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第 10回定時総会

新潟県連盟 2021年度事業方針

一生の宝もの 出会えてよかつたガールスカウト
※ガールスカウ トの活動を通 し、培った技術や能力を「宝もの」と称 した

培ったガールスカウ トの力をあなたに そしてみんなのために

新年度 ごあいさつ 理事 カロ瀬由希子

2021年度、日本のガールスカウ ト運動 101年 目。新潟県連盟設立46年 目がスター トしました。昨年

度、私たちはコロナ禍でありなが らも新 しい活動の方法を考え工夫 し、ガールスカウ トとしてのつな

がりをたくさん感 じることのできた 1年 となりました。それは「自ら考え、行動するガールスカウ ト」の

日頃培われたチカラのあらわれだと感 じています。

今年度、新潟県連盟の事業 として、10月 に『 ぐるぐるア ドベンチャー』を、国営越後丘陵公園にて開

催いたします。コロナ禍で活動が制限される中、仲間とともに自然の中で楽 しくチャレンジし、′むも身

体も元気になれるような企画を現在準備中です。

また、昨年度延期になっていた国際ガールズメッセに向けて、新潟県連盟では2人の国際ガールズ

メッセンジャーが活躍中です。8月 28日 にはオース トラリアのガールガイ ドとのオンラインでの交流

を計画 しています。フレッシュな2人の活躍に大いに期待すると同時に大勢の新潟県内のガールスカ

ウ トが、海タトの仲間と交流できることを願っています。

今年度の新潟県連盟の事業方針は『一生の宝もの 出会えてよかったガールスカウ ト』です。ガール

スカウ トの活動を通 して培った技術や能力を自分のためにそしてみんなのために役立てていけるよ

うな機会 となればと考えています。

今後 ともどうぞご理解 とご支援のほどよろしくお願い申し上げます。

2021年7月 26日発行

一般社団法人
ガールスカウ ト新潟県連盟
〒950‐2041
新潟市西区坂丼東6丁目14 森の巣箱内

ヨロ旧饂23025‐ 269‐ 2332
¨ http://gSi nigata o「 g

少女と若い女性が自分自身と他の人々の幸福 と平和のために、責任ある市民として自ら考え、行動

できる人となれるようにする

ガールスカウ トは、「すべての少女 と女性が自分 らしく生きられ る社会」を目指 して行動する女性を

育てる

ガールスカウ トは、

少女 と女性の視点に立って、より幸せな社会 と未来の実現を目指 し、 リーダーシップを発揮できる

人材を育成するとともに、社会に変化をもたらすチエンジエージエントとして行動 します。

何でもできる手

きれいなミ

生涯学習
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2032年 に向けて

ガールスカウ トは「すべての少女 と女性が自分 らしく生きられる社会」を目指 して行動する女性を育

てる。 というビジョンを発表 しました。

ガールスカウ トとして歩き出したみなさんの宝さが しが始 まりました。

キャンプやハイキング、募金や奉仕などのボランティア活動、海外スカウ トとの交流などさまざまな

活動で一緒にたくさんの宝ものをみつけましょう。

2032年 には宝袋が、3、 くらんで、 きっと素敵な女性になっていることと思います。

今年入団された保護者の声

【4人のスカウ トの父 となって】

長女が小学校で案内を見て、初めて自分か らや りたいと

言い出したことなのでや らせてみよう、 というのがガー

ルスカウ トとの縁の始 まりです。その後も子 どもたちに

任せるだけで何もしない父親ですが、次女、三女、そ し

て今回、四女も「スカウ トの道」を選びました。難 しい

世の中を生 きてい く上で、 ガールスカウ トを通 して

「生涯の指針」を定めてもらえれば、 と願っています。
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ガールスカウトにいがた

