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＊ご挨拶

神奈川県 BBS 連盟発足 70 周年を迎え

神奈川県 BBS 連盟会長

小川 めぐみ

　今年度、神奈川県 BBS 連盟は 70 周年を迎えることとなりました。70 年もの長い年月の間、
途切れることなく存続していけるということは、決して簡単ではありません。多くの方々に
支えられ、支え合いながら今の神奈川県での BBS 活動を築いてきたのだと、今回の記念誌作
成はじめ、記念事業・式典を開催するにあたり私自身、改めて感じることができました。
　70 年前となると、今現役で活動している多くの会員には想像もつかないくらい昔のことで
しょう。私自身も会員になってまだ 9 年。多くの活動が、私が入会するずっと前からありまし
た。今ある出来事を終わらすことは簡単ですが、継続することは簡単ではありません。まし
てやスタートさせることはもっと難しいことだと感じる機会が私自身、9 年の間で多々ありま
した。今こうして活動の機会をいただけることに歴史を感じるとともに、築き上げてきたも
のを続けられることへの感謝の気持ちを継続・発展していくことで伝えられたらと思います。
　次に私たちが考えなければならないのは、こうして受け継がれたものをどのように次世代
へ繋げていくのか、ではないでしょうか。良き文化は受け継ぎながらも、時代の変化ととも
に求められている要望に応えていけるよう、順応していく必要があります。より子どもたち
に寄り添える立場でいられるように、私たちは時代の変化に対応していかなければなりませ
ん。昔から変わらないものや考え方もあれば、時代とともに変化していく子どもたちを取り
巻く環境など、その時々にあった BBS としての在り方を常に考えていかなければならないで
しょう。
　私が今こうした立場で活動させていただくことになり思うことは、多くの方に支えられて
いると同時に、もっと BBS のことを知ってもらう必要があるということです。BBS 会員になっ
てもらおう、理解してもらおう、という前に、BBS という更生保護に向き合う若者たちのい
る団体があるのだ、ということをまずは多くの人に知ってもらいたいと思うようになりまし
た。時代は変化していくかもしれませんが、こうした想いを持った人たちの気持ちは今も昔
も変わらないはずです。
　神奈川の素晴らしい BBS 活動の歴史を繋いでいく、そして、さらに子どもたちのために、
より良い社会のために私たちにできることを考え活動を発展させていく。そんな想いを繋げ
られる存在の一人でありたいと思います。そして、そうした想いを持った人を一人でも多く
増やしていけるよう、神奈川県の BBS 活動をこれからも発展させていきたいと思います。

＊ご挨拶

神奈川県 BBS 連盟発足 70 周年にあたって

70 周年記念事業実行委員長

温井 里奈子

　神奈川県 BBS 連盟が発足してから 70 年の節目を迎え、記念事業の一つとしてこの記念誌
を発刊いたしました。「過去から新たな未来へ繋いでいく」ことをコンセプトにした今回の 70
周年記念事業の中でも、この記念誌は過去を振り返り、未来の会員たちへ想いを繋げるため
の重要なものとなりました。発刊にあたり、有志会員による実行委員会のメンバーを中心に、
現役の会員や OB・OG 会員の方々、そして関係機関・関係団体の皆様と、たくさんの方のご
協力をいただき、心よりお礼申し上げます。
　この記念誌では、神奈川県 BBS 連盟や各地区会の活動、BBS 会を特色づける「ともだち活
動」を行ってきた会員の声等を紹介しております。未来の会員たちがこの記念誌を読んだと
きに、少年との活動の一助となり、地区会の発展に役立つように願っております。
　神奈川県 BBS 連盟は地区会や会員の数の変動を辿りながら、現在も多くの会員が様々な地
域で活動していますが、長い歴史の中で、子どもたちを取り巻く環境は大きく変わり、BBS
の活動も多様化してきました。しかし、BBS 運動の理念である、「友愛とボランティア精神を
基礎とし、少年と同じ目の高さで共に考え学びあう」という姿勢はどんな活動においても根
底にあるものだと感じています。先生でも親でもない、学校の友だちでもない。少し年上の
お兄さん、お姉さんのような「ともだち」だからこそできる活動を大切にしていきたいと強
く思います。一人でも多くの子どもたちと出会い、共に成長していくことができる。そんな
神奈川県 BBS 連盟になるよう努めていくとともに、この受け継がれてきた想いを、確実に次
の世代へと繋げていきたいと思います。
　また、大学生が核となる若い世代の多い神奈川県 BBS 連盟に対し、日頃より深く御理解く
ださり、温かい御支援、御指導をいただいております関係団体の皆様には、心よりお礼申し
上げます。BBS 会員一人ひとりの個性を生かし、少年たちの良き兄や姉となるべく努めてま
いりたいと思いますので、今後とも一層の御指導を賜りますよう、お願い申し上げます。
　終わりに、これまで BBS 活動に尽力されてきた先輩会員の皆様の御功績に敬意を表すると
ともに、この記念誌発刊のために御尽力、御寄稿くださいました皆様に深く感謝申し上げま
して、お礼の挨拶とさせていただきます。
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＊祝　辞

神奈川県 BBS 連盟発足 70 周年に寄せて

横浜保護観察所長

三本松 篤

　令和元年に、更生保護制度が施行され 70 年の記念の年を迎えましたが、この大きな節目の
年に、神奈川県 BBS 連盟において連盟発足後の 70 年にわたる活動の記録を記念誌にまとめ
られ、今後の BBS 活動の糧とされますことは誠に意義深いことであり、心からお慶び申し上
げます。
　BBS の皆さんは、日ごろの活動の中で、非行をした少年たちに寄り添い、見守り、立ち直
りへの支援を行うほか、“社会を明るくする運動”等の非行防止活動に協力するなど、意欲的
に更生保護事業に御協力いただいていることに大変感謝しています。
　法務省では、「再犯防止推進法」に基づき定められた「再犯防止推進計画」により、再犯・
再非行防止の取組を推進しているところです。平成 31 年 3 月には、神奈川県において地方版
の「再犯防止推進計画」が策定されました。今後、県内の地方公共団体における推進計画策
定の動きを後押ししてくれるものと期待しています。
　BBS の皆さんが「ともだち活動」の一環として、これまで取り組んでこられた非行少年等
に対する学習支援の活動は、まさに再犯防止推進計画に掲げられた「修学支援」の具体的な
取組の一つです。BBS の皆さんには、これからも、積極的に学習支援や社会体験としてのグ
ループワークの活動を展開していただきたく、御協力方よろしくお願いします。
　さて、BBS 運動には今日まで連綿と受け継がれてきた長い歴史と伝統があります。令和と
いう新しい時代を、飛躍に向けた時代にできればと願っています。日本 BBS 連盟設立 70 周
年におけるキーコンセプトである「つづける・つなげる・つぎの手に」を実践すべく、新し
い時代の文化等を吸収して活動に生かしていく行動力に期待しています。
　これまで 70 年という大きな時の流れがありますが、「罪を償い、社会復帰に向けて努力す
る人に対し、社会の中で役割や居場所を確保し、再び過ちを起こさないよう、地域の中で見
守り、寄り添い、必要な支援を行うことで、再犯を防止し、自立や社会復帰を促進していく」
という更生保護の精神に対し、社会の注目が集まり、その役割に期待が寄せられています。
　最後に、BBS 会員の皆様が、先達の思いを継承し、時代の流れを感じ取りながら、保護司
会などの更生保護ボランティアの方々と協働して活動し、益々のご発展を遂げますことを心
から祈念し、私からのお祝いのことばとさせていただきます。

＊祝　辞

BBS 運動の更なる発展を期して

更生保護法人神奈川県更生保護協会理事長

斎藤 文夫

　この度神奈川県 BBS 連盟が発足して 70 周年を迎えられ、記念誌を発行されますことを心
よりお慶び申し上げます。
　我が国における BBS 運動は、昭和 22 年の戦後の混乱期に、街にあふれた孤児や非行少年
に心を痛めた青年たちが立ち上がったことが始まりとされ、全国に広がりました。本県にお
いても、昭和 24 年 11 月に東京 BBS 会から神奈川県在住の会員が分離独立し、神奈川県 BBS
会が誕生したと伺っております。
　以来、今日に至るまで、友愛とボランティア精神を持って、非行少年達の「良きともだち」
として少年達に真摯に向き合い、立ち直りを支えてこられた会員の皆様の熱意と努力に深く
敬意を表します。
　私は、神奈川県議会議員を 5 期 20 年、その後、参議院議員を 2 期 12 年務めてまいりました
が、政界を引退してからは、政治家時代から続けてきた更生保護事業に力を注ぎ、現在は、
更生保護法人神奈川県更生保護協会理事長、認定 NPO 法人神奈川県就労支援事業者機構会長、
更生保護法人川崎自立会理事長を務めております。これらの事業を通じ、若い BBS 会員の皆
様の情熱とたゆまぬ努力を目の当たりしてまいりました。
　本県における BBS 運動は発足以来 70 年を迎えましたが、この 70 年間で少年をめぐる環境
は大きく変化してきました。非行問題に加え、貧困、虐待など家庭に根ざした問題や、いじめ、
不登校、引きこもりなど社会不適応からくる問題など少年を取り巻く環境は複雑・多様化し
ています。将来を担う少年の健全育成が、これまでにも増して重要視されている現在、70 年
間にわたり連綿と受け継がれてこられた BBS 運動に対して大きな期待が寄せられ、社会的な
ニーズはより一層高まっています。70 周年記念行事のキーコンセプトである「過去から未来
へ　つづける・つなげる・つぎの手に」を胸に、会員の皆様が心を一つにして、時代の要望
に応える活動を展開していただくことを切に期待しています。
　終わりに、神奈川県 BBS 連盟が発足当初から現在に至るまで継承してこられた伝統と精神
を大切にしながら、次の 80 周年に向けて、更生保護を支える若い力として更に発展されるこ
とを祈念し、お祝いの言葉とします。
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仲間を信じて、無理をせず

神奈川県保護司会連合会会長

栁川 義信

　昭和 24 年にスタートした更生保護制度は令和元年に施行 70 周年という節目の年を迎えま
したが、同年に発足した神奈川県 BBS 連盟が時を同じくして創立 70 周年を迎えられ、これ
までの歩みを振り返るとともに、更なる充実発展を期して、記念誌を発刊されますことは誠
に意義深いことであり、心からお祝い申し上げます。
　併せて、創立以来 70 年もの長きにわたり、会員の皆様が非行に陥った少年たちと同じ目線
に立って寄り添いながら、立ち直りを支えてこられた努力と情熱に敬意を表します。
　私は、平成元年 12 月に 38 歳で保護司を拝命しましたが、当時社会問題となっていた青少
年の非行問題に年代の近い保護司が向き合うべきだと説得されたことが、保護司になるきっ
かけでした。保護司になってからは、少年を担当することが多く、地元平塚地区の BBS 会員
の支援や協力を得ながら処遇を進めたこともあり、次第に保護司会と BBS 会の交流の機会も
増え、現在では、お互いに密接に連携しながら社明行事等を実施しています。
　本県においては、平成 29 年 3 月、県保護司会連合会、県更生保護女性連盟及び県 BBS 連
盟の 3 者が連携強化のため、「更生保護ボランティアの協働に関するかながわ宣言」を行いま
したが、更に令和元年 5 月には、県更生保護事業連盟、県就労支援事業者機構の 2 者を加え、

「更生保護団体の協働に関する 5 者宣言」を締結しました。新たな時代を迎え、更生保護の当
面する課題が多様化する中で、再犯防止に向けて 5 者が更に連携を強化し、心を一つにして
安全・安心な地域社会づくりに全力を傾けていければと考えています。
　平成 28 年に制定された再犯防止推進法に基づき、国及び神奈川県でも再犯防止推進計画が
策定され、現在、県下市町村においても同計画の策定に向けた検討が進められているところ
です。今後は保護司会としても学校等との連携を強化し、BBS 会員と共に修学支援等の取組
を推進していきたいと考えています。
　私は BBS 会員に必ず話す言葉があります。決して無理をしてはいけない。できることをや
れば良い。人と人のつながりを大切にして次の人材に伝わるように、人に恵まれるようにと。
　結びに、神奈川県 BBS 連盟のますますの御発展と会員皆様の御活躍・御健勝をお祈り申し
上げまして、お祝いの言葉とさせていただきます。

神奈川県 BBS 連盟に期待します

神奈川県更生保護事業連盟会長
（小田原地区 BBS 会初代会長）

志村 宗男

　神奈川県 BBS 連盟発足 70 周年、誠におめでとうございます。
　BBS 運動は、戦後の混乱期に、友愛と奉仕の精神の下、非行や問題行動等に陥った少年た
ちの「良き兄」「良き姉」の立場から立ち上がった活動で、現在も発足当時の基本理念を確認
しながら継続され、大きな成果を挙げていることに敬意を表する次第であります。
　私たち神奈川県更生保護事業連盟は、県内に 4 つの施設があり、少年院や刑務所出所者等
を積極的に保護し、必要な指導や援助を続けています。近時は、飲酒や薬物への依存の問題
を抱えていたり、対人関係をうまく築くことができなかったりなど、社会生活上の問題を抱
えている人が少なくなく、より専門的な処遇が求められ、職員も日頃から研鑽活動に余念の
ないところです。
　ここで少し自己紹介をさせていただきます。私は小田原市内で米穀店を営んでいます。明
治 20 年創業で、130 年の歴史を刻んでおります。私は四代目。現在は、息子が五代目として、
お客様から育てていただいております。この私が更生保護の分野に携わったきっかけは、50
年前に遡ります。20 歳になったときに、当時煙草を吸わなかった私は、吸ったつもりで貯金
をしました。そのころ、少年院の食事が貧しいと聞いていたことから、年末になると、その

「つもり貯金」でもち米を買い、小田原少年院へ届けることにしたのです。これを毎年続けて
いたこともあり、年末に「餅つき大会」が恒例行事になりました。その後、私は篤志面接委
員や保護司として活動することになりました。また、同時に、BBS 運動を知ることになり、
小田原地区に BBS 会を仲間と立ち上げることになりました。しかし、BBS 会の運営はどのよ
うにすればよいのか分かりませんでしたから、既に活動していた平塚地区の例会に参加させ
ていただき、学習した後、小田原地区の活動を開始しました。そして、令和になった現在も、
渡辺江梨子会長を中心に、更生保護施設や少年院、養護施設等の支援活動を継続してくれて
おり、大変ありがたいことと感謝しております。
　最後になりますが、70 周年を契機に、神奈川県 BBS 連盟が将来どのように新しい BBS 活
動を展開していくかを議論することも大事な視点であることを伝え、今後の更なるご発展を
期待して、お祝いの言葉といたします。
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発足 70 周年を祝して

神奈川県更生保護女性連盟会長

大伴 好子

　神奈川県 BBS 連盟発足 70 周年、誠におめでとうございます。
　終戦直後の混乱期、町でさまよう子どもたちを助けようと働きかける青年たち。親を亡く
し住まいもなく食事にも困る子どもたちに救いの手を差し伸べる頼りになるお兄さんたち。
昭和 22 年「京都少年保護学生連盟」が生まれ、日本の BBS 運動の始まりと言われております。
　放っておけない、見過せない精神は私ども更女ととても重なり、同じ人間愛をもっての更
生保護ボランティア同志と云えると思います。
　以来今日まで 70 年間、連綿と継続されてきた BBS の皆様方の姿勢に敬意を表します。時
代とともに世の中は大きく変遷し、非行や犯罪も形を変えて、生きることに難しさを感じる
少年少女が増える中、BBS の皆様がその様な少年少女に寄り添い、ともに悩み、ともに学び、
ともに遊ぶ中で、人として大切な情操を養い、自己肯定感が生まれ、社会に適応していく少
年少女が多くいたと思う時、胸が熱くなります。
　今、子どもを取り巻く環境は厳しく、児童虐待に関する年間通報は 16 万件にも及び、虐待
を受けた子が非行や犯罪に走ることも聞き、更女も子どもたちが健やかに育ってこその明る
い社会をモットーに子育て支援にも力を入れているところです。
　私の地元、横浜市鶴見区では、平成 13 年から区内の健全育成に関わっている団体が連携し

