
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横浜市西区ＢＢＳ会発足４０周年記念誌 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 3 年 ３月 

 

 

 

 

 



2 

 

横浜市西区ＢＢＳ会発足４０周年記念誌 目次 
 

 

「発足４０周年を迎えて」西区ＢＢＳ会 会長 佐藤 弘明……………………………3                        

実施要綱…………………………………………………………………………………………………4 

事業報告書………………………………………………………………………………………………6 

ドキュメンタリー映画「記憶」上映会 当日の様子………………………………………7 

デイキャンプ In Yokohama City 上郷・森の家 当日の様子…………………………8 

会員による寄稿………………………………………………………………………………………9 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

「発足４０周年を迎えて」 

西区 BBS 会 会長 佐藤 弘明 

 

 昭和の時代から続く西区 BBS 会。2020 年、輝く令和の時代に、西区 BBS 会は発足 40 周年を

迎えました。これまでの歴史を途絶えることなく続けて来られたことも、先代の諸先輩方が地域

に根ざした活動を細く永く続けられた他にありません。また、今日まで、私たちを支えてくれて

いる更生保護団体の皆さまが、日頃から BBS活動にご理解・ご協力をいただいているからこそ成

り立っています。改めまして、厚く御礼を申し上げます。 

私はまだ BBS会員になって 11 年と、まだまだ経験は浅はかなものですが、西区 BBS会の強み

というのは、学生から社会人まで、年齢層がとても広いことです。さまざまな経験をされてきた

方が多く集まるこの地区会は、他の地区会にないものがあります。これから先、大事にしてほし

いことは「次に繋げる・継いでいく」です。今より、もっと良い西区 BBS会であるよう、たくさ

んの意見を参考にしながら、特に若年層の BBS会員が引っ張って行けるような礎を作ることがと

ても大切だと感じます。西区 BBS 会員の声を聞くと、特に「ともだち活動やグループワーク」な

ど、「少年と関わりとある活動をしてみたい。」という声を多く聞きます。それらをはじめとする、

さまざまな声に耳を傾ける必要があります。いろんな活動に積極的にチャレンジし、会員の皆さ

んがもっと活動をしたくなるような環境を築いて行くことはとても大切であると思います。 

また、地域の更生保護を支える関係団体との関係構築も大切です。活動拠点である、横浜市西

区を中心として、更生保護団体とできる活動のあり方を模索していきたいと思います。BBS会が

中心となって、更生保護を引っ張っていけるような、そんな存在になるように。 

この素晴らしき西区 BBS 会の歴史を、次の 50 周年に向けて持続的に発展していけるよう、会

員の皆さまをはじめ、更生保護団体の皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 

 さて、発足 40 周年記念事業の 1 つ目として、映画「記憶」の上映会を実施しました。「果たし

てどれぐらいの人がこの映画に関心を持ち、見に来てくれるかな。」と、心もとない日々を過ごし

ていました。そんな中、西区の会員が広く広報活動に取り組んだことに加え、快く広報チラシを

受け取ってくれた、たくさんの方々がまた他の方へ積極的に広報をしてくれました。そのおかげ

で、当日はたくさんの人が観に来てくれました。改めて、ご協力いただきました全てのみなさま

へ、厚く御礼を申し上げます。登場する少年のリアルな姿に、これから先、社会に解き放たれる

少年を BBS 会員が支援していくことの必要性を強く実感しました。 

40 周年記念事業の 2 つ目として、「デイキャンプ In Yokohama City 上郷森の家」を行いまし

た。私自身、多くの少年がグループワークに参加してもらった活動が初めてだったので、最初は

ものすごく緊張していたことを覚えています。会うときには「誰よりもフレンドリーに接するん

だ。」という気持ちを持ってデイキャンプに参加しました。 

各グループに分かれたあと、くじびきで作る料理を決めます。一番大変だったのは、パエリア

だったそうです。どのチームも、会話を楽しみながら活動をしている姿が見られました。火が着

かなくても、料理工程が間違っていても、食材の切り方がうまくいかなくても、決してその人を

責めることなく、活動をする姿、とても考えさせられました。 

 今回の 2 つの記念事業を開催するにあたり、多くの方からご協賛をいただきました。おかげさ

まで、多くの方の記憶に残る記念事業になりました。改めて、心から御礼を申し上げます。あり

がとうございました。 



4 

 

横浜市西区ＢＢＳ会発足４０周年記念事業実施要綱 

１．実施目的 

   本要綱は，横浜市西区ＢＢＳ会が発足４０周年を迎えるにあたり，これを記念して行う事

業の大綱を定めることを目的とする。 

 

２．実施趣旨 

発足以来，当会は，地域社会や更生保護団体とのつながりを大切にし，少年たちの立ち直

り支援を目的として，諸活動に多く取り組んできた。 

本周年事業をきっかけに，私たちはこれからの未来に向かい，その時を生きる少年を受け

止め，向き合い，更生保護団体の一員として，ＢＢＳのマインドを持続し，更に活動が向上

するよう，スキルアップしていく。 

 

３．主催 

  横浜市西区ＢＢＳ会  

   

４．共催 

  神奈川県ＢＢＳ連盟，西保護司会，西区更生保護女性会 

  かながわ「非行」と向き合う親たちの会（道草の会） 

 

５．後援 

特定非営利活動法人 日本ＢＢＳ連盟，横浜保護観察所， 

特定非営利活動法人 神奈川県就労支援事業者機構 

 横浜市健康福祉局，横浜市保護司会協議会，横浜市更生保護女性連盟 

 神奈川県弁護士会，テレビ神奈川，ＦＭヨコハマ，はまかぜ新聞 

 

６．特別協力 

  記憶製作基金事務局 

 

７．記念事業  

  記念イベント① 

・名称  ドキュメンタリー教育映画「記憶 少年院の少女たちの未来への軌跡」上映会 

 監修・監督 中村すえこ 

・日程  令和２年１０月１７日（土） １８時３０分 開演 

・会場  横浜市神奈川公会堂 ホール 

・住所  横浜市神奈川区富家町１－３ 

     ＪＲ京浜東北線／京浜急行 東神奈川駅下車 徒歩５分 

     東急東横線 東白楽駅下車 徒歩６分 

・内容  少年院出院者の自助グループ，セカンドチャンス！創立者メンバーである，中村 

     すえこ監督による，少年院の少女たちを追ったドキュメンタリー映画。少女たち

が自らの言葉で語る自身のストーリー。 



5 

 

