
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All Together Now 2014    平成 26年 11月 16 日 浦和合同庁舎 

テーマ：世界中に姉妹のいるガールスカウトって素敵！ 

課題文：①Imagine more「イマジンモア」 ②The Brownie Story「ブラウニー物語」 

ガールスカウトのみんなが、力を合わせ練習してきた成果を発表しました。 

 発表後の「エンジョイプログラム」では、ゲーム、クイズ、ソング、世界のことを知る、ＷＯＯＤ先

生とおしゃべり、ＳＴＶマイボイスシートの記入などを楽しく体験しました。 

全団に、WOOD先生よりコメントをいただきました。そして受賞団のみなさん、おめでとう♪ 

 ＜午前の部＞

 最優秀賞 ２４団 ジュニア・ブラウニーが年長部門とともに参加！ 

優秀賞   ６団 スピーチはばっちり。 

準優秀賞 ３６団 チームワークが良かった。流れがスムーズでした。 

 特別賞   ３団 レンジャー ２人の予定が１人に。間がよかった。 

 ベストチームワーク賞 ６７団 スピーチが元気いっぱいできました。 

 ＜午後の部＞

                   最優秀賞 ４９団 ジュニア一人での参加でした。パーフェクト！ 

                   優秀賞   １団 声も大きく、チームワークがよかった。 

                   準優秀賞 １０団 はきはきして、後半さらによくなりました。 

                   特別賞  ２１団 ジュニアが多かったけれどよく覚えました。 

                   インスピレーション賞 ２団 話しかけるようなスピーチが良かった。 

 

 応募総数 ５３点  ＜イラストの部＞

最優秀賞 ５０団 すずきさん → 缶バッジデザインに決定！ 

優秀賞  ５１団 よしださん、 ５０団 こいけさん 
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みんなのチカラ ひとつに！ 私たちは 忘れない  

平成 27年 2月 8 日 With Youさいたま セミナー室５ 

 

①日本連盟・県連盟・団での支援活動を報告しました。 

②福島県第１団うめのリーダーによる講話では、震災当日の状況、その後のガール 

スカウトたちの様子、現在の様子などの体験談を語っていただきました。 

③団での支援活動における指導者のサポートと防災スキルの指導に関して、指導者として団活動を 

進めるにあたっての要素を説明した後、ロープを使ったワークを行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

団委員長研修 ／ 団委員長会議 

 9 月 20 日に行われた団委員長研修では、あらゆる「変化」に対し、柔軟に・ポジティブに対応する

ことで、少女たちの可能性を最大限に伸ばすための活動を支援し、団運営に取り組むことを研修しまし

た。 

 １２月１３日に行われた団委員長会議では、11月に開催された日本連盟主催の連盟長会議において発

信された情報を共有しました。活動基本方針に則り、新しいコミュニケーションロゴやキャッチフレー

ズを活用し、ガールスカウト運動を推進していきます。 

 

体験集会＆保護者のつどい    平成 27年 1月 25 日行田、2月 15日飯能 

 

ガールスカウトの活動には、 

わくわくするチャレンジがいっぱい。 

仲間と協力しながら、人の役に立てるよう 

いろんなチカラを身につけます！ 

 

埼玉県連盟 第２回国際キャンプ 実行委員会 スタート！ 

平成 27 年 8 月 7 日～10 日 戸隠ガールスカウトセンターにて開催 

 テーマ： “challenge!!!  ～君の力で世界を広げよう～”

野外生活を行い、自らの役割を果たしながら仲間と協力して様々

なことにチャレンジします。このキャンプが自信と達成感を得る機

会となるように、企画していきます！ 
 

   

  



大好きなわたし ～Free Being Me～ プロジェクト が始まりました 

ガールガイド・ガールスカウト世界連盟と Dove が 

開発した協働プログラム 

少女と若い女性たちが容姿に関する固定概念を自ら解き放ち、 

多様な価値観を学び、無限の可能性に向かってさまざまな活動への 

扉をひらくことを手助けするプログラムです。 

 

 このプログラムを提供できる指導者となるための養成研修会 開催！

平成 26年 11月 8 日、平成 27年 1月 18 日、3 月 28日、4月 4 日（部門別展開例）   

 