（現在 34 団体）行政と協働して、子どもたちのために「つるみ子育て・個育ちフォーラム」
運営委員会を立ち上げ、本番では、子ども祭りや子育て講演、「子どもと若者のひろば」開催
などを続けています。
　更女は最初から参加し、私は運営委員会の会長 13 年目。フォーラム当日は参加者 2,600 人、
居場所は年間 2,400 人の利用者です。“子どもは社会のたから”として、地元の自治会長や地
区の自治会連合会会長という私の立場を使い大いに子育て支援を続けたいと考えています。
　私たち更生保護ボランティアは平成 26 年の「更生保護ボランティアの協働に関する三者宣
言」が中央で。その後盾としても保護司、BBS、更女が結束しての話し合いが何度かありまし
た。今後も共に連携し協働しながら未来を見据えた活動を進めてまいりましょう。
　70 周年の大きな節目を迎え益々のご発展とご活躍を祈念申し上げます。

県 BBS 連盟 70 周年を祝して

神奈川県 BBS 連盟 OB 会長

菊地 淳

　神奈川県 BBS 連盟発足 70 周年、記念誌の発刊誠におめでとうございます。BBS 会 OB とし
て心よりお祝い申し上げます。私は昭和 63 年度から 6 年間県連事務局長を、平成 6 年度から 4
年間県連会長を務めさせていただきました。現在は小田原地区で保護司をしております。BBS
会員在籍中は、BBS 運動発足 40 周年、50 周年などの事業のほか、県 BBS 連盟 40 周年記念誌
の発刊にもかかわることができ、そのときは大変苦労をしましたが今ではいい思い出となっ
ています。今回の 70 周年事業にかかわった会員の方もいい思い出になるよう願っています。
　平成 5 年の県連事務局長在任中、会員募集の試みが「更生保護」（平成 5 年 9 月 1 日発行）
に掲載されました。今はネット時代で参考になるのかわかりませんが、大事にとっていまし
たので紹介させていただき、少しでも今後の BBS 活動の参考になればと思います。
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＊神奈川県 BBS 連盟発足 70 周年記念事業

開催要綱　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　

1．開催趣旨
　神奈川県 BBS 連盟は、少年や子どもたちにとって、良き兄や姉のような存在として、それ
ぞれの施設や地域で活動している。昨今、少年や子どもたちを取り巻く社会や環境は目まぐ
るしく変化しており、このような新しい時代の中、神奈川県 BBS 連盟は 70 周年という節目
の年を迎えるにあたり、それを記念した事業を開催する。

2．テーマ・コンセプト
　～過去から新たな未来へ繋げていく～
　発足以来、多くの会員が活動を絶やすことなく継続してきた中で、その想いを受け継ぎ、
BBS 運動の精神を未来へ繋いでいかなければならない。これまでの神奈川県 BBS 連盟の活動
を振り返り、多様化している社会や環境と向き合い、新たな未来へと繋げていく。

3．主催
　神奈川県 BBS 連盟　
　神奈川県 BBS 連盟発足 70 周年記念事業実行委員会

4．後援
　横浜保護観察所、更生保護法人神奈川県更生保護協会、神奈川県保護司会連合会、神奈川
県更生保護女性連盟、神奈川県更生保護事業連盟、港南保護司会、港南区更生保護女性会、
小田原地区保護司会、日本 BBS 連盟、関東地方 BBS 連盟、神奈川県 BBS 連盟 OB 会、tvk（テ
レビ神奈川）、FM ヨコハマ

5．記念事業（グループワーク）
　◆事業①　スポーツフェス
　・日程　2019 年 11 月 16 日（土）
　・会場　小田原市川東タウンセンター　マロニエ・ホール
　・住所　小田原市中里 273 ― 6（JR 東海道本線　鴨宮駅下車　徒歩 15 分）

・内容　BBS 会員と少年がともに体を動かすことで交流を図る。チームに分かれ活動を行っ
ていく中で、お互いのプレーを理解し、一緒に考え、喜ぶことを体験し、協調の
姿勢を学ぶことを目的とする。

＊神奈川県 BBS 連盟発足 70 周年記念事業 　◆事業②　うどん作り
　・日程　2019 年 12 月 1 日（日）
　・会場　ウィリング横浜　ゆめおおおかオフィスタワー 10 階　調理実習室
　・住 所　横浜市港南区上大岡西 1 ― 6 ― 1（京浜急行／横浜市営地下鉄上大岡駅下車 徒歩 3 分）
　・内容　BBS 会員と少年がともに調理をし食卓を囲むことで交流を図る。

身近な食である「うどん」を食材から様々の行程を経て、出来上がるまでの調理の　
楽しさを体験し、一緒に食することで食の温かさを学ぶ。

6．記念式典
　・日程　2020 年 2 月 29 日（土）
　・会場　横浜市市民文化会館　関内ホール　小ホール
　・住所　神奈川県横浜市中区住吉町 4 ― 42 ― 1（JR 京浜東北・根岸線関内駅下車　徒歩 6 分）

7．参加者
　・記念事業①　BBS 会員、関係団体、少年　合計 50 名程度
　・記念事業②　BBS 会員、関係団体、少年　合計 35 名程度
　・記念式典　　BBS 会員、関係団体　　　　合計 250 名程度

8．記念誌の制作および発行
　70 周年を記念し、過去の会員の活動を振り返り、過去の想いをこれからの未来に繋げるこ
とをコンセプトとした記念誌を制作し、発行します。

9．その他
　事業および式典の同意事項並びに個人情報の取扱いについて
　①写真の取扱いについて

　当日の様子は、当団体のホームページ、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しません。

10．事務局
〒 231 ― 0003　横浜市中区北仲通 5 ― 57　横浜保護観察所
神奈川県 BBS 連盟 70 周年記念事業実行委員会
実行委員会・事務局長　上野 宗昭
電話：045 ― 201 ― 1844　FAX：045 ― 640 ― 1647
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記念事業

★事業部の想い

　神奈川県 BBS 連盟 70 周年記念事業として、2 種類のグループワークを、本連盟の小田原地
区会と港南地区会を開催地区としてご協力いただき開催いたしました。
　今回、記念事業としてグループワークを開催するに至った背景には、「普段からお世話に
なっている関係団体の皆さまと一緒に今後も継続してできる事業をやりたい」、「少年とグルー
プワークを開催してみたいがどこから準備したらいいか分からないとう地区会のために、モ
デルケースを提示することで力になりたい」という思いがありました。今回、2 種類のグルー
プワークを行ったのも、準備や当日の会員・少年の反応等を見てから、次年度の活動に対し、
選択肢を持たせる目的もありました。
　また、マニュアル等を作成することで、各地区会で開催したいと思ったときに企画しやす
い環境を整えていきます。ともだち活動や施設訪問等を活発に行っているような学生が中心
となる地区会は、グループワーク等の事業となると、気持ちはあってもなかなか動き出せな
いという傾向にあります。このような地区会が、「やってみたい」の声をあげやすくなること、
それを手助けできる体制が作られることは、BBS 活動を続ける上でプラス要素になると思っ
ています。
　この事業を本連盟として恒例化し、開催地を各地区会持ち回りで行うことが、地区会の活
性化と、関係団体の皆さまと一緒に活動できる良い機会となったらと思います。

スポーツ大会で。

うどん作り。

★準備期間こんなことがありました

　事業部は学生会員と社会人会員で構成されていたため、なかなか顔を合わせての会議がで
きませんでした。そこで活用したのが、文明の利器グループ通話での会議。また、グループ
ワーク会場の施設予約や買い出し等、学生会員が率先して行ってくれました。

【事業部エピソードPICK UP】
○うどん作りのプレでパン生地が完成！？

材料の分量に、参加者の動線にテンヤワンヤ。プレ開催の大切さを実感しました。
○電話会議中、絶えず犬の鳴き声が響く。

実はメンバーの家族のくしゃみだったという（ほっこり）。電話会議は生活感が出るな
あと部会で和んだ瞬間でした。

○やっとの思いで施設予約したスポーツフェスのプレ、台風の影響で流れる事態に……。
本番当日まで焦りと心配の日々でした。

○スポーツフェスはボール禁止！？
当初、球技を想定していましたが、会場施設がレンタル予定の 2 か月前から球技禁止
に……！　結果としてみんなが楽しめる種目を企画できて良かったです。

　このように紆余曲折ありましたが、両グループワークとも少年を含めた参加者全員が全力
で楽しめる事業となりました。お忙しい中、ご協力いただいた保護観察所、小田原地区保護
司会、港南保護司会、港南区更生保護女性会の皆さまにこの場を借りて改めて御礼申し上げ
ます。また、事業部だけでは手が回りきらなかった部分を、準備から当日にかけて、実行委
員会や参加してくれた一般会員のたくさんのサポートがありました。本当にありがとうござ
いました。
　今回の開催がきっかけとなり、参加者の皆さんの素敵な笑顔であふれる事業が今後も継続
していったらうれしく思います。
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★グループワーク①　スポーツフェス
2019 年 11 月 16 日（土）＠川東タウンセンター　マロニエ・ホール

　4 チームで 4 種目（ボール送りリレー、ティック・タック・トウ、風船リフティング、ドッ
チビー）に取り組んでもらいました。今回のポイントは「勝敗を目的としないこと」とその
上で最後の振り返りで「チームの MVP を決めてもらうこと」でした。
　あくまで MVP はおまけのようなものですが、グループワークの中で、勝ち負けだけにこだ
わるのではなく、お互いの良いところを見つけてほしいという想いがありました。少年を含
めた参加者の全力で楽しむ姿、振り返りタイムでの和やかな様子は、事業部の想定以上の反
応でした。

● 小田原地区保護司会　松岡 輝宏様
　BBS 70 周年記念行事の中の少年たちとの
スポーツの参加では、最初は遠慮勝ちだっ
たが、いろいろ競技が進むうち、次第に打
ち解け協力して一生懸命に取り組むように
なり、一緒に楽しいなごやかな時間を過ご
すことができました。また、若さあふれる
BBS 会員の皆さんの活動をじかに知ること
ができ、大変有意義な時間でした。

短距離なら誰にも負けないと少年も白熱！

★グループワーク② うどん作り
2019 年 12 月 1 日（日）＠ウィリング横浜ゆめおおおかオフィスタワー 10F 調理実習室

　5 グループでうどん作りとカップケーキ作りをしてもらいました。港南区更生保護女性会の
皆さまには天ぷら等の調理をお願いし、実食では各グループに入っていただきました。調理
から食卓を囲むことで交流を図るこのグループワーク。普段から簡単に食べることができる
うどんを一から作ることで、調理の楽しさ・食の大切さを学ぶことが目的でした。全ての工
程で協力しながら和気あいあいと作ってくれていたのが印象的でした。完成品はグループの
個性が光りました。

● 港南保護司会長　須田 次朗様
　BBS・保護司会・更女会・対象者の家族が一緒になって、にぎやかな雰囲気の中、うどん
が出来上がり、更女会が作ってくれた天ぷら・天つゆ・漬物を添えておいしくいただいた。
BBS 会が企画した事業に参加して、保護司会・更女会が積極的に参加することにより、今以
上に３者の連携・協働した活動が生まれてくるのではと感じた。

● 港南区更生保護女性会　松本 節子様
　BBS 交流会にて手作りうどん、また漬物他の差し入れもあり、笑顔あふれる会。子どもた
ちの参加も良かった。出席者からは「自分もお世話になったので、今は自分が恩返しのつも
りです」とのお話もあった。天ぷらの揚げ方は？と質問もあり、料理教室のような会話に有
意義な一時でした。これからも BBS がますます盛会発展すること祈念いたします。
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＊神奈川県 BBS 連盟の紹介＊神奈川県 BBS 連盟の紹介

★県連＆地区会年間スケジュール（各地区会の活動を抜粋！）
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　神奈川県の BBS の歴史は昭和 24 年 11 月
に始まります。当時は有志の学生 7 名の会員
からなる神奈川 BBS 会として発足しました。
昭和 26 年 3 月に第 1 回神奈川県 BBS 総会が
横浜市にて開催され、支部・地区の組織体制
が決定されました。ここから約 10 年間、都
市部を中心に各地で地区会が発足します。現
在の神奈川県 BBS 連盟に組織替えが行われ
たのは、昭和 30 年 4 月でした。
　昭和 40 年代前半までには、県内全域に活
動が浸透し、昭和 44 年には会員が 236 人と
なり、組織およびともだち活動の充実発展が
図られる時期でした。その後昭和 40 年代後
半には、都市部での会員数が減少し一時衰退
の兆しも見られましたが、昭和 51 年に小田

原で開催された関東地方 BBS 研究協議会を
きっかけに活気が戻りました。
　昭和 54 年 10 月には、神奈川県 BBS 連盟
発足 30 周年記念大会が開催。歌手の寺内タ
ケシ氏を特別顧問として迎え、県連歌「夜明
けに向かって歩く」がレコード化されました。
昭和 56 年には広報活動にも力を入れ、ポス
ターを作成、県下各地区へ配布しています。
このとき会員は 183 名となっていました。昭
和 61 年、平成 6 年と中学生・高校生を対象
にしたアンケートを実施するなど、会員の発
案による研修・実践活動が実施されています。
昭和 62 年の BBS 運動発足 40 周年には、神
奈川県会員が活躍し企画が立案され、活躍が
目立つ年でした。平成元年、県 B 連発足 40
周年の年は、11 月に記念大会の開催や記念
誌の出版が行われました。
　平成に入り「非行防止キャンペーン」「街
頭広報」「研修」「レクリエーション」の事業
も積極的に行い、会員募集の動きも活発に行
われています。平成 2 年から行われている横
浜矯正展への参加は現在も行われており、広
報や資金集め、地区会員の交流の場として受
け継がれています。

8つの地区を束ねる！

神奈川県BBS連盟

会員数の割合（2019 年 4月現在）

★歴代会長・会員数・主な出来事

★年間スケジュール

会長 会員数 主な出来事・活動

2010 橋本 万由子 不　明 横浜保護観察所にて、県 B 連盟新人
研修会を初めて実施。

2011 橋本 万由子 不　明 田園調布学園大学学域 BBS 会が発
足。

2012 橋本 万由子 学生 121 人、社会人 31 人 こども・みらい・サポート事業にむ
けて検討委員会が発足。

2013 橋本 万由子 学生 117 人、社会人 35 人 第 1 回学生 BBS 全国交流会の実施。

2014 橋本 万由子 学生 88 人、社会人 35 人 第 14 回こども・みらい・サポート
事業を神奈川県で開催。

2015 目黒 潤一 学生 134 人、社会人 42 人 聖セシリア大のボランティアフォー
ラムに BBS が参加。

2016 目黒 潤一 学生 96 人、社会人 45 人 三者連携強化研修開催（保護司・更
生保護女性会・BBS 会）。

2017 目黒 潤一 学生 102 人、社会人 49 人
地区会のない地域での関係団体との
連携強化（講演会・意見交換会等）。
日本 BBS 連盟 70 周年記念式典参加。