記念イベント② 

  ・名称  40th デイキャンプ in Yokohama City上郷・森の家  

  ・日程  令和２年１１月２１日（土）から２２日（日）まで 

     １日目 ＢＢＳ会員のみによる自己研鑽および事前準備 

     ２日日 デイキャンプ等 

・会場  横浜市上郷・森の家 

  ・住所  横浜市栄区上郷町１４９９－１ 

・内容  ＢＢＳ会員，セカンドチャンス！メンバー，関係団体，少年等により，デイキャ 

ンプ等を通して，幅広い参加者同士で様々な意見交換を行い，交流を図る。 

 

８．参加者 

記念イベント① ＢＢＳ会員，関係団体，一般参加  約２５０名（会場定員数の半数） 

記念イベント② １日目 ＢＢＳ会員 約１５名 

２日目 ＢＢＳ会員，セカンドチャンス！，関係団体，少年 約３０名 

 

９．参加費，申し込み方法等 

記念イベント①および②ともに，詳細は後日ご案内させて頂きます。 

記念イベントの詳細は，決まり次第，当会ホームページ上でも掲載させて頂きますので，ご

確認をお願い致します。 

 

１０．その他 

  事業の同意事項並びに個人情報の取扱い等について 

① 写真の取扱いについて  

   当日の様子は，当会のホームページ，ＳＮＳ,報告書，機関紙等に掲載される予定です。 

少年のプライバシー保護については個人が特定されることのないよう，厳重に管理を行い 

ます。 

② 個人情報の取扱いについて 

 お預かりいたしました個人情報は，厳重に管理し，当事業以外では一切使用いたません。 

③ 新型コロナウイルス感染拡大防止について 

   新型コロナウイルスの対応に伴う取扱いについては，当該施設の実施基準若しくは政府等 

のガイドラインに準拠し，十分な安全を確保し，実施します。今後，政府等のガイドライ 

ンの発出内容によっては，開催規模を縮小，または中止させていただくことがありますの 

で，ご了承願います。 

④ 最新情報の公開 

  新型コロナウイルスの対応に伴う開催可否情報および記念イベントの最新情報は，当会ホ

ームページにて公開させて頂きますので，ご確認をお願い致します。 

 

１１．問い合わせ 

横浜市西区ＢＢＳ会 佐藤，狩野，橋本 

連絡先 メールアドレス：bbs.nishi@gmail.com 

ホームページ：https://bbsnishi.wixsite.com/yokohama 

mailto:bbs.nishi@gmail.com
https://bbsnishi.wixsite.com/yokohama
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【事業報告書より】 

関係各位 

 

謹啓 向寒の候、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

平素はＢＢＳ活動に対しまして、格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げ

ます。 

さて、１０月１７日、神奈川公会堂にて開催しました、ドキュメンタリー映画「記

憶」上映会および、１１月２２日、横浜上郷森の家にて開催しました、デイキャンプ 

In Yokohama City 上郷森の家は、以下のとおり、無事盛会のうちに終了しました。こ

れもひとえに皆様のご支援・ご協力の賜物と、会員一同心より感謝申し上げます。 

 コロナ禍の中、皆様には多大なご心配をお掛けし、また、コロナ禍もあり十分な検

討の期間がない中での開催になり、行き届かない点も多々あったと思いますが、ご寛

容くださいますようお願い申し上げます。 

 私たちは、更生保護活動に協力することを目的とし、兄や姉の立場や目線で、少年

たちの立ち直り支援に尽力していきます。また、引き続きＢＢＳ活動が盛況になるよ

う会員が力を合わせて活動に取り組んでいきたいと考えております。今後ともご指導

とご鞭撻を賜りますよう、お願い申し上げます。 

 皆様方のご多幸とご健勝を祈念し、略儀ながら書面をもちましてお礼申し上げます。 

 

謹白 

 

・ドキュメンタリー映画「記憶」上映会 

 実施日 令和２年１０月１７日 

 参加者 ＢＢＳ会員、更生保護関係者、その他一般参加 総数２２０名 

 

・デイキャンプ In Yokohama City 上郷森の家 

 実施日 令和２年１１月２２日 

 参加者 ＢＢＳ会員、少年、更生保護関係者、セカンドチャンス！他 総数３４名 

 

令和 ２年１１月２５日 

 

                   西区ＢＢＳ会 会長   佐藤 弘明 

                          （事務局長 橋本 夏希） 
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■ドキュメンタリー映画「記憶」上映会 
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■デイキャンプ In Yokohama City 上郷・森の家 
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～ 会員より以下の三つの視点で感想や希望を寄稿して頂きました ～ 

 

■ ドキュメンタリー映画「記憶」上映会を主催してみて 

 

■ 「デイキャンプ In Yokohama City 上郷森の家」に参加して 

 

■ 西区 BBS 会員の一人として、これからの抱負 
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Ｋ会員 

■ドキュメンタリー映画「記憶」上映会を主催してみて 

きっかけは、映画「記憶」の監修・監督である中村すえこさん本人からの連絡。誰もが予期な

ど出来なかった新型コロナウイルス、あらゆるモノやコトが新型コロナウイルスにより止まって

いる。映画上映会もその一つだったようである、「全ての上映会が白紙になってしまった・・・」

と。私自身「記憶」は一度鑑賞していた、BBS の仲間にも機会があれば見て欲しいと声掛けをし

ていたし、会員自身も希望している者も多かった。コロナ禍ではあったが、映画を観て欲しい、

観たいと言っている会員の為に、答えは「だったら、うちでやってみようか」だった。 

ただしコロナ禍であることに変わりはない… 当日中止でも仕方ないと言う思いで企画。止め

るのはいつでも止められる、やるのは企画しないと始まらない。今思えば、コロナ禍だから沢山

の協賛が集まり、当日沢山の人が観に来てくれて、沢山の人が感動して、沢山の人と繋がれた。 

やっぱりやって良かった。 

 