Girl Scoutts of」 opon

ガールスカウトのいままで >>>>>>>>
1920 東京の香蘭女学校に、日本女子補導会東京第 1組が誕生

1924 第 1回 ワール ドキャンプ(イ ギリス)に 参カロ者を派遣

1947 日本ガール・スカウ ト中央準備委員会発足

J948 戦後初の指導者講習会開催

1949 ガール・スカウ ト日本連盟発足

1952 社団法人ガール・スカウ ト日本il■盟認可

宙_955 戦後初めてのガールスカウ ト海外派遣

1960 第 17回世界会議にて、世界連盟正カロ盟国として承認される

″  長野県戸隠村に「戸隠キャンプセンター」竣エ

1961 戸隠インターナショナルキャンプ開催

1963 戸隠でアジアキャンプ大会開催 記念切手発行

1964 東京オリンピック・パラリンピックに奉仕

1966 第 19回世界会議を日本で開催

1970 世界のガールスカウ ト運動60周 年

日本のガールスカウ ト運動50周 年 50周年記念切手発行

19ア4 アジア太平洋国際キャンプ開催

1984 東京都渋谷区にガールスカウ ト会館を竣エ

1989  制月艮改定

199320f」14 ピースパックプロジェクトを実施

1998 ∪Kガイ ド招へい事業開始 (文部省補助事業)

1999 日韓ガールスカウ ト交流事業 (タト務省補助事業)

2000 戸隠ガールスカウ トセンター竣エ

2002 新プログラム完全実施

20052009 ミャンマー難民の子どもたちを対象に

ピースパ ッヽクプロジェクトⅡを実施

2008 少女の自己肯定感に関する研究を開始

20J_0 90周 年 制服改定

2012 日本で世界連盟 リーダーシップ開発
プログラム(WLDP)を 開催

2013 安倍首相訪問 少女と女性活躍への支援を要請

〃  第 |1回 アジア太平洋地域会議を日本で開催

2014 新ブランディングによるコミュニケーション

ロゴの制定

P015 人権問題 について学、3ミ「∨OICES AGAINST∨ IOLENCE
(∨A∨ )プ ログラム」への取 り組みを開始

2020 日本のガールスカウ ト運動 100周 年

年表は公益社団法人ガールスカウ ト日本連盟のホームページより引用させていただきました

41

日本のガールスカウト運動は2020年 に100周年を迎えました。
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>  ガールスカウトのこれから

2021年 10月

国際ガールズメッセ開催予定 !

国際ガールズメッセは、テーマ「わた

しの声か ら広が る世界」を掲 げ、SDGs
の「目標 5:ジ ェンダー平等 を実現 しよ

う」達成に向けて 10月 に開催されます。

100周 年盛 り上 げ役 としてユ ース

メッセンジャーを募集 し、新潟県連盟か

らは2人が 10月 の 国際ガールズメッセ

に向けてSNSな どで活動 しています。

42都道府県連盟合わせ ると約 100人

のユースメッセンジャーが活動中です !

ガー ル ス カ ウ ト新 潟 県連 盟

ユー ス メ ッセ ン ジ ャー

facebookO′ ―ヾ―,ジ   >

inStagramも や つ て[る

t! 
鱚

全 国 の連 盟 の活 動 は

#国 際 ガー ル ズ メ ッセ で

>
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新潟 県の 躙 蝙

ユ ー ス メ センジ ャー よ り

輻            :鰈

いままで3回 の「 .… VO:CE」 を発行 しま した

みんな見て くれたかな ?

Ⅲ…Thinkに 取 り組んでみてね !

みんなの意見や感想を随時募集しています !

自分はどうかな ?身の回りでは?どんなことを感しましたか?

ぜひ考えたこと、調べたことを教えてください 1

VOIEE

.¨Think これっておかしぃ?

●| `

今後 もVOICEは 発行予定です
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みなさんは「ジェンダー」って矢口ってますか ?

少し難 しいテーマですよね。みなさんの身の回りにあるジェンダーに

ついて一緒に考えてみませんか ?
また、今回国際交流の機会があります ! テンダーフットからリーダー・

保護者の L.Lさ んが、一緒に楽 しめるような内容を計画中です |

新潟県連盟の全員でガールスカウ ト 100周 年をお祝いしましょう !