2018 小川 めぐみ 学生 64 人、社会人 51 人 関東地方 BBS 会員研修を神奈川県
BBS 連盟主催で開催。

2019 小川 めぐみ 学生 91 人、社会人 53 人
県連発足 70 周年記念事業の開催（グ
ループワーク・記念誌作成・式典開
催）。
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活動名：神奈川県 BBS 連盟総会 
日　時： 毎年 6 月頃 
場　所： 神奈川県内 
参加者： 神奈川県 BBS 連盟会員対象 

活動内容： 神奈川県 BBS 連盟の総会は、県
役員、各地区理事および会長のみではなく、
全ての会員が出席し開催されます（写真左上）。
　4 月に新会員を迎えることが多い中で、県
の会員が一堂に会する、一年の最初の活動に
なります。神奈川県 BBS 連盟に所属する多
くの会員が出席する中で、その年の事業方針

や予算案の審議を行い、組織の透明化を図っ
ています。また、事業計画を共有し、活動へ
の参加の意欲を高めることができるよう、情
報共有を行います。
　総会後の懇親会は、地区を越えて親睦を深
め、自分の所属する地区の活動以外にも参加
ができるような、顔の見える関係性づくりを
担っています。
　新入会員にとっても、自分の地区以外の会
員と関り、年齢・職業も様々な会員がたくさ
んいることを実感し、BBS 会の魅力を感じて
もらうことができる活動です。地区・会員同
士の結びつきを強め、神奈川県 BBS 連盟の
活性化向けて、とても大切な場となっていま
す。

　来賓の皆様にも多くご出席いただき、新会
員へのメッセージや激励の言葉をいただきま
す（写真左中）。

　各地区から数多くの会員が集まり、皆で神
奈川県連盟として活動していきます（写真左
下）。

　会員のいつも通りの姿を見ていただくた
め、普段の格好で出席します。それぞれの会
員の強みを生かした、神奈川県らしい活動を
行っていきます（写真右下）。

★神奈川県BBS連盟の活動紹介

活動名：矯正展
日　時：毎年 10 月最終日曜日（横須賀）
　　　　毎年 11 月初めの土日（横浜）
場　所：横須賀刑務支所
　　　　横浜刑務所
参加者：横須賀：約 5 名、横浜：延べ約 70 名

活動内容：毎年 10 月に横須賀矯正展、11 月
には横浜矯正展が開催されます。矯正展は刑
務所が主催しており、受刑者が作った作業製
品などを展示販売する行事であり、BBS 会
もその中で出店をして食品の販売、BBS の広
報などを行います。中でも横浜矯正展のほう
は毎年大盛況で、2 日間を通して膨大な量の
餅を販売しています。餅米を洗うところから
販売まで、すべて会員が協力して行います。
餅をついている姿は毎年の風物詩となってお

り、リピーターとなっていただける地域のお
客さんも少なくありません。
　また、普段はこうして大勢の会員が一堂に
会し、協力して作業を行うこともないので、
地区間の交流としても非常に貴重な場となっ
ています。そして、会員で協力して得た売り
上げが毎年の県下会員の活動資金へと還元さ
れていきます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

★神奈川県BBS連盟の活動紹介
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活動名：神奈川県 BBS 連盟会員表彰・研修
大会

日　時：毎年 2 月頃 
場　所：神奈川県民サポートセンター  
関係団体：横浜保護観察所、神奈川県更生保

護協会、神奈川県保護司会連合会、
神奈川県更生保護女性連盟、神奈川
県更生保護事業連盟、神奈川県 BBS
連盟 OB 会 

活動内容：午前、午後の 1 日を通して行われ
る年度末の行事です。午前中はその年の表彰
者を顕彰し功績を称えます。各関係団体の方
にもご参加いただき、会員の功績を共に称え
ていただくことで、BBS と関係団体との関係
をより強固にしていきたいという想いがあり
ます。
　午後は県連主催による会員研修会を行いま
す。対象は全地区会員となり、主にコミュニ
ケーションを図れるよう、グループディス
カッションを行うことが多いです。年により
内容は異なり、研修目的も毎回変えて行って
います。更生保護の知識強化による講義、同
学年同士のコミュニケーションを図るための
ディスカッション、来年度に向けた準備の
きっかけとなるようなディスカッション等、
テーマは年度により様々です。新人からベテ
ランまで様々な年代が集まる研修会として、
年に 1 度の大切な行事です。

　○第 69 回県大会の様子（写真上）
　会員歴ごとにグループに分かれてテーマに
沿って討議してもらいました。今の立場での
BBS 会員としての悩み、来年度への準備とし
て地区の垣根を越えてコミュニケーションを
はかった研修会となりました。

　○第 66 回県大会の様子（写真上）
　このときは田園調布学園大学 BBS 会に企
画をお願いして行われました。顧問の長谷川
先生に更生保護の基礎知識を講義していただ
き、その後学んだことをグループに分かれ討
議しました。

★神奈川県BBS連盟の活動紹介

活動名：新人会員研修／関東 BBS 連盟会員
研修 等 

日　時：毎年夏頃（新人会員研修会）／その
他不定期 

場　所：横浜保護観察所
神奈川県民サポートセンター 等 

参加者：神奈川県 BBS 連盟会員対象 

活動内容：
　○新人会員研修
　毎年夏頃に保護観察所にて行われる、新し
く BBS に入会した会員向けの研修です。前
半が保護観察所職員による更生保護の概要
説明、後半は BBS 会員による研修が通例と
なっています。保護観察所で開催可能な県連
行事は限られていること、他地区会員と更生
保護について考える機会は中々ないため、貴
重な行事と言えます。
　研修内容については、毎年県連役員や理事
のメンバーでゼロから企画しています。
　毎年企画するメンバーのこだわりによって
研修内容が変わるので、毎年異なる企画内容
になっていて新鮮なため、新会員でない会員
も毎年数名参加しています。

　

○関東 BBS 連盟会員研修
　毎年、関東管内の都県連盟が持ち回りで
行っている研修会で、2018 年度に 11 年ぶり
で神奈川県の持ち回り順として執り行いまし
た。神奈川県内の会員はもちろん、多くの関
東地方の他都県の BBS 会員が参加し、講演
やグループワークを行いました。

　下の写真は、2018 年度関東 BBS 連盟会員
研修会を鎌倉のホテルで行い、無事終えた実
行委員たちの集合写真です。約 1 年前から準
備を行い、研修内容の企画や場所の調整等全
員で力を合わせて考えました。

★神奈川県BBS連盟の活動紹介
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　西区 BBS 会は、神奈川県下の地区会の中
でも歴史が古く、　多くの BBS 会員の力が
あって今があります。社会人会員が多く、様々
な地域に住んでいます。中には神奈川県を離
れ、東海地方や関西地方に住まいが移られて
も西 B に残ってくれる会員もいます。「それ
だけの魅力がある」と誇らしく思います。
　その魅力の 1 つ目は、先に紹介した『様々
な地域に住んでいる会員がいる』ことです。
そこで生まれる交流はとても楽しいもので
す。2 つ目は、研修会やグループワークなど
がさかんなことです。そのときにいるメン
バーの多彩な知恵を最大限発揮しています。

● 前田 桃子（元会長・社会人）

　大学３年生から BBS 会員となり、今年で
９年目。入会当初は施設訪問やともだち活
動を行い、今は運営などに携わっています。
BBS では子どもたちや BBS 会員、様々な関
係機関の方からたくさんのことを日々学ばせ
ていただいています。この学びを BBS だけ
ではなく職場などでも生かすことが、私のす
べきことなのかなと考えています。

● 佐藤 弘明（会長・社会人）
　今年で 11 年目になります。ともだち活動
やグループワークを通して、そこで出会う子
どもたちとの関わりを大切にしています。最
近は子どもと関わる現場を離れて主に地区会
運営をしていますが、子どもと関わる熱い気
持ちは今も昔も変わりません。

● 橋本 夏希（副会長・社会人）
　2019 年 11 月で西区 BBS 会に入会して 3
年になります。現在、念願であったともだち
活動のケースを持ち、少年と直接関わること
ができているので非常にうれしく思っていま
す。西区にはパワフルな member がたくさ
んいて、刺激的な日々を過ごせますよ！　皆
様、ぜひ西区へ！

● 狩野 修（事務局長・社会人）
　埼玉→福岡→神奈川と仕事の転勤とともに
更生保護も場所を変えながら活動していま
す。学生会員たちと一緒に活動していると、
わが子と同じような年齢なので、一瞬ためら
いますが、すぐに忘れて同じ目線で活動して
います。

地区会紹介①

西区BBS会
★歴代会長・会員数・主な出来事

★年間スケジュール

会長 会員数 主な出来事・活動

2010 石川 麗子 不　明 30 周年記念行事が開かれる。記念祝
賀会の開催、記念誌の発行を行う。

2011 久鍋 拓康
山林 亜伊里 不　明 宿泊研修会を行う。児童自立支援施設

（向陽学園・家庭学園）の話を聴いた。

2012 山林 亜伊里 学生 7 人、社会人 11 人 ともだち活動中の対象少年と一緒に鎌
倉ハイキンググループワークを開催。

2013 前田 桃子 学生 11 人、社会人 13 人
横浜家庭学園へ学習支援に行く。
宿泊研修会を行う。元保護観察官や元
非行少年の BBS 会員から話を聴いた。

2014 伊藤 あす佳 学生 6 人、社会人 14 人 児童相談所の保護所に訪問し、子ど
もたちにアルバイト体験談を話した。

2015 和田 美祈 学生 16 人、社会人 18 人 宿泊研修会を行う。弁護士の先生方と
少年法や少年審判に関する勉強をした。

2016 前田 桃子 学生 10 人、社会人 19 人
ともだち活動中の対象少年とお茶会
を行う。
定例会で定期的に学習会を行う。

2017 中舛 絵里奈 学生 8 人、社会人 21 人 宿泊研修会を行う。

2018 佐藤 弘明 学生 3 人、社会人 26 人 実に 7 年ぶりの男性会長！
上野会員と中舛会員が結婚！

2019 佐藤 弘明 学生 5 人、社会人 24 人 グループワークを活発に行うように
多くの企画が行われる。

会員数の割合（2019 年 4月現在）
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活動名：西区宿泊研修 
日　時：2018 年 2 月 3 ～ 4 日（1 泊 2 日） 
場　所：野島青少年研修センター  
参加者：13 名
参加地区会：西区・平塚・茅ヶ崎・藤沢 

活動内容：約 2 年に一度西区で行われている
宿泊研修です。
　直近の研修のテーマは「更生保護における
利害関係者の視点を学ぶ」というものでした。

「少年」「少年の加害による被害者」「更生保
護支援者」の 3 つの視点を学ぶべく、元少年・
保護観察所の被害者担当官・更生保護活動を
続けている牧師の 3 名をゲストとしてお呼び
しました。
　またグループワークでは、「修復的司法」
という視点を学ぶために、各参加者が少年・
少年の家族・被害者・保護司・保護観察官等
に扮して模擬カンファレンスを行い、実際に
それぞれの立場に立ち、協力し合いながら事
件後の解決方法を模索する中で更生保護のあ
るべき姿について考え、思いを巡らす時間と
なりました。
　食事は、これまで鍋が主流だったのですが、
初めて手巻き寿司に挑戦し、楽しい夕食の時
間を持つことができました！
　西区の宿泊研修は、毎回更生保護について
かなり深い部分まで掘り下げて学ぶ場面が多
いので、他地区の参加者からも毎回好評をい
ただいています。これからも西区としてレベ
ルの高い研修を提供できるよう、努力してい
きたいと思います！

《その他の活動》
　○向陽学園訪問
　横浜市内にある児童自立支援施設です。西

区 BBS 会とは古くから長い付き合いがあり、
月1回～数ヶ月に1回程度訪問してきました。
西区だけではなく、他の地区会員も多く参加
してくれます。
　主な活動内容はソフトボールや卓球をした
り、調理実習でデザートを作る活動をしたり
して子どもたちと活動してきました。初め
は、お互い緊張してぎこちないところから始
まりますが、何度か訪問していくと子どもた
ちが少しずつ心を開いていく姿を見て、定期
的に関わり続ける大切さを学ぶことができま
した。

　○横浜家庭学園訪問
　2013 年から数年間、活動をしてきました。
主な活動内容は数学の授業に学習支援という
形で参加することです。
　もともと西区は女性会員が多く、女性施設
である家庭学園を「定期的に訪問することが
できたら」という見通しとともに見学から始
まりました。その中で、生徒が熱心に勉強を
している姿や明るく挨拶をしてくれる姿がと
ても印象的でした。
　私たち BBS 会員はそこで学びや遊びなど
広く活躍する生徒たちの姿、熱心に指導され
ている職員の姿を見て熱い思いを感じ取るこ
とができました。

　○奥多摩で釣りを楽しもう！ 
　2018 年 7 月に開催した奥多摩で釣りをし
たグループワークです（写真右）。たくさんの
地区会の会員に参加してくれました。いっぱ
い鮎を釣って、そのまま塩焼きにして食べた
のは良い思い出です。素敵なしおりは、前田
会員が愛情を込めて作ってくれました（下図）。

　○西区・港南区 BBS 会　鎌倉ハイキング 
　2013 年 3 月 16 日に行いました。参加者は、
ともだち活動の繋がりで参加してくれた少年
を入れて計 13 名でした。
　ハイキングは、午前中に 2 時間ほど歩き、
昼食を参加したみんなで食べました。西区と
しては数年ぶりのグループワークでしたが天
気に恵まれ、けが人もいなく無事に終えるこ
とができました。
　少年も、初めは緊張したり歩くのが大変そ
うだったりしていましたが、徐々に参加者と
の交流にも慣れ、グループワーク終了後には、

「今日は楽しかったです、ありがとうござい
ました」と言っていたそうです。

★西区の活動紹介

鎌倉ハイキングでの集合写真。

★西区の活動紹介
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　港南区 BBS 会は、1972 年（昭和 47 年）に
産声をあげました。昭和 50 年代は、地区会
同士の交流が活発に行われました。昭和 55
年 10 月から、2 年間で 15 回の BBS 会員と対
象少年とを交えたスポーツ交流会の中心にな
り、港北、金沢、保土ヶ谷の各 BBS 会と一
緒に行いました。
　昭和 57 年 8 月には、横浜市 B 連の中心地
区として作家・笹沢佐保氏の講演会を行いま
した。地元港南区の横浜刑務所矯正展におい
て、餅つきを平成 2 年に始めました。この企
画は翌年からは、協力団体・瀬戸はまゆう会
の協力もあり、港南区 BBS 会と県 BBS 連盟
の共催事業として位置づけされ、餅つきの収
益金を県 B 連と折半し、まこと寮生さんとの

マス釣りバーベキューやボーリング等の資金
としました。
　平成 7 年は「スーホの白い馬（教科書の教
材）」の馬頭琴演奏会を、モンゴル演奏者 3
名を招いて下野庭小学校開催と児童養護施設
三春学園との連携で行いました。また、同年
から「長野有明高原寮（少年院）」訪問を始
めて、松本地区 BBS 会との交流も平成 13 年
まで続きました。平成 13 年には明治学院の
学生 5 名が入会し会員数 15 名になり、平成
14 年 3 月のお花見にはケース 9 名とその家
族 6 名含む 20 名が参加しました。平成 15 年
は、矯正展餅つきの収益金半分を、受け取っ
ても使いきれないとの理由で当時の地区会長
判断で県 B 連に返納しました。平成 17 年頃
は、大学生の卒業退会もあって、恒例の向陽
学園訪問、矯正展餅つき等しか活動ができな
い状況になりました。
　平成 20 年に相談役だった相場保護司と一
緒に定例会を開催して会の立て直しを図り、
平成 21 年から相場保護司が港南区 BBS 会の
事務局を担当しましたが軌道に乗せられず、
平成 22 年は会長代行として、現役 BBS 会員
になり翌 23 年以降から会長職で現在に至っ
ています。それから現在までに数名の入会者
がありましたが、外国留学、引っ越し等で定
着するに至りませんでした。
　現在は野庭地区センターでの「だがしや楽
校」、まこと寮映画会、まこと寮バレンタイ
ンクッキー訪問、こども食堂への関り等の地
域活動を柱として、事業は他地区 BBS 会か
らの応援協力をいただきながら続けていま
す。

