・ プロジェクト

北九州セイフティ・センター
ドロップイン ・ センター

子供安全セミナー

活動報告 2018

Safety Patrol

Event Support
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まちでは、あいさつや声かけを行います。地理案内、
救急車や消防車の交通誘導などに協力します。

住民の皆様と、地域安全、環境美化浄化や、
暴力排除などの街頭パトロールに参加します。

住民と共に防犯パトロールや声かけを練習し、
自主防犯活動のスキルアップに努めます。

イベントや地域行事などの安全を
サポートし連携を深めます。

深夜のまちで声をかけ非行や犯罪の予防活動

自分で危険察知や危機回避ができる安全セミナーです

Youth Programs

Kids Safety 

  Safety Seminar 

Keeping it Safe

江東区

Community Safety 

子供防災教育の支援
防災イベントに参加し、子供たち
と一緒に楽しく防災訓練　　

コミュニティセンターで保護者
を対象に傾聴活動を行います。

愛媛県大洲市  非行や犯罪予防の講演

Citizen Patrol

Disaster Area Patrol

  青色回転灯パトロール

被災地支援活動



▶NPO法人認証日  

        1999 年４月１９日　特定非営利活動法人

　　　　　　　　　　　( 複数県で活動するNPO法人の第 1号認証 )

▶支部 　　　    

        ２４支部（札幌、仙台、土浦、千葉、柏、松戸、川口、さいたま、　

　　　　　　　　　草加、所沢、港、渋谷､豊島、武蔵野、横浜、 横須賀、大和、

　　　　　　　　関西、 岡山、松山、北九州、福岡、久留米、熊本）

▶本部所在地

　　　東京都中央区新川１－２９－１３永代橋エコピアザビル B1

▶理事長　小田啓二　　　▶理事　４名（男性３名　女性１名）　

▶正会員　１５８名（2018/11/27 現在） 　平均年齢　５４歳

▶職　員　5名　　  ▶所轄庁　東京都

▶表　彰 

　　｢第１回安全・安心なまちづくり関係功労者内閣総理大臣表彰｣

　　内閣総理大臣賞　　　　　　　　　　　（2006 年 10 月 11日）

www.guardianangels.or.jp　　　本部事務局　〒104-0033 東京都中央区新川１－２９－１３ーＢ１　　TEL:03-3523-5300

協働事業

　◆青少年セイフティ・センター運営（北九州市）

　◆北九州ドロップイン・センター運営（北九州市）

　◆安全教室（松山市安全・安心指導者学校派遣事業）

　◆青少年街の応援団（埼玉県）　

　◆ふれあいタウン事業（所沢市）

　◆草加市安全安心アカデミー（草加市）

　◆八王子市防犯リーダー養成講座（八王子市） 他

Joint Programs 2018　

Profile

ご寄附のお願い

　

Thank you very much!

 私たちは  安全で  住みよいまちづくりの推進に寄与します

“Dare to Care! ” （見てみぬふりをしない）

 Seminar

Motto
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R.I.P.

収支報告　2017.4.1-2018.3.31
収入

支出

活動報告　2017.4.1-2018.3.31Activity Report

Financial Report

いつも応援いただきありがとうございます！

単位：円

団体概要

　　　　　　みなさまからの温かいご寄附をお待ちしております！
　　　　　　【銀   行   口  座】　三菱UFJ 銀行 赤坂支店（普）５１９０１２４
　　　　　【ゆうちょ振替】    ００１３０－９－５４９２３７
　　　　　【両口座名義】　　特定非営利活動法人日本ガーディアン・エンジェルス

ビル・ハーシー   Bill Hersey
　        May 14, 2018

米国オハイオ州生まれ。ビルボード誌記者等を経て６０年
前に東京ウィークエンダーの記者として、来日する有名人
を取材するなど活躍しました。六本木の情報に詳しくＧＡ
の活動では多くの助言をいただきました。
毎年、児童施設の子供たちを招いたクリスマス・パーティ
を主催し、メンバーは永年協力してきました。気さくな人
柄で、たいへん広い人脈の持ち主でした。享年８７歳。
お世話になりありがとうございました。

犯罪・非行を防止するパトロール 356

住民による地域安全活動の支援 224

子供・青少年の育成に関する行事の支援 729

生活の安全に関する知識の普及 39

生活の安全に関する研究 61

　　　　　　　合　　　　　計 1548

25%

16%52%

3%

4%

活動内容

犯罪・非行を防止する

パトロール

住民による地域安全

活動の支援

子供・青少年の育成に

関する行事の支援

生活の安全に関する

知識の普及

生活の安全に関する

研究

入会金・会費 516,000

寄附金 6,830,254

補助金/助成金 2,271,000

事業収入（講演料、行事サポート謝礼等） 16,700,210

その他物販 230,500

受取利息及び雑収入 1,813
　　　　　　　　　　合　　　　計 26,549,777

事業費　人件費 10,388,564

　　　　　その他（家賃光熱費通信交通費等） 6,657,593

管理費　 10,908,439

その他（法人税住民税事業税他） 128,200
　　　　　　　　　合　　　　　計 28,082,796

Visitor
国際本部から理事が来日、
活動を視察しました。

消防士のメンバーによる救急救命対応
のスキルアップ研修を行いました。


