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2021 年（令和 3 年）年頭のご挨拶
特定非営利活動法人

日本ＢＢＳ連盟会長

戸田 信久

新型コロナウイルスの感染拡大の収束が依然として見通せない中ではありますが、２０２１年（令
和３年）という新年を迎えることができたことを、まずは、皆様方とともに喜びたいと思います。
昨年を振り返ってみますと、皆様、御承知のように新型コロナウイルスの感染拡大とそれへの対
応に追われた１年となりました。本来ですと、平成２９年９月に「つづける・つなげる・つぎの手に」を
スローガンにＢＢＳ運動発足７０周年記念式典が行われ、令和元年１０月にはすべての更生保護
関係団体が集まり更生保護制度施行７０周年記念式典が盛大に行われ、引き続き、令和２年春
には、５年に一度、各国の刑事司法関係者が世界から集まり、刑事司法制度に関する様々な問題を討議するコン
グレスが京都で開催されるに当たり、そのプレイベントであるユースフォーラムでは日本のＢＢＳ運動の現状を世界に
紹介するまたとない機会となる予定でした。しかし、残念ながら、昨年初めからの、世界及び日本における新型コロ
ナウイルスの感染拡大に伴い、本年に延期され、ユースフォーラムの準備に関与されてこられた会員の方には誠に
残念な事態となりました。また、日本ＢＢＳ連盟としても、予定していた３月の全国学生研修会、５月の総会、９月の
会員中央研修会のいずれも中止とせざるを得ませんでした。他方、理事会、更生保護学会はオンライン形式で開
催することができました。
各地連、県連、地区会等も、予定していた様々な行事や活動を中止、又は延期せざるを得なかったと思います。
ＢＢＳ活動の中心的な活動方法であるともだち活動の多くは、対面形式で行われていますから、感染防止の観点か
ら、様々な制約を受けざるを得なかったと思います。このように関係者の方々は、新型コロナウイルスの感染拡大に
伴い、本当に深刻な影響を受けるという結果となりました。
「人類と感染症の関わり」という観点からは、歴史的にはペストの大流行（１７世紀）、コレラの流行（江戸時代末
期）、スペイン風邪の大流行（２０世紀の初め）などと今回の新型コロナウイルスとの対比、さらに生物学や医学の観
点からは、ウイルスの特徴と免疫のシステムの解明、治療薬とワクチンの開発など、さまざまなことを経験したのでは
ないかと思います。しかし、ＢＢＳ運動発足７０周年記念式典で採択された「つづける・つなげる・つぎの手に」のスロ
ーガンにもう一度思いをいたし、このような試練を克服して、
今後とも会員の皆様方同士で協力しながら、今回の経験を
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す。
ＢＢＳ会員の皆様方の、一層の奮起を期待しております。
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更生保護法人

全国保護司連盟理事長 谷垣 禎一

明けましておめでとうございます。
私は、昨年３月に野沢太三前理事長の後を受けて全国保護司連盟の理事長に就任いたしまし
た。ＢＢＳ会員の皆さんとは、かつて法務大臣を務めていたとき（平成２４年１２月から２６年９月）に、
学生の会員の方々の表敬を受けたり感謝状を伝達するなどの機会があり、その際、若い方々が非
行少年の立ち直りの支援や健全育成活動に熱心に取り組んでおられる様子を伺って、大変心強く
思ったことを覚えています。
最近も、クラウドファンディングやＳＮＳを活用した多彩な活動に取り組まれているほか、令和元年９月に開催され
た世界保護観察会議に参加されたり、本年３月開催予定の国連犯罪防止刑事司法会議（京都コングレス）に併せ
てユースフォーラムを開催する準備を進められるなど、日本のＢＢＳを世界に発信する活動を積極的に展開してお
られることに心から敬意を表します。
ただ、昨年来、新型コロナウイルス感染症の影響で、ＢＢＳ活動にも様々な支障が生じているのではないかと思い
ます。人と人が接することで成り立つ更生保護の営みにとっては大変困難な状況ですが、ＢＢＳならではの発想の柔
軟さや行動力を発揮して、この難局を乗り切っていただくことを願っています。
新型コロナウイルスによる影響だけでなく、少子高齢化が進み、経済的な格差が広がるなど、社会の在り方や生
活様式が大きく変容しつつある中で、人それぞれが支え合って誰もが自分らしく生きていける社会をつくっていくこと
が取り分け重要になってきています。それは、私自身が自転車事故により入院し、今も家族や医療・介護関係者な
ど多くの人に支えられてリハビリ等を続けながら、日々痛感していることでもあります。
少年をめぐっても、非行問題のほか、子どもの貧困問題や家庭内での虐待、いじめなど、少年を取り巻く環境は
複雑化・多様化してきています。このような状況の中で、様々な困難を抱える少年たちが希望をもち、健やかに成長
していけるよう、ＢＢＳ会員の皆さんの今後ますますの御活躍に期待します。共に頑張りましょう。