地区会紹介②

港南区BBS会
★歴代会長・会員数・主な出来事

★年間スケジュール

会長 会員数 主な出来事・活動

2010 （代行）
相場 正史 学生 0 人、社会人 5 人 野庭地区センターふれあい祭参加開始。

野庭中学校スペシャル補習に参加。

2011 相場 正史 学生 0 人、社会人 5 人

定例企画の「港南まこと寮手作り
クッキーバレンタイン訪問」「まこ
と寮映画会（年 3 回）」を開始。
ともだち活動 2 件。

2012 相場 正史 学生 0 人、社会人 4 人
西 B と合同レク（ハイキング）。
ともだち活動 2 件（港南ケースを他
地区会員で）。

2013 相場 正史 学生 0 人、社会人 4 人 ともだち活動 1 件。

2014 相場 正史 学生 1 人、社会人 5 人 市 B 連パンフ作り。
ともだち活動 1 件。

2015 相場 正史 学生 0 人、社会人 3 人 ともだち活動 1 件。

2016 相場 正史 学生 0 人、社会人 3 人 定例企画以外に特になし。

2017 相場 正史 学生 0 人、社会人 3 人

市 B 連パンフ完成。
他地区会員と半年会合。
こども食堂に協力開始。
野庭団地ミニ集会。

2018 相場 正史 学生 0 人、社会人 2 人 最戸大久保町内会ミニ集会。

2019 相場 正史 学生 0 人、社会人 2 人 定例企画以外に特になし。

会員数の割合（2019 年 4月現在）
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活動名：だがしや楽校
日　時：毎年 10 月
場　所：野庭地区センター

　港南区 BBS 会の一番目玉の行事が、野庭
地区センターふれあい祭りの「だがしや楽校」
です。
　港南区の野庭地域の地域起こしの会「野庭
をあじわう（相場会員が代表）」に協力する
形で、平成 22 年以降毎年、他の BBS 地区会
からの応援をもらいながら、地域の子どもた
ちとの交流をしています。
　昨年の令和元年は、他の BBS 地区会から
18 名も来ていただきました。BBS 以外の地
域の民生委員・児童委員、こども食堂の子ど
もたち、地域ボラを含めて総勢 50 名で子ど
もたちと楽しい時間を過ごしました。今年は
港南保護司会から 5 名が交代で受付を担当し
ていただき助かりました。
　名物の新聞紙 164 枚を貼り合わせた新聞紙
ドームや魚釣り、キッズコーナー、対面わく
わくコーナー以外にも、BBS が主体になって
カプラやプラバンを行って好評でした。直接、
たくさんの子どもたちと触れ合える点で、健
全育成活動として BBS として達成感を味わ
える行事になっています。昨年のふれあい祭
りは、2200 名を超える来場者がありました。

活動名：まこと寮関連企画（手作りクッキー・
バレンタイン訪問・映画会）

日　時：クッキー作りは２月。映画会は年３
回日曜日の午前。

場　所：クッキー作りは上大岡コミュニティ
ハウス。映画会はまこと寮会議室。

　更生保護会まこと寮関連としては、バレン
タイン訪問を平成元年頃より今に至るまで続
けています。とくに平成 21 年度から手作り
にこだわって、バレンタインに贈るクッキー
を、他の地区 BBS 会に声掛けをして女性
BBS 会員に主に協力していただき作ってきま
した。クッキーにつけるカードも一枚一枚、
気持ちを込めて書いています。クッキー作り
には不動のレシピがあって、初回に塙保護司
の娘さんから伝授されたレシピで作っていま
す。これから参加される方があれば、ぜひ新
しいレシピを教えてください。
　まこと寮での映画会は、平成 23 年から年
3 回上映して、現在も続いています。自由参
加なので参加する人数もまちまちですが、ま
こと寮の寮生さんのお休み日の貴重な日曜日
の午前中なので、多くて 6 名程の参加です。
やはりヒットした映画は参加人数が多いです
が、ミニシアターでやるような映画で 1 名だ
けの参加のときも「いい映画をみられてよ
かったです」と言っていただくと、やってよ
かったと、こちらもうれしくなります。

★港南区の活動紹介

活動名：こども食堂（遊びで子どもたちと関
わる）

日　時：毎月 1 回、土曜日 11 時～ 14 時
場　所：老人ホーム風の丘 4 階　こども食堂

　平成 29 年 11 月から開設されたこども食堂
に、遊びの切り口で関わらせていただいてい
ます。これまでボッチャ大会やミニ新聞紙
ドームで子どもたちと遊びました。今年 12
月は地域の子どもたちが企画するのを BBS
が手伝って、老人ホームのお年寄りとの交流
イベントを計画しています。子どもたちのコ
ントやクイズなどで交流を考えています。こ
の子どもたちは、「だがしや楽校」でもボラ
ンティアに来てくれました。
　今後の目標は、子どもたちがお年寄りから
戦争体験などの昔の話を聞き取り、紙芝居に
してお年寄りに発表する、そのお手伝いを
BBS ができたらと思っています。地域で共に
暮らしている同士の交流を BBS が仲立ちす
ることで、「ふるさと意識」を少しでも持っ
てもらえたらと思います。

　港南区 BBS 会は実働会員が少ないことも
あり、事業は他地区からの応援で行ってきま
した。日頃のご協力に厚く御礼申し上げます。
　港南地区は「地域」を意識した BBS 活動
を展開したいと考えています。「だがしや楽
校」での地域の子どもたちとの触れ合いや、

「こども食堂」での個別の子どもたちと一緒
に考える体験等をこれからも続けていきま
す。今後、新会員の加入があれば、定例会を
行う等の会運営をしていきます。港南区 BBS
会の歴史も 50 年に近くなりました。歴史の
バトンをしっかりと繋げていきたいです。

★港南区の活動紹介
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　相模原地区における BBS 運動は、昭和 37
年に 4 名の会員から始まりました。
　2019 年現在、社会人を中心に 9 名の会員
が活動をしています。長い活動の中では、会
員が少なく存続が厳しい時期もありました
が、保護司会・更生保護女性会のご理解と温
かい支援があり、さらに先生からは、「辞め
ることはいつでもできるが、再度会を発足す
るのは大きな労力が必要になる。継続し受皿
があれば、また盛り上がることもある」との
言葉もいただき、続けることができています。
県内でも、BBS 活動に対し、関係団体からの
支援が厚い地区の一つです。
　相模原地区での活動は、神奈川医療少年院
移転に伴い、2019 年からは相模川のバーベ

キューのみとなります。それ以外は、県内他
地区にて実施される施設訪問やグループワー
ク、研鑽活動に参加しています。
　とくに相模川でのバーベキューについて
は、長年続くグループワーク活動で、相模原
BBS の代名詞と言っても過言ではありませ
ん。

地区会紹介③

相模原地区BBS会
★歴代会長・会員数・主な出来事

★年間スケジュール

会長 会員数 主な出来事・活動

2010 小柳 貴紀 学生 0 人、社会人 5 人

2011 小柳 貴紀 学生 0 人、社会人 5 人

2012 小柳 貴紀 学生 0 人、社会人 5 人

2013 小柳 貴紀 学生 0 人、社会人 5 人

2014 小柳 貴紀 学生 0 人、社会人 3 人 台風により BBQ 中止。

2015 小柳 貴紀 学生 0 人、社会人 6 人

2016 小柳 貴紀 学生 0 人、社会人 5 人

2017 小柳 貴紀 学生 0 人、社会人 6 人

2018 小柳 貴紀 学生 0 人、社会人 5 人 医療少年院閉庁。

2019 小柳 貴紀 学生 0 人、社会人 6 人

会員数の割合（2019 年 4月現在）
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活動名：相模川バーベキュー
活動時期：おおむね 8 月
場　所：上大島キャンプ場
参加者：相模原市内の保護司、更生保護女性

会、県内 BBS 会員、少年数名

　毎年、上大島キャンプ場にてグループワー
クとして、バーベキューを行います。
　私が初参加した 2001 年時点で、恒例となっ
ていたほど、長年続いている活動です。近年
は、50 名を超える参加があり、少年参加の
グループワークであることはもちろん、市内
更生保護団体と交流し、BBS 活動やどんな会
員がいるかを周知することも目的です。
　バーベキューでは、先生方や BBS 会員、
少年が協力して調理を行います。少年と話し
たり、先生方とお話をすることも貴重な時間
です。少年の特技を見たり、ボール遊びをし
たりして時間を過ごします。先生方から、少
年が喜んでいたとのお話をいただけるとうれ
しいですし励みになります。
　バーベキューの後は、直接の活動ではあり
ませんが、会員同士の交流の場にもなってい
て、ボーリングやカラオケをしたり、ひまわ
り畑を見に行ったこともあります。だいぶ以
前ですが、カラオケにバーベキュー参加した
少年も一緒に参加しました。その際には、保
護司の先生から、「きっと（少年が）楽しかっ
たのでしょう」と言っていただきました。
　バーベキューは、ここ 10 数年、土手の上
にあるキャンプ場内で実施していますが、相
当以前は、座間海老名地区と一緒に開催し、
場所も河原でした。河原まで車で乗り入れ、
石でコンロを作り、枯れ木を集め時間をかけ
て火を起こしました。相模川でカヌーに乗っ
ていた時期もあります。ある年、前日までの

大雨で河原に降りられず、急遽キャンプ場に
て行うことになりました。結果、参加の皆様
からの評判も良く、現在の形となっています。

活動名：神奈川医療少年院訪問

　相模原市小山にあった神奈川医療少年院、
2019 年 3 月末に移転により閉庁となったた
め、今年度以降の活動はありませんが、長年
イベントへの訪問活動をしました。ほかの少
年院に比べて、少年との距離が近いこともあ
り、会員としても貴重な体験ができました。
イベント後には、先生方の打上げに参加した
こともあったり、元 BBS 会員が教官になっ
ていたりと、身近に感じられる施設でもあり
ました。

　◯神奈川医療少年院盆踊り
　　活動時期：7 月下旬

　少年たちの盆踊りに参加します。
　真ん中にやぐらを組み、その周りを 2 周少
年たちが輪を作ります。その少年たちの間に
BBS を含む各団体の方々が入り、一緒に盆踊
りを楽しみます。少年たちは、数週間盆踊り
のレクチャーを受け、練習した成果を発揮し
ます。

★相模原地区の活動紹介

　BBS 会員としては、一緒に踊るときに直接
声をかけたり、楽しむ姿を間近に見ることが
できることも貴重な経験でした。盆踊りに馴
染みが少ない会員も単純に盆踊りを楽しむこ
ともできたようです。
　先生は、最後に手作りの花火で楽しませて
いました。

　◯神奈川医療少年院運動会
　　活動時期：10 月ごろ

　少年院の運動会が開催され、応援の一員と
して訪問していました。
　お昼休みには、少年たちと一緒にござの上
でお弁当を食べてお話もしました。こちらも、
少年院の少年たちと直接お話ができる貴重な
機会でもありました。来賓として応援するだ
けでなく、玉入れのかごを支えたり、徒競走
のゴールした少年たちを集合させたり運営の
手伝いもしました。さらには、リレーなどで、
BBS チームとして競技に参加もしました。
　一生懸命取り組む少年たちの姿に、応援に
も力が入りました。

　◯神奈川医療少年院クリスマス演芸会
　　活動時期：12 月下旬

　寮ごとに演じられる劇を、観客として楽し
みました。1 か月近く練習した成果が感じら
れるのも楽しいです。教官が音響から演出含
めあらゆることをされ、さらに教官が組んだ
バンドの演奏を聴くこともできました。先生
方の幅広い業務にも感銘を受けました。

　その他、11 月の収穫祭や 1 月の餅つきに
も参加しました。

★相模原地区の活動紹介
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● 徳地 拓哉（会長・社会人）
　僕は大学に入った当初、何かボランティア
をやりたいと思い、始めたのがきっかけでし
た。非行少年という言葉に最初は恐怖感もあ
りましたが、ともだち活動やこども・みらい・
サポート事業などを経て、子どもたちの輝く
姿をたくさん見られてうれしかったです。

● 吉永 北斗（副会長・社会人）
　大学生のときに始めた、このボランティア
活動。気が付けば 17 年。多くの役割を経験
し成長した時間です。今後の役割は、BBS を
盛り上げていく会員のサポート役です。変化
を恐れず活動の幅を広げてくれればうれしい

です。

● 山本 義光（理事・社会人）
　雨ニモマケズ、風ニモマケズ、雪ニモ夏ノ
暑サニモマケヌ、ヒトリノトキハナミダヲナ
ガシ、クニモサレズ、サウイフモノニ、私は、
なれない。

● 仲亀 真季（社会人）
　私は大学生のときに福祉に関係する活動が
したいと思い BBS に入会しました。
　入会してから培われたコミュニケーション
は仕事に生かされています。今後も自分の
ペースで活動に参加します。

● 内藤 綾香（社会人）
　私は大学生のときに BBS を知り、入会し
ました。活動を通して様々な方と関わること
や、大学内だけでは学べない、良い経験を積
むことができ、今後は社会人会員として、学
生とは違う点に目を向けられるよう、意識し
ていきたいと思います。

● 目黒 潤一（社会人）
　大学 1 年生のときに当会の先輩から声を掛
けていただいたのが入会のきっかけでした。
ともだち活動や県連の運営等を通して学んだ
ボランティア精神やリーダーシップ、仕事の
仕方を糧にして社会人生活 2 年目を過ごして
います。

地区会紹介④

藤沢地区BBS会
★歴代会長・会員数・主な出来事

★年間スケジュール

会長 会員数 主な出来事・活動

2010 山本 義光 学生 0 人、社会人 5 人 社会を明るくする運動合同研修会。

2011 山本 義光 学生 0 人、社会人 6 人 社会を明るくする運動合同研修会。

2012 山本 義光 学生 0 人、社会人 6 人 湘南矯正展。

2013 山本 義光 学生 0 人、社会人 6 人 社会を明るくする運動合同研修会。

2014 山本 義光 学生 0 人、社会人 5 人 こどもみらいサポート事業。

2015 山本 義光 学生 0 人、社会人 4 人 社会を明るくする運動。

2016 山本 義光 学生 0 人、社会人 2 人 社会を明るくする運動。

2017 山本 義光 学生 2 人、社会人 4 人 社会を明るくする運動。

2018 山本 義光 学生 0 人、社会人 4 人 社会を明るくする運動。

2019 徳地 拓哉 学生 0 人、社会人 6 人 社会を明るくする運動・社明パレー
ド。

会員数の割合（2019 年 4月現在）
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活動名：第 14 回こども・みらい・サポート
事業

