常置委員研修

今年は「新しい生活様式」での研修となりました。
（◎委員長

〇副委員長）

教育活動委員会

◎10 団 相田康

3 団 栗原聖香

5 団 四阿里子

7 団 成田沙季

指導者委員会

◎29 団 大原文子

3 団 若林友紀

〇22 団 貴島淳子

26 団 鈴木美智子

2 団 磯村美穂

〇18 団 関泰子

41 団 松井和未

29 団 吉田佐也香
組織・会員委員会

◎ 3 団 金井純子

No.88

66 団 青木雅子
広報・財政委員会

◎60 団 田畑裕香

〇3 団 松島万里子

21 団 髙橋望

29 団 蜂谷サチ子

52 団 古内春佳

【ＨＰ・ＳＮＳアンケート結果】 皆様のご協力ありがとうございました。
自由記述に関してはスペースの都合上一部抜粋させていただいております。皆様の回答をもとにより充実した
ものとなるよう努めてまいります。たくさんのご意見ありがとうございました。

【保護者向け】回答数 72 件

【リーダー向け】回答数 76 件

(Q1) お子様は現在どの部門に所属して

(Q1) 県連の HP からリンク（Facebook で共有）

いますか？（複数回答可）

してほしいものはどれですか？

日頃、会員の皆様には埼玉県連盟の運営にご理解ご協力を賜り、心より感謝申し上げます。
各団におかれましても、このコロナ禍で変更を余儀なくされたり、活動の方法を工夫されたりと
ご苦労の多い年になっていることと思います。
第 9 回定時総会資料にお示ししました県連盟のビジョン、目標について「さくらそう」の紙面
をお借りして説明させていただきます。新型コロナウィルス拡大防止策をとり、8 月までの事業
は中止とし、この間下半期に計画されている事業について準備を進めてきました。
コロナウィルスの影響で、移動の自由、誰かと繋がる自由など 1945 年の終戦以来、初めて自
由を失った時代になりましたが、私たちガールスカウトは前向きに今でもできることに取り組
んでいきたいと思います。その中で新しい生活様式を身につけ、安心安全を確保しながらの活動
をする努力を一人ひとりが真剣に考えなければなりません。
埼玉県連盟チェンジ(第 9 回定時総会資料Ｐ.3 参照)
下半期の事業の変更
・10 月テンダーフット＆ブラウニー集会 ⇒ 開催方法の工夫(2 か所同時開催)
・講習Ａ・Ｂ開催方法変更・Ｊ6 フレンドキャンプ ⇒ 宿泊は無し
・11 月以降の事業については実施の方向

(Q2)埼玉県連盟の HP は知っていますか？

(Q3)埼玉県連盟の Facebook は知っていますか？

連盟宣言 50 周年を機に、新たな出発の年とする
目標は 1～4 までありますが、コロナ禍で取り組めないものも出てきましたので、下記 3 点に
重点的に取り組みます。
◆目標 1-2 広報の充実
ＨＰリニュアール、団紹介リニュアール
◆目標 2-1 ＳＴＶの研修会開催 日本連盟の委託事業 2021 年 1 月 17 日 With You さいたま
◆目標 3-1 事務局体制の確立
書類、備品の整理、書棚等入替、ＰＣのデーター管理他

18％

連盟長
(Q4)HP

等に載せて欲しい情報(自由記述)

・他県との連携など
・会員募集(見学会情報など)
・一般の方が「GS やりたい」と思うコンテンツ
・行事など新しいリーダーに伝えられる動画など
・技能帯のバッジの付け方、チーフの巻き方、結び方
・活動の参考になる技術的なこと
・フェイスブックなどは登録しないと見られないので…
・ガールスカウト出身者の活躍
・スカウト向けのページ
・投稿をタイムリーにシェアして欲しい

さくらそう No88

・肖像権など難しいと思うがたくさんアップして欲しい
・各団ひとことコメントや画像を入れるとよい
・やったことだけの報告なら見る気がしなくなる
・開設へのフォローがあるとよい
・時代として仕方ないかもしれないが、一般の人が見る
サイトにスカウトが載るのはどうかと思う
・個人の HP や SNS でイベントを広報できるようにして
欲しい。GS を探さないと目に入らないので知り合いが
広報していたら行こうかなと思う人も多いので。

〒330-0074

発行／一般社団法人ガールスカウト埼玉県連盟
企画・編集／広報・財政委員会
2020 年 9 月発行

Q5)その他 SNS に関して(自由記述)

37 ケ団

1,149 人

さいたま市浦和区北浦和 5-6-5
浦和合同庁舎別館内
TEL 048-824-6879／FAX 048-825-6886
E-Mail:info@girlscouts-saitama.or.jp
HP:http//www.girlscouts.saitama.or.jp/