日本更生保護女性連盟会長 千葉 景子
連帯のエールを
全国各地で活動を展開されている BBS 会員のみなさまに心から連帯のエールを送らせていた
だきます。また、これまでも地域毎に更女会員とも連携していただいておりますことに感謝を申し上
げます。
更女は、犯罪や非行からの立ち直りを目ざす人や、地域で生きづらさを抱えている人を”ほっとけない”精神でお
節介を焼いております。ただ、人生経験を積んできた知恵と能力は持ち合わせているものの、若い方々の価値観や
悩みにはいささか疎い面があるかもしれません。BBS 会員のみなさまと、更女とが連携することによって、経験の力と
未来へ向かってチャレンジする力が相まって、その力は２倍、３倍になるものと思います。
いま、BBS にとっても更女にとっても共通の課題は、生きづらさ抱える人々に寄り添い支えとなって誰にも居場所、
出番がある共生の地域社会を築く一員になることです。国際的にも SDGｓ（継続可能な開発目標）として誰一人取り
残さない社会の構築が提唱されています。BBS 会員のみなさまの新たなチャレンジを期待し、熱いエールを送りま
す。地域で更女の“おばさん”に出会ったら声をかけて下さい。みなさんとの出会い大歓迎です。今後も関係団体や
地域の NGO、行政等が互いに連携し、共生の社会に向け学び合い、力を合わせ活動していきたいものです。よろし
くお願いいたします。
終わりに BBS 活動のより一層の発展を心から祈念いたします。
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特集：京都コングレス・ユースフォーラムに向けて
新型コロナウイルスの感染拡大防止のために延期されていた第１４回国連犯罪防止刑事司法会議（京都コングレ
ス）が、いよいよ本年３月７日から１２日までの６日間、国立京都国際会館において、「２０３０アジェンダの達成に向け
た犯罪防止、刑事司法及び法の支配の推進」をテーマとして開催されることとなりました。その期間中、当連盟は BBS
の活動を紹介する動画・資料をバーチャル展示します。また、そのプレイベントとして、同年２月２７日、２８日の２日
間、同会館において、世界の高校生や大学生等の若者が集まって議論する京都コングレス・ユースフォーラムが開
催予定で、それに BBS 会員も参加します。

法務省保護局総務課 箕浦 聡
BBS 会員の皆さん、こんにちは。私は、２０１８年１０月から２０２０年７月まで法務省からウィ
ーンにある国連薬物犯罪事務所に派遣され、第１４回国連犯罪防止刑事司法会議（京都コン
グレス）の準備に当たりました。その中でユースフォーラムの準備にも携わりましたので、今回、
ユースフォーラム開催の意義についてご紹介します。
ところで皆さんは世界に「若者」（国連統計上、１５歳から２４歳とします。）がどのくらいいるか
ご存じですか？国連の統計によれば、２０１９年現在、皆さん（２５歳以上の方、ごめんなさ
い。）を含め世界には約１２億人の若者が暮らしているそうです。そのような若者を対象に、国
連が主催する様々な会議において、その会議のテーマに掛かるユースフォーラムを開催することがトレンドになっていま
す。刑事司法の世界においても、２０１５年にカタールのドーハで開催された第１３回コングレスにおいて初めてユースフ
ォーラムが開催されました。そして、京都コングレスにおいても直前の２０２１年２月にユースフォーラムが開催されます。
では、なぜユースフォーラムが国際社会における潮流となっているのでしょうか。国連は、２０１５年に「持続可能な
開発のための２０３０アジェンダ」を採択しました。それに基づき２０１８年には「国連ユース戦略」を策定し、若者の保護
と支援のために、若者のニーズをくみ取り、若者が参画するためのプラットフォーム作りに取り組んできました。つまり、若
者のための若者による活動を拡充させることによって、若者が国際的な様々な政策議論に参画する機会を確保し、そ
の知見、アイデアを政策に取り入れることにより、国連の諸活動が若者のニーズに合ったものになるようなアプローチを
とってきたのです。そのようなアプローチでは、若者のエンパワーメントの発揚はそれ自体が目標であるだけでなく、「より
よい世界を作るための手段」とされ、若者がこのような活動を主導できる場を設けることによって、若者にその潜在能力
を発揮させ、将来のリーダーを育てるということを目指してきたのです。
そのような潮流の中、刑事司法、特に更生保護において、皆さんの活動の様子を世界に発信し、その意義を確認す
る機会となるのが京都コングレス・ユースフォーラムです。今回のユースフォーラムは、「青少年犯罪の予防・罪を犯し
た青少年の社会復帰における若者の役割」などのテーマを始め、京都コングレスの議題に沿った議論を若者の立場で
行うこと、そして若者の意見をコングレスにおける実務家・専門家の議論に反映させることを目的としています。今回の
ユースフォーラムは、日本の高校生、大学生、大学院生や留学生のほか、海外から応募した大学生等１７０人程が参
加する予定です。そのような若者が議論して採択されるステートメントは、京都コングレスの開会式において、ユースフ
ォーラムの代表者から国連事務総長宛てに提出され、国連の正式文書として記録される予定です。そのような文書に
日本の更生保護の現場で活躍する BBS 会員の意見が反映されることで、BBS 活動が再犯防止におけるグッドプラク
ティスの一つとして、世界の実務家の記憶にとどまることになるでしょう。また、それにより、BBS の認知度が高まり、その
活躍の場が広がることが期待されます。さらに、ユースフォーラムは、BBS の枠を超えた世界の若者同士の交流のきっ
かけにもなるでしょう。参加した会員が世界各地で活躍する若者の活動に刺激を受け、それを今後の BBS 活動に生か
していくということもできるかもしれません。
なお、ユースフォーラムについての詳細は、公式ウェブサイト
（http://www.moj.go.jp/KYOTOCONGRESS2020/events/youth_forum.html）をご覧ください。
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ユースフォーラム参加予定者の声
（誌上インタビュー）
ほとり