日　時：2014 年 9 月 13 日（土）～ 15 日（月）
場　所：藤沢市内（遊行寺、藤沢公民館、藤

沢市少年自然の家など）
参加者：会員 89 名（県内外含む BBS スタッ

フ）、小学生 45 名
その他、保護司会・更生保護女性会・
関係団体の皆様

　2014 年の「こども・みらい・サポート事業」
は神奈川県・藤沢市内を舞台に開催しました。

「さがそう！　みんなでみつけるたからもの」
をテーマに非日常体験をテーマにしたさまざ
まな体験を企画しました。
　藤沢市内の小学生 1 ～ 6 年の 45 名ととも
に、遊行寺での宿泊やお勤め体験、ウォーク
ラリー、バーベキュー、キャンプファイヤー、
ライトアートなどを楽しみました。
　「第 14 回こども・みらい・サポート事業」は、
開催地の藤沢地区に限らず、神奈川県 BBS
連盟の一大イベントとして、1 年以上前から
検討委員会、実行委員会、プレイベントなど
を経て、多数の BBS 会員の協力なくしてで
きなかった行事でした。
　こちらでは集合写真と共に、藤沢地区なら
ではのオフショットもお届けいたします。

★藤沢地区の活動紹介

活動名：藤沢市民まつり（団体パレードへの
参加）

日　時：毎年 9 月下旬 
場　所：藤沢駅前
参加者：2019 年は藤沢地区会員 2 名

　毎年 9 月下旬、藤沢駅前や遊行寺等におい
て、「藤沢市民まつり」が開催されています。
北口駅前の大通りでは、地域団体や市内の学
校団体（部活等）によるパレードが行われて
おり、藤沢地区 BBS 会では、藤沢地区保護
司会や更生保護女性会の方と一緒に、更生保
護についての周知を兼ねてパレードに参加し
ています。保護司会や更生保護女性会の皆様
との交流できる数少ない機会であり、パレー
ドに出発するまでの待機時間中に交流活動を
しています。

活動名：明治地区ふるさと祭り
日　時：毎年 10 月
場　所：明治公民館

　藤沢地区 BBS 会ではかつて、「明治地区ふ
るさとまつり」へ出店をしたことがあります。
写真は 2004 年当時のものですが、藤沢地区
BBS 会ではヨーヨー釣りの出店を出店し、地
域住民との交流活動も行っていました。

★藤沢地区の活動紹介
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　茅ヶ崎地区 BBS 会は文教大学を拠点とし、
自立支援施設などの訪問を行い子どもたちと
関わっています。茅ヶ崎地区は会員と親睦を
深め活動に積極的に参加するための研修を
行っています。
　茅ヶ 崎地区には個性豊かな社会人会員の
方々がいます。社会人の方々も積極的に BBS
活動に参加していただき、組織としての茅ヶ
崎地区の相談にも親切に相談に乗っていただ
いています。茅ヶ崎地区の歴史と伝統、新し
い考え方も大事にしつつ、多くの会員が自分
の長所を生かした活動を茅ヶ崎地区では行っ
ています。
　茅ヶ崎地区は会員間も非常に仲が良く、活
動や懇談会にかかわらず普段からコミュニ

ケーションをとっています。2019 年度のテー
マである activaition をモットーに、会員同士
で誘い合って BBS 活動に参加しています。

●橋本 奈々（会長・大学 3年）
　BBS の活動を通して学ぶことがたくさんあ
り、また楽しく活動させていただいています。
現在、会長として活動していますが、先輩方
の偉大さをひしひしと感じることができまし
た。ともだち活動を通して更生保護のお手伝
いができるうれしさや、人と関わることの楽
しさを感じることができました。BBS 会に入
ることができてとてもよかったと思っていま
す。

●梅原 諒　（副会長・大学 2年）
　私は大学入学の際に、少年たちを関わると
もだち活動に興味を持ち、この BBS 会に参
加しました。実際にともだち活動をしてみて、
少年のポジティブな側面も、ネガティブな側
面も、少年のありのままの姿を受け止め、受
け入れる姿勢と、少年との距離を縮めるため
に心掛けた話し方やボディランゲージなど多
くのことを学びました。

●元平 佳奈（理事・大学 2年）
　私はこれまでボランティアの経験がありま
せんでしたが、BBS の活動内容に興味があ
り 1 年生のときに入会しました。少年たちと
関わっている時間はとても楽しく、また考え
させられる時間でもありました。これからも
BBS の活動を通してたくさんのことを学んで
いきたいです。

地区会紹介⑤

茅ヶ崎地区BBS会
★歴代会長・会員数・主な出来事

★年間スケジュール

会長 会員数 主な出来事・活動

2010 佐藤 弘明 不　明

2011 久保木 順 不　明

2012 坪内 明美 学生 55 人、社会人 2 人

2013 小川 めぐみ 学生 45 人、社会人 7 人

2014 中澤 由実 学生 30 人、社会人 5 人

2015 渡邉 理紗子 学生 34 人、社会人 9 人

2016 渡邉 理紗子 学生 16 人、社会人 6 人

2017 川端下 志 学生 28 人、社会人 4 人

2018 石井 絵莉香 学生 12 人、社会人 1 人 地区としては初のグループワークを
実施。

2019 橋本 奈々 学生 28 人、社会人 2 人 とも活の依頼数が増加。

会員数の割合（2019 年 4月現在）
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活動名： 白十字林間学校訪問
日　時： 年 3 回 
場　所： 茅ヶ崎海岸・白十字林間学校内
　　　　文教大学（体育館 , 運動場）等
参加者： 会員 10 名程／学園生 10 名程

活動内容：茅ヶ崎地区では毎年数回にわたり
白十字林間学校への訪問を行っています。白
十字林間学校とは、茅ヶ崎市内にある児童養
護施設です。毎回、小学生低学年から中学生
くらいまでの子どもたちが参加してくれてい
ます。
　主な内容はスポーツレクリエーションや海
で水遊びをしたりと様々です。その時々によ
り、白十字学園内で遊んでいる子どもたちに
交じって遊ぶこともあります。最初は会員も
子どもたちも緊張していましたが、遊びを通
して緊張もほぐれ楽しく交流することができ
ます。
　スポーツレクリエーションではサッカー・
バスケ・ドッヂボールなど子どもたち主体で
遊びの内容を決め、遊びたいゲームに入ると
いう形です。また海での水遊びは、少年たち
が水深の深いところに行かないよう注意しな
がら交流するよう気を付けています。
　これからもこの活動を続けて、子ども

たちとの仲を深めていきたいです。

　左下の写真は文教大学の体育館を借りて
行ったスポーツレクです。内容はとくに決め
ずに、ボールなどを用意しておいて、子ども
たちがそのときそのときでやりたいことに対
して一緒に遊ぶことがほとんどです。

　右下の写真はどちらも茅ヶ崎海岸で遊んだ
ときのものです。夏季の訪問では、海まで一
緒に歩いていき遊ぶことが恒例となってきま
した。遠くまで行き過ぎないように、見守り
ながら会員たちも楽しんで活動させてもらっ
ています。

★茅ヶ崎地区の活動紹介

活動名： 湘南つばさの家訪問 
日　時： 随時 
場　所： 湘南つばさの家 
参加者： 随時 1 名（訪問の際は 1 名のみ、随

時個別での訪問） 

活動内容： 茅ヶ崎にある“湘南つばさの家”
は自立援助ホームです。自立援助ホームとは、
ある理由から家庭を離れて生活せざるをえな
くなった 15 歳から 20 歳までの青少年たちの
暮らしの場です。自立を強いられている状況
にもかかわらず、生活に援助が必要な青少年
たちの安心できる、自立までの準備のための
施設です。つばさの家は定員 6 名という少数
のホームです。
　そんなつばさの家での主な活動内容は、夕
食づくりと、食卓を一緒に囲んでコミュニ
ケーションを取りながら夕飯を食べることで
す。男性会員は泊まって翌日の朝食づくりを
お手伝いすることもできます。
　つばさの家では、毎日同じ時間に夕食を共

にする、というルールがあります。もちろん
仕事等で一緒にできない子がいてしまうこと
も日によりありますが、基本はみんながそ
ろって食事をするということを大切にしてい
ます。その日あったことや今、流行っている
ことなどコミュニケーションを取りながら過
ごす時間を共にすることで、少しでも子ども
たちの日常のプラスになればいいなと思い、
ご一緒しています。
　だからこそ活動は個別訪問（基本的には活
動参加は 1 名）となっています。

★茅ヶ崎地区の活動紹介

≪その他過去の活動写真≫

2018 年度

ちがひら研修会

2018 年度

一軒家
フィールドワーク 2017 年度

社会を明るくする
運動
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　平塚地区 BBS 会では、地域の子どもたち
と交流し健全育成を図る活動や、児童自立支
援施設でのスポーツ交流などが月 1 ～ 2 回あ
ります。地域の子どもたちと交流し健全育成
を図る活動では、小学生を対象とした吉沢の
寺子屋活動、自然野外活動であるびわっ子や、
中学生を対象とした学習支援の須加の寺子屋
があります。他にも非行防止活動として社会
を明るくする運動の街頭キャンペーンや、月
1 度に会員が活動報告などを行うような場と
して定期交流会を開催しています。
　平塚地区 BBS 会の特徴は、学生の会員が
多いというところです。それは、本地区会が
神奈川大学のサークルとしても存在している
からです。学生ならではのはつらつとした雰
囲気と社会人会員を含めた個性の強い会員が

蔓延している大変魅力的な地区会です。

● 酒田 和花菜（会長・大学 3年）
　私は子どもが好きだから BBS 会に入って
みようかなぐらいの軽い気持ちでいました。
しかし、入会後からは自分の言う「子ども」
という言葉がいかに一部分的なものであった
かを知りました。子ども一人ひとりに向き合
うことを忘れずに、会員を大切にしながらこ
れからも活動していきたいと考えています。

● 長谷川 随華（副会長・大学 3年）
　BBS 会に入り、その他の学生よりも何倍以
上の経験をすることができました。最初は戸
惑っていた子どもとの関わり方も、先輩に相
談したり、先輩の真似をしたりして回数を重
ねることで上達したように思います。その結
果、子どもたちが名前を呼び、話しかけてく
れたときは何よりもうれしく思いました。

● 増田 駿平（会計・大学 2年）
　加入してよかったことは役員としての仕事
を学べたことと非行少年について考えるよう
になったことです。また活動において臨機応
変に対応する力が必要になると感じ、これか
らよりその力を身につけたいと思っています。

● 久保田 真穂（会員・大学 1年）
　BBS 会に加入した理由は、私自身教員志望
なので、多くの子どもと接することができる
からです。活動に参加してみて、子どもたち
と一緒にレクリエーションをして体を動かす
ことがとっても楽しいです。

地区会紹介⑥

平塚地区BBS会
★歴代会長・会員数・主な出来事

★年間スケジュール

会長 会員数 主な出来事・活動

2010 上野 昭彦 不　明 寺子屋プロジェクト受託。

2011 荒木 志門 不　明

寺子屋活動発足。
七夕まつり出店協力。
ベルマーレの社会を明るくする運動
開始。

2012 上野 宗昭
岩崎 俊輔 学生 46 人、社会人 1 人

びわっ子クラブ参入。
「ぷち」事業協力。
七夕まつり出店協力。

2013 山本 華蓮 学生 46 人、社会人 0 人 平塚地区 10 周年事業。
七夕まつり出店。

2014 小野 有未 学生 70 人、社会人 2 人 ボラフェスタ終了。

2015 温井 里奈子 学生 57 人、社会人 3 人 防犯ボランティア。
友好都市交流事業への協力。

2016 真鍋 昂陽 学生 47 人、社会人 2 人 須賀の寺子屋に参加。

2017 小柳 健人 学生 41 人、社会人 8 人
第 5 回ひらつか地域づくり市民大学
座談会「2025 年のくらし・まちにつ
いて語ろう」パネリスト／会長。

2018 島 稜雅 学生 40 人、社会人 6 人

2019 酒田 和花菜 学生 30 人、社会人 8 人

会員数の割合（2019 年 4月現在）

、
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活動名：吉沢寺子屋活動
日　時：2019 年 10 月 26 日　9：30 ～ 12：00
場　所：神奈川大学
参加者：会員 8 名、地域の支援者 8 名、保護

者 1 名、地域の子ども 25 名

活動内容：吉沢寺子屋は、毎月第 2 月曜日、
第4土曜日に吉沢公民館で2時間ほど開かれ、
小学校 1 ～ 6 年生の子どもたちが通っていま
す。吉沢寺子屋は、勉強や遊びなどを通して
子どもたちの居場所づくりをしています。
　具体的な活動の流れは、勉強、遊び、おや
つの時間に分かれています。まず、子どもた
ちは学校の宿題や、寺子屋で用意した教材に
取り組みます。頑張り度に応じてシールがも
らえ、シールがいっぱいになると景品がもら
える仕組みです。勉強のあとは、遊びの時間
で、屋外でドッヂボール、お花摘み、屋内で
風船遊び、お絵かきをしています。基本子
どもたちは、中でも外でも走り回っているこ
とが多いです。その時間のあとは、寺子屋が
用意したお菓子を食べ、帰宅するというのが
大体の流れです。さらに季節よっては、ハロ
ウィンや、クリスマス会、理科実験、美術教
室など様々な企画があります。その中のハロ
ウィンについて詳しくお話します。
　ハロウィンのため仮装をした子どもたち
が、神奈川大学の学園祭へお出かけし、見学
を行います。子どもたちは学年ごとに 4 ～ 5
名ほどグループになり、そこに BBS 会 1 ～ 2
名、地域の支援者 1 ～ 2 名がつきます。学内
では、子ども用の企画や、化学サークルの理
科実験のコーナーがあります。様々な企画展
示があるため、子どもたちは目を輝かせなが
ら大学校内を駆け足で移動します。そのため、
私たちは少々ヘロヘロになりながら子どもた

ちに付き添います。見学が終わるとおやつタ
イムです。私たちが模擬店で販売しているフ
ランクフルトと、寺子屋で用意したお菓子を、
大学校内で食べます。
　毎年寺子屋ハロウィンでは子どもたちのキ
ラキラとしたかわいらしい笑顔を見ることが
できるので、来年はどうしようかと先走って
考えてしまいます。これからも様々な活動を
通して子どもたちの成長を見守りつつ、子ど
もたちの居場所づくりに尽力していきたいで
す。

★平塚地区の活動紹介

活動名：七夕まつり愛のパトロール
日　時：2019 年 7 月 6 日　17：00 ～ 18：00
場　所：七夕まつり会場及びその周辺
参加者：会員3名、平塚市青少年指導員約4名、

他約 15 名

活動内容： 毎年 7 月 6 日～ 8 日あたりに平塚
市で大々的に開催されている、七夕まつりが
あります。3 日間のうちの 7 月 6 日だけ「七
夕まつり愛のパトロール」という活動をして
います。
　七夕まつりでは、気分が高揚とし、多少の
ことなら許されるような気持ちになっている
青少年が多くいます。そこで、未成年者の喫
煙、飲酒を発見し注意をします。さらに、七
夕まつりでは全面禁煙となっているので、喫
煙者に対して喫煙スペースへの誘導の声かけ
も行います。この活動は平塚市青少年指導員
のみなさんと共に行うのですが、青少年や大
人への実際の声かけは、安全性を考慮し、指
導員のみなさんが行います。
　この活動は、青少年たちが飲酒や喫煙など
の甘い誘惑に負けないような青少年育成や、
青少年にとって悪い要因を排除し、青少年が
住みよい社会環境づくりに貢献しています。

活動名：びわっ子クラブ活動
日　時：毎月第 2 または第 3 土曜日
場　所： 平塚市びわ青少年の家
参加者： 子ども 32 名

活動内容： びわっ子クラブ活動は、地域の小
学生向けの自然体験活動です。野菜の植え付
け、収穫体験、野外炊事やクラフト活動など
をしています。
　子どもたちは普段できないような体験に目
を輝かせながら取り組んでいます。とくに野
外炊事では、カレーなどといったメジャーな
ものから、パンやバームクーヘンといったも
のまで作ります。