■「デイキャンプ In Yokohama City 上郷森の家」に参加して 

「少年がいなきゃ BBS 活動じゃない」BBS 会員である以上、BBS 会に入った以上、少年との

関りは最も大切なこと。会員は皆、子どもや少年と関わりたいと言う温かい気持ちを天性のよう

に持ち合わせている。そんな天性を持ち合わせた会員たちは、何も言わなくても、言われなくと

も、少年と関わりを自然体のように対応する。個々には緊張や苦労があるはずだが、自ずと工夫

や改善を行い、上手く関わることが出来る。 

 今回のような事業を BBSではグループワークと呼称している。グループワーク＝集団行動のよ

うなものである。BBS 活動では処遇は行われないが、少年たちが更生する上で必要なことの一つ

は社会でのコミュニケーションである、今回は「食」を通じたコミュニケーションの場を共にし

たが、何かを協働することはとても効果的である。また、社会での生活の多くに集団行動が求め

られている実態があり、そのような社会生活でもグループワークのような経験がとても重要だと

感じた。 

 やっぱりグループワークは少年がいると楽しかった。 

 

■西区 BBS 会員の一人として、これからの抱負 

ともだち活動、グループワーク、非行防止活動、研さん活動と言った、ある意味古典的（ここ

で言う古典的はポジティブな意味）な BBS活動を忠実に実践することの重要性。これ以外に、学

習支援を始めとした近年の新しい活動や取組。地区会内の特色を活かすことが、活動を活性化さ

せることに繋がる。地区会内の供給（会員が出来ること）が提供出来るか、また需要（周りにど

んな子どもや少年たちが困っている）が何処にどれほどあるかを定量的に見ることも必要である。 

当会はどちらかと言うと、古典的な BBS 活動に魅力や目的を持った会員の集まりである。個々

のポテンシャルと向上心が非常に高く、個々のポテンシャルの強い集合体として、BBS 活動を含

む更生保護事業、それ以上に社会的にも高い価値がある活動や組織として邁進する必要があると

感じる。小職もその一員となるべく、精励恪勤していきたい。 
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Ｈ会員 

■ドキュメンタリー映画「記憶」上映会を主催してみて 

当日は約２２０名の方にご来場いただき、本当に嬉しかったです。このような大規模なイベン

トを一地区会が主催できたことに、達成感がありました。全国的に注目されている『記憶』を横

浜の地でたくさんの方に鑑賞いただけたことは、自分の「記憶」に強く残るものとなりました。

盛会のうちに終了することができたのは、日頃からお世話になっている西保護司会、西区更生保

護女性会、横浜保護観察所の皆様をはじめとして、当会に関わってくださっている皆様のおかげ

だと改めて感じました。新型コロナウイルスの感染防止対策など、はじめて経験することもたく

さんあり、試行錯誤しながら当日を迎えました。 

上映中は会場２階の操作室から会場アナウンス、照明を担当しました。操作室の暗闇の中で当

会の上原さんと一緒に舞台を照らしたことは、2020年度最大のハイライトです。(照明だけに・・・

笑)『記憶』監修・監督の中村すえこさん、良心塾の黒川洋司さんお二人の更生保護への思いが、

今回の上映会の開催によって多くの方に届いていたら嬉しく思います。 

 

■「デイキャンプ In Yokohama City 上郷森の家」に参加して 

上郷・森の家という横浜市内の大自然の中で、バーベキューを開催しました。当日、少年が参

加してくれて最高でした。やはり BBS活動の原点は、少年と一緒に同じ時間を過ごすことだと感

じます。BBQ では、美味しいお肉、魚介、野菜、そして・・・グループごとにレシピを見ながら

作ったパエリア、クラムチャウダー、豚汁、ナポリタン！！とても美味しかったです。これは大

人もテンション爆上げでした↑↑火起こし、野菜を切るところから皆で協力して取り組み、料理

が完成した時の喜びはすごかったです。 

７～８人のグループごとに調理をする中で、はじめは初対面同士で少し緊張していたものの「こ

の野菜、こう切ったらいいかな？」「そろそろ火止めてもいいかな？」などと、料理をする中で自

然と会話が生まれていました。「同じ釜の飯を食べる」というのは、こういうことなのだなと思い

ました。食は人と人を繋ぐ最強のものですね！今後も、少年に楽しんでもらえるようなグループ

ワークを企画していきたいと思います。  

 

■西区 BBS 会員の一人として、これからの抱負 

2020 年度で BBS 会員歴４年目になりました。下記①～③を大切にしながら、今後も細く長く

活動していきたいと思っています。「BBS」＝「Big Brothers and Sisters Ｍovement」の「Sisters」

は何歳までで、いつから「Old Sisters」になるのかという問題をたまに一人で考えたりしますが、

心は☆永遠の 18 歳☆で少年の良き「姉」のような存在を目指します！少年との年齢差は年々ひら

いてしまいますが、自分が少年に何かを教えるというのではなく、一緒に何かをする・話す・聞

くことを大切にしていきたいです。西区 BBS 会の会員の皆さんは本当に素敵な方ばかりなので、

たくさん吸収していけるようにがんばります！ 

 

＜行動指針～2020年度現在～＞ 

①楽しむ。 

②誰と接する時でも、相手から学ぶ姿勢を持ち続ける。 

③心は永遠の 18 歳（のつもりで）⇒永遠に「Sisters」でいられますように・・・ 
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Ｔ会員 

■ドキュメンタリー映画「記憶」上映会を主催してみて 

上映会当日の天候は雨で気温も低く、出足が心配されましたが、大勢の方がお越しくださり、

大盛況のうちに終了できたことを嬉しく思います。映画において印象的なシーンは何か所もあり

ましたが、中でも、佳奈さんが、良心塾で、大人 3 人に囲まれて選択を迫られるシーンでは、特

に苦しい気持ちになりました。黒川さんの何とかしたいという気持ち、孤立無援の佳奈さんのし

んどさ、カメラを回している中村監督のもどかしさが、画面を通じて伝わってきました。上映会

後の座談会で、中村監督ご自身も、あの場面で佳奈さんを連れて出ていったとしても、自分には

佳奈さんのことをずっと見ていくことはできない、寄り添えていないな、正しい答えは出ないな、

という心の葛藤があったと仰っており、非常に重いことであると感じました。映画を拝見し、自

分には果たして何が出来るのだろうかと悩みは深まり、未だに消化しきれていない部分もありま

す。自分に出来ること、自分だから出来ることを、模索してゆきたいと、改めて思います。この

ような気づきを与えてくれた映画「記憶」に携わられた全ての方に感謝しています。 

 