FBMプロジェクトは、「少女達が 

外見について悩まなくて良い世界」 

を目指して、ピアエデュケーション 

（同年代の仲間による教育）の 

手法を活用し、2016 年までに 

世界で 350 万人の少女たちを 

対象に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 プロジェクトの専用ホームページでは、Eラーニングができたり、取り組んだ 

活動を投稿し、世界の活動の様子を共有することができます♪ 

http://www.free-being-me.com/  

 

リーダー養成講習会 A・B              浦和合同庁舎 

27 年度に向けて、リーダー養成講習会が浦和合同庁舎にて開催されました。 

レンジャーからフライアップしてリーダー登録を予定しているスカウト、再びリーダー登録をすべく

再受講する方、改めて学びたいと自己研鑚のために参加した方など、多くの受講生が参加しました。 

 社会と時代に応じたガールスカウト運動を理解し、自ら考え行動できる少女を支援できるような 

リーダーをめざしましょう！ 

 

リーダー養成講習 A   平成 27年 2月 28 日 

リーダー養成講習 B  平成 27年 3月 1日 

リーダー養成講習 B  平成 27年 3月 7日 

  

27 年度も講習会・研修会が 

企画されています。 

スカウトたちの笑顔と 

自分磨きのために 

 多くの研修会に参加しましょう！

  

自分の長所、好きなところを他人に伝えたり、褒めら

れたりする体験は大人がやっても楽しい。ぜひスカウ

トたち、その周囲の子どもたちに広めたい！ 

日々の生活の中でどんなにたくさんの「ボディートーク」が

されていたのかを実感しました。今日から私自身から変わら

ないと…と思います。 



World Thinking Day (ワールドシンキングデイ) 2015 

毎年 2月 22日（創始者 B-P とオレブの誕生日）に、世界中のガールガイド・ガールス

カウトがワールドシンキングデイを祝います。友情を祝うとともに、世界規模の問題につ

いて学び、行動を起こしています。ガールスカウトが「他の人々に役立つ機会」を得て、

「国際的な運動に参加している」という自覚をする日でもあるのです。 

World Thinking Day is a day of friendship, advocacy and fundraising for girls around the world. 

 

Stop The Violence キャンペーン 【少女に対する暴力をなくすキャンペーン】 

 

少女に対する暴力をなくすグローバルアドボカシーキャンペーンは 2011年のガールガイド・ガール

スカウト世界連盟第 34 回世界会議で開始されました。世界連盟で、日本連盟で、ガールスカウトはこ

のキャンペーンに 10年間取り組んでいきます。 

 

： 中学生・高校生・大学生や 20 代の女性マイボイスシート

にとって身近な暴力である「デートDV」に焦点を当てて実施され

ました。 

 多くのガールスカウトが「デートDV」問題を理解し、このこと

に関する声を集めることで、「デート DV」問題について認識を持

つ人を増やすことを目的としています。 

 「マイボイスシート」に言葉を書き、写真に撮って投稿して、世

界へ発信！！ 
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◇ ◆ ◇ 27年度 埼玉県連盟 事業予定 ◇ ◆ ◇ 

第４回定時総会 

 期 日： 5月 16日(土) 

 場 所： 浦和合同庁舎 別館 A会議室 

ギャザリング埼玉県大会 

 期 日： 7月 19日(日) 
 場 所： 未定 

埼玉県連盟 第２回 国際キャンプ 

 期 日： 8月 7日(金)～10日（月） 
 場 所： 戸隠ガールスカウトセンター 

その他の事業 

 期  日： 4月 4日(土) ＦＢＭ指導者向け研修会（本館第 5会議室） 

期  日： 4月 18日(土) 広報説明会（本館講堂） 

期  日： 4月 19日(日) シニア、レンジャー研修会（別館 A会議室） 

期  日： 4月 29日(水) きららデイキャンプ 

期  日： 6月 6～7日(土日) 指導者養成講習会Ｃ、きらら一泊キャンプ 

※事業予定は、変更となる可能性もありますのでご了承ください。 

27 年度も、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 

連絡会等の日程（予定） 

4月 18日  登 録  

5月 16日 定時総会  

6月 20日  連絡会  

 