★平塚地区の活動紹介

2019年の七夕まつり愛のパトロール。
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　小田原地区 BBS 会は、昭和 42 年 12 月に
地元の青年を中心に発会しました。それから
50 年以上にわたり、小田原少年院（2018 年
閉院）や報徳更生寮を中心に活動を行ってき
ました。
　施設訪問やレクリエーション以外にも、近
年は社会を明るくする運動や、小田原市民
交流センターの「UMECO 祭り」への参加と
いった更生保護の普及啓発活動、また、小田
原短期大学のゼミにおいて BBS 運動につい
ての講義を行う等、地域の中で、BBS のこと
をより知ってもらうための活動も行っていま
す。
　若い人が都市部に比べると少なく、大学等

の拠点もない地域のため、歴史的にも会員数
は少数ですが、BBS 退会後に地元で保護司と
して活躍している会員も多くいます。

● 渡辺 江梨子（会長・公務員）
　私は大学で法律を学んだことがきっかけで
司法福祉の分野に興味を持ち、BBS に出会っ
て早くも 8 年が経ちます。活動を始めて間も
ない頃、バレンタインデーに少年院の訪問に
行き、後日お礼の手紙をいただきました。そ
のことで、「自分のできることは些細でも、
誰かの力になっている」と感じられたことが、
今でも活動の原動力になっています。

● 大内 航（副会長・公務員）
　私が、BBS に入ろうと思ったきっかけは、
誰かのために何かしたいという漠然とした理
由でした。しかし入会後、活動を通して対象
の子ども、またそれに関わる関係者の方と話
す機会があり、そこから子どもたちとの接し
方、気を付けるべき点等、様々なことを学ぶ
ことができました。そこで学んだことや経験
したことは、今の自分の糧になっています。

● 井ノ口 直人（元理事・大学生）
　私は、BBS のともだち活動を通じて、子ど
もの成長を間近で感じることができました。
子どものために、考えて行動することでより
子どもの成長を感じることができ、感謝の手
紙をいただき、自分の成長につながっている
と感じています。

地区会紹介⑦

小田原地区BBS会
★歴代会長・会員数・主な出来事

★年間スケジュール

会長 会員数 主な出来事・活動

2010 菊地 淳 学生 0 人、社会人 5 人 小田原少年院等の訪問だけでなく、地
域の青少年に関わる活動にも参加した。

2011 菊地 淳 学生 0 人、社会人 3 人 保護司会や更生保護女性会の行事にも
参加し、関わりを深めることができた。

2012 伊藤 翠 学生 1 人、社会人 2 人 前年度と比較し、おおいそ学園訪問等
他地区の活動にも積極的に参加した。

2013 渡辺 江梨子 学生 2 人、社会人 0 人 関東学院大学での会員募集を開始。
ともだち活動 1 件担当。

2014 渡辺 江梨子 学生 2 人、社会人 1 人 小田原地区の会員で、新人会員研修
の企画を担当する。

2015 渡辺 江梨子 学生 3 人、社会人 1 人 会員が増え始め、活動が活発化。
ともだち活動 1 件担当。

2016 渡辺 江梨子 学生 6 人、社会人 2 人 UMECO 祭りが始まり、社会を明る
くする運動のブースに BBS が参加。

2017 渡辺 江梨子 学生 1 人、社会人 5 人 小田原地区 BBS 会 50 周年記念研修会
を開催し、懐かしい顔ぶれも集まる。

2018 渡辺 江梨子 学生 1 人、社会人 5 人 閉庁に伴い、小田原少年院でのバレ
ンタイン訪問が最後になる。

2019 渡辺 江梨子 学生 0 人、社会人 6 人 会員が全て社会人会員になる。
報徳更生寮での活動が増加。

会員数の割合（2019 年 4月現在）
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活動名：バレンタイン訪問
日　時：毎年 2 月 14 日近辺 
場　所：報徳更生寮、小田原少年院（～ 2018）

活動内容：毎年バレンタインデーの季節にな
ると、報徳更生寮の寮生にバレンタインチョ
コを届けに行きます。2018 年までは、小田
原少年院にも訪問していました。
　毎年の流れとしては、午前中に小田原市民
交流センター UMECO に集合。たくさんの
チョコレート系のお菓子（ブラックサンダー
必須！）を買ってきて、1 人分ずつ丁寧に包
装していきます（多いときは 120 人分程度

の包装をするのですが、BBS の圧倒的チー
ムワークのおかげか、だいたいかなり早く終
わってしまいます）。また、報徳更生寮の分は、
1 人ずつ心を込めてメッセージカードを書い
て、チョコと一緒に渡します。
　皆でお昼休憩をしたあと、午後に 2 つの施
設にお届けにうかがいます。チョコを届ける
だけではなく、施設の見学や職員の方の話も
聞ける有意義な時間となっているので、これ
からも続けていきたい活動です。

★小田原地区の活動紹介

UMECOでチョコを包装。 たくさんのチョコを手分けして運びます。

報徳更生寮で手渡し。

最後の小田原少年院訪問。

活動名：小田原地区 BBS 会 50 周年記念研
修会

日　時：平成 29 年 11 月 19 日（日） 
場　所：小田原市民交流センター UMECO 
参加者：小田原少年院長、横浜保護観察所統

括保護観察官等関係機関の皆様、他
地区の BBS 会員、小田原地区の OB
会員等、約 30 名 

活動内容： 会の発足 50 年を記念して、研修
会を行いました。人数の少ない会ですが、当
日は OB 会員も多く集まり、近年地区会で開
催した行事の中ではもっとも賑やかな行事と
なりました。

　研修会では、横浜保護観察所小田原駐在官
事務所の吉原統括保護観察官により「更生保
護の動向」および「認知行動療法」について
のご講演をいただきました。
　研修会のあとは懇親会が行われ、現役の
BBS 会員は OB 会員から昔の活動の思い出を
聞くことができました。OB 会員同士も懐か
しい再会に歓喜し、良い機会となりました。

★小田原地区の活動紹介

配付資料・記念品。 会長あいさつ。

研修会後の集合写真。 懇親会後の集合写真。
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田園調布学園大学学域 BBS 会は、サークル
という形で 2011 年に発足しました。他地区
の方々と行う「横浜矯正展」や「おおいそ学
園訪問」「向陽学園訪問」を主として活動し
ています。他にも、少年院を見学したり、非
行少年や、自分たちがかかわる児童がどのよ
うな状態に置かれているのかについて学ぶ、
学習会を行ったりと、日々更生保護への知識
を深めています。近年では、学園祭でお店を
出店し、様々な人に BBS について知っても
らう機会を設けています。今後は地域の方々
との関わりを増やし、様々な人と繋っていき
たいと考えています。

●川岸 皐月（前会長・大学 4年）
　大学に入学してから初めて BBS のことを
知り、BBS の活動を通して老若男女問わず
様々な人と関わりたいと思い入会しました。
また、学年が上がるにつれて、参加するだけ

でなく、自分の役割について深く考え、責任
をもって行いました。ともだち活動を通して
人との繋がりについて考え深める機会など、
学生では経験できないたくさんのことを経験
しました。今後社会人になりますが、培った
経験を活かして貢献していきたいと思います。

●渡邉 芹奈（理事・大学 3年）
　大学のサークルという形で初めて BBS を
知り、子どもと関わる活動がしたいと思い入
会しました。様々な人と関わりながら、これ
からも多くの活動に参加していきたいです。

●山田 梨恵（会長・大学 3年）
　将来保育士として働くうえで、様々な子ど
もと関わりたいと思い入会しました。活動を
通して子どもだけでなく多くの人と関わるこ
とができました。これから多くの活動に参加
し、たくさんのことを学びたいです。

●山森 麻衣（部長・大学 3年）
　大学で初めて BBS のことを知り、将来保
育士として働くうえで地域をはじめとする
様々な人と関わりたいと思い入会しました。
これからは今まで以上に活動に参加し、たく
さんのことを学びたいです。

●大木 涼香（副理事・大学 3年）
　大学で初めて BBS を知りました。私は将
来、児童福祉施設で働きたいと考えており、
活動に参加したいという思いから入会しまし
た。今までより活動に積極的に参加できたら
と思っています。

地区会紹介⑧

田園調布学園大学学域BBS会
★歴代会長・会員数・主な出来事

★年間スケジュール

会長 会員数 主な出来事・活動

2010

2011 大藏 宏幸 学生 12 人 横浜保護観察所所長を招き発会式。

2012 大藏 宏幸 学生 12 人 麻生警察「交番の日」にて、人形劇
などの広報活動。

2013 武井 尚哉 学生 13 人 歌舞伎町パトロール等。

2014 武井 尚哉 学生 9 人 川崎市立長沢小学校の下校時見守り
隊。

2015 古川 穂波 学生 12 人 川崎市立長沢小学校の下校時見守り
隊。

2016 八木 誠 学生 14 人 学園祭に出店し、広報。

2017 仲亀 真季 学生 11 人 麻生区社会を明るくする運動等参
加。

2018 川岸 皐月 学生 16 人 1 号観察少年に対する「ともだち活
動」を、顧問研究室にて定期実施。

2019 山田 梨恵 学生 19 人 顧問による更生保護についての学習
会を実施。

会員数の割合
（2019 年 4月現在）
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活動名：DCU 祭 
日　時：2018 年 11 月 10 日、11 日 
場　所：田園調布学園大学（グラウンド） 
参加者：14 名 

活動内容：田園調布学園大学の学園祭にて毎
年ワッフルのお店を出店しています。2016
年より出店し、ワッフルの販売を通してたく
さんの人に BBS を知ってもらおうと会員全
員で力を合わせて準備や販売をしています。
2018 年の学園祭では、準備した 400 個のワッ
フルすべてを売り切ることができました。

　左上の写真は、調理室で温めたワッフルに、
チョコソースやシュガーをかけています。こ
のとき、お客さんに BBS の活動内容につい
て説明したり、活動をまとめたアルバムを見
てもらいました。BBS の活動についてたくさ
んの人に関心を持ってもらうことができまし
た。

　左下の写真は、仮装をして看板を持って、
学園祭を楽しみつつワッフルの宣伝をしてい
るところです。このような看板は会員の手作
りです。準備から販売まで全員で協力して行
います。学園祭のあとは、打ち上げも行いま
す。学園祭を通して、会員の仲をより深める
ことができました。

★田園調布学園大学学域の活動紹介

活動名：学内更生保護学習会 
日　時：2019 年 7 月 25 日 
場　所：田園調布学園大学 
参加者：14 名 

活動内容：田園調布学園大学にて非行少年、
保護観察についての学習会を行いました。更
生保護などを専門としている顧問（新宿区保
護司）から様々なことを教えていただき、と
ても勉強になりました。ともだち活動でかか
わる児童がどのような状況に置かれているの
か、改めて理解することができました。この
ような学習会を今後も行いたいと思います。

　左の写真のように、話を聞くだけでなく、
意見を述べたりして積極的に学ぶ姿が見られ
ました。多くの会員参加し、楽しく学ぶこと
ができました。

★田園調布学園大学学域の活動紹介
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　右図は、保護観察官と保護司
に対して行ったインタビュー調
査でうかがったお話をまとめた
ものです（前田桃子「非行少年
に対する保護観察処遇の在り方
について――保護観察官・保護
司・BBS 会員の連携に着目して」
2014 年より）。
　次に（60 ― 63 ページ）、過去
10 年間の神奈川県 BBS 連盟の会
員が行ったともだち活動の内容
や感想を載せています。ぜひご
覧ください。

　ともだち活動とは、BBS 運動の代表的な活
動の一つです。保護観察を受けている少年少
女をはじめ、さまざまな悩みを抱えている子
どもたちと、同じ世代のちょっと年長の「と
もだち」として勉強を教えたり、いろいろな
遊びを通して一緒に楽しんだり、ふれあうこ

とを通して自立を支える活動です。
　神奈川県 BBS 連盟へ依頼されるともだち
活動は、主に学習支援を目的としたものが
多いですが、ともだち活動の内容によって
は、一緒に遊ぶことや、地区会企画のグルー
プワークなどに参加してもらうこともありま

す。一人の少年につき、1 ～ 2
人の BBS 会員が担当について、
継続した関わりを持ちます。
　ともだち活動では、少年に
とって「ともだち」という身
近な存在として関わることで、
非行に携わらない良き姉、兄
としてのモデルを少年に示す
ことができます。このような、
処遇者ではない立場だからこ
そできる役割を大切に活動し
ています。
　この活動は、保護観察所のほ
か、家庭裁判所や児童相談所な
どの公的機関から依頼を受け、
その指導のもとに行われます。
　県内では、主に保護観察中
の少年に対して行われること
が多く、間接的に更生を支援
する役割を担っています。活
動場所はさまざまで、少年を
担当する保護司さんの自宅や、
少年の自宅、その他更生保護
サポートセンター等の公的機
関を利用する場合もあります。

★ともだち活動とは

◯内容

少年と会員が一対一で定期的に遊んだり、話をしたり、ご飯を食べたりすることをいいま
す。このともだち活動はグループワークと違い、会う時間はお互いで相談して決めること
ができるので楽な面もあるが、活動の責任は一会員への負担になることもあります。地区
会内で先輩からのアドバイス、保護司や保護観察官から助言を受けます。そこで、ある程
度の経験と保護観察官等への信頼が必要になります。そしてルールについてもしっかり認
識して活動することが必要になります。

◯意義
グループワーク以上に少年と接することができるということから、より少年と会員が仲良
くなることができるのが、このともだち活動です。

◯心構え

①担当保護観察官および担当保護司に対する報告は必ずする。
②守秘義務の徹底。
③専門家ではない BBS としての役割を認識し、独断で判断を行わない。
④ともだち活動中は観察官・地区 BBS 会長への定期的な連絡を行う。
⑤責任感をもって行う。
⑥自分のできる範囲で行い、見極めることが大切。

◯基本ルール

①約束は守る。
②金銭的貸し借りはしない。
③基本的には会員以外とは接触させない。（例えば、自分の彼氏などには紹介はしない。） 
④できる限り、食事等は割り勘にして、甘えっきりにさせない。
⑤気負いしない。更生させるという気負いは会話や態度に表れる。
⑥説教しない。価値観を押し付けない。
⑦じっくり話を聞く。
⑧担当会員であっても住所や職場、学校（専攻、学年）は教えない。
⑨服装等は派手でないものを。

ともだち活動の対象

ともだち活動の流れ

非行少年
①犯罪少年
罪を犯した少年

②触法少年
14才未満で、法に触れる行
為をした少年

③虞犯少年
性格または環境により、将
来罪を犯すおそれのある少年

社会に適応できないなど
何らかの悩みを抱えた少年
④不良行為少年
飲酒、喫煙、深夜はいかいな
ど、不良行為をしている少年

保護観察に付された少年

A）家庭裁判所において保護観
察に付された少年

又は

B）少年院から仮退院を許され
保護観察に付された少年

承諾 依頼 打合せ 初対面
保護観察官
保護司

保護観察官
保護司

少年と保護者

保護観察官

神奈川県
BBS連盟

BBS担当官

BBS会員 BBS会員

保護観察官
保護司
BBS会員

少年
（保護者）

ともだち
活動の説明

承認
声かけ希
望を募る

依頼

説明 質問

自己紹介

終了 活動開始

BBSを特徴づける代表的な活動！

ともだち活動

（出所：法務省保護局「ともだち活動をするみなさんへ」2006年より一部改変。）

ともだち活動に求めること

外部の人間といろんな環境
の中で付き合っていくこと
によって、人付き合いの仕
方とか、心の変化を持って
もらいたい

少年と年齢が近いから、気
持ち的にわかる部分もあっ
て、話しやすいと思うし、
心の拠り所になる

不良文化を避けることの正
しさに、少年自身が気づい
ていくことが大切。BBS会
員との接触で、新しい環境
を与えられれば、それはプ
ラスになると思う

学習的な部分、あるいは遊
びの部分とかそういうこと
をお願いすることで、お兄
さんお姉さんの立場で、接
していってほしい
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※イニシャルの表記について
ともだち活動を担当した BBS 会員の名
前をイニシャルで表記しています。
　例）山田太郎　→　YaTa