■「デイキャンプ In Yokohama City 上郷森の家」に参加して 

デイキャンプ当日は見事な快晴で、寒さを感じることもなく、まさにバーベキュー日和でした。 

少年の御一家もいらっしゃるということで、楽しんでいただけると良いなとドキドキしていまし

たが、朗らかな雰囲気の元、少年とご家族と、楽しくお話をしながらバーベキューをすることが

出来ました。少年は、積極的にＢＢＳ会員に話し掛けており、コミュニケーション能力の高さに、

少年の「強み」を感じました。私のグループでは、ナポリタンスパゲティーというバーベキュー

らしからぬメニューを作る担当となり、少年は積極的に野菜を切ってくれたり、少年のご家族達

も大変な火起こしを担ってくれたり、ありがたく感じました。炭火の勢いがなかなか出ず、最初

は苦労しましたが、限られた調理器具の中で、皆で協力してご飯を作るということも、たまには

いいなぁ！と思いました。出来上がったナポリタンスパゲティーを、みんなで「おいしいね！」

と言いながら食べたときは、感慨もひとしおでした。新型コロナウイルスの影響で、他者とのリ

アルな関わりが減っている中、久し振りに充実した時間を過ごすことが出来ました。 

 

■西区 BBS 会員の一人として、これからの抱負 

近年、西区ＢＢＳ会では、会員数や、経験豊富な会員の増加により、非常に円熟した時期を迎

えていると実感します。その中で、自分に出来ること、したいことは何なのか、改めて問い直す

日々です。現在、私は、ソーシャルワークを学び、更生支援の実践に活かしたいと考えて、通信

制の社会福祉士養成課程に所属しています。社会福祉士養成課程で学ぶ分野（社会福祉士国家試

験の試験科目）には、「更生保護」という科目があり、西区ＢＢＳ会で得たこれまでの経験を、体

系付けて学びたいと思ったのです。同課程の実習では、知的障がいのある方が利用される多機能

型事務所に配属となり、２４日間の実習をさせていただきました。そこで学んだソーシャルワー

クや対人援助職としての視点の中には、少年事件や更生支援に応用できると思うことがいくつも

あり、非常に貴重な経験となりました。 

そして、私が法律家を志したきっかけであり、実際に現在携わっている少年事件や犯罪被害者

支援から得られる経験も合わせて、少年、そして西区ＢＢＳ会にどのように還元してゆけるか、

という点を模索してゆきたいと考えています。 
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Ｗ会員 

■ドキュメンタリー映画「記憶」上映会を主催してみて 

私は BBS会員として初めてイベントに参加した。未来ある少年少女の心に寄り添いたいと思い

会員登録はしてみたものの、一体全体どのような活動をしているのか全く無知の状態であった。

初イベント参加への浮き立った気持ちと不安や緊張を抱き、複雑な気持ちではあったが、悪天候

の中でも途切れない来客を見た時には感動で心が震えた。約２２０名という人間がここに集って

いる。映画が始まる前の息を飲む静けさや映像を見つめるその眼差しに、「同志」であると感じた。

関わり方や映画の感想こそ多種多様にあると思うが、“関心”を持って皆ここに居る。そのことだ

けで、この映画に出てくる彼女らの一条の光となるのではないかと思うほどであった。映画が始

まり、多感な少女の生活を垣間見て彼女らの心に触れた時、更にその思いは深まった。そして、

あの年頃の自身をも重ねてみると胸が熱くなる思いであった。主催をしてみて、少女からの目線

や大人としての目線、ボランティアという立場からの目線等、様々な視点からの思いを知ること

ができ、参加した事への意義を大きく感じることができた。 

 

■「デイキャンプ In Yokohama City 上郷森の家」に参加して 

デイキャンプに参加し初めて少年たちと関わることができた。少年とその家族の個人情報は開

示されていない為、どのような経緯で保護観察を受けているのかは、私は知らない。挨拶をして

同じグループで一緒に料理をして食べて、談笑して…と、そこら辺にいる少年と何ら変わりがな

い。関わっていく中で、ご本人様やご家族様が当事者としての悩みや本音を打ち明けて下さり、

少しではあるが彼らの気持ちを知ることができた。しかし、ボランティアとしての自分の立ち位

置をどこに置いたら良いのか、関わり方の難しさも感じた。少年側からは、緊張こそ感じられる

が隔たりのようなものはないように受け取れたが、私自身が身構えてしまっていた。関わり方を

振り返ると、そこには、一人の人間として少年に関わるというよりは、“ボランティア”として、色

眼鏡を掛けた状態で少年たちを見ている自分がいた事に気付いた。今後は、自身が身構えないよ

うに先入観を取り除き、ありのままの姿を見つめていくことを課題としたい。そして、少年たち

の話しを傾聴し信頼関係を構築していきたいと思う。 

 

■西区 BBS 会員の一人として、これからの抱負 

今後ボランティアとして参加してみたいことは、シェルターや自立支援施設、かけ込み寺、少

年院の見学や、保護観察中の少年少女の受け持ち等である。それは、実際に施設を見学すること

で、その内情を知ることができ、より少年少女の立場で気持ちを理解しやすくなるのではないか

と思ったからだ。年齢的にお姉さんと言うよりは母に近い感じになるとは思うが、指導的立場で

はなく、何でも話せて心の内を吐き出せるような関係を築いていきたい。そして、行事には積極

的に参加し BBS の一員として、人間として成長していけるよう関わり方も勉強していきたい。ま

だ会ったことのない西区 BBS 会のメンバーもいるので、その方々とも交流を深めて仲良くなって

いきたい。 
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Ｕ会員 

■ドキュメンタリー映画「記憶」上映会を主催してみて 

当日は想像以上に外部から多くの方が映画を見に来てくださった事が嬉しかったです。私自身

がこの映画を 2 回見て強く感じた事は「社会内処遇」の重要性でした。いくら女子少年院の少年

と法務教官が施設内で良い信頼関係を築けても、施設から出て行った先で相性のいい支援者に出

会えずすれ違ってしまったら、簡単に少年の心は大人に対して再び心を閉ざしてしまうのだとい

うのがとてもよく伝わりました。無理やり綺麗に終わらせる事をせず、支援の難しさをありのま

まに切り取ってくれた映画だったからこそ、施設の「外」にいる私達が、社会で少年とどのよう

に関わればいいのか。更生保護を知らない周囲の人に、何を、どう伝えればいいのか。深く考え

させられました。西区 BBS としてこの映画上映会を主催する側に立てた事は、嬉しい事でした。

コロナ禍でも、感染対策しながらであれば、できる事はちゃんとある。この事を示せた西区 BBS

は素晴らしいと思ったし、誇らしくもありました。長い時間をかけて企画、準備してくださった

方々、本当にありがとうございました。 

 