福岡市 BBS 会会長

み

さ

き

邉 美沙希

１ ユースフォーラムに参加しようと思われたきっかけはどのようなことですか。
自分の活動している地域や日本よりも大きな世界で他の人達がしている活動を知ることで、視野を広げ問題解
決のための選択肢を増やすことができます。このことは自分の活動をより深めるために重要なことだと感じていまし
た。
ユースフォーラムの開催を知り、地域のリーダーとして認められつつあった自分が代表として参加することで地域
の活動を盛り上げるきっかけとなること、自分たちが地域でやっている活動を世界に知ってもらうこと、そして自分が
参加によって知る他の地域の活動を自分の地域に還元することに繋がると考えました。
実際に、自分がユースフォーラムに参加することが決まってから既に、地区会や県連盟の意識が変わっている
部分があると感じています。

２ コングレスの全体テーマはＳＤＧｓですが、その達成にはどのような取組が必要だと考えますか。
問題が起こる前の段階で介入を行い、未然に防止していくことは重要になります。例えば BBS が行っている活動
のように、発達段階にあるこどもたちに介入していくことで、考え方や行動を修正することは比較的容易となり、大き
なトラブルとならずに済むでしょう。
また、目標の達成を 1 人や１つの団体で目指すことには限界があります。BBS だけ・日本だけ、ではなく、より多く
の人達が協力しながら発展していくことが必要になってくると考えています。

３ ユースフォーラムで主張したいことやこのフォーラムに期待していることはどのようなことですか。
若者の柔軟な活動が意味のあるものであり、支援対象となる人にとってプラスであることを主張したいです。支援
対象や支援内容によって、その支援をするために適切な世代・人があると感じています。
それに加え、若者自身にとっても活動が充実した時間であり居場所となっていることも重要だと考えています。若
いうちに経験することが、その後社会へ出るときの選択肢を増やすことや、新たなバックグラウンドを持つ人と会うと
きの対応を変えることに繋がります。活動をする人が増えること自体もまた、問題を未然に防ぐことに関係している
でしょう。
フォーラムにおいては自分たち以外の活動をしている人たちの活動を知り、そこでどのようなことを考え今後どう
動いていくつもりなのか等を聞きたいです。また、自分たちの BBS 活動について他からどのようなことを思われるの
か、率直な意見を聞いてみたいです。

４ その他、ユースフォーラムやＢＢＳに関してご意見をお聞かせください。
BBS の独自性を発揮し、今以上に楽しく意味のある活動を展開できればと思っています。また、地域間や世代
間での想いの違いを共有していきたいです。
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ふるかど

早稲田大学広域 BBS 会

か

こ

古門 華子

１ ユースフォーラムに参加しようと思われたきっかけはどのようなことですか。
端的に申し上げると、「BBS 活動を世界に知ってもらいたい」という率直な気持ちからです。日本の BBS 活動の
特徴であり魅力の一つに「近い目線での支援」があります。BBS 会員は、年齢が少年と同程度であることを生かし、
少年と近い目線から共にものを見たり考えたりすることができます。また、BBS 会員をはじめとする若者は更生保護
のプロではなく、仕事として少年と接しているわけではありません。それにより、ともだち活動やグループワーク等を通
して、より自然な形で少年と関わることができています。ユースフォーラムでの議題が「青少年の社会復帰における
若者の関わり方」ということで、BBS 活動を世界に発信したいと思うと同時に、世界ではどのような取り組みが行われ
ているのかについても興味を惹かれました。

2 コングレスの全体テーマはＳＤＧｓですが、その達成にはどのような取組が必要だと考えますか。
SDGs はとても幅広い枠組みなので、SDGs で掲げられている具体的な目標と BBS 活動との関わりの展望という
観点から述べさせて頂きます。SDGs の 17 の大きな目標のうち「1.貧困をなくそう」「4.質の高い教育をみんなに」に
ついて、BBS 独自の活動によってより大きく前進させられる可能性があるのではないかと考えています。
私の所属している早稲田大学広域 BBS 会では、子供への学習支援ボランティアを行っています。友達や先輩
に勉強を教えてもらう感覚で行うことができるので、子供たちも堅苦しくなく楽しく勉強できているようです。金銭的な
余裕がなく塾に行けない児童・少年や、さまざまな施設で生活する児童に、少しでも多く学習や教育の機会を提供
できていると実感しています。
また、非行少年が BBS 会員のような非行仲間ではない若者とコミュニケーションをとることによ
って、新たなコミュニティや人間関係を築くきっかけになります。それは青少年の孤立を防ぐだけ
でなく、ひいては犯罪・再犯抑止や彼らの社会復帰につながります。このように、青少年が彼らの
ロールモデルとなり得るような若者と接することによって、彼らが社会的・経済的な格差を乗り越える手助けができ
る可能性があると考えています。

