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新型コロナウイル スが猛威を 振るう中、 目黒 １団では３月に引 き続き４月 についても 活動 を中止 しておりま す。
また、政府・東 京都の緊急 事態宣言を 受け、状 況の改善が見られ ない限り最 低でも５月 連休 明けまでは一切の 活動を
おこなわないこと といたしま した。この ため、らしんばんにて報 告する活動 等が全くな い状 況ですので、特 別編集版
として、「 団設立７０周 年」にあた る本年度に 関わる記事をお届 けすること といたしま した 。

今から１０年前の２０１０年、我がボーイスカウト目黒１団は創立６０周年を迎え 様々な記念行事
をおこないました。その一つとして、当時のスカウトや保護者の方に１０年後のスカウトに宛てた手
紙を書いてもらいました。
この手紙は７ ０周年 にあたる２０ ２０年 にスカウトへ届ける こととして団 委員長 が大事に保管し
ていました。
今年、その７０周年を迎えましたが 、残念ながらコロナ感染症の蔓延により周年行事も日々の活動
すら計画できない状況にあります。そのような暗い雰囲気を少しでも明るくしたいということで、手
紙を書いた当時のスカウトの中から現在団のリーダーとして活躍している皆さんに手紙を届け、１０
年ぶりに昔の自分に出会った感想やこれから先の１０年などについて書いてもらいました。
１０年たつと手紙を書いたことすら覚えてなかったようで、皆さんハラハラ・ドキドキで開封！随
分と恥ずかしかったようですが、趣旨に賛同いただくことができました！！
また、何名かは保護者に方にも協力いただきました。
ビーバー・カブ・ボーイの皆さん！ 時間がある今だから「自分の１０年後」に思いを巡らせてみ
ましょう。

今回原稿を頂いた団リーダーの皆さん・・・の１０年前です。

みんな可愛いですネ（笑 ）

「２６の自分へ」
私は今 16 歳 。10 年 後なんてま だ想像もで
きない。今の 私の夢は 、管理栄養 士の資格をと
り、食品開発 部に入り 、自分の開 発した商品が
店頭に並び、それを全 国の方にお いしいと言っ
て食べてもらいた い。な んて、そ んな子どもみ

手紙を受け取って

たいは夢をいまだ にもってい る。
それと同時に、福祉の 仕事もして みたいと思
っている。今の日本に は医療と福 祉の連携が必
要としているにも関わらず、成り立っていな
い。医療と福祉の連携 をした新し いスタイルの
何かを作っていき たい。
10 年 後には、医療と 福祉も食品 も進んでい
るだろう。そして、26 歳になっ た私はどんな
風に生きているの か？今から 楽しみです 。

16 歳 の自 分か らの 手紙 は懐 かし さよ り、 恥 ずかし さの
方が優ってますね ...笑
当時描いていた夢 とは、違った 職業について は いますが、
新しいこ とに チャレ ンジし たいと いう 根本は 変わって ない
ですね、
1

0 年 後の 自分は 、結 婚し て子 ども がい て 、笑顔 溢れ る

平凡生活 を送 れてい ること を願い ます 。今の ような、 自由
気ままの シン グルラ イフは 送れて はい ないか もしれま せん
が、今とは違った 幸せを掴ん でることを 期待 しまーす！

手紙を受け取って
「１０年後の私へ」
体調の不安、現状の
不安、将来への不安 が
記載されており、そ の
あとに 夢に つい て(日
本の交通を良くして
いきた い)記載 され て
いました。割と過激 な
ことを書いていたの
で、手紙は非公開で
す。