★ 2010 年度　新規 12件
・2010 年 9 月～ 2011 年 2 月　YaA
　私は 2009 年に入会しました。入会当初か
らともだち活動を希望していたため、活動が
決まったときは、ワクワクと不安が強くあり
ました。そのため少年と初めて会ったときの
ことは今でもはっきりと覚えています。
　活動内容は、当時少年が高校受験を希望し
ていたことから、月に 2 回学習支援をするこ
とになりました。1 回 2 時間で、1 時間勉強、
1 時間雑談といった形でした。
　保護観察終了に伴い、ともだち活動も終了
したのですが、その後も家に遊びに行ったり、
カラオケに行くなど交流が続いたので、関係
を深めることができて本当に良かったと思い
ます。

・2010 年～ 2011 年 2 月　MoTo
・2010 年～ 2011 年 3 月　KoTa
・2010 年～ 2011 年 3 月　KaYa
・2010 年～ 2011 年 3 月　KaKa・KaTi
・2010 年～ 2011 年 3 月　SaI・KoNa
・2010 年～ 2011 年 8 月　HaE・NaHi
・2010 年～ 2011 年 12 月　TaTi・ToA
・2010 年～ 2011 年 3 月　TaMi・WaYu
・2010 年～ 2011 年 3 月　UMu
・2011 年 1 月～ 2011 年 5 月　SuMi
・2011 年 3 月～ 2011 年８月　SiA

★ 2011 年度　新規 12件
・2011 年 4 月～ 2011 年 5 月　KoTa

　私の 2 件目は、悩みの多い活動でした。コ
ミュニケーションの難しい少年で、保護司の
先生宅で挨拶してからは、メールのみ（当時
はガラケー）。好きなゲームの話などを聞い
たりしました。送信の総数も少なく、チャッ
トのように会話をしても急に返信がなくなる
など、本当に意味があるのだろうか？と考え
ることもありました。
　結局、会うこともないまま円満解除になり
ましたが、その後、先生から少年が喜んでい
たこと、嫌だったら絶対返信することもない、
とうかがい、続けて良かったと感じるととも
に、ともだち活動の方法は、少年それぞれと
実感したのを覚えてきます。

・2011 年～ 2011 年 8 月　HaE
・2011 年～ 2011 年 12 月　KaYa
・2011 年～ 2012 年 2 月　ITa
・2011 年～ 2012 年 3 月　MaSyo
・2011 年 8 月～ 2012 年 3 月　KoKa・IMa
・2011 年 9 月～ 2012 年 4 月　NaTa
・2011 年 9 月～ 2012 年 12 月　YaA
・2011 年 9 月～ 2012 年 12 月　MiRi
・2011 年 11 月～ 2012 年 4 月　KiMi
・2012 年 1 月～ 2012 年 6 月　ISyu・WaRe
・2012 年 3 月～ 2012 年 10 月　YoSi

★ 2012 年度　新規 7件
・2012 年 4 月～ 2013 年 3 月　MaMo・MuMa
　MaMo）少年の高校受験に向けた学習支援
と話し相手として、依頼を受けました。
　恥ずかしさ等から、BBS 会員に会いたが
らない時期もありましたが、保護司さんの協
力もあって何とか高校受験まで活動を続ける
ことができました。合格したのが第二志望で
あったため、少年はとても落ち込み荒れた時

期もありましたが、段々と気持ちが落ち着き、
年度末には私の地区会で企画したハイキング
のグループワークにも参加してくれました。
最後には何度も「ありがとうございました」
と言っていました。
　少年にとって、少しでも思い出に残ってい
れば、うれしいです。

・2012 年 6 月～ 2013 年 2 月　ASa・TaA
・2012 年 7 月～ 2012 年 10 月　KoHi・ToTa
・2012 年 9 月～ 2012 年 11 月　OHi・SaYo
・2012 年 10 月～ 2012 年 11 月　IKo・OKe
・2013 年 2 月～ 2013 年 9 月　ITa・IA
・2013 年 2 月 ～ 2015 年 3 月　ITa・NaYu・

MeJu・OMe

★ 2013 年度　新規 4件
・2013 年 4 月～ 2013 年 12 月　KaYo
・2013 年 12 月～ 2014 年 1 月　OWa
・2014 年 1 月～ 2014 年 7 月　YaKe
・2014 年 3 月～ 2014 年 8 月　BaSyo

★ 2014 年度　新規 5件
・2014 年 12 月～ 2016 年 3 月　TaA・WaMi
　TaA）BBS 会員 2 名で、主に少年の大学受
験の学習支援を行いました。少年はとても頑
張り、私たちも他の BBS 会員にも依頼して
いくつかの大学のキャンパスツアーを企画し
ました。また、一緒にカラオケや食事にも行
きましたが、何度も「楽しいですね！」「美
味しいですね！」と言っていた少年の笑顔が
忘れられません。結局、大学進学は叶いませ
んでしたが、前向きに新しい道に進んでいき
ました。
　今でも年に 1 度、少年の誕生日にお祝いの
メッセージを送ると、「元気にやっています

よ！」という丁寧な返信が来ます。少年のリ
スタートの一助になれていればうれしいなと
思います。
　WaMi）大学 1 年生のときに、同じ地区の
会員と 2 人で担当しました。結果は不合格で、
もう少し何かできなかったかと思った部分も
ありましたが、一方で共通の趣味について等
他愛もない話をしたり、少年の常に礼儀正し
い姿や真摯に更生へ向かおうとする姿を間近
で見たりできたことは、大きな経験となりま
した。
　当時は少年が処遇上どういった状況なのか
よく理解せず活動をしていました。しかし、
地区の定例会等で活動内容の報告のみでな
く、それを契機に知識面の勉強もできると、
より厚みのある活動に繋げられるかと思いま
した。

・2014 年 11 月～ 2014 年 12 月　HiYu
・2014 年 11 月～ 2016 年 3 月　ToTa
・2014 年 12 月～ 2015 年 3 月　MaKo
・2015 年 1 月～ 2015 年 12 月　OTe・MeJu

★ 2015 年度　新規 10件
・2015 年 6 月～ 2016 年 3 月　HiSe
　ともだち活動で少年と待ち合わせても、少
年が姿を見せなかったときがありました。約
束を守れない相手に、長い目で少年の変化を
期待しつつも、たとえ相手にこちらの想いが
届かなくても、相手がどんな状態でも向き合
うことがともだち活動だと思いました。
　たまに会うことができたときには、元気そ
うな顔が見れてうれしく思いました。

・2015 年 5 月～ 2015 年 12 月　MaKo・HuRe
・2015 年 5 月～ 2016 年 3 月　NuSa

★過去 10年間に行ったともだち活動 ★過去 10年間に行ったともだち活動
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　むやみに試験対策をするのではなく、勉強
することが本人の人生にどのような影響を与
えるのか、一生アルバイト生活でいいのか等、
もっと基本的なところから一緒に考えていけ
れば少年の助けになったのだろうかと自分の
力不足を感じました。

・2019 年 2 月～現在　YaYu・YaRu
　YaRu）自分がともだち活動を始めた理由
は、地区で行った自主研修でとも活が話題に
上がり、面白そうだと思ったからです。実際
に始めてみると少年との接し方や勉強を教え
る難しさで戸惑う部分もありました。ですが
少年の話を聞いて逆に自分が学ぶこともたく
さんありました。
　大学在籍中にともだち活動を行ったことは
自分の中では貴重な体験でもあり、楽しい思
い出にもなりました。

・2018 年 6 月～ 2019 年 3 月　KaSa・TaNa
・2018 年 11 月～ 2019 年３月　URyo・YaRu
・2019 年 2 月～現在　SaSyu・YaHu

★ 2019 年度　新規 3件（11月現在）
・2019 年 4 月～ 2019 年 12 月　HaNa・HaWa
　HaNa）2019 年 4 月から、念願であったと
もだち活動のケースを持っています。少年と
直接関わることができてうれしい反面、予定
通りに会えないことも多く、どのようにコ
ミュニケーションをとったらよいのか模索し
ているところです。自分が少年くらいの年齢
のときには、将来やりたいことが決まってい
なかったので、やりたいことがすでに明確化
している少年の意志の強さに日々感銘を受け
ています。
　学習支援という形でともだち活動の依頼を

受けましたが、少年が困ったり悩んだりした
ときに気軽に相談できる存在でいられるよう
になりたいと思っています。

・2019 年 4 月～現在　KaO
　活動が始まってから中々会えない日々が
続いていましたが、メールだけは定期的に
やりとりする数か月。少年から「忙しいんで
しょ？」って逆に気を遣ってもらう始末です

（笑）。
　数か月会えない期間がありましたが、久々
会ったのがグループワークでした。数か月振
りでしたから、どんな表情で来るのかなって
楽しみにしていましたが、以前と全く変わら
ない笑顔で登場、会話を交わす前に「変わっ
てないね？」って言われているようでした。
会えない期間があるのもそれはそれで再会は
新鮮です。やっぱりともだち活動は最高です、
みんなもやってみてー！

・2019 年 10 月～現在　TaRyo

・2015 年 6 月～ 2016 年 3 月　WaRi
・2015 年 8 月～ 2016 年 3 月　KoSyu
・2015 年 10 月～ 2016 年 7 月　Isi
・2016 年 1 月～ 2016 年 3 月　MeJu
・2016 年 1 月～ 2016 年 9 月　YaMa・MeJu
・2016 年 1 月～ 2016 年 9 月　NaHi・NaMi
・2016 年３月～ 2016 年 11 月　Ina

★ 2016 年度　新規 3件
・2016 年 4 月～ 2016 年 9 月　Ina・OWa
・2016 年～ 2017 年 2 月　MaKo
・2016 年 6 月～ 2017 年 3 月　TiYu

★ 2017 年度　新規 1件
・2017 年 8 月～ 2018 年 3 月　SaHi

★ 2018 年度　新規 7件
・2018 年 5 月～ 2018 年 11 月　NaSa
　ともだち活動の顔合わせの際、第一に言葉
遣いに気をつけました。社会人としてのお手
本になるためです。しかし担当保護司さんか
らは、「汚い言葉はもちろんよくないが、逆
に敬語になってしまうのもよくない」と助言
されました。私は保護司さんの話から、対象
少年ではなく、ともだちなのだと再認識しま
した。
　私は、ともだちになれるよう学習指導を行
いましたが、一緒にご飯を取り雑談も大いに
楽しみ、いろいろと家族のことや相談も受け
るようになりました。私は本当のともだちに
なれればと思っていました。少年が行方不明
となり、ともだち活動は終了してしまいまし
た。今、少年がどうしているのか不安でもあ
り、私は少年にとって少しの間でもともだち
であったのだろうかと思っています。

・2018 年 8 月～ 2019 年 8 月　NiNa・HaNa
　HaNa）私は、ともだち活動で勉強を教え
るのではなく、趣味などについて話をする活
動内容でした。その子はメイクが好きだっ
たのでメイクのお話などをして関わってまし
た。
　お互い日程が合わず、片手で数えるほどし
か会うことができませんでしたが、ともだち
活動ができて非常に良い経験になりました。
これからの活動に活かしていきたいと思って
います。

・2018 年 8 月～ 2019 年 2 月　UE・TaMi
　UE）少年とは基本的におしゃべりを交え
ながら学習支援を行いました。その中で印象
に残ったのは、私が「皆が心配するから喫煙
しちゃ駄目だよ」と言ったら、普段明るい少
年が投げやり口調で「誰も心配しないですよ」
と吐き出したことです。私はそのとき「いや、
私が心配するから！」としか答えられません
でした。後日他の会員にこの話をしたら「す
ごくいい回答だと思う。その言葉は刺さった
んじゃないかな」と言われて涙が出るほどう
れしかったです。
　今はわからなくても、いつかここに心配す
る大人がいたんだということを少年が思い出
してくれたらいいなと願っています。
　TaMi）高校生男子の高卒認定試験（英語）
対策を担当しました。
　塾講師のアルバイトをしていたため、教え
ることには慣れているつもりでしたが、とも
だち活動では苦労しました。なぜなら勉強や
進学の意味を理解していなかったからです。
ですので私が出した宿題もやらないことが
多かったですし、学校にもあまり行っていな
かったようです。

★過去 10年間に行ったともだち活動 ★過去 10年間に行ったともだち活動
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1．お寺に泊まる
　踊り念仏で親しまれている時宗総本山「遊行寺」に泊まることで、修行僧の生活や朝の
お経を聞くなどの非日常を体験しました。

2．ウォークラリー
　藤沢市内に複数のチェックポイントを設定して行ったウォークラリーは、普段行こくこと
のない場所や藤沢の地域について、なぞなぞ等を通して新しい発見をしていきました。
　最後は、フルーツパーク長後でおいしい果物をいただきました。

3．キャンプファイヤー
　定番のダンス「マイムマイム」、懐中電灯を使ったライトアートでより絆を深めながら笑顔
で最後の夜を過ごしました。班で作ったライトアートの作品は班の心を一つにしました。

事業の概要とコンセプト
　「双方向に価値のある世代間交流と非日常の世界」
　異世代の仲間とのかかわりの中で、経験したことを自分自身に生かそうとする姿勢の芽生
え、地域資源に触れながら子どもが自主的に学ぶ楽しさを感じられるように、体験プログラ
ムを通じて子どもの成長と BBS 会員のスキルアップする場を提供した。

日　時：2014 年 9 月 13 日（土）～ 9 月 15 日（月）
場　所：藤沢市内（遊行寺、藤沢公民館、藤沢市少年自然の家など）
募集対象者および人数：

・小学生 1 ～ 6 年生　42 名
・神奈川県 BBS 連盟会員　40 名
・関東地方 BBS 連盟会員　30 名
・他地方 BBS 連盟会員　17 名
・関係機関　20 名

～さがそう！みんなでみつける「たからもの」～

第14回こども・みらい・サポート事業

★概要

★全体のタイムスケジュール

  9/13（土）

13:00 藤沢公民館集合・受付
14:00 開会式
　◆オリエンテーション
14:30 レクリエーション
16:00 遊行寺へ移動・宿泊

  9/14（日）

5:00 起床・朝のお勤め
　◆掃除＆片づけ
9:00 ウォークラリー
　◆果実・野菜収穫体験
17:00 野外炊飯
　◆キャンプファイヤー
　◆ナイトレク・テント泊

  9/15（月）

6:00 起床
　◆清掃＆片づけ
　◆レクリエーション
12:00 閉会式
14:00 湘南台駅 解散

★主なイベント紹介
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● 企画班班長　中舛 絵里奈（西区）
　私がこみサに最初に関わったのは滋賀県で、当日参加のみでした。多くの人から、「大変だっ
たよ」という話を聞いていたので覚悟はしていましたが、当日参加のみとは全く違う大変さ
が本当に多くあったと思います。まず、全くのゼロから始めるということ。
　しかし、そんな大変さも終わってしまえば全部思い出になりました。こみサ最終日、子ど
もたちを見送ってから、BBS 会員で集まって終わりの式を行った際、私を含め多くの会員が
涙を流していました。あんなに皆が泣けたのは、やはり一人一人が本当に大変な思いをして
いる中でも投げ出さず、こみサの当日まで本気で努力をし続けたからだと思います。こみサ
に協力してくれた BBS 会員全員に、また援助をしてくださった団体の方々全員に、このよう
な素敵な体験をさせてくれた感謝を述べたいと思います。本当にありがとうございました。