３ ユースフォーラムで主張したいことやこのフォーラムに期待していることはどのようなことですか。
国や地域によって更生保護に関する制度は多かれ少なかれ異なるため、そこに根付いている意識や考えも大
きく異なると思います。非行少年の立ち直りという問題を取ってみても、様々な立場の人がいらっしゃることでしょう。
そのような状況の中で BBS の具体的な活動やその影響を紹介することで、BBS が「若者による独自の活動によっ
て青少年の立ち直りに大きく寄与している団体である」と知っていただくことは、今回のユースフォーラムの目標の１
つだと捉えています。
また、このユースフォーラムは「青少年の社会復帰における若者の関わり方」という重要
かつ興味深い問題について世界中の方々と相互的に議論できるまたとない貴重な機会で
す。他の国ではどのような活動が行われているのか、海外の方々の主張に積極的に耳を傾
けることで、私たち BBS 会員の学びにもつなげていきたいと考えています。

４ その他、ユースフォーラムやＢＢＳに関してご意見をお聞かせください。
私事ですが、来年には大学 4 年生になるということもあり、ユースフォーラムは自身の BBS 活動の集大成的な
部分があると感じています。今までの BBS 活動を通して経験したことをユースフォーラムでの
ディスカッションに還元できることを目標に、2 月に向けて準備を進めて参る所存です。
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まつおか

京都 BBS 連盟

こう

松岡 巧

先日、日本更生保護学会の第５分科会に登壇させていただき、私の所属する京都 BBS 連盟の活動について紹
介し、若者が更生保護に携わる意義について考えを深めることができました。その上で、ユースフォーラムに向けて
意気込みを綴らせていただきます。

１ ユースフォーラムに参加しようと思われたきっかけはどのようなことですか。
コングレスは京都で行われますから、以前から京都 BBS に対して色々と期待する声がありました。そこで一度京
都 BBS の活動をきちんとまとめて、全体的なバックアップと留学生の入会促進をしようという動きが 2018 年ころか
ら本格化し、私はそのグループのメンバーとして色々と京都 BBS の中を動き回っていました。そんな中でユースフォ
ーラムの募集がかかり、せっかくこれだけ頑張っているのに現地の BBS から参加しないのもいかがなものかと思い、
あまり深く考えることなく参加しようと思いました。

２ コングレスの全体テーマは SDGs ですが、その達成にはどのような取組が必要だと考えますか。
率直に申し上げて私は SDGs の理念に諸手を挙げて賛成というわけではございません。ただそういう個人的な話
は抜きにして考えますと、結局更生保護の取り組みというのは 17 つの目標全てにつながることだと思います。例え
ば、安全な水やトイレがなければ、体調を壊すことによってメンタルが壊れていったり、きれいな水を求めて略奪が
起こったりすることが起こりうるわけです。私たちができることは 17 の目標に直接関わることではないかもしれません
が、それらの取り組みがまだ進んでいないことで少しでも傷ついている人達がいれば、彼らとともに手を取り合って歩
んでいくことが私たちの成すべきことなのだと思います。

３ ユースフォーラムで主張したいことやこのフォーラムに期待していることはどのようなことですか。
ユースフォーラムや日本の更生保護制度、特に若者が関わる BBS のような取り組みを日本、そして世界に発信
する絶好のチャンスだと思います。発信するには私たちが一生懸命に声を上げるだけではなく、発信を助ける「聞き
手」の存在が非常に重要です。ユースフォーラムでは日本、世界から単に犯罪に興味を持っているだけではない、
様々なバックグラウンドを持つ多様な若者が集うわけですから、私たちの発信に耳を傾けてもらい、少しでも興味を
持っていただけるよう努力を重ねていきたいと思っております。

４ その他、ユースフォーラムやＢＢＳに関してご意見をお聞かせください。
軽い気持ちで参加を決めたユースフォーラムへの取り組みですが、昨年のオーストラリアでの発表に引き続き今
回の更生保護学会、そして来年のユースフォーラムと、多くの発表の機会を与えてくださっていることに心から感謝
申し上げます。ありがとうございます。BBS を代表してユースフォーラムの場に立たせていただくにはまだまだ至らぬ
点だらけではありますが、自分のベストを尽くしていく所存です。関係者の皆様におかれましてはどうぞこれからもご
指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。
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コロナ禍における活動
■関東地方連盟
神奈川県

