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2020年度 第66回山口県大会
野外活動テーマ

平和構築テーマ

2021年ワールドシンキングの様子

第88号
コロナ禍で活動ができないと
思っていましたが、各団・各地区
から楽しい情報が届きました。事
業を担当されたリーダーの皆様
のご苦労には感謝です。素晴らし
い写真を本当にありがとうござ
いました。
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●E - m a i l ／gs35yama@axel .ocn.ne. jp
●ホームページ／girlscout-yamaguchi .com
●編　　　　集／社会との関係委員会

会員数　２０2１年３月31日現在

二次元コードで
ホームページへ
アクセスできます

合計　545名（賛助会員含まず）
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山口県連盟だより

Yamaguchi

少 女 成 人

私たちが住んでいる周りの小さな生物を観てみよう　

～野外料理に楽しく挑戦～

後期団委員長会

2月21日（日）スカウトハウス
コロナ禍でのシンキングデイ。今回は本物のケーキが
作れないのでフェルトでフェイクケーキを作りました。
4人のお友達が来てくれて、久しぶりに賑やかな集会でした。
ステキなケーキができました。

10月4日（日）
糸根地区公園キャンプ場

９月20日（日）豊田ホタルの里ミュージアム

コロナの影響を
受けてしまいましたが
やっと実施することが出来ました。

zoomでオンラインzoomでオンライン

ガールスカウト成人会員研修会
「ゼロから始めるオンライン(ZOOM)の使いかた」

第29団
活動紹介

コロナ禍の中、日本連盟の会議・研修もオンライン（ZOOM）になり、来年度の事業もオンラインでの開催と言う事で「最初の第一歩」
ZOOMのインストールから行い、みんなで繋がることを目標に研修しました。

場所／ルルサス防府 ●午前／6ヶ団（13名） ●午後／3ヶ団（5名）
●楽しい研修でした。今日教えてもらった事を活用し
てZOOMを活用したいと思います。　　　　
●ZOOMは仕事で利用していますが、今日の研修
で新たに覚えたこともあったので集会で是非いか
したいです！！
●まだまだ自信がないです。何回も経験すれば出来るとは思います。
●勉強になりました。しかし難しいです。でも頑張ります。

2 ㊐
日7 事前オンライン（ZOOM）集会

●7ヶ団（17名）（スカウト見学 4ヶ団）

●とても楽しく参加できました。画面が思うように動
かない、マイクがミュートになっていない。でも、
やっていくうちにスムーズに出来るようになりま
した。

しとろんずが進行して各団と繋がり、活動の動画やソング・ゲームで楽しい
時間を過ごしました。
来年度は彼女たちがシニア・レンジャー向けに「わたしの声とみんなの声」
のプログラムを展開していきます。

3 ㊐
日7

内田 孝美（第１０団）　木原 尋子（第２７団）功労章 梅章

永続奉仕章

【金章】　徳本 菜々美（第4団）　佐伯 叶羽（第4団）　末永 昇子（第6団）　林 彩優美（第9団）　
　　　　 小内 添与子（第9団）　藤村 実紗（第30団）　守山 奈那美（第35団）　
　　　　 福田 早希（第35団）　　
【銀章】　扇薗 珠里花（第6団）　高橋 乃々香（第6団）　大池 優香（第6団）　 大池 綾香（第6団）　
　　　　 加藤 妃夏（第6団）　久保田 彩未（第9団）　石澤 芙美（第10団）　佐伯 翠　（第11団）　
　　　　 中村 美桜（第15団）　大槻 ひな（第18団）　黒田 真衣佳（第30団）　
　　　　 難波江 栞（第30団）　平岡 由衣（第30団）
　　　　　

スカウト章

【４５年】　山中 美智子（第15団）　木原 尋子（第27団）　國信 昭子（第27団）　
【３５年】　原田 智子（第5団）　前川 恭子（第35団）
【１５年】　中居 芽夢（第3団）　河村 裕子（第3団）　阿部 真弓（第6団）   上田 穰（第9団）
            弘中 香苗（第10団）　小田 惠美子（第18団）　田中 よしえ（第18団）　
　　　　 平本 みどり（第35団）

永年奉仕章

12月１３日（日）
10時～11時30分

日 時

小郡地域交流センター場 所

団委員長・運営員 14名
連盟長・理事　　  5名

参加者

山口県知事顕彰
　　　　 指導者　藤田 節代（第30団）　竹嶋 多美代（第35団）　青少年　長宗 麻未（第5団）
山口県教育委員会表彰
　　　　 社会教育振興　國廣 真由美（第3団）

他団体表彰
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事前アンケートを実施
し、団活動で工夫された
感染対策健康カード等資
料の展示をしました。短
時間でしたが団で工夫し
た「友情の輪」を紹介して
もらうこともできました。