■「デイキャンプ In Yokohama City 上郷森の家」に参加して 

当日は出所者の方と同じ班で料理出来たり、久々に会う BBS 仲間がいたりと、得たものは数え

きれないくらい素敵なグループワーク「以下、GW」でした。その中でも、私にとって今回特に大

きかった経験は、前のGWにも参加してくれた少年の家族と、前回よりも沢山交流できた事です。

少年の奥さんはたまに愚痴をこぼしながらも夫である少年の事を大切に思っている事が伝わって

きたし、互いに軽口を叩き合いながらもなんだかんだ仲の良い夫婦の姿を見られた事は嬉しい事

でした。少し時間が経つ間に、当たり前だけれどこの一家は家族としての絆をまた少し深め、こ

れからも一歩ずつ、本当に家族になっていくのだなと思うと、胸にくるものがありました。少年

にとって、心を許せる理解者や、安心できる家庭がある事は本当に大事な事だと思います。なの

で、たまに喧嘩をしながらも、今後も仲の良い素敵な家族でいてほしいと思ったし、少年の事も、

少年の家族の事も、これからも BBSとして応援できる事があったらいいなと思いました。 

 

■西区 BBS 会員の一人として、これからの抱負 

昨年は神奈川県の 70周年記念事業としての GW がありましたが、コロナでGW継続に向けて

の動きが見出せない中、西区が、地区として GWを企画・実行できた事は、結果的に 2 年続けて

の GWが神奈川県内でできた、という事に繋がり、本当に大きな事だったと思います。中心にな

って企画してくださった方々に心から感謝すると同時に、今後どのように神奈川県内で無理なく

GW を継続できるのか、西区 BBS 会員としても、神奈川県 BBS 会員としても考え続けていきた

いです。今の私は、与えられている GW の機会に感謝しながら参加しているだけですが、この GW

の恩恵を、ゆくゆくは他の人達に与える側にもなれたらいいなと思います。もう一つは、目の前

の今関わっているともだち活動の少年に対して、これからもできる限り真摯に、心を込めて接し

たいです。その中で得たもの、知った事、感じた事を BBS の会員にはもちろん、家族や職場等の

他のコミュニティの中でも、楽しく、喜んで伝えていきたいです。そうする事で少年の理解者の

輪を広げる一助に、少しでも自分がなれるよう、今後も自分なりに周囲の人に伝え続けたいと思

います。 
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Ｎ会員 

■ドキュメンタリー映画「記憶」上映会を主催してみて 

私はこの「記憶」の上映会が毎月の定例会以外では初めての参加だったので、とても緊張しまし

た。というのも、初めましての人がかなり居るだろうと思ったのと、このコロナ禍でアルバイト

以外はパソコンとにらめっこの日々を過ごしていたので、大勢で集まることが久しぶりでした。

しかし、当日の開場前から集まって準備をするのは上映会という大きな事業に関われているよう

でわくわくもしていました。実際に当日準備から参加してみて、皆さん凄く積極的に動いていて、

私は終始オロオロしていたなぁと振り返ってみてそう思います。映画が始まる直前でホールに入

ったとき、収容人数の半分位しか居なかったのですが、この人たちがみんな非行少年に興味があ

ったり、または実際に関わったりしている人たちなのかと思うと、私の専攻である社会福祉の分

野ではあまりピックアップされることが少ない更生保護の分野でも人が集まって凄いなと感じま

した。ボランティア団体に入るなら学内より学外にしようと思っていたので、勇気を持って 1 歩

踏み出して良かったと思える事業でした。 

 

■「デイキャンプ In Yokohama City 上郷森の家」に参加して 

初めてのグループワークでしたが、保護観察中の少年が参加するということでとても楽しみにし

ていたイベントでした（前日の宿泊から参加したかったのですがバイトのせいで当日参加のみだ

ったのが残念…）。当日はBBSだけでなく現役の保護観察官やセカンドチャンス！の方々など様々

な方が参加しており、人と直接会って一緒に活動できるのって楽しいなと改めて思いました。中

でも少年とその家族の方と同じグループで、少年と色んな話ができたのは私にとって良い経験に

なりました。ただ、彼は他のグループの方とも積極的にコミュニケーションを取ろうと動いてい

て、その姿勢を私は学ばなければいけないと痛感させられました。閉会の言葉を自分が言う役目

だったのですが、みんなの前で話すというのはどうしても緊張するものだなと感じました。こう

いうことにも慣れていきたいです。家に帰ってからは 1 人で反省会を開いていました。特に、他

のグループの方とあまり話せなかったのが大きな反省です。話してみたい方もいたので、同じグ

ループの方といすぎたように思いました。 

 

■西区 BBS 会員の一人として、これからの抱負 

やはりともだち活動をしてみたいというのがあります。そして、ともだち活動を通じて自分自身

も成長できればと思います。ただ、こればかりは依頼が入るのを待つしか無いので、まずは定例

会などで他の方のともだち活動の報告を聞いて実際はどんな感じなのかを知り、いざ自分が行う

ときに役立てるように、また、更生保護についての知識を深めたりしていきたいです。大学の授

業では更生保護はまだ扱っていないので今は独学で知識を少しずつ続けていますが、毎月の定例

会では自分の知らないものを知ることができて、とても良い刺激になっています。今年はコロナ

禍であまりできなかったそうですが地域での活動も BBSの一人として参加してみたいです。今ま

であまり人と関わってこなかった分、これから（特に大学生の間）色んな方と関わっていきたい

です。私は BBS会に入ったことで研修会などを始めとした色んな情報を得ることができて自分の

見える世界が広がったなと実感しています。なので、これからも様々なことに興味を持ち、積極

的に参加し、得たことを吸収していきたいです。 
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Ｕ会員 

■ドキュメンタリー映画「記憶」上映会を主催してみて 

今回、西区 BBS 会の発足 40 周年の記念事業として、映画「記憶」を上映する事になり、以前

に同じく「記憶」を上映する会に参加出来なかった私にとって、主催の西区側でありながらも自

分自身も当日を少し楽しみにしておりました。 

また、その楽しみは映画を見る事だけでなく、コロナ禍において会員のみならず一般の参加者

も一つの場所に集い、今回のような規模での活動を行う事の出来る機会であった事も、また楽し

みであり嬉しいことでもありました。 

ソーシャルディスタンスや、感染予防対策を徹底した上で実施した上映会は、参加者の方の協

力もあり大成功だったのではないでしょうか。コロナに負けずこの様な規模の活動も、今後しっ

かりと再開していければいいなと思いました。 

個人的には映画の内容について、少年がやるせなさを抱えたままの終わり方だったので、後味

の悪さを感じた半面、少年のリアルな姿だと聞いて、なるほどと納得する部分もありました。BBS

のともだち活動やグループワークでは会う事の無い、複雑な側面を持った少年はたくさんいるの

だと再認識する事も出来ました。 

 