「発足４０周年記念事業」

横浜市西区 BBS 会会長

佐藤弘明

当会は、発足４０周年を迎えました。記念すべき一年を期待していた早々、予期せぬ新型コロナウイルスによる活
動自粛…。もう活動どころではない、誰もがそんな気持ちの中、会員からは「こんな時だからこそ、前を向いて、世の
中の活気が戻るような活動をしていきたい」との思いで企画した記念イベントです。
記念イベントの一つ目は、女子少年院のドキュメンタリー映画「記憶」上映会で
す。令和２年１０月１７日（土）に神奈川公会堂で行いました。この様な上映会を通
して、映画の事や、ＢＢＳ会の活動を社会に発信していくべきだと話し合い、幅広く
広報に努めた結果、参加者は一般市民等を含め、２２０名に上りました。
映画の内容は、中村すえこ監督が少年院の中で直接取材をした４名の少女たち
のドキュメンタリー映画です。上映後はトークセッションとして、コーディネーターに当
会の会員でもあり保護司の狩野修会員、パネリストに中村すえこ監督と良心塾（少
年院出院者の中間自立支援施設）の黒川洋司さんに登壇いただき、映画では見られなかった舞台裏や、少女たち
を支援している方々の思いを熱く語ってもらいました。
二つ目のディキャンプのグループワークは、令和２年１１月２２日（日）に横浜市内の
上郷・森の家で行いました。参加者は、ＢＢＳ会員、保護観察中の少年やその家族、セ
カンドチャンス会員、保護司、保護観察官など３４名でした。４つのグループに分かれて、
くじで引いたメニュー（パエリア・ナポリタン・豚汁・クラムチャウダー）をそれぞれ作りまし
た。最初はぎこちないところもありましたが、調理をしながら少しずつ距離が近づいてくる
のが分かります。みんなで協力して料理をする活動を通じて、少年との会話が本当のと
もだちの様な関係になっていました。
これからもコロナに負けず、ＢＢＳ活動を通して更生保護の大切さを社会に発信していきたいです。
西区ＢＢＳ会公式ホームページ https://www.bbsnishi.com/

茨城県

「新しい活動のカタチ」

筑波大学広域 BBS 会 岸本和輝

新型コロナウイルスの影響により対面での活動がままならず、地区会で取り組めそうな活動を打ち出せずにいまし
た。そんな中、「オンラインでの学習支援に興味ない？」と茨城県 BBS 連盟会長の植竹さんに提案されました。はじ
めはオンラインでの活動は経験がなく、戸惑いましたが、学習支援に興味があったためこの活動に参画しました。
6 月末から学習障碍をもつ 1 人の中学生の男の子と Zoom を使いながら一緒に勉強し始めました。最初は、時
間が来たら始め、オンラインの教材を活用し、分からないところがあったら質問に答え、時間になったら終わるという
だけでした。しかし、少しずつ勉強の前後に会話をするようになり、硬かった表情も柔らかくなってきました。苦手だっ
た漢字の読み書きも今では大分慣れ、徐々に出来るようになってきています。
オンラインでの学習支援で特に良かったと思えるのは、彼の中で出来なかっ
たことが出来るようになるのを一番近くで見られることです。個人的な活動であ
ったオンライン学習支援も活動に参加したいという会員が増え、より多くの子ど
もたちに対して支援ができるようになりました。今では、For Everyone Study とい
う組織になり、茨城県 BBS 連盟が協力する形で活動しています。
コロナ禍での初めての取り組みのため、参加している会員も手探りで行ってい
ることが多く、活動の中では課題や悩みも出てきます。それに対応するために、
週に 1 回の定期ミーティングを行い、それぞれの活動の報告、また活動の問題点を共有して、みんなで解決してい
ます。各々の大学の課題や勉強があるなかで私たちの活動に協力してもらっていることにこの場を借りて感謝の意を
表します。
この取り組みは「with コロナ」の標語に合致しているため、この経験を地区会に持ち帰り、今後の活動に活用して
いきたいです。
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■近畿地方連盟
兵庫県

「コロナ禍での BBS の活動について」

神女地区 BBS 会

藤原万由香

2020 年度は、新型コロナウイルスの影響で、大学の前期の授業がオンラインで行われました。これは私たちだ
けでなく、ほとんどの大学がそうだったと思います。また、多くの学校が臨時休校になったり、社会人の方々も在宅
勤務が推奨されたりと、早く普通の生活に戻りたいと願う異例の１年でした。オリンピックをはじめとした様々なイベ
ントが延期又は中止になり、BBS の活動もできない状態が続きました。
私たち神女地区では例年、6 月と 12 月の年に 2 回、グループワークを行なっています。しかし今年度は、大学
からクラブ活動自粛の要請が出ていたので、6 月のグループワークを中止にしました。先の見えない不安と、何も
行動できない悔しさがありました。そんな時に、『今 BBS としてなにができるのか』を考える、Zoom を使ったオンラ
インでのイベントに参加させていただきました。そこでは、関西だけでなく様々な都道府県からの参加者がいて、オ
ンラインの活動では全国、全世界の誰とでも交流できることに気が付きました。他地区の活動を聞いたり、私たち
の活動についてのアドバイスがいただけたりと、参加してよかったと思うことばかりでした。関西以外の地域の方々と
は、対面での活動では、なかなか知り合うことができないので、オンラインならではの良さだと思います。また、BBS
が全国組織だからこそできることだと実感しました。オンラインでのイベントに参加していくなかで、こんな状況でも
私たちにできることが少しずつ見えてきて、活動に対しても前向きになれました。
9 月からの後期は、マスク着用やソーシャルディスタンスを確保するなどの感染予防対策を実施しながら、大
学での授業が再開されました。それによりクラブ活動も様々な制限はあるものの、再開することができました。しか
し、私たちは万が一に備え、話し合いが主になるような定例会は、引き続きオンラインで行っています。そこで、12
月のグループワークを開催するかどうかの話になりました。みんながやりたいという気持ちだったのですが、これま
でのような対面での活動はまだできないと判断し、12 月のグループワークは Zoom を使って行うことにしました。私
たちは、半年以上もオンラインの授業や、イベントに参加してきました。そこで学んだ知識や工夫を生かして、ジェ
スチャーゲームやすごろくなどのオンラインでもできるゲーム大会を行うことにしました。当日は、残念ながら、少年
の参加はなく、模擬グループワークとなってしまいましたが、参加して下さった方々も、私たちもとても楽しむことが
できました。初めての試みだったので、音声や電波のトラブルなどの対応が難しく、事前に予測して対応について
決めておけばよかったと思いました。実際にやってみて分かることも多く、今後もオンラインでの活動が続くことが予
想されるので、今回の反省を生かして、より良い活動をしていきたいです。
コロナ禍において、私たちが大切にしていたことは、
『あきらめないこと』です。オンラインでのグループワーク
もみんながあきらめなかったので計画し、実行すること
ができました。何もできないという現実から、初心に戻
って、今何をすべきかを考えることができました。対面
ではないからこそ、仲間同士での協力がより大切であ
るし、仲間とのつながりを実感できました。Zoom での活
動を通して、オンラインでの活動の幅の広さや、BBS と
してできることの今後の可能性を感じました。私も自分
にできることを頑張っていき、BBS を少しでも広められ
たらなと思います。
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■中国地方連盟
中国地方ＢＢＳ連盟