世の中が大変なこ とになり、 激動な中、 10 年 前の自分から手紙 を受け取り ました。
手紙を受け取っ た 2020 年の 私は、2010 年に手紙を書いて いたことを 忘れていた の
で驚きました。そ んな 2010 年の 私が書い た手紙には、その 当時の苦労 や心配、そ し
て未来への希望が 綴られてい ました。
この当時の私は盲 腸の手術を して退院し た直 後で、身も心も不安 定な状況で した。学
生生活の不安。10 年以上続 けた学生生活 がそ ろそろ終わり、就 職活動を控 えてい不安 。
体の不安。まるで今の世の中に対して不安を感じる私と同じ様な状況だなと思いまし
た。
そんな不安だらけ な 2010 年の私 は、最後 のほうに「夢」を 書いていま した。大学
で勉強した交通関 係の仕事に 就き、日本 の交 通をよくしていく …
残念ながらまだ目 的は果たせ ていません です が、このころに 描いた「 夢」の道筋 ぐら
いは立てられたの でしょうか ？
久しぶりに自分の「夢」と向き 合い、自分の 在り方を考えさせ られました。そしてま
だ夢 が叶 っ てい ない と いう こ とは、「夢 を まだ 追い 続け て もい い」 と 言う こ とだ と思 い
ます。
まだ果たせぬ夢に 対して、こ れからも追 いか けていきたいと思 います。
今回手紙を頂戴す る際に、団 委員長から もメ ッセージを頂戴し ました。
「楽しむことを忘 れずに、夢 を追いかけ て」
この言葉の通り、 夢や希望を もって、次 の 10 年に繋 げたいと思い ます。
10 年後 （40 歳）の 自分が、これ 以上に太 って 体調を崩して いないか、 それが一番 の
気がかりです…

「１０年後の私へ」
十年後の君は何をしていますか十
年後はちゃんとした大学に行ってい
ることを願います 。絶対 に犯罪をやら

手紙を受け取って

ないでください 。それに ちゃんとはた
意外とその通りに なっていて びっくりし た。 そして自分の文章
力が 10 年間 で全く進化し ていないこ とに悲 しみを覚えた。
これからの 10 年間 で社会や自 分に何が起 こ るかは誰もわから
ないが、どんな状 況でも自分に 自信を持て る ように生きていき た

らいてください 。大学を 卒業したらき
かいのせっけいやかいはつのしごと
についてほしいで す。そ して生きてい
てください。

い。

「１０年後の子供へ」
もうすぐ 22 才になって いるころで
すね。きっと 小さい時か ら好きだった
機械いじりや実験して楽しい学生生

手紙を受け取って

活を送っているこ とと思いま す。電車
に乗って旅をしているかもしれませ

子ども本人の手紙 には、大学に行って 卒業後 は機械の設計や開
発の仕事について ほしいと書 かれていま した 。私自身書い た内容

んね。
幼い時から好奇心 旺盛で 、誰にでも

を 全 く 覚 え て い な か った の で す が 、「 小 さ い 時か ら 好 き だ っ た 機

声をかけ、お 年寄りから 赤ちゃんまで

械いじりや実験などをやって楽しい学生生活を送っていること

友達を作ってきま した。どんな大人に

と 思 い ま す 。」 と あ り ま し た。 現 在 電 気 工 学 科に 入 学 し 、 授 業 や

なっているか楽し みです。

部活動の話を聞いているとまさしく１０年前に望んだ生活であ

2010 年 3 月 21 日

り、大変な驚きと 同時に本当 にうれしく 思っ ていま す。

「２４の君へ」
拝啓

24 の君へ

2020 年、平成 32 年、 24 歳となった 自分 はどうしているだ ろうか。
大学を卒業(で きたのか？ )し、就職 しているの でしょうか。
その時、世界はど うなってい るでしょう か。
まだあなたは mihimaru GT が好 きですか。
10 年後の自分の ことをこれ 以上質問し てはき りがない。この手 紙を書いて いる 2010 年、 中 2 の私の近況
を説明しましょう 。
本郷中 2 年 5 組、この クラスは超優 秀で若干 居づらかった。担任 は家康。この当 時、日本 は鳩山内閣で、冬
季五輪があった。そん な頃。私は、卓球部に 所属し、PSP のモン ハン 2G にハマって いた 。mihimaru GT の”
Love Letter”が 2 月 10 日に発売し 、その 2 週間後には、 アルバム” mihimalogy”が出 て、さらに約 1 か
月後には新曲 、”オメデ トウ”がリ リースされ る。また、私 は 3 月末日に中高 生卓球大会 を 控えている。試合 と
いえば、2009 年夏、駒沢体育館 での私学大 会で、不戦 勝を含め奇跡 の 4 回戦進 出を果た した。その 直前の合
宿では夜にさわぎ まくって楽 しかった。 ボー イスカウトもボー イ隊 4 年目 にいる。
この文章で 10 年前の自 分のことをど れくら い思 い出してくれ るか分から ない。今の 私に できることは、残
りの中高生活、努力 し、楽しむこ とだと思っ ている。まだ、10 年 後の自分は想 像できませ ん。(当たり前か …)
敬具
平成 22 年 3 月 27 日

