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結団式を行いました。３月の終わりの朝７時
ごろでしたが、三島総長が見送りに来られ、
握手した時の手の温もりと「元気で行って
きてね」という言葉を今でも覚えており、こ
れで現在もスカウト活動を続けています。
――その後、社会人になられて東芝に入社
されましたが、スカウティングが仕事に役
立ったことはありましたか。
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発電所建設現場に向かうとき、自動車で
小さな町を通りかかると、小さな店にスカウ
トのネッカチーフや制服があるのが目に入
りました。とっさに車を止めてその店の人
に実は自分もスカウトであること、この先の
工事現場でしばらく働くことなどを話して別
れました。
すると、その日の昼に作業所の事務所に
車が 10 台ぐらい連なってやってきました。
ボーイスカウトの関係者たちでした。 それ
以来、毎晩のようにスカウト関係者に食事
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などの招待を受けました。 隊集会にも呼ば
れて行きました。
驚いたことにスカウト関係者の中には、
医者や裁判官から警察署長、町長まで、地
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学校法人本郷学園理事 長

「個性を尊重した教育を通して国家有為の人材を育成する」という建学の精
神をかかげる私立・本郷学園。中学、高校の６年間をかけ、少年からたくま
しい青年へと心身ともに成長するよう生徒たちを指導しているという。ご自
身も長年、スカウト、指導者である松平理事長にお話を伺いました。

事を進める過程でいろいろ役立ち、建設現
場の所長に大いに感謝されたものです。そ
の所長もスカウト経験者でした。スカウト運
動の国際的な人のつながりの素晴らしさを
痛感しました。
――東芝では、東芝機械ココム違反事件の
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功するということです。

が日本連盟総裁の時で、社長は土光敏夫さ
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した教育・躾を身に付けた人が世の中で成

ています。
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1月20日（金） ◯広報委員会（第４回）
1月21日（土） ◯平成24年度WB実修所所長・主任所
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