
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

テーマ： たいせつないのち             平成 25 年 11 月 17 日(日) 浦和合同庁舎本館 

 

 

 

 

スカウトたちは、課題文をひとつ選び、暗誦して発表しました。 

課題文を覚えながら、大切な命について考え、私たちガールスカウトにできることは…と考えたことでしょう 

① A Color of His Own 「自分だけの色」  

② Rakku’s Story     「ラクの物語」  

③ Not Mines But Flowers 「ありがとう 地雷ではなく花をください」  

 

 

 

 

 

 

 

 

今年も Wood さんに審査の協力をしていただきました。奉仕レンジャー1 人も活躍してくれました！ 

 

 

 

 

 

最優秀賞のイラストを缶バッジにして、参加賞としてスカウトたちに配布ました。 

 

最優秀賞 67 団 シニア     優秀賞 29 団 シニア    優秀賞 50 団 シニア 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.75 

51 ヵ団 1,516 名 
H26.2.28 現在 

午前の部： １位 36団 ２位 24団 ３位 1 団 

午後の部： １位 3団  ２位 5団  ３位 17・51団  特別賞 26団 

「たいせつないのち」をテーマとしてイラストを募集しました 

イラスト部門 （応募総数 50点） 

どんなものにも命がある 

パズルのピース＝価値はおなじ 

赤ちゃんの手と親の手。二人が初

めて手を握った瞬間。新しい一歩

をふみ出した“つばさ” 

ゆびきりしている赤ちゃんと私たちの手 

世界中の子どもたちのいのちの大切さと、

つながり、成長していく命 

      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

埼玉県から勇気と元気を届けようという趣旨で始まったイベントも今回で３回目。事前に募集したス

タッフ（成人会員・レンジャー）らをはじめ、来場した全ての人たちで創り上げられたイベントは心温

まるものとなりました。これからも支援を継続していく気持ちを改めて心に刻んだことでしょう。 

 

♪バリ・ガムラン （インドネシア民族音楽） 

（国立音楽大学バリ・ガムラン研究会） 

埼玉県連盟のヤングリーダーが所属していることがきっかけで

出演してもらいました。ガムランとは、インドネシアに伝わる青銅

製楽器を中心とした合奏音楽。地域によって特色があり、バリ・

ガムランは激しくて情熱的。演奏に合わせて踊り手が華やかに

舞い、会場全体が魅惑的な雰囲気に包まれました。事前に抽選

を行って選ばれたスカウト 10 名が舞台に上がり、演奏を体験し

ました。最後には、希望者が舞台に上がり、踊り手の方々と一緒

に記念写真を撮りました。 

 

♪被災地支援プロジェクト 発表  

（第 21 団 レンジャー３名） 

「私たちにできることはないか？」と考え、「お金でなく物資で支

援したい」と思っていたとき、石巻市立住吉中学校の部活動の道

具を支援して欲しいというインタ-ネットでの掲示を見つけ、支援

することから始まったプロジェクト。活動した内容を発表しました。

このプロジェクトは、平成 24 年度 B-Pアワードを受賞しました。 

 

♪フルートとピアノの演奏  

（第 26 団ヤングリーダー、他２名） 

フルートを演奏するのは、プロの演奏家としても活躍して

いるヤングリーダー。聴く人たちを自然と笑顔にさせるフ

ルートとピアノのすばらしいハーモニーがあふれました。 

 

♪みんなでうたおう  

ヤングリーダーとレンジャーがリードボーカルとなり、会場

全体で「花は咲く」と「小さな世界」を元気よく歌いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

★チケット代は必要経費を除き、「災害子ども支援ネットワークみやぎ」へ寄付いたします★ 

 

 

 

平成２６年１月５日（日） 埼玉会館 小ホール 

＜共催：青少年育成県民会議  後援：テレ玉＞ 

   届けよう 私たちの祈り  

          つなげよう 私たちのこころ       

東日本大震災復興支援 第３回チャリティーイベント 

チケット売上金額    363,000 円 

（前売り券 1,000×363枚） 

当日の募金額        22,957 円 

 

皆様のご協力に感謝申し上げます。 

ありがとうございました。 

 

 

 

 

 



  

プロジェクトに参加したレンジャーより･･･ 

 

東日本大震災直後より支援活動に取り組み、被災地を訪問して、今後の支援活動をどのようにしていくかを考え、活動を行っ

てきました。その活動をレポートにまとめ、B-Pアワードを受賞することができました。自分たちの行った活動が評価され、

スカウト活動への自信へとつながり、今後も継続した支援を行なっていきたいと思います。  

 

