令和2年青少年育成県民のつどい
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今年はコロナ禍の中、ガールスカウトの活動も従来のようにはできず、会員の皆さまにおかれましても個人でもまた団での活
動でも苦慮されていることと思います。
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県連盟でも、3 月に予定していました『70 周年記念式典及びガールスカウトフェス〜わたし☆きらり〜』も中止することになり大
変残念に思っています。開催に向けて準備をしていただいた皆さま並びに団に感謝申し上げます。

平野 弘子

また、その後も今年度の事業開催におきましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から一堂に会しての開催ではなく

源内 眞弓

（第３団）

状況を考慮しての各団・地区での開催といたしました。

（第４団）

GSマスコット

例年と異なった運営となっていますが、私たちガールスカウトは、どのような環境下においても、活動を工夫できる 知恵 と 技

くるくるレインボー

術 があります。これからも立ち止まるのではなく前向きに活動をしていきたいと思います。
B-Pのことばに『 我々の運動の健全さと、その未来の可能性を信じて、前進しなさい 』とあります。

STAY HOME 〜おうちでチャレンジ〜

どうぞ、後期事業におきましても、新型コロナウイルス感染症対策に努めながらガールスカウト活動が地域で展開されますようご協

COVID-19（新型コロナウイルス感染症）の拡大防止のために、家で長い時間 過ごすガールスカウトがその時間を有効
に使い、自分にできることを増やすとともに、人に役立つ機会とするためのバッジです。6月には、新たなワークシート「安
全・ジェンダー版」が追加されました。ガールスカウトは、SDGs の「目標 5：ジェンダー平等を実現しよう」を主軸に取り
組んでいます。性別にかかわらず、今できることを楽しみ、力をつけ、人の役に立つように活動しましょう。

リーダー養成講習会A・B
８月２９日

力をよろしくお願いいたします。

テーマ
「100周年記念バッジにチャレンジ」

講習A 9名（レンジャー２名）

８月30日 講習B ブラウニー部門8名（レンジャー１名）
〟
講習B シニア・レンジャー部門8名（レンジャー１名）

この バッジは、取り組み始 めた時から
申 請 ができます。各 団・各 地 区で 取り
組 みましょう。日 本 のガ ール スカウト
運 動 1 0 0 年 の 歴 史 に 触 れて 、活 動を
仲 間と一 緒に楽しみましょう。

スカウトをどの程度サポートすべきか学びました。特に情報面には視野を広げておく必
要があると感じました。
第３０団 水津 苑香
35年ぶりのスカウト活動、変わったところあり・変わらないところありで、記憶を辿りな
がら参加。スカウト活動の範囲だけでなく自分の所属するコミュニティでの関わり合い
にもとても参考になった。
第９団 阿部 麻紀子

國廣 真由美

2020年度 第66回山口県大会（各地で開催）

2020年度ジュニア事業

長門市
中央公民館

連盟長

テーマ

野外活動

今年度の山口県大会は、新型コロナウイルス感染防止のため、各団や地区で事前に提示したテーマに沿って考えていただき、実施しても
らうことになりました。提出された計画書は、少人数だからこそできるものもあり、どれも楽しそうで一緒に参加したいと思うものが多く
ありました。報告書に添付された活動写真からは、スカウトたちの楽しそうな笑顔や、作品がたくさんありました。来年度はみんなで出来
るといいですね。
教育活動委員長 平野 弘子

ガールスカウトの基礎を学び、これから実践を重ねていくことで自分のものにしていき
たい。ブラウニー部門では、いろんな意見を聞き少女の特徴を理解することがで、仲間
と楽しくいろんなことにチャレンジ出来るように、自分を表現できるスカウトになるよう
に支援していきたい。この講習に、若い方の参加が多く新しい考え方、エネルギーをも
らった講習でした。
第７団 上本 由美子