手紙を受け取って
１0 年前 の自分と出会 った思い
はい、ちょうど今 年就職でき ましたよ～ (笑)
世界がどうなって るかって？ それはもう 大変 なことになってま す…
こんなにも詳しく 10 年前 の近況報告 をして いるとは思いませ んでした。 今読むとか なり 恥ずかしいです
が、当時のありの ままを知れ て良かった とも 思いますし、多少 なりともこの 10 年 で自分 が様々な面で成長
できたことを感じ られました 。
それ にし ても 、ボ ーイ ス カウ トに 関す る内 容 が全 然無 いで すね (苦笑 )本 文に も書 か れて い る通 りボ ーイ隊
4 年目のスカ ウトでした が、当時はベ ンチャ ー隊に上進するつ もりが無か ったので、 仕方 ないかもしれませ
ん。それか ら指導 者になる までスカ ウト活 動 を続け、し かも隊長 まで務 めること になる と は夢にも思 ってい
なかったと思いま す(笑)この 10 年の 間に、 富士章に挑戦した り、日本開 催の世界ジ ャン ボリーに参加した
り、100km ハ イクで 4 度も 完歩したり と、 多くの経験ができ ました。ボー イス カウト活 動は、やめてしま
って後悔すること はあるかも しれません が、継 続して公開するこ とは絶対に 無いです！ (これ は今のスカウト
に一番伝えたいこ とです)
◎次の 10 年 を目指して思 うこと
10 年後、自 分は 34 歳で すか…。何 事も起 こらない限りは今 の会社勤め を続けてい ると 思いますが、や
っぱり想像つかな いですね。
ちょうど 10 年前 がリーマン ショックの不 況 が続いていた頃で 、現在はこ んな情勢で すか ら、 10 年後 も
何か大変なことが 起こってい そうな気も しま す…。
それはさておき 、自分の 次の 10 年 、大き なラ イフイベントが続 くかと思い ます。そ して、その 1 つ 1 つ
に段々と大 きな責 任が伴っ てきます ので、 気 を引き締め ていきた いです 。また、 今後は こ れまでボー イスカ
ウト活動で 得られ た経験を 、一社会 人とし て 社会に還元 できるよ うにす る時だと 考えて い ます。今す ぐ具体
的な行動ができる わけではな いですが、次の 10 年 を 1 つの節目 として、じっくりと考 え ていきたいと思い
ます。
と、大それたこと を書きまし たが、何よ り健 康で平穏無事に暮 らしたいで す！！ (笑 )

「１０年後のわたし へ」
10 年前と今、 まちの様子は 変わっ
ていますか？私は元気にしています
か？

手紙を受け取って

４年生のときと 、今の私はど う違い
10 年 前の自分か ら届いた手 紙を読んで、10 年前の私は今の私 に

ますか？あなたは今どんな生活をし
ていますか？

ついてすごく 興味があ ったんだ なと疑問 文だ らけの文章を 読んで思

あなたの家族は元 気ですか？

いました。手 紙を書い た当時の ことはほ とん ど憶えていな いので、

自分が小学生だった時のことを憶

10 年前 の私自 身の ことを もう少 し書い てお いてくれ たら嬉 しかっ

えていますか？よく遊んでいる友達

たなと思いま す。今も 昔も文章 を書くこ とが 苦手なところ は変わっ

のことを憶えていますか？まだ仲良

ていない ようで 、10 年前 の自分 から届 いた 手紙は嬉 しいよ うな気

くしていますか？

持ちと同時に残念 な気持ちで 読みました 。今 から 10 年たった時 に

あなたが今どうしているか気にな

も元気に 10 年前 20 年 前の話がで きればい いなと感じました 。

ります。

「１０年後のみずき へ」

手紙を受け取って
（内緒話ですが・・）今も光津 紀は朝はシ ャ ッキリは
起きませんが…学 校や約束に は遅れない よう に、起きて
います。
この頃は、朝、子ど も達を学校 に送り出す の が大仕事
だったなぁって思 い出します 。
進路は変わってし まいました が、お菓子作 り は趣味と
して楽しんでいま す。
私の手紙は「返事がしや すいわ！ 」って笑 っ ていまし
た。
ボーイスカウトの企画なのに活動のことに何も触れ
ていないことに気 付きました ！(◎_◎;)
ビーバー隊から今 日まで、ご指 導くださっ た リーダー
のみなさん、一緒 に活動してく ださったス カ ウトの仲間
たち。
いつも光津紀を支えてくださりありがとうございま
す。
改めてみなさんに 感謝の気持 ちをお伝え した いです。
今は一緒に活動す る事ができ ませんが、家 で できるこ