自分たちが行った活動と、被災地で見て感じたことを伝えたいと思い、 

レポートにまとめました。大変でしたが、受賞できてとても光栄です。  

 

自分の目で見たガレキや津波の跡・被災地の方のお話など、衝撃的でした。 

どのような支援が必要なのか、レポートにまとめて、人に伝えることはとても難しく、    

何度も書き直し、大変でしたが、受賞することができ、とても嬉しいです。  

 

 

 
平成 25年 9月 14日～16日 赤城少年自然の家 

  『 girls worldwide say  “一緒になら、この世界を変えられる” 』 

 
埼玉県からシニア・レンジャーとともに、群馬県で開催された

ギャザリング北関東地区大会に参加しました。 

前日本連盟会長 和田照子氏の基調講演から始まり、分科会の最

初２時間は助言者が入らずにスカウトだけで行われ、夜は群馬県

の名産が出そろった立食パーティーと、初日から内容の濃いプロ

グラムでした。２日目の分科会についても、話し合いを深めるた

めのロジックツリーやワークシート、各分科会からメンバーが集

った分散会など、実行委員からのサポートも多く見受けられました。 

今回は、助言者が群馬のリーダーだけで構成され、他県の引率リーダーは自由に分科会を見て回り、今後のギャ

ザリング北関東地区大会の在り方を議論するなど、リーダーとしても有意義な時間を過ごせました。 

＜引率リーダーより＞ 

 

 

25年 10月 19日                                        25年 12月 21日 

 

 

 

 

 

 

代表団による活動報告をして頂きました 

2 団「広報活動」 

3 団「保護者のスカウテイング」 

7 団「ななほし会の活動」 

50 団「ＳＣＡＰＰ活動」 

 

それぞれの活動、各団内での役割を改めて確認し、 

今後の団活動の参考になる情報が盛りだくさんでした。 

ガールスカウト運動をより活発に･･･ 

前半は…25年度上半期事業報告を各委員会より行い、 

「ともだち増やそうキャンペーン」・「女子教育」 

について共有しました。 

 

後半は…事業グループと運営グループにわかれ、研修・

講習について、地区制・プロジェクトメンバー等につい

ての意見交換が活発に行われました。 



第 1 回 1 月 19 日 所沢 ・ 第 2 回 2 月 9日 春日部 ・ 第 3回 2 月 15 日 戸田、蕨（雪のため中止） 

 

 

 

 

北関東地区 理事研修会において…                 平成 26 年 1 月 25日（土）With You さいたま 

 

埼玉県が担当した「北関東地区 理事研修会」が、With You さいたまにおいて開催されました。 

初日には日本連盟会長 浅野万里子氏より「ガールスカウトのチカラ～2020 年に向けて～」と題して、講演

していただきました。埼玉県の団委員長には、北関東地区６県の理事らと共に講演を聴く機会が設けられました。 

浅野会長は世界連盟および日本連盟の 2020年のビジョンと使命を示し、指導者たちが持っているチカラを発

揮して、ガールスカウト運動を推進していくことの重要性をわかりやすくお話ししてくださいました。 

「Girls in the Lead 少女たちが創る、日本の未来」は、今以上に少女たちが社会参加し、リーダーシップを

発揮することを広く呼びかけるものです。 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

スカウトは体験者と共にパトロールを組み、テント張り、

ロープ結び、簡単な測定法を学びました。 

保護者は、ゲームや活動の紹介などを通してガールスカ

ウト教育への理解を深めました。 

「 I am one voice 」 

というソングを歌いました♪ 

さくらそう No.75 

発 行 （一社）ガールスカウト埼玉県連盟 

企画･編集 社会との関係委員会 

〒330-0074 

さいたま市浦和区北浦和 5-6-5 浦和合同庁舎別館内 
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    メール gs.11-saitama@w4.dion.ne.jp 
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発行日 平成 26 年 3 月 15 日 

◆ ◇ 平成 26年事業計画（予定）◇ ◆  

一般社団法人ガールスカウト埼玉県連盟 第 3回定時総会  

 期 日： 5月 25日(日) 
 場 所： With Youさいたま（予定） 

シニア レンジャー 研修会 

 期 日： 4月 20日(日)  
 場 所： 彩の国 すこやかプラザ  

ギャザリング 埼玉県大会 

 期 日： 6月 15日(日)  
 場 所： 埼玉県県民活動総合センター  

連 絡 会 の 日 程 

4月 19日（土） 登 録   

5月 25日（日）定時総会・連絡会 