令和２年（２０２０年）度 地区別団委員長会
地区

開催日

１地区（15・27・35・37団） 8月25日㊋

会員数 ２０20 年 9 月 30 日現在

開催場所

32名

運営員

91名

ジュニア

70名

SCAPP

60名

シニア

39名

保護者会員 148名

レンジャー

32名

終身会員

岩国市岩国１−１３−１２

9

3

きらら

周南市中央町４番１０号

3

5

ブラウニー

8月1日㊏

10:00〜12:00

周南市学び・交流プラザ

3地区（4・5団）

8月1日㊏

13:30〜16:00

小郡地域交流センター

山口市小郡下郷６０９−１ 3

5

4地区（6・7・11・30団）

7月19日㊐

10:00〜12:00

江汐公園（管理棟横の講義室）

山陽小野田市大字西高泊１９８０ 4

5

5地区（9・18・29団）

8月23日㊐

10:00〜12:00

長門市物産観光センター会議室

9

6

山口県連盟だより
行／（一社）ガールスカウト山口県連盟

●事 務 局／〒745 - 0026 周南市住崎町5 ‑16
●TEL・FAX／０８３４‑３１‑７３６８

63名

本能寺

長門市東深川１３２４−１

第 87号
● E - m a i l ／gs35yama@axel.ocn.ne.jp

●ホームページ／girl scout-yamaguchi.com
●編

集／社会との関係委員会

二次元コードで
ホームページへ
アクセスできます

合計

７月12日（日）第９団 油谷青少年自然の家

7月12日（日）第15団 二鹿野外センター

成 人
リーダー

13:00〜15:00

2地区（3・10団）

●発

少 女

参加人数
団 理事

1名

3名

539名（賛助会員含まず）

７月18日（土）第35団 南岩国
コロナ禍の中、各団で活動してい
る様子を掲載することができまし
た。新しい生活スタイルになって
も活動が出来ることを皆様から
の原稿でよくわかりました。スカ
ウトの 笑 顔を絶 やさないように
活動していきたいものです。

8月10日（月）第18団 阿武川温泉キャンプ場

2020年度 第66回山口県大会（各地で開催）

テーマ

野外活動

8月22日（土）第37団 蜂ヶ峯総合公園キャンプ場

8月22日（土）第4団・第５団合同（３地区）
錦鶏の滝

7月12日（日）第９団 山口県油谷青少年自然の家

8月23日（日）第６団 森の駅

8月2３日（日）第27団 田布施町広場

9月12日（土）第４団 湯田温泉駅

8月23日（日）第10団 島田川河川敷

9月13日（日）第27団 田布施図書館

8月23日（日）第30団 下関深坂自然の森

9月13日（日）第10団 下松市栽培漁業センター・家族旅行村

8月30日（日）第3団 西緑地公園キャンプ場

８月30日（日）第15団・第35団・第37団 錦帯橋下の河原

9月20日（日）第11団 常盤公園

9月20日（日）第11団 ときわ公園
※第７団はコロナ事情により延期の為次号に掲載予定させて頂きます。おたのしみに。

KRY「キッズクッキングバトル」で最優秀賞

末永 喜里恵

吉田 麗生

団で
「ありがとうの輪」
を広げようプロジェクトを行い、たくさんの方に
「あ
りがとう」
のメッセージを伝えたくて応募しました。
11種類の手作りサンドイッチで、
「ありがとう」
という気持ちを伝えること
ができみんなを笑顔にできたことがうれしくて幸せです。
本番は緊張したけれど、アナウンサーの方の質問に答えることにも慣れ
てきて楽しかったです。具材の焼き具合や盛り付けも大変でしたが、メッ
セージも添えて、心を込めて作りました。二人が力を合わせ、たくさん練
習したことが優勝につながったと思います。そして、支えてくれた家族に
とても感謝しています。

９月20日（日）第30団 下関園芸センター

9月22日（火）第18団 萩市田んぼ・畑

※今号で掲載されなかった
第２９団の原稿は来号に。
お楽しみに。

9月27日（日）第３団 周南市徳山動物園