20 才 のみづきは 、何をして いますか？
素敵な女性になっ ていること でしょうね!!
10 才 のみづきを 覚えていま すか？
お友だちとプリク ラを撮り、毎日ゲーム をして 遊ん
でいましたよ。悠太と けんかをし、めぐ の言 葉 に刺激
されて…
それでも毎日元気 でした。は ちきれそう なほど の元
気娘でした。
朝、シャッキリ起 きられるよ うになりま した か？
10 才のとき、み づきの夢は パティシエ ールに なる
ことでした。
今もその夢に向かって歩んでいるといいと思いま
す。
大変なこともある けれど、そ の分楽しい ことも たく
さんあるはずです 。
10 才のみづきは 、ピピッと ひらめくと 、ケー キを
焼いたりチョコレ ートを作っ たり、とて も行動 的でし
た。
自分を大切にして 、これから も笑顔のス テキな みづ
きでいてね😊

とをして
過ごしています。
みなさ んと笑 って 会える 日が 1 日 も早 くくる ことを
願っております。

１０年前・・・２０１０年ってこんな年でした
● チリ鉱 山落 盤事故 ３３人 救出・羽田新 国際ター ミナル 開業・バンク ーバー 冬季 オリン ピックな どがあ りま した 。
iPad や ツ イッ ター が はや り始 め 、音 楽で は （ ま た君 に 恋し てる）・（ヘ ビ ーロ ーテ ー ション ）、 映画 は（ アバ
タ ー）・（ 借り ぐらし のアリ エッテ ィ ） など
● 我が目 黒１ 団では・・３月２ ８日 に 60 周年記 念式、こ こで 団委員 長が１ ０年奉 仕さ れた巌 谷さん から 高根さ
ん に交代 、カ ナダの リッチ モンド １２ 団と友好 団の調 印。 そして 記念事 業とし て「 １０年後 の自分 への 手紙」
こ の席で 集め られま した。
夏 には第 １５ 回日本 ジャン ボリー が開 かれ、１ １月に は団 初の富 士スカ ウトも 誕生 していま す。

「１０年前の手紙」
21 才 の私は今な にをしてい ますか
今の理想としては 、大学 にいき 、休日スカ
ウト活動をして毎日を楽しくしていたいで
す。
でもあと 10 年もあ るのでいっ ぱいかわっ
てきそうな気がし ますが、今は がんばって 勉
強をしていこうと 思います。
あともう少し で 5 年生が終わ ります。スカ
ウトとしては 2 年 目なので 、1 年目のお手 本
になれるようにし たいです。
10 年後 の私が充実 できるよう にがんばり
ます。

手紙を受け取って
何 を 書 い た の か全 く 思 い 出せ ず ド キ ドキ し なが ら 手 紙 を 開 け
たのですが中身の なさに拍子 抜けしまし た。
大 学 に い っ て ボー イ ス カ ウト も 続 け てい る とい う と こ ろ で 夢
は叶っているとい っていいの かなと思い ます 。
今までの 10 年以 上にこれか らの 10 年 はど んなふうになる
の か 予 想 が つき ま せ ん が、 時 代 に取 り 残 さ れな い よ う に 勉強 は
ち ゃ ん と し 続け て い き たい で す 。と り あ え ずど こ に い て も何 を
し て い て も いい の で 健 康で 楽 し く過 ご し て いけ れ ば い い なと 思
います。

手紙を受け取っ
て

「１０年前の手紙」
成人式が終わって大人として行動しなくてはならなくなっているけど大丈夫かな？ア

10 年 前 も 今 も

イ日の積み重ね が 10 年に なるとどん なふう になっているのか …

変わりなくびっく

たくさんの友達に 囲まれて、 好きなこと がで きているといいで すね。

り し ま し た 。 10

大学に行って勉強 しているの でしょうか、そ れとも 働いている のでしょう か、意外と若

年後も今のままで

いお母さんになっ ているかも しれません ね。自分のことが好き でいられる ように大き くな

いいのではないで

ってくれると嬉し いです 。何でも自分 で気づ いて行動できるよ うになって 欲しいと思 いま

しょうか…

す。
ゆっくりとした時 間を生きて いる 2010 年 の頌子、マイペー スのままで いいと思う 。
けど、大人になる と周りに合 わせること も必 要です。
いつも自分の心に 正直で素直 な女性にな って ください。時には 失敗しても いいからね