私たちからの声(情報)はニュースレター「.¨ VOICE」 ・Focebook。

Insttogromを 通 して発信 していきます。

ぜひチェックしてくださいね !

生 きるチカラ

メッセンジヤー 牧口末和 メッセンジャー
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ガールスカウ トは「自分で考え、行動できる女性」を育てる教育です。

人はさまざまな人 との関わ りをとお してさまざまな役害」と経験 をする中で豊かな人間性や生きる

チカラを身につけます。

レンジャー(高校生年代 )部 門では「責任ある立場で自分を活かす」ことでそのチカラを養います。

レンジャーのリーダーシップバッジは、以下に取り組むことで取得できるバッジです。

① ガールスカウトの活動の中でリーダーシップを養う。

② 身につけたリーダーシップを自分の関わっているコミュニティ、地域や学校のなかで責任あ

る立場で活かした活動をする。

レンジャーには、培 ってきたチカラがあります。

「声をあげ、行動をおこし、影響を与える」ことのできるスカウ トです。バッジはそのこ

成人になってか らもつけることができます。

取 り組み方は新潟県連盟HPを ご覧 ください。

会員のページ > ログイン > レンジャーのリーダーシップバッジ取得

との言正て
゛
す。

最初 1オ スカウト対 象にロープ結ぴな

どの集会を重ね、活重力の集成 として

一般 の子を対 象にし「■「おやこで

チャレンジ」でミニ追『ホゲームを企画

しまし|=。 ロープ結びゃクイズを取 り

入れ、小さな子どもでも楽しんでも

らえる内容をむうヾけまし「=。

陽覇雖疵麟饉増F耗輻 _オ ンフェ主型彪
「チ ヨツと考 えてみませんか、明 日のガールスカウ トを !!」

日時 :2021年 6月 20日 (日 )14:00～ 16:OO 参カロ者 :21人  開催方法 :Zoom

コロナ禍でオ ンライ ンが一気に普及 し、私 たちガールスカウ トも指導者の会議 や研修会だけでな く、

スカウ トもさまざまなプログラムに取 り入れて日常化 してきました。

そこで、今現在の新潟県連盟の現状を矢口るための事前アンケー トをもとに、指導者のひとり

ひとりが自分のこととして とらえ、考え、行動できるように、明日のガールスカウ ト!!

につなげること。また、団でもさまざまな機会にオンラインを活用できるようにと成人

研修会を行いました。

【参カロ者の声】
・久 し、3ミ リにマスク無 しの皆さん顔 を見ることができう

れ しかった。
・Zoomは 不安 いっぱいだったが、ハー ドルが低 くなっ

た。団で活かせそう。

家事の合間に、遠方でも、移動せずに参カロできた。

いろんな可能性を感 じた。
・各団が抱えている状況が数値化され分か りやすかった。

各団で話 し合われたことを持ち寄って次の

研修でさらに深めていければ良いと思います。
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リーダーシップバッジに取り組んで
|1団 レンジャー 石川 陽好

取 り組み始めた頃は、大変な活動にな りそうだ と感 じていました。大変だったことに変わ りはありま

せんが、同時に充実感も伴っていました。企画を考えたり準備 をする中で、当日の楽 しさに思いを馳せて

わ くわ くした り、逆に不安になった りもしました。当日になって初めて発覚 した準備の ミス と、達成感。

リーダーシップについて、自分の団で経験 しておいてよかったなと思えることがたくさんありました。

リーダーシップバッジ 伝達授与
|1団 団委員長 高津 信子

あと一歩 というところて
゛
卒業 となり、頑張ったのに形にすることができなかった今までのレンジャー

のバッジ。コロナに制約され時間の少ない中、“今年 こそは"と 二人の レンジャーが協力、励ましあって、
バッジを手に致 しました。その努力を称え他のスカウ トたちにも矢口らせたい、との思いで保護者が同席

