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2 わかやま大会の開閉会式のプラカーダーをガールスカウトが務め

015年9月から10月にかけて開催されました紀の国わかやま国体、

ました。

プラカーダーの募集に小学6年生から社会人まで約100人が応募。国体
のプラカードは開催県が持回るもので、木製で1・4キロもありそれをぶ
れないで持ちながらの行進は大変力が必要でした。
5月から練習を始めましたが、社会人は仕事、少女スカウトは学校、部活、
塾などで欠席も多く、全員が揃うことが難しく
「本番は大丈夫？」
と不安に
もなりました。夏の猛暑にも悩まされ脱水症状で倒れる少女が何人も出
たため熱中症対策と健康管理を徹底しました。
「当日は体調の良い最高のメンバーで」
と厳しい選考もあり、当日は予備
に回り涙したスカウトもいましたが、それを乗り越え
「チーム ガールスカ
ウトわかやま」
で頑張りました。全国の選手団の方々との交流も一生の思
い出となりました。
当日の感激と感動は想像を超えるものでした。和歌山県の式典担当の方
や多くの方から
「さすがガールスカウト」
と高い評価をいただきました。
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日程表
2月 8日(日)

和歌山市河南コミ
ュニティーセンター

3月 6日
（金）
4 月 上 旬

国体担当リーダーの研修会
各団へプラカーダー募集要項発信
プラカーダー募集締め切り

プラカーダー決定の上各団通知

5月24日(日)

岩出市体育館

第1回プラカーダー全体練習

6月14日(日)

紀北青少年の家

第2回プラカーダー全体練習
(ジュニアキャンプ同時開催)

6月28日(日)

紀三井寺競技場

（県主催）全体練習

7月 5日(日)

紀三井寺競技場

（県主催）全体練習

7月26日(日)

岩出市体育館

第3回プラカーダー全体練習

8月 8日(土)

岩出市体育館

8月23日(日)

紀三井寺競技場

8月29日(土)

紀三井寺競技場

8月30日(日)

紀三井寺競技場

（県主催）第1回わかやま大会総合リハーサル

9月19日(土)

紀三井寺競技場

（県主催）第2回国体総合リハーサル

第4回プラカーダー全体練習
（県主催）式典総合練習会
(県主催）第1回国体総合リハーサル

9月26日(土)

紀三井寺競技場

わかやま国体

総合開会式

10月 6日(火)

紀三井寺競技場

わかやま国体

総合閉会式

10月10日(土)

紀三井寺競技場

10月24日(土)

紀三井寺競技場

わかやま大会

開会式

10月26日(月)

紀三井寺競技場

わかやま大会

閉会式

（県主催）第2回わかやま大会総合リハーサル

新 たな第 一 歩 を 。
2015年秋、紀の国わかやま国体・紀の国わかやま大会で約100名のスカウトがプラカーダーを務めまし
た。
皆様からガールスカウトは素晴らしかったと高い評価をいただきました。
さて今年2016年はリオデジャネイロのオリンピック。
日本選手の活躍が楽しみですが、
さらに4年後2020年
は東京オリンピック。
ワクワク感が倍増。
そして同年、
日本のガールスカウトは100周年を迎えます。
2020年、
私たち和歌山のガールスカウトは100周年をどんなふうに迎えましょうか。
4年後の団や連盟の姿を想像してみましょう。
自然を元気に駆け回るスカウトや困っている人にさっと助けを
一般社団法人
ガールスカウト和歌山県連盟
連盟長

平

野

眞

理

出すスカウト、社会をより良くするために進んで行動するスカウトやヤングリーダー、
同じ目的のために活動する
仲間たち…それぞれの人数が今より増えている…。
これを実現するための第一歩をどう踏み出そうか。決して
実現不可能なことではないと思います。
ガールスカウトはいつも明るく勇気を持ちます。勇気を出して自分のできることを一つ一つ積み重ねていけば
時間はかかっても、夢はかなうのではないでしょうか。
より良い社会の実現のために、
みんなで手をつないで新
しい第一歩を踏み出しましょう。
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つながれ、
ひろがれ キラキラガール
むすぼう絆、そだてよう夢
10：30〜15：00
2015年11月15日
（日）