✿今私たちにできることって？✿
ガールスカウト埼玉県第 1 団の活動を紹介させていただき
ます。
5 月のリモート集会で「今私たちにできること」という
話し合いをし、コロナ禍で不足している防護服を
作ることになりました。保護者の協力も得て、
団内で 50 枚を完成させ、既に活動を始めている
ほかのボランティアグループに合流して 100 枚を
戸田中央総合病院に届けました。
100 枚単位でまとめるので、団だけでは追いつか
ず、この活動を SAITAMA 地区の団に協力を要請し、
現在進行中です。県内の団の参加も歓迎です！

長坂

道子

52 団 団だより発行

58 団 作品募集！！

自粛期間中は団全員からおうちでの過ご

#コバたま のずこ うのじか ん

し方を写真に撮ってメールで送ってもら

埼玉県が、
「コバトン」
「さいた

想像もしていなかった生活の中でできることは何か？

い、団だよりを発行！郵送で送りました。

まっち」を題材とした作品を募

私たちガールスカウトは「ＳＴＡＹ

離れていてもガールスカウトを感じるこ

集しています🎵

これらのたくさんのチャレンジは、これからの生活や活動の中で必ず役に立つことでしょう！また、新しいこ

とができ、みんなの力になったようでし

ブラウニーと、
ジュニアが作品

とへのチャレンジやおうちのお手伝いを続けられると、とてもステキなことですネ♪

た。

を作ってくれました💕

※県連ホームページとＳＮＳでつながっている団を対象とし抜粋しました。

ＨＯＭＥ」期間中だからこそできることを考え挑戦しました！

２団 生活に役立つロープ結び

67 団 アイコン募集！！

3 団 オンライン集会♪

ジュニアリーダーがロープ結
びの動画を作ってくれたの

で、それぞれ家で練習してい
ます。

シニア部門、オンライン集会
2 回目です！ロープワークに

STAY HOME のアイコン募集をし

も挑戦。みんな、前回より綺麗

たら続々と投稿してくれました。

になってる！

期間を決めて団の LINE アイコン

引き続き、家でも楽しくスカ

変更予定です。

生活に役立つ結び方が多いの
で、きちんとできるようにな

おうちでつながる ガールのこころ

ウト活動をしよう！

りたいです。

5 団 スカウトからのお手紙💛
4 月になってもなかなか集会
ができない中、ジュニアスカ
ウトからリーダーへお便りが
届きました。
今、頑張っていること、毎日続
けていること、ハマっている

6 団 新しい仲間へ
私たちは繋がっているょ✨
新しいジュニアの仲間と

5 月 22 日はガールスカウトの日でした。毎年この時期に「ありがとうの輪

ブラウニーへ＃グリーティン
グカードを送りました。

をひろげよう」を題とし、各団でイベントを行っていました。
今年は写真や動画を発信し、お世話になっている方や社会を支えてくれてい

#STAYHOME

る人々へ感謝の気持ちを伝えました。

# ガー ルス カ

ウト

※県連ホームページとＳＮＳでつながっている団を対象とし抜粋しました。

ことなどが書かれています。

２０団 クッキーを作ろう！

21 団 ブラウニーしんぶん

今回の集会は、みんなで同 じ材 料で

集会ができず、会えない間、

同じ 方 法で ク ッキーを作ってみよ

みんなはどんなふうに過ご

う！というのをやってみました。み

しているのかな？４月の出

んなで一 緒に活動で きる日が早 く来

来事と、何枚か書いてもら

るとよいです が、別々の所にいなが

った絵日記のとっておきを

らも、こうして一緒に活動でき るこ

まとめ、新聞にしました✏️

とで、楽しい気分になれますね😊

２４団 ＺＯＯＭでトレーニング！！

1 団 つなげよう、私たちの言葉
『ガールスカウトの日～あり

非常事態宣言解除が近づき、コロナウイル

がとうの輪を広げよう～』に

ス感染拡大もようやく収束にむかってい

取り組みました。

る事を実感できるようになってきました。

毎日外で働いている方々にあ

きっとそれは、たくさんの方々ががんばっ

りがとうの気持ちを込めて、

てくださったから。私たちも、ステイホー

一人 1 文字、紙に書いて画面

ムでがんばったから！

に映しました。

２９団 絵本作成♪

10 団 全部にありがとう

18 団 安全と健康を祈って

その全部に#ありがとう❢

36 団 医療従事者の皆さまへ

保護者のおとうさんが所属され

ガールスカウトは、厳しい現状の中

ているラグビーチームが、zoom

で働いてくださる方々の安全と健

医療関係者の皆様、最前線

を使った楽しい親子トレーニン

お姉さんか ら絵本が 届いたよ

康を願い、その家族にも送る感謝と

でたたかってくださりあり

グを開催。スカウトだけでなく、

😃「コロナウィルスってなあ

エールとして、ありがとうの輪を広

がとうございます。普通の

ほかの方達も一緒です。親子で、

に？」

げます。シニアではそれぞれ自宅で

生活が、早く出来るように、

笑いながらときには、ハードに

ありがとうの思いを紙に書き、写真

私達も頑張ります。

からだをうごかしました。

を撮って送ってもらいました。