● ウォークラリー班班長　岩崎 俊輔（平塚地区）
　ウォークラリー班を作る前にまず、こみサの 2 日目に行う企画の目的や子どもに感じてほ
しいことについて話し合いを行いました。その結果、「子どもたちが協力し合い問題を解決す
ることで、協力することを学び達成感を得ること」にまとまりました。そして、それを体感
する企画としてウォークラリーを計画することが決まり、班が作られました。
　今回、班長として参加し学んだことや、反省点がたくさんありましたが、それ以上に班長
として至らない自分に協力し続けてくれた会員の方々に感謝がつきません。また、本番まで
は子どもたちがウォークラリーを楽しんでくれるか不安でしたが、一生懸命演じてくれた会
員や、子どもたちのどんなことでも楽しんでしまう頼もしさを見たときに本当にやってよかっ
たと思いました。

● 記録班班長　徳地 拓哉（茅ヶ崎地区）
　私がリーダーを務めた記録班は、本番 3 日間のほぼすべての行事の動画や写真撮影を行い
ました。非常に大変でしたが、3 日間を通じてたくさんの映像と写真を撮ることができました。
　準備期間や本番中でもいろいろなアドバイスをくれたみなさん、この「第 14 回こども・み
らい・サポート事業」に関わってくれたスタッフ一人一人に感謝したいです。このメンバー
だからこそできた素晴らしいこみサだったと思います。本番中でも、子どもたちの楽しんで
いる様子や笑顔を見ていて、「楽しんでくれていて本当にうれしい」という気持ちでいっぱい
でした。

● 実行委員長　猪野 達弥（茅ヶ崎地区）
　今回の神奈川県でのこども・みらい・サポート事業（以下こみサ）では、世代間交流とい
うテーマのもと、藤沢市内の小学 1 ～ 6 年生 42 名と、全国から幅広い年代の BBS 会員が 100
名近くが集まり、一つの活動をつくりあげました。
　今回のこみサのタイトルは、「さがそう！　みんなでみつける『たからもの』」。子ども・
BBS 会員など、携わってくださったすべての人たちにとって、小さいながらも何かしらの「た
からもの」となることができたのではないかなと感じています。そしてそれが、BBS 会員に
とっては、今後のつながりや、活動のためのモチベーションに。子どもたちにとっては、楽
しかった思い出として、今度は自分たちが誰かのために、何かを行うようになるための、小
さなキッカケとなることを、大げさではありますが願っています。

● 班付き班班長　上野 宗昭（西区）
　平成 26 年度における大きな事業の一つであるこみサ。準備期間を考えると、実に 1 年以上
もの期間をかけて作っていたこみサも、終わってしまうとあっという間でした。終わったあ
とに残る達成感や感謝の念は今まで味わったことのないものであり、自分たちにとってもか
けがえのない宝物となりました。
　こみサが終わってしばらくしてから保護観察所を通して自分の元に 2 通の手紙が届きまし
た。自分の班にいた女の子と、そのお母さまからであり、「楽しかった。一緒に遊んでくれて
ありがとう！」という内容や、「家に帰ってからも 3 日間の想い出をずっと楽しそうに話して
いる。娘を参加させてよかった」という内容で、その手紙もまた自分の宝物になっています。

● 生活班班長　小川 めぐみ（茅ヶ崎地区）
　生活班は子どもたちとのかかわりが一番少ない班です。ですが、こうしたイベントを行う
には一番重要な班であると感じることがたくさんありました。3 日間すべての衣食住を担当す
るのはとても大変で、逃げだしたくなることもありましたが、無事に終わったときの喜びは
大きなものでした。閉会式のとき、BBQ が楽しかったとある子が言ってくれました。その言
葉が、生活班として裏方でやってきたことが報われたと感じる瞬間だったことを今でも覚え
ています。約 150 人分の食材の量を考え、寝る場所を考える、という経験はなかなかできな
いことだと思います。こんな貴重な経験をできて、本当にたくさんのことを学べたのではな
いかと思います。私を成長させてくれたやりがいのある大きなイベントとなりました。
　実行委員のメンバー、とくに生活班のみんなにはとても助けられました。関わった多くの
人に感謝の気持ちを感じます。ありがとうございました。

★実行委員会感想（抜粋）　 ★実行委員会感想（抜粋）　
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活動年表②活動年表①活動年表① 活動年表②

1949 年 発足年 1949/07 東京と神奈川の有志学生が東京保護司会青年部を発足
1949/11 東京から分離独立し、神奈川県 BBS 会が発足
1949 磯子地区 BBS 会が発足
1950 南区 BBS 会が発足（⇒現在は休会中）
1952/03 機関紙「ゆうわ」を発刊

1954 年 5 周年 1954/03 大師地区 BBS 会が発足（⇒現在は休会中）

1955/04 神奈川県 BBS 会から神奈川県 BBS 連盟へ
※県下全体を一単位ではなく、地区会の総合体組織へ

1955 保土ヶ谷地区 BBS 会が発足（⇒現在は休会中）
1955 港北地区 BBS 会が発足
1958 幸地区 BBS 会が発足（⇒現在は休会中）
1958 藤沢地区 BBS 会が発足

1959 年 10 周年 1959/12 田島地区 BBS 会が発足（⇒現在は休会中）
1960/11 平塚地区 BBS 会が発足
1960 川崎市稲田 BBS 会が発足
1962/06 茅ヶ崎地区 BBS 会が発足
1963/08 中原地区 BBS 会が発足（⇒現在は休会中）

1964 年 15 周年 1964/03 相模原地区 BBS 会が発足
1964/04 横須賀地区 BBS 会が発足（⇒現在は休会中）
1965 茅ヶ崎地区が白十字林間学校への訪問活動を開始
1967/12 小田原地区 BBS 会が発足
1967 指導者研修会を開催

1969 年 20 周年 1969 中堅研修会を開催
1970/05 20 周年記念神奈川県 BBS 研修大会資料を作成
1971/03 厚木愛甲地区 BBS 会が発足（⇒現在は休会中）
1972 港北地区 BBS 会が再発足（⇒現在は休会中）
1973/04 港南区 BBS 会が発足
1973 川崎市稲田 BBS 会から多摩 BBS 会へ名称変更

1974 年 25 周年 1974 磯子地区 BBS 会が再発足（⇒現在は休会中）
1975 小田原にて関東地方 BBS 活動研究協議会を実施
1977 高座地区 BBS 会が発足（⇒現在は休会中）
1978/08 金沢地区 BBS 会が再発足（⇒現在は休会中）

1979 年 30 周年
1978 県内 BBS 運動発足 30 周年記念行事として県連歌を作成

（「夜明けに向かって歩く」寺内タケシ氏作詞作曲〈特別顧問〉）

1980/05 西区 BBS 会が発足
1980/07 藤沢地区 BBS 会が再発足

1980-82 港南区 BBS 会が横浜市 BBS 連盟事業の推進地区として、対象少年
とのスポーツ交流を行う

1984 年 35 周年
1985-88

西区 BBS 会が他県 BBS 地区会との研修会を多数開催し交流が深ま
る。「富士地区との研修会」「千葉中央地区との研修会」「日立地区
との研修会」「八王子地区会例会へ参加、研修会開催」

1986/08 瀬谷地区 BBS 会が発足（⇒現在は休会中）
1986/10 座間海老名地区 BBS 会が発足（⇒現在は休会中）
1986/11 鎌倉地区 BBS 会が発足（⇒現在は休会中）
1986 多摩 BBS 会から多摩麻生 BBS 会へ名称変更（⇒現在は休会中）

1989 年 40 周年
1989 横浜刑務所の矯正展へ参加開始、餅つきを行う

（港南地区の活動として始まるが 1991 年より県連行事として参加）

1994 年 45 周年 1995 更生保護施設まこと寮との連携を開始する（港南区 BBS 会）

1996/11 関東地方 BBS 会員研修会を横浜にて開催（コンチネンタルホテル
横浜）

1997/03 県内・近県 B 会員対象に新人研修会を実施（江ノ島県立女性セン
ター）

1998/04 泉地区 BBS 会が発足（⇒現在は休会中）
1998/04 県内全大学への PR 活動を実施、BBS のポスター掲示を依頼、実施
1998 神奈川医療少年院への行事参加が本格化する

1999 年 50 周年
1999

県内BBS運動発足50周年記念行事を行う。「記念式典」「記念誌発行」
「カヌーキャンプ」「交通安全研修」「パネルディスカッション」「更
生保護 5 者協議会」ほか

2009 年 60 周年 2009/09 BBS 関東学生会員交流「ともだちの輪」研修会を開催（愛川ふれあ
いの村）

2010/02 神奈川県 BBS 連盟発足 60 周年記念行事を行う
2010/08 県 B 連盟新人研修会が初めて実施される（※横浜保護観察所主催）
2011 田園調布学園大学学域 BBS 会が発足
2013/09 第 1 回学生 BBS 全国交流会の実施（野島青少年研修センター）

2014 年 65 周年 2014/03 関東地方学生会員交流会を神奈川で開催（野島青少年研修センター）
2014/09 第 14 回こども・みらい・サポート事業を神奈川県で開催
2015/06 聖セシリア大学のボランティアフォーラム 2015 に BBS として参加
2017/03 保護司・更生保護女性会・BBS 会連携強化研修が行われる

2017-18 厚木地区・港南地区・川崎地区保護司会それぞれの地区で、BBS に
ついての講演会、意見交換会が行われる

2018/11 関東地方 BBS 連盟会員研修会を神奈川県で開催（KKR わかみや）
2018 神奈川県再犯防止推進会議へ構成員として参加

2019 年 70 周年
2019-20 神奈川県BBS連盟発足70周年記念行事を行う。「グループワーク（ス

ポーツフェス・うどん作り）」「記念誌発行」「記念式典」
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各種表彰者① 各種表彰者②各種表彰者① 各種表彰者②

2010 年度 2011 年度 2012 年度 2013 年度 2014 年度

法務大臣感謝状
- - 相模原

・小柳 貴紀
西
・橋本 万由子

-

日本BBS連盟
会長表彰

藤沢
・吉永 北斗

- - 西
・梅澤 雅人

-

関東更生保護委員会
委員長感謝状

西
・梅澤 雅人

藤沢
・赤塚 未央子
・山本 義光

西
・青木 陽佳
・久鍋 拓康

- 茅ヶ崎
・佐藤 弘明

茅ヶ崎
・和田 優

横浜保護観察所
所長感謝状

西
・永田 博正

茅ヶ崎
・勝村 天一

平塚
・加藤 佑佳
・口地 哲平
・原 直人

西
・石井 涼子

茅ヶ崎
・笠原 華代子
・佐藤 弘明
・長谷川 佳代
・飯塚 友紀
・國司 斉彬

平塚
・上野 昭彦

西
・石川 麗子
・山林 亜伊里

茅ヶ崎
・尾形 桃子
・神山 千佳
・久保木 順
・竹中 智穂
・豊田 旭
・本田 晧祐
・森谷 賢太
・和田 優

平塚
・荒木 志門
・米平 夏海

西
・前田 桃子

茅ヶ崎
・坪内 明美
・前嶋 祥子
・山下 はるか

平塚
・上野 宗昭
・中舛 絵里奈
・森竹 貫人

西
・永井 達也

茅ヶ崎
・猪野 達弥
・射場 貴久
・小川 めぐみ
・小宮 宏樹
・徳地 拓哉
・村田 美則

平塚
・岩崎 俊輔
・北村 龍
・菅原 幸平
・日野岡 宏一

神奈川県BBS連盟
会長表彰

西
・石川 麗子

茅ヶ崎
・國司 斉彬

西
・山林 亜伊里

茅ヶ崎
・尾形 桃子
・竹中 智穂
・本田 晧祐
・和田 優

西
・永井 達也

茅ヶ崎
・猪野 達弥

西
・伊藤 あす佳

平塚
・今井 幸紀

茅ヶ崎
・目黒 潤一

平塚
・神谷 精
・温井 里奈子

2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度

法務大臣感謝状
藤沢
・山本 義光

藤沢
・吉永 北斗

西
・佐藤 弘明

西
・上野 宗昭

西
・上野 絵里奈

日本BBS連盟
会長表彰

- - - - 西
・佐藤 弘明
・前田 桃子

関東更生保護委員会
委員長感謝状

西
・上野 宗昭
・中舛 絵里奈

西
・山林 亜伊里

茅ヶ崎
・小川 めぐみ

西
・前田 桃子

小田原
・渡辺 江梨子

西
・髙木 彩子

藤沢
・徳地 拓哉

平塚
・神谷 精
・温井 里奈子

横浜保護観察所
所長感謝状

西
・伊藤 あす佳

茅ヶ崎
・阿部 愛佳
・高橋 桃子
・中澤 由実

平塚
・今井 幸紀
・櫻井 正美
・庄司 将孝
・高橋 雄亮
・永井 雄大
・山本 華蓮

小田原
・渡辺 江梨子

西
・髙木 彩子
・朝長 達也

藤沢
・目黒 潤一

平塚
・神谷 精
・温井 里奈子
・藤生 萌香
・本多 夏々実
・山内 翔太
・山田 健治
・山本 健太

小田原
・大内 航

西
・和田 美祈

茅ヶ崎
・石田 汐音
・太田 匠海
・中島 大貴
・渡邉 理紗子

平塚
・石井 偉蕗
・牛尾 亮斗
・濵野 智寛
・古谷 駿
・真鍋 昂陽
・宮田 将希

小田原
・榎本 秀太朗

西
・中島 三和

茅ヶ崎
・川端下 志
・佐藤 宏哉

平塚
・高橋 秀太
・小柳 健人
・西上 奈穂

小田原
・久保田 昂滋

田園調布学園大学
・内藤 綾香
・仲亀 真季

西
・橋本 夏希
・斎藤 有理

茅ヶ崎
・石井 絵莉香

平塚
・佐藤 友亮
・中里 実博
・宮崎 智哉

小田原
・井ノ口 直人
・鈴木 久仁子

田園調布学園大学
・有馬 功弥
・内田 ﾅﾀﾘｱｴｲｺ
・川岸 皐月
・田代 夏紀

神奈川県BBS連盟
会長表彰

港南
・笹崎 洋

茅ヶ崎
・渡邉 理紗子

平塚
・佐野 宏樹
・濵野 智寛

茅ヶ崎
・太田 匠海
・中島 大貴

平塚
・真鍋 昂陽

茅ヶ崎
・佐藤 宏哉

平塚
・高橋 秀太

田園調布学園大学
・内藤 綾香
・仲亀 真季

茅ヶ崎
・石井 絵莉香

平塚
・宮崎 智哉

西
・長谷川 和平

茅ヶ崎
・高橋 大介



神奈川県 BBS 連盟 70 周年記念誌

2020 年 2 月 29 日　発行

編　集　神奈川県 BBS 連盟 70 周年記念事業実行委員会
記念誌担当：前田 桃子、上野 宗昭、神谷 精

発行所　神奈川県 BBS 連盟
〒 231 ― 0003　横浜市中区北仲通 5 ― 57　横浜保護観察所
電話：045 ― 201 ― 1844　FAX：045 ― 640 ― 1647

装画・本文イラスト：前田 桃子
印刷製本：モリモト印刷株式会社