するフライアップ式の時に伝達授与を行いました。スカウ トたちは目をキラキラさせて見つめ、保護者

もバッジの説明にうなずきながら温かいまなざしと拍手を送ってくださいました。

リーダーシップを発揮することのできる女性になるためにいろいろな場面で活動 しているガールス

カウ トです。今回の二人のレンジャーのバッジ取得が、とても良い刺激 となりました。

■■困■■誕塁塁塁肇醒瓢 レンジャーonlineミ ーティング ～our voices will chonge+he world～

日時 :2020年 9月 中旬(事前学習)～ 2021年 3月 末 参カロ者 :新潟県連盟より2人 (全国22人 )

テーマは3つ あり「メディア×ジェンダー」「シャカイ×ジェンダー」「シンロ×ジエンダー」にわかれ、2人の日本連

盟の教育 。指導者委員が支援 し、LINE電話での ミーティング、Slcckでの情報共有、Googleド ライブでのファイル共

有などを利用 し、活動を進めました。毎週曜日を決めて、家か ら全国の レンジャーとつなが り、活動をしているうち

に、計画的にプロジェクトを進めるためのマネジメン トカも身につき、いつか社会に出てから必ず必要になるチカラ

が身についたと感じました。

23団  山本 星来
テーマ :メ ディア×ジェンダー

内 容 :私 のチームはどの女の子も自分
のや りたいことができる世界にするため
に、男性からの女芸人さんへのいじりが問
題だと思い女芸人さんへのいじりが 1番 多
いと感 じるイッテQへ手
紙 を書いて、ポスターも

作 りました。
まわ りの人か ら誤解 さ
れないよ うにた くさん
の視点か ら物事 を見 る
ことが大事だ と分か り
ました。大変だったけど
いろい ろ勉強 にな って
よかったです。

参カロ者担当リーダー 渡邊典子

23団 長崎 晴子

:詈::警吻滓犠ギ
ー準

ゴールを目指 して、神奈川、千葉、和歌山の レンジャー と一緒
に活動 しました。

学校で先生30人、生徒460人 にアンケー トを行いその結

果 と、理系で活躍されている女性へのインタビューを基に文

科省に意見書 を提出 し、ポスターを制作、掲示 しました。
ジェンダー差別は リケジ ョやイクメンな ど、性別 を強調す

ることで差を狭めそうで広げていると感 じました。
また、|つ |つ の細かい行動 に目的をもって取 り組む と効

率よくプロジェク トを進め られ るとい うことを学びました。
オ ンライ ン上で したが、全国のスカウ トと意見 をぶつけ

合 って、仲 良く活動で きて とても楽 しく、良い経験にな りま

した。
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② 月以カウH乱 がヽた
新潟県連盟事業のご案内
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1新 潟県連盟 2021年度の主な行事 2021年 8月 ～2022年 3月 31日

8月 8日  国際ガールズメッセに向けて 第1弾 県内スカウ トの共有会『Shoring Por† y』

8月 28日  国際ガールズメッセに向けて 第2弾『 オース トラリア連盟 との交流会』

9月 18～ 20日  北関東地区スカウ ト集会 (担 当 :長野県 オンライン開催 )

10月 9～ 10日  国際ガールズメッセ (日 本連盟主催 )

10月 10日  ぐるぐるア ドベンチャー (長岡市 )

10月 31日  北関東地区理事研修 (担当 :新潟県 オンライン)

12月 12日  第2回 団委員長会議

2月 22日  ワール ドシンキングディ (各団にて)

3月 26～ 27日  ささだんCO!!の会 (年長集会 )

編 集 後 記    ‐‐|■ |■ ‐ ■|・ ■ ‐

昨年 100周 年を迎え、ますます幅広い年代が共に歩み、生涯学習の場 となっているガールスカウ ト。

今号は新入団員の声や、ヤングリーダーの活躍 と、希望いっぱいの議面となりました。

誌面作成にあたり、たくさんの方のご協力をいただきました。部員一同、だから感謝申し上げます。

イ可でもて
゛
きる手

されいなだ