■「デイキャンプ In Yokohama City 上郷森の家」に参加して 

記念事業の第 2 弾のデイキャンプは、当日の天気にも恵まれた上に複数の少年の参加もあり、

とても有意義な時間になったと思います。 

今まで私が参加したことのある、こういったキャンプイベントの内容とは少し違った調理メニ

ューが並んでいたので、どうやって調理していくのかを相談しつつ初対面の参加者同士でも気軽

に会話を楽しみながら出来てとても良かったです。少年たちが調理に参加している姿だけでなく、

少年たちの家族の姿も見る事が出来てそれも貴重な体験でした。 

また、最近は普段の会議に出るのもオンラインで、と言う事が多くなってしまったため、西区

に新しく入会された会員の方とも落ち着いて会話できる機会がとれたのも嬉しかったです。 

 

 

■西区 BBS 会員の一人として、これからの抱負 

 今年は、コロナ禍の中でいろいろな事に制限を受けながら活動をしたり、活動すること自体が

出来なかったりした年でした。それでも、その状況の中で BBS に興味を持って頂き西区に入会し

てくれた会員がたくさんいる事はとても嬉しいです。 

 神奈川県には、私が以前いた平塚地区 BBS会を始めとして他にもいろいろな地区会があり、た

くさんの会員がいます。今年は矯正展や県総会など、そういった複数の地区を集めて行う大きな

活動が出来ていませんが、それに代わる行事や活動などもこれから模索していき、どんどんと他

の地区の会員と知り合って、その地区の活動にも参加して、BBS 会の楽しみをもっと知っていっ

てもらえるように、その橋渡しを出来ればよいなと思っています。 
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Ｔ会員  

■ドキュメンタリー映画「記憶」上映会を主催してみて 

はじめに、西区 BBS40周年をむかえたこと、そしてこういう大きな節目に立ち会えたことにつ

いて、非常に喜ばしく思っています。今回の上映会では、偶然に偶然を重ねてセカンドチャンス!

の中村すえこさんを迎えての企画が出来ることとなり、上映会が各種メディア等に取り上げられ

たことも含めて、中村さんの所願でもあった「少年非行とその現実を社会に広く認知してもらう」

ということへの一助となったのだろうという実感が、私の中でも湧いてきています。 

本年はコロナウイルスとの戦いというイレギュラ－な中での開催となりましたが、誰一人として

感染者が出なかったこと、そして本来、全国的にまともに様々な活動ができないという中で、こ

ういった形で開いてのけたということ自体、『（今の西区って）すげぇな。』と思わせるほど、今の

会とその会員の活動がとても良い状態にあるのだと、一会員として実感しています。 

今後も、50年、60 年、ゆくゆくは 100年と、衰えることのない西区 BBS 会のさらなる発展を祈

りつつ、現役会員として、会の運営と諸活動に「全集中で!（笑）」寄与して参りたいと思います。 

 

■「デイキャンプ In Yokohama City 上郷森の家」に参加して 

前日準備からの参加でしたが、正直なところ BBS として、グループワークというのも全くの未

経験、施設訪問でなく直に対象少年と関わるのも初めてということで、始終うろたえてしまって

いまいました。どう接しようか、少年はどう考えているのだろうか、元経験しているはずなのに、

ついおとなになってしまう、最後までそのような状況でした。自分で自分が嫌で仕方がありませ

んでした。しかし、関わる中でひとつ、すっきりしなくとも吹っ切れました。それは「頭で考え

ても何も良いことはない。」ということ。人対人だし、ましてや相手はまだ伸びしろのある、言っ

てしまえば社会的に未成熟してないところも多々ある。彼らもまた悩んでいる。私自身そうだっ

た。ましてや初対面でお互い何を知っていようことか。そんなことを、延々と考えていました。

思い返せば、私が施設在院中に職員や同寮生から又聞きした言葉で、『考えるな、感じろ。』とい

うものがありました。それに尽きます。「俺もまだまだだな。」と思いつつ、こういう場で獲物（肉）

にまともにありつけない自分を反省しつつ、次へ向けて精進して参りたいと思っています。 

 

■西区 BBS 会員の一人として、これからの抱負 

私事、昨年閉庁した神奈川医療少年院を出てから十年の節目を迎え、会員として何をしてきた

だろうと、時折胸に手を当て振り返ることがあります。 私にできることは、これまで『元少年』、

生の体験を生かした親代わりの更生保護への贖罪と恩返しでした。しかしこれからは、これまで

の『立場上』『同じ目線』だけではなく、100%は難しくとも、日々、何か出来事でも気付きでも

いい、関わった少年らにきっかけを"置いて"いくような、よき『支援者』とならなければならない

と考えています。つまり、もう『ただの先輩者』ではいられません。携わった現場で、こどもたち

が将来につながる何かを教える。それは言葉とか知識かもしれない、生き抜き方かもしれない。 

今年で七年目と会員歴も長くなり、保育職にも従事する今、そういう存在にならねばならないと

自覚します。元居た少年院がもう県下になくなったことからも節目を感じます。不器用で馬鹿な

私ですが、心を強く持って、更に 10 年 20年と、熱いハートだけは誰にも負けない、その気持ち

だけはどこにも忘れず、今後はひたすら『行動』にて BBS に向き合っていこうと思っています。 
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Ｕ会員 

■ドキュメンタリー映画「記憶」上映会を主催してみて 

ドキュメンタリー映画「記憶」の上映会を主催して、私は BBS という活動を広めるだけでなく、

世の中には見えないようで様々な問題を抱えて生きている人たちがいると言うことを知ってもら

えたのではないかと思います。犯罪などを犯してしまうと、人は犯罪した人を非難してしまいま

す。非行少年に関しては、「親の躾がなっていない」と責めてしまう人もいます。しかし、なぜ非

行に走ってしまったのかを、知ろうとする人は少ないです。「記憶」の映画では学歴も家庭も対

照的な 4 人が出演されていて、なぜ非行に走ったのかを、答えてくれていました。学歴も家庭も

対照的な少年たちでしたが、私は 4 人ともに愛情という点が共通していたと感じました。ただ育

てる/躾けるのではなく、愛情を注いで成長を促すことが大切だと言うことを私は感じたし、上映

会に参加された人の中にも同じように感じた人もいれば、別の観点で少年たちのことを知っても

らえたのではないかと思います。少年の生の声が聞ける機会はそう多くないので、上映会を主催/

参加できとても良かったです。 

 