会長

花之木

憲一

コロナ禍の中にあって、活動を行っている２つの地区会についてお知らせします。
１つ目は，「このまち思い えがお食堂」という企画に参加した広島県三原地区の学生会員からの報告です。

広島県

三原地区ＢＢＳ会 坊野 舞

ＢＢＳが企画運営に参画し、他の更生保護団体とともに広島ガス株
式会社が実行委員会形式で開催している 11 月 14 日のえがお食堂に
三原地区ＢＢＳ会員として参加しました。当初は食堂を展開する予定で
したが、コロナ禍では断念せざるを得ず、それでも「子どもたちのあたた
かい居場所づくりのため、毎月１回は何とか行いたい」ということになりました。そこで、弁当配布を行うとともに「えが
お企画」と称して、11 月は読書の秋に因んで紙芝居をしようと実行委員会で決定しました。当日、私は紙芝居の様
子の写真撮影とお弁当の受け渡しを担当しました。お弁当は袋に入れた状態で渡すため、はじめはあまり会話が弾
まずただ渡すだけとなってしまい味気なかったのですが、サンプルとして中が見えるものを置いてみたところ、子ども
たちから「おいしそう！」「豪華だね」と言う声が増えて、コミュニケーションがとりやすくなりました。紙芝居がお弁当の
中の食材や栄養素を紹介する内容だったため、見た後の子どもたちと実際のお弁当を見ながら「さっき紙芝居で言
っていた○○はどれかな？」といった話ができ、一緒に食事はできなくても楽しむことができました。コロナ禍での開催
ということで雰囲気が想像できず少し不安もありましたが、無事終えることができ、地域の小学生とその保護者 36 世
帯 93 名というたくさんの方にお弁当を喜んでいただけたのがうれしかったです。また通常開催に戻った際にはぜひ
参加してみたいと思いました。
２つ目は、島根県浜田市内の小学生を対象にサマーキャンプやクリスマス会といったイベントを企画している島根
県の学域ＢＢＳ会からの報告です。今年は、新型コロナウイルスの感染防止のため、直接子どもたちとふれあう活動
がまだできない中、学内で講習会を実施した模様です。

島根県

島根県立大学 BBS サークル 萩原梨央

11 月 19 日お昼休みに学内施設にてバルーンアート講習会を実施いたしました。コロナウイルス対策として参加
者全員のマスク着用、室内の換気、使用した道具の消毒を行いました。講習会では普段の活動でもよく作る剣や犬、
花などの作り方を上級生から下級生に教えました。新入部
員数名の参加もあり交流を図ることができました。例年は、
バルーンアート講習会を 5 月に開催していたのですが、サ
ークル活動自粛要請が出ていたこと、新入部員の勧誘が
困難であったこともあり開催を延期していました。このたび、
大学側から活動の自粛解禁と新入生数名の入部があっ
たため開催に至りました。
ただ、今後、本格的に活動が再開できるようになったとき、例年通りサークルを運営していけるのか不安です。例
年、２年生が中心となりサークルを運営していくのですが、来年 2 年生となる現在の１年生は活動が少ないため部
内の仕事などはほとんど未経験の状態です。新入生も数名しかいないため人手不足でもあります。サークルの活動
を維持していけるように、３年生としてできる限りサポートできればと思っています。
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コロナ禍を逆手にとって、新たにチャレンジしてみよう！
社会福祉法人大阪ボランティア協会常務理事・事務局長

永井美佳

大学２回生の夏、話のネタ的なノリで参加したボランティア活動にスッポリとはまり、その後、
国際協力、環境、農、福祉などさまざまな活動に参加。そこで出会った市民活動家の
生きざまに衝撃を受けて、この世界で生きることを決意。この業界に足を踏み入れて 30 年。
まだまだ深みにはまっている状況。