第7団

第6団

【60年】　明石 和子（第３団）　　
【40年】　大原 典子（第４団）　田中 直美（第１８団）　重本 志津江（第３０団）
【25年】　井本 久美子（第４団）　藤田 房子（第4団）　石川 須美子（第4団）　
　　　　 福田 旬恵（第6団）　河名 正子（第29団）
【20年】　藤井 禎子（第9団）　中村 明子（第9団）
【10年】　渡邊 麻友（第4団）　三戸 安代（第7団）　黒田 菊子（第7団）　
　　　　 福田 朋江（第35団）　米村 典子（第35団）



2020年度ジュニア事業
100周年記念バッジにチャレンジテーマ SDGsバッジに挑戦テーマ

岩国地域で行われた
第55回山口県スポレクでブース担当

岩国地域で行われた
第55回山口県スポレクでブース担当
10月３日(土)11日（日） 愛宕スポーツコンプレックス

100周年を一緒に
お祝いしましょう

ガールスカウト活動について考えようガールスカウト活動について考えよう
10月１８日(日)・11月8日（日） 萩市民館・萩市立児童館

仲間と活動を通じて植物の成長を感じる仲間と活動を通じて植物の成長を感じる
1１月７日(土) 岩国市中央図書館前スカウトの畑

ザ☆オリジナルスタンプザ☆オリジナルスタンプ
1１月15日（日） 周南市学び・交流プラザ

自然とともに自然とともに
１１月２２日（日） 田布施図書館

自分の好きな景色10を紹介する自分の好きな景色10を紹介する
１１月２８日（土） しらさぎ会館

冬を感じながら歩いて岩国城へ冬を感じながら歩いて岩国城へ
１月１６日（土）紅葉谷公園から岩国城

自然とともに自然とともに
１１月２２日（日） ラポールゆや

100周年記念バッジ
オリンピックの種目の体験
ガールスカウトの技術を高める

100周年記念バッジ
オリンピックの種目の体験
ガールスカウトの技術を高める
1１月８日（日） 下松市豊井公民館

　SDGｓワールドツアー体験　SDGｓワールドツアー体験
2月14日（日）・2月23日（日）・3月7日（日）
周南市学び交流プラザ・徳山保健センター

身近なところからSDGｓ身近なところからSDGｓ
2月14日（日）・3月14日（日）・3月27日（土） 豊井公民館・大田原自然の家

身近なSDGs身近なSDGs
２月２３日（火・祝）

山口市大殿地域交流センター

２０２１年ワッペンで
ホンジュラスを救おう！プロジェクト

２０２１年ワッペンで
ホンジュラスを救おう！プロジェクト

２月２３日（火・祝）3月7日（日）3月21日（日） 下関市北部公民館
バッジに挑戦リレーマラソンバッジに挑戦リレーマラソン
２月２８日（日） 岩国市きずなスタジアム

私ができること！私ができること！
３月１４日（日） 田布施図書館

SDGｓを知ろうSDGｓを知ろう
３月２０日（日） 長門仕事センター

SDGｓバッジに挑戦
（フードロスについて学ぶ）
SDGｓバッジに挑戦

（フードロスについて学ぶ）
３月２１日（日） 西宗寺

好きな言葉探し～自分発見、
伝えることって大切～

好きな言葉探し～自分発見、
伝えることって大切～

2月２１日（日）・3月２1日（日） 宇部勤労青年会館
3月28日

横山 吉香公園周辺

3月28日（日） 横山 吉香公園周辺

SDGｓを学ぶ（環境問題から）
環境マークから環境問題を考える
SDGｓを学ぶ（環境問題から）
環境マークから環境問題を考える

2月23日（火）・３月１４日（日） 小野田市民館・江汐公園

SDGsバッジに挑戦！SDGsバッジに挑戦！

ゴミ拾いRPGゴミ拾いRPG

ゴミ拾いRPGゴミ拾いRPG

３月７日（日） 萩市民館

そなえよつねに（救急法を学ぶ・非常食を作り食す）　そなえよつねに（救急法を学ぶ・非常食を作り食す）　
11月1日（日） 美祢勤労者総合福祉センター（サンワーク美祢）
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ジュニア事業
活動的な年代であるジュニア部門のスカウトを対象
に、本来なら県連が中心になって行う事業ですが、今
年度は日本連盟１００周年記念バッジ実施要項を参考
に、１００のチャレンジの中から各団で取り組みました。

ガールスカウト研修会
ガールスカウトの仲間と活動を通じて友情を
深める。国際社会に目を向け、テーマの
SDGsについて理解する。SDGs達成のため
の取り組みを考えました。
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