岩出市立市民総合体育館

参加者：スカウト・関係者 ２５５名

岩 ルスカウトを知って頂きたく岩出市立市民総合体
出市を中心とした紀北地区の皆さまに、広くガー

育館で開催しました。
各団自慢のブースや保護者のお店、体験コーナー、成人
会員によるお茶席がたくさんの来場者でにぎわいまし
た。
ＳＴＶのコーナーでは県の男女共同参画センターとの連
携でデートＤＶの啓発キャンペ−ンを行い、新聞社の取材
も受けました。
午 後 に は ス カ ウト も 楽 し み に し て い た 特 別 企 画
「WAKAYAMA GS Collection」
が行われました。歴代
制服を着たスカウトのランウェイに６団SCAAPのモデ
ル本谷紗己さんが飛び入りで出演してくれました。
プロ
のモデルさんのウォーキングに皆ほれぼれ。憧れの先輩
の登場にスカウトは大喜びでした。
ガールスカウト活動を楽しみながらたくさんの方に知っ
て頂く機会となりました。
各団ブースでの売上の一部は平成27年台風第18号等大
雨災害義援金に充てられました。
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一般 ２８３名

Stop the Vioーleンnce
キャンペ

2015年11月15日
（日）

（公社）
和歌山県青少年育成協会支援事業
広く社会の少女や女性への暴力をなくすため、STVキャンペーンや
デートDV防止等の活動を展開するとともに、
この事業に関わる少
女や女性たち自らが、よりよい社会をつくるため声をあげ、行動を
起こす力をつけることを目的としています。

岩出市立市民総合体育館

ガールスカウトまつり2015
STVキャンペーンブース設置

2015年12月6日
（日） 和歌山市ビッグ愛 りぃぶる 会議室

成人研修会
「わかやまmineの取組み」
について

ＳＴＶパネルの展示やマイボイスシートの作成を行いました。

弁護士

吉澤尚美氏

講演会

日本連盟「パープルピースプロジェクト STV デートDV防止の

４団ＳＣＡＰＰで弁護士として活躍されている吉澤さんは平成25

ためのキャンペーン」の取組みとしてパープルなものを身に付

年7月に設立された性暴力救援センター和歌山「わかやまmine」

けての写真撮影を行いました。

を立上げ時より中心となって取り組んで来られた方でワンストッ
プ支援センターの必要性や現在の支援の内容などをお話いただ
きました。
今回の講演会で学んだこと
や自分たちの思いをかたち
と行動にあらわし、暴力の
ない世界を作るための取組
みの輪を少しでも広げてい
きたいと思います。

2016年1月24日
（日） 和歌山県立図書館メディア・アート・ホール

2016年2月21日
（日） 和歌山県ＪＡビル アグリホール

和歌山県 りぃぶる 主催
デートＤＶ啓発講座と演劇への協力参加

ガールスカウトと一緒に
3つのチカラを身につけよう！

和歌山県男女共同参画センター りぃぶる 主催の「デートDV防

スカウトや一般来場が

−いのちを守る− −災害にそなえる−

止啓発講座・演劇」を臨時のシニア・レンジャー部門会として活
動しました。
STVキャンペーンもパネル展示やマイボイスシートの作成等を
行いました。

−世界とつながる−
のコーナーを楽しみながら回り３つのチカラを身につけました。

ガールスカウトギャザリング

Girls worldwide say

教育はすべての
少女と少年の
未来への扉を開く

和歌山県連盟大会

日 時／2015年7月11日(土)〜12日(日)
場

所／和歌山県立紀北青少年の家

参加者／シニア7名・レンジャー4名

部門ごとにパトロールを編成し、
【知る】
【考える】
【行動する】の３つの柱をたてまし
た。
自分たちで調べテーマーを決めて行動に移せるよう話合いました。
今回は、社会人のガールスカウト先輩リーダーの素敵なお話を聞いたり、空いてい
る時間を利用して映画鑑賞をしたり、 夢をもつこと

勉強することの大切さ な

どを学ぶことができました。
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わ た し た ち の 活動

楽 し い よ 。 ガールスカウト
2団

橋本市

牛乳パックを使って簡単にほかほかのホットドックがつくれてしまうガールス
カウトではおなじみのレシピ、
カートンドックを昼食のメニューにして、一般参
加の親子と楽しみました。燃え尽きた牛乳パックを開ける時はみんなドキドキ
でした。午後はコスプレゲームでパトロールが盛り上がった一日でした。