●コロナ禍でのボランティア活動は不要不急か?!
2020 年 4 月頃をふりかえると、コロナ禍で不要不急の外出自粛要請といわれ、ボランティア活動は休まなけれ
ばならない、という雰囲気が生まれました。しかし、ボランティアを必要とする人々も、私たちと同様にコロナ禍で生活
の変化を余儀なくされたことでしょう。そこに新たな悩みごとや困りごとは生まれてきていないでしょうか。
ボランティア活動のキー概念に「自発性」「社会性」「無償性」の３つがいわれます。「自発的であること」は、「言わ
れなくてもすることだが、同時に言われても（納得できなかったら）しないこと」（故・草地賢一氏の言葉）です。外出自
粛といわれたから従うのではなく、なぜ活動を止めるのか、あるいはなぜ活動を続けるのか、自分（たち）で考えて決
めるプロセスが大事です。活動仲間やボランティアを必要とする人々と丁寧な対話を重ねて、いま何をすべきかをし
っかりと考えて納得すれば、活動を休止するのも継続するのも、自分（たち）の意思となります。そうすれば誰かのせ
いにすることは少なくなります。その姿勢は平時もコロナ禍も変わりません。
●コロナ禍で問われる活動の意義
コロナ禍での活動では、新型コロナウイルス感染症について“正しく恐れる”ことが大切です。正しい知識のもと、感
染対策をしっかりと行うことで、病気に対する未知なる不安はかなり解消できます。見落としがちなのは、ボランティ
アを必要とする人々の暮らしに変化は生じていないか、新たに生まれてきた悩みや困りごとはないかなど、新たなニ
ーズに気づけるかどうかです。ニーズに対してボラン
ティアができることはあるか、どのようなやり方なら自
分たちでできるかといった対策が求められます。図に
示すように、「活動・事業のある時」と「ない時」を比
較したとき、「ある時」の方が、課題解決が進みミッシ
ョン実現に近づけるようなイメージで、活動の意義を
再確認してみてください。
●ピンチはチャンスに変えられる！
コロナ禍で、ピンチをチャンスに変えた活動はあち
こちに生まれています。たとえば、病院で入院中の
子どもたちを励ますクラウン活動は、病院訪問はできなくなりましたが、オンラインで訪問する活動を始めました。お
年寄りへの見守り活動で直接会うことは難しくても、手紙を届けてさりげなく気遣う活動が生まれました。子ども食堂
に一同に集まれなくても、食事をテイクアウトで届ける活動に代えて続いています。新しいチャレンジはグループ運営
にもみられます。テレビ・Web 会議システムを使っての会議や学習会の開催、チャットツールを活用しての日々の報
告・相談・連絡などを取入れる団体が増えてきました。
私は、コロナ禍かどうかは問題の本質ではないのだと思います。どのような状況下におかれても、常に何が求めら
れて、自分たちにできることは何かを検証していけば、いますべきことが見つかるはずです。それは今までと同じやり
方ではないかもしれませんし、新しいやり方を模索するのは容易くはないでしょう。しかし、新しいチャレンジには気づ
きと発見があり、ワクワクする気持ちが生まれます。考え方次第で、ピンチはチャンスに変えられるのです。大切なこ
とは、ボランティアを必要とする人々の気持ちに寄り添って、一歩ずつ動き出すことです。新たなチャレンジをぜひ楽
しみたいですね。
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追

悼

私どもをここまでお導きくださったお二方が相次いでご逝去されました。
当連盟馬場義宣元名誉会長が令和 2 年 9 月 7 日永眠（享年７６）されました。馬
場元名誉会長とは、会長を退任された後も更生保護団体の行事でお目にかかること
があり、令和元年１０月行われた更生保護制度施行７０周年の記念事業の式典会
場でもお会いしたことがありました。しかし残念ながら、昨年秋以降、体調を崩され、
治療中であったものの、お亡くなりになられました。
馬場元名誉会長と初めてお会いしたのは、私が、昭和５７年３月から４年間ほど、
故 馬場義宣名誉会長

法務省刑事局に局付検事として勤務していたころではないかと思います。当時、元
名誉会長は法務省刑事局参事官、官房参事官などを歴任されておられたと思いま
すが、その後、私の刑事局勤務の際も、様々な機会に指導を受けたと思います。末

席の局付検事から見れば 、畏敬の対象であり、尊敬できる先輩として様々な影響を受け、大変感謝しております。
当連盟においては、平成１７年度、１８年度は顧問、同１９年度は副会長、同２０年度から２４年度まで会長をさ
れ、その後、同 31 年 5 月まで名誉会長にご就任頂いておりました。会長職の引継ぎに際しては、ＢＢＳ運動の歴史
や組織の現状などについて熱く説明していただくとともに重点施策として、ＢＢＳ運動発足７０周記念事業と当連盟の
法人化についてその思いを伝えられました。ＢＢＳ会員の皆さん方の理解と協力を得て、これらの託された思いを微
力ながら達成できたことをご霊前にご報告したいと思います。
また、同じく昨年 11 月 17 日、BBS 運動発祥の地「記念碑のつどい」の石黒忠夫
実行委員長が永眠（享年８０）されました。石黒氏は、昭和 32 年頃、大学生のとき
にＢＢＳ会に入会され、温かなお人柄と卓越したリーダーシップを発揮され、京都ＢＢ
Ｓ連盟を盛り上げていただいたと伺っております。平成 9 年 2 月 22 日の記念碑建立
の際にも多額のご寄付をいただき、同 27 年 10 月から「記念碑のつどい」の実行委
員、さらに、同 28 年 10 月から亡くなられるまで実行委員長を務めて頂きました。
ＢＢＳに対するお二方の多大のご貢献に感謝いたしますとともに、心からご冥福を
お祈りいたします。安らかにお眠りください。