■「デイキャンプ In Yokohama City 上郷森の家」に参加して 

「デイキャンプ In Yokohama City 上郷森の家」に参加した感想としては、とても楽しかった

です。色んな人と協力し合いながら料理を作る事自体が滅多にできることではないので、それを

少年たちと一緒に楽しみながら「楽しい」や「美味しい」を共有できたことがとてもよかったで

す。少年からしたら、緊張と不安で一杯だったと思いますが、参加された少年たちみんな笑顔で

活動に参加されていたので、一緒に楽しめたのではないかと思っています。また機会があれば、

参加したいです。 

 

■西区 BBS 会員の一人として、これからの抱負 

西区 BBS会員の一人として、これからの抱負は、「楽しませる」です。私は今ともだち活動

で少年と関わっているので、その少年がどうしたら活動に参加してくれるのか、どうしたら一緒

に楽しく過ごせるのかを考えながら、楽しませる方法を探っていければと思っています。 

 

Ｋ会員 

■西区 BBS 会員の一人として、これからの抱負 

私は小さいころ脳腫瘍という病気で手術をしました。その時に血液が大量に必要になり、たくさ

んの人の献血で頂いた血液を輸血しました。長い時間の手術は無事終了し、今はこうして、独り

暮らしもできるまで元気になりました。私は献血というものでたくさんの人に救われました。そ

のため今度は私がたくさんの人を救いたいと思い、この BBS に入りました。今年は横浜保護観察

所所長感謝状を受賞させて頂きました。今は社会人で中々活動などには参加できてはいませんが、

感謝状を受賞させて頂いたということを胸に参加できる活動には積極的に参加して行こうと思っ

ています。 
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Ｙ会員 

■「デイキャンプ In Yokohama City 上郷森の家」に参加して 

今回のデイキャンプが自分にとって初めての活動でもあり、アクティビティ活動であったので

とても貴重な経験をすることが出来ました。他の BBS会の方やセカンドチャンス！の方、保護司

の方など多くの方とお話をしたり、調理をしたりと新鮮でそして何より楽しかったという印象を

受けました。 

また自分にとって一番印象的だった点は、デイキャンプ当日保護観察中の少年と同じ班で活動す

ることで西区 BBS 会のコアな活動であるともだち活動に似た部分を体験することができました。

当日一緒に活動した少年とも将来の進路のことであったり、今興味があることだったり、好きな

食べ物であったりと調理活動以外の内容の話だったりもすることができ、自然と少年と話ができ、

とても充実した 1 日になりました。 

 

■西区 BBS 会員の一人として、これからの抱負 

西区 BBS 会員としてこれから多くの人と交流して、活動自体を楽しんで出来たらと思います。

少年らと直接共に活動を行い様々な活動を通して時間を共有できればと思います。より更生保護

について自分も考え、行動して、何かを感じていくことができれば自分なりの貢献活動にも繋が

るのかなと思います。何を具体的にしてどういう活動をしていくのかなど明確なものはまだわか

っていませんが一回の活動を通して少しずつわかるようになりました。今後も自分のペースなど

も踏まえて活動に携わっていきます。 

 

Ｋ会員 

■「デイキャンプ In Yokohama City 上郷森の家」に参加して 

デイキャンプという活動の中で、お互いが協力し自然に色々な会話をする事が出来ました。こ

のイベントについて特に深く考えていなかった所もあり、途中でこのデイキャンプの意味を痛感

しました。BBS 会員と少年とその家族、最近施設を出られた方、保護司の方、セカンドチャンス！

の方、みんなが同じ一つの事をする姿はとても暖かく、それが自分の無知や、社会の不理解を理

解させられました。書籍を読む事だけではなく実際に触れ合う事、相手を感じる事が重要だと感

じました。色々な事を考えさせられる良いきっかけになったと思います。参加させて頂きありが

たく思います。 

 

■西区 BBS 会員の一人として、これからの抱負 

まだ 3回ですが、参加させて頂きとても有り難く思っています。 

保護司さん、BBS のみなさんが少年達の事を真剣に考えている姿を見るとそれだけでも自分がこ

こに居る価値を感じます。今まで自分が知らなかった事、もしかしたら何処かで避けていた問題

にもっと向き合い、色々な事を学び、誰かを助けられる人間になれる様頑張ります。 
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Ｔ会員 

■ドキュメンタリー映画「記憶」上映会を主催してみて 

今年入会してから初めての大きな活動でした。大学時代にも主催しての活動もありましたが、

ゲストを招いて一緒に活動する経験はなかったので、どんなお話が聞けるのか、上映会で自分ど

のようにしたら自分の役割がきちんとできるかと不安もありました。 

しかし、この上映会によって様々な人に映画に出てきた少女達のような子達がいることや更生

保護について知ってもらい、普段なかなか繋がることができない人達と同じ時間を共有できたこ

とが私にとっては貴重な経験の１つでした。この貴重な機会に携われ感じたことや映画から考え

たり学んだりしたことを活動でも活かしていけたらなと思います。 

 

■西区 BBS 会員の一人として、これからの抱負 

大学時代にも活動してきましたが社会人となり、西区も 40周年の年に入会させていただきまし

た。日も浅く、活動もまだそんなにはできていませんが、これからより色々な活動にも参加して

いきたいです。また、更生保護についてももっと勉強していきたいです。ともだち活動もしてい

きたいと思っています。これからも頑張っていきます！ 

 

Ｕ会員 

■ドキュメンタリー映画「記憶」上映会を主催してみて 

ドキュメンタリー映画「記憶」では、私と年齢がさほど変わらない少女たちが取り上げられてい

ました。彼女たちの気持ちが赤裸々に語られている場面は、とても印象的でした。語られている

中には、今の私自身が共感できる部分や、中高生時代に悩んでいたことに通ずるものがたくさん

ありました。今回、共感したこの気持ちを大切にし、今後の BBS会での活動に役立てていきたい

です。また、この上映会は私にとって西区 BBS会員になって初めての活動でした。活動を通して、

自分が西区 BBS 会員であることを自覚することができる、とても良い機会になりました。 

 