4団

和歌山市

2015年5月の連休に戸隠ガールスカウトセンターで4団55周年記念キャンプ
を行いました。奇跡とも思われるような晴天に恵まれ、存分に戸隠の自然を楽
しむことができました。東京から大先輩も駆けつけ、
お父さんや男の子を含む
ファミリーも含め総勢71名の参加。
たくさんの刺激をうけ団結を強めて60周年
に向けてさらに４団はパワーアップ！

6団

和歌山市

キャンプって楽しい！を実感できた夏のキャンプ。
フィールドサーチやキャンド
ルファイヤーでは、仲間と協力する大切さを学び、新しい野外料理にもたくさ
んチャレンジしました。

10団

紀の川市

３０年間続いたハンドインハンドの募金について発表しました。
そして新しい
友を迎える準備に入りました。七草では紙
風船バレーボールを楽しみました。
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3団

和歌山市

5団

みなべ町

今年は紀の国わかやま国
体・わかやま大会で、
３団
のシニア・レンジャー全員
が活躍しました。
学校生活・クラブ活動など
と両立しながら頑張り、
クリ
スマス会を兼ねてお楽し
み会をしました。

みなべ町森の鼻にて講師の方をお迎えして、磯の生物を学習。触ってはいけ
ないものの説明を受けてから、
みんなで採集。
ナマコ、
ゴカイ、
ヤドカリ、
カニな
ど、
いろんな種類を採集できました。地元の海・磯を身近に感じられ、
自然を
大切にする思いを育みました。

9団

紀の川市

発団以来、毎年お手伝いで参加している貴志川線まつり。猫の駅長人気上
昇で伊太祁曽駅周辺は大変にぎわいます。改札から出てくる来場客に、元気
に挨拶しながらまつりの案内を配っていきます。休憩時間に会場をまわりイベ
ントに参加するのも楽しみのひとつです。

12団・17団

紀の川市・岩出市

玉ねぎ栽植体験。秋に植えた時にはなんだか頼りなく見えた苗も翌初夏には
大きな玉ねぎに成長し、思わず「見て〜！」
と満面の笑顔。後日収穫した玉ねぎ
を、今年は豚汁にしていただきました。
そして、
また来年の豊作を祈って苗を植
えました。

13団

発団４０周年すごいことです。
１３団の種を蒔いて大
切に育ててくれた先輩達がいて今の私たちがいます。
これからも小さな種が大きな花となり４５周年５０周年
へと繋いでいって笑顔いっぱいの団になりましょう。

花ブラウニーキャンプ
2015年3月14日㈯〜15日㈰
紀北青少年の家
テーマ

15団

海南市

橋本市

１日で終わる活動ではなく、半年かけて、
さつまいもの苗の観察・植付け、
つる
返し、収穫、
お菓子作りを体験し、
スカウト自身の手で育て、地産地消につい
て考える活動を行いました。
さつまいもを掘るのは、大変でした。一番大きいさつまいもは、500ｍｌのペット
ボトルとほぼ同じ大きさでした。

ジュニアキャンプ
2015年6月13日㈯〜14日㈰
紀北青少年の家

みんなでつけよう
いきるチカラ、
ジュニアにむけてダッシュ

〈ブラウニー 18名・一般 2名・シニア 10名・レンジャー 1名・スタッフ 14名 〉
県下のブラウニー部門小学３年生が、
ジュニア部門へのフライアップに向けて、
野外生活に必要な技術を学びました。
クラフトで国体マスコットキャラクター
のきいちゃんを折り紙で作り、紀の国わかやま国体応援看板を紀北青少年の

テーマ

キャンプ大好き ＧＳの仲間

〈ジュニア 43名・スタッフ 19名 〉
県下のジュニア部門スカウトが仲間と協力し合い、
テントを設営し、飯合炊飯・
野外料理と野外での生活を体験しました。国体プラカーダー参加の６年生は、
２日目には国体の練習に励み、残ったスカウト達は豊かな自然の中でフィール
ドサーチを楽しみました。