（特定非営利活動法人日本 BBS 連盟会長 戸田信久）

ご 支 援 ご 協 力 に 感 謝

◆この機関紙の発行に
共同募金の配分を
受けています

今回も多くの方々から、ご支援が寄せられました。
昨年７月７日から 12 月末日までに賛助会費をお寄せくださった皆様のお名前を掲載させていただきます。
ＢＢＳ運動にお心をお寄せいただき深く感謝申し上げます。
【賛助会費】 （敬称略・50 音順）
伊藤孝子、磯部吉晴、上田廣章、宇田川博通、遠藤英嗣、大橋美枝子、柿澤稔、加藤省三、狩野修、川本満隆、
木藤保信、栗田啓二、桑原明、小林聖仁、小林稔、小山貴弘、斉田国太郎、坂井文雄、蔀正勝、篠崎浩子、
志村宗男、高野利雄、但木敬一、田中實、田邊健児、谷尾範子、谷口崇義、千條武、戸田信久、中尾巳代子、
中島睛美、西中間貢、橋本詔子、長谷川洋昭、原田喜信、福山勝義、藤川勇三、二川義孝、本田光正、松本勝、
御厨勝則、茂呂雅之、安田光一、山田勘一、横田尤孝
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京都 BBS 連盟
令和２年１０月１６日、総理大臣公邸において、地域社会における再犯
の防止等に関する活動等の推進に関して特に顕著な功績・功労があっ
たとして、京都 BBS 連盟が、内閣総理大臣から「令和２年安全安心な
まちづくり関係功労者」として表彰されました。
日本 BBS 連盟
会長表彰受彰

法務大臣感謝状
受彰
東北
関東

中部
近畿
中国
九州

青森
横浜
さいたま
静岡
福井
大阪
神戸
広島
鹿児島

金澤拓紀
小川めぐみ
堀内弘之
三島地区 BBS 会
城戸仁
杉原肇
岸本達也
本郷美香
森洋行

東北
関東

中部
近畿

中国
九州

福島
静岡
山梨
長野
三重
大阪
兵庫
滋賀
広島
島根
鹿児島

阿部一貴
木村太郎
若林裕平
浅川礼子
山下文雄
佐々木和子
豊田章裕
山本一真
鳥海洋治
安達征夫
木藤真子

１

法務省今福章二保護局長から全国の BBS 会員に向けて初となるビデオメッセージをお
寄せいただきました。当連盟の HP に掲載しますので、今後の会員研修等にお役立てくだ
さい。
２ 第 70 回“社会を明るくする運動”の広報啓発活動の一環として、
昨年 11 月 26 日東京・渋谷の「ヨシモト∞ホール」にて、吉本興業
の全面的協力の下、よしもと芸人とＢＢＳ会とのコラボで「もっと知
ってほしい！ＢＢＳ会～ゆるくてコアなボランティア～」が開催され
<会員編>
<ネタ編>
ました。YouTube 法務省チャンネルを是非ご覧ください。
３ 昨年８月、
（更）日本更生保護協会により「立ち直り応援基金」が創設
されました。これは、
「誰一人取り残さない」社会の実現のため、インター
ネット等を通じて広く寄附を集め、各地の民間協力者による立ち直り支援
活動に助成を行うものです。現在、寄附強化月間として、寄附型自動販売
機の全国普及を見据えた省内設置プロジェクト等が実施されています。

<活動編>

本機関誌｢ともだち｣前号（２20 号）2 頁本文 19 行目
に誤りがありましたので、お詫びして訂正します。
誤）東都コングレス
正）京都コングレス

編 集

後 記

令和 3 年 1 月新春号をお届けします。新年に当たり、当連盟戸田信久会長のほか、
谷垣禎一全国保護司連盟理事長及び千葉景子日本更生保護女性連盟会長からメッセー
ジを頂戴しました。両団体の日頃のご支援ご協力に改めて感謝致しますとともに、今後、
更に三者連携が進むよう努めていきたいと思います。また、特集としては間近に迫った
京都コングレス・ユースフォーラムへの期待、そして、コロナ禍における活動を取り上
げ、各地方連盟からの報告に加え、（社）大阪ボランティア協会永井美佳事務局長から
貴重なご示唆をいただきました。困難な社会経済状況が続きますが、そのようなときで
あるからこその活動もあることでしょう。奇しくも昨年亡くなられた馬場元名誉会長
が、プロベーションの父と言われるジョン・オーガスタスの言葉を引用して「決して失
望するな、希望を持て」と我々を励ましてくださったことを思い出します。
（西）
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