「１０年後の私へ」
10 年後の私は 元気に過ごし

手紙を受け取って
10 年前という と、私は８歳 でした。手 紙の文 面からも、元気で 何事に

ていますか？私はとても楽し

も全力投球な子で あることが 見て取れま す。で も、それは今 も同じでした 。

く過ごしています 。

毎日を全力で楽し んで過ごす 今の私は 、この頃 から始まっていま した。今 、

10 年後にこ の手紙が 10 年

まさに、コロナ による影響で 、家から出 れない 、やりたいこと が思うよう

後の私に届いているなんてび

にできない毎日で す。大学は全て オンライン で、イレギュラーな日 々が続

っくりです。

いています。でも 、10 年 前の私に頑張 れと言 われたら応えるし かありま

私は 1 日 1 日 を一生懸命楽
しく過ごしていま す。
10 年後の私も 一生懸命楽し
く過ごしています か？

せん。どんなことがあ っても、一生懸命 頑張ろ うと勇気とパワー をもらえ
ました。素敵な家族と ずっといら れるように、そしてさらに楽し い日々が
過ごせるように 。私らしく全 力で挑んで いき ます。１０年前 の私へ。わん
ちゃんと一緒に走 れてるよ。 ２匹の可愛 いわ んちゃんと。

辛いことがあって も、私も頑
張るから、10 年後の私も 頑張

※（今回公開されてい ませんが、手紙に はお母 さんが書いた部分 もありま

ってね。

した、それを読ん での感想で す）

ずーっと家族で楽しい日が
続きますように。
わんちゃんと一緒に走れて
るかなぁ？

10 年前 の母か らの 手紙を 読んで
私の両親は、 18 年間、たく さんの経験 を与え どんな時でも支え てくれ
ました。今の私がある のは、私らしく生 きるこ とができるように 両親が育

10 年 前の私より

ててくれたからで す。そのこ とを、この 手紙を 読んで強く感じま した。両
親に、成長を 見せられるよ うに。両 親に感謝の 気持ちを伝えられ るように 。
これからも私らし く、努力を 怠らず、生 きてい こうと思います 。今ま であ
りがとう。私も、 家族と過ご せるこの時 間に 感謝しながら頑張 ります。

スカウトの皆さん元気ですか？
何か新しく始めたことはありますか？
私はいろいろとはじめては挫折（ざせつ）をくりかえしてます。
新しいところでは、4 月 25 日から縄跳び続けて 1000 回を飛ぶ！に挑戦していま
すが、縄跳びなんか簡単と・・予想外で大苦戦しております。スカウトの皆は何をは
じめましたか？
コロナの影響により外出自粛（じゅしゅく）、学校はもちろん公園で遊ぶことすら
気軽に出来にくくなっておりますね！ボーイスカウト活動はアウティング（野外活動）
が中心ですが、自宅で出来ることもたくさんあります。
先ず、ビーバースカウト はビーバーノートを家族と一緒に読んでみて下さい。
あいさつを忘れずに元気に過ごしてくださいね！
カブスカウト はカブブックを読んで家で出来る新しい事に挑戦をしてみて下さい。
家のお手伝いも忘れない様に！
ボーイスカウト は、今までやってきた事、また身に着けた技能を再度確認をしてみ
て下さい。
班長は、皆に「元気してる？」と声をかけてみてはいかがでしょうか？
会わなくても班のきずなも深まるとおもいます。
ベンチャースカウト は、移動キャンプの計画を立ててみるのはどうでしょうか？
また今世界で起こっていること、私たちが出来ることを考えてみて下さい。
世界は今暗闇の中でもがいている状態ですね！
闇が深ければ深いほど小さな一光が眩しくも感じるとも言えます。
いつも当たり前にあるもの、あることが失ってしまうことに学び、行動をとることも
スカウト活動だと感じます。明けない闇はないと思います。
皆さんと一緒に活動が出来る日が一日も早く戻ってくることを願ってます。

この記事の団委員長の写
真も 10 年前 のものです ！

本来の活動が出来 ない状況が 続きますの で、 次号（第７１０号 ）について も特別編集 を予 定しております。
ボ ーイスカウト目 黒１ 団 機 関 紙 ・ ら し んば ん
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