■西区 BBS 会員の一人として、これからの抱負 

私は 2020 年 11月に西区 BBS会に入会しました。先輩会員の皆さんは、とても優しく、暖かく私

を迎え入れてくださりました。活動は、誰かのために活動するのはもちろん、自分の経験や知識

の向上にも繋がると思います。これは、BBS 会の魅力の一つであると思います。 例えば、私は

ドキュメンタリー映画「記憶」の上映会を通して、自分自身を振り返る機会や、学ぶことがたく

さんありました。BBS 会に入会して良かったと感じた場面でした。また、これまでの活動では、

少年少女に直接関わる活動に参加できませんでした。少年少女のためになる活動にも挑戦してみ

たいと考えています。 
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Ｋ会員  

■「デイキャンプ In Yokohama City 上郷森の家」に参加して 

デイキャンプに参加して、私はこれまでの BBSのグループワークなど参加した活動の中で最も少

年やそのご家族と多く関わり、数少ない貴重な体験が出来たと感じました。 

BBS 会員の中で、特に大学生など若い世代の中で様々な緊張や不安を抱いている人が多くいると

思います。私もその中の一つでもある少年との関わりに不安を感じていました。グループワーク

でグループに分かれての活動の中で、どうしても会員同士との会話になってしまいがちなので、

それを奪還しようと私は参加する前に大まかな目標を立て、「挨拶」と「ありがとう」は必ずする

よう心がけました。普段していることは自然と少年関わらずできると思い、結果少年のやりたい

事や好きな事など少しずつ会話に繋げることが出来ました。少年との関わりで思ったことは、自

分の将来ややりたい事が見えていて、目標に向かって頑張ろうとする姿勢に感銘を受けました。 

今までにない充実感を味わえました。活動が充実すると他の BBS活動にも沢山参加したいと意欲

的に感じられるため、充実感や達成感を積み上げていくと共に後輩や新しく入った会員にも想い

を共感しながら伝えていけたら良いなと思いました。 

 

■西区 BBS 会員の一人として、これからの抱負 

西区の BBS 会員の一人としてこれからの抱負は、積極的に活動を楽しみ、尚且つともだち活動に

も挑戦したいと思います。 

コロナの影響で活動がしづらい状況下で行うことが出来たグループワークも参加して少年 

新しい会員とも話すことができ、とても楽しめました。また、ともだち活動では大学時代に一度

経験した際、手探りの状態からスタートしたため、これで良いのかどうかと迷いや不安がありま

した。当時、一緒にともだち活動をやった会員と試行錯誤を重ねながら提案し合い、保護司の方

にも質問するなどして、活動を行いました。結果の良し悪しではなく、やったという経験を積み

重ねてその中で良かったところ、楽しかったところなどを忘れずに次に活かせていけたらと思い

ます。そして、今後はともだち活動をより深く学ぶことで、更生保護の知識を増やして自分のス

テップアップをしていきながら成長しようと考えます。そのため、一度経験して終わるのではな

く、グループワークやともだち活動などで少年たちと関わり、話していくなど西区 BBS会員とし

て新しく挑戦し、意欲的に取り組んでいきたいと考えます。 

 

Ｔ会員 

■西区 BBS 会員の一人として、これからの抱負 

発足 40 周年は 諸先輩会員の方々や現役会員の日々の積み重ねがあればこそできたと思いま 

す。また、コロナ禍であっても創意工夫でオンライン活動だけでなく、記念イベントとして開催 

した「上映会」や「デイキャンプ」を開催しており、常に成長・進歩している地区会です。このよ

うな地区会は全国でも数少なく、他の模範となる地区会だと思います。私自身は実際の活動にあ

まり参加できておりませんが、次の 50 周年に向け地区会活動への参加や、直接参加できない場

合でも何らかの関わり方を模索したいと思います。そうした 地区会 活動を通じ、BBS 運動・ 更

生保護の更なる発展に寄与したいと思います。 
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Ｋ会員 

■西区 BBS 会員の一人として、これからの抱負 

世界中で新型感染症予防の影響で、これまでとは異なる生活様式が求められるようになりまし

た。これは、人間関係においても影響が出てきます。これまでは、友人や仲間とワイワイと様々

な対面コミュニケーションの方法がありましたが、そこに制限がかかることでこれまで以上、「居

場所」の大切さが問われてきます。 

 触法、虞犯、非行をやってしまった子どもたちには、これまでとは異なる新たな活躍できる

場所（コミュニティ、学校等）やサポーターの存在が大切かつ必要不可欠であります。この環境

が悪い誘惑を断ることができる大切な絆としての「居場所」になります。 

 ともだち活動は、様々なレクレーション（グループワーク）を通して深い絆を作り上げ、相互

に信頼関係を作り、再非行（・再犯）予防に繋がってきます。このように BBS活動の存在は、社

会資源として非常に重要な役割を果たしています。 

 最後に抱負として、大学や短大での講義を通して BBS活動の意義・必要性を伝え、社会にもっ

とこの活動を知り理解して欲しく考えています。また自身もともだち活動等に関わっていきたく

思います。 

 

Ｋ会員 

■西区 BBS 会員の一人として、これからの抱負 

４０周年、誠におめでとうございます！ 

私は、令和２（２０２０）年に、西区 BBS 会員のご紹介でこちらに参加するようになりました。 

でも、世界はコロナ禍の下にあり、まだまだ対面・リアルでの参加はできていません。オンライ

ンでの参加のみになっております。また、LINEなどで、みなさまのご活躍に刺激をいただく毎日

です。今、こうして、４０周年の言祝ぎを書きますのは不思議な思いです。 

４０年前、高度経済成長した私たちの国は、世界にもその存在が認められ経済大国となりまし

た。しかし、バランスを欠く過度の経済成長は、公害や青少年の非行、肥大化する都市と過疎な

どの歪みが顕在化しました。今もってその残滓を払拭できずにいます。そして、世界を襲ったコ

ロナ禍がその追い打ちをかけています。 

多様性を認める。人とつながりたい。笑顔で生きていきたい。今、そんな願いがたいせつな時

を迎えています。４０年後、私は老年です。人生をふりかえってみた時に、BBSでのふれあいが、

私の人生を照らしている光となっていると信じています。そして同時に、もちろんのことですが、

BBSが、ご縁あるつながる皆さま方の光に輝きをましてなられていると確信しています。 

 ますますの光輝きを発することを願ってやみません。４０周年、誠におめでとうございます！ 
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