家に贈呈しました。国体にちなんで花ブラ国体とし、行進などをしました。

シニア・レンジャー訓練キャンプ
2015年7月18日㈯〜19日㈰
紀北青少年の家
テーマ

全国キャンプに向けて技術の向上を目指そう！

〈シニア 5名・レンジャー 1名・スタッフ 6名〉

シニア・レンジャー全国キャンプ、いきるちからキャンプに参加する年長スカウトが、事前準備の訓
練としてキャンプをしました。家型テントの設営を学んだり、竹でテーブルや旗掲揚ポールを作り
ました。去年全国キャンプに行ったスカウトから戸隠キャンプ場での心構えや持ち物などのアドバ
イスを聞くことができ、充実した訓練キャンプになりました。

シニア・レンジャー
全国キャンプ
なないろサイエンス

2015年8月2日㈰〜8月5日㈬
戸隠ガールスカウトセンター
（長野県長野市）

〈シニア ５名・SCAPP １名・リーダー １名 〉

スカウトの声

和歌山県連盟から参加したシニア５名はとても仲
良くなり、また他県のスカウトとも仲良くなれま
した。
ゴミの分別が厳しかったのですが、戸隠の美しい
自然を守るためだというのが、
よく分かりました。
厳しい自然の中、強い雨風でクッキングテントが
飛ばされたりもしました。ロープ結びや家型テン
トを設営する技術をもっと身につけたいと思いま
した。

タッフ参加
ス
いきるちからキャンプ
ガールスカウト東日本大震災支援プロジェクト
2015年8月6日㈭〜8月9日㈰
福島県いわき海浜自然の家
〈レンジャー １名 サポートリーダーとして参加〉
スカウトの声

震災を体験したスカウトや一般の小学生が、楽しい
キャンプを体験できるように前日から研修を受け、
子ども達への接し方を学びました。
最初は無口だった子も、緊張がとけてくるとみんな
一緒に浜で遊びました。
参加した子ども達の方が元気で、サポートリーダー
達が疲れてしまい、昼寝の時間をもらいました。
子ども達への接し方が難しく感じた時があり歌や
手遊びのレパートリーを増やしたいと思いました。
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指導者研修会
2016年2月7日
（日）
和歌山市河南コミュニティーセンター
参加者：成人会員18名

Girl Scouts Wakaya

ma

受賞 おめでとうございます
（公社）和歌山県青少年育成協会会長表彰
6団
東
昌 代
13団 田 中 圭 子
和歌山市教育功労賞
6団
山 﨑

律

子

情報特派員
平成27年度は4団ジュニアパトロール
（16名）
、
6団ジュニア2名、15団シニア2名、17団ジュニア
7名が活躍しています。
4団、15団、17団スカウトの投稿情報が日本連盟
の機関紙
「Girl Scouting」
に掲載されました。

第４回和歌山県連盟海外研修
2016年8月1日˜8月9日の日程でオーストラリ
アニュー・サウス・ウェールズ州を訪れます。
和歌山県連盟は2003年よりニュー・サウス・ウェー
ルズ州のガールガイドと交流を続けています。
今回はスカウト19名が参加します。

●テーマ
日本連盟の動き 〜ガールスカウトで培う力〜
2014年に日本連盟から
示された活動基本方針を
理解し2020年ビジョンに
ついて学びました。
県連盟も活動基本方針に
則って事業を行う必要性
や少女と女性の可能性を
伸ばす７つの条件についても学び、今後の団活動に生かして
いく機会となりました。

ふれあい人権フェスタ2015
2015年11月14（土）10：00〜16：00
ビッグホエール 1Ｆ
ふあい人権フェスタ会場
屋外会場で県連盟と有志団がバザー、屋内会場ではガール
スカウト活動とＳＴＶのパネル展示やペットボトルギャップの
判 子と落 花 生 の 人
形のクラフトを行い
ました。

保護者研修会
2015年6月14日
（日）
紀北青少年の家体育館
参加者：保護者３４名

●テーマ：少女の活動を支えるため
紀の国わかやま国体・わかやま大会でプラカーダーを務
めるスカウトの全体練習の見学および保護者自身の体力
作りとして踏み台昇降にも挑戦し、国体・わかやま大会に向
けての保護者としての心構えを学びました。

指導者研修会
2015年9月6日
（日）
和歌山市河南コミュニティーセンター
参加者：43名

●テーマ
国体・わかやま大会後の団活動の充実に向け
ての取組みを考える
プラカーダーとして頑張っているスカウトの国体・わか
やま大会後の団活動の充実した取組みについての研修を
行いました。

Girl Scouts Wakayama 08

（公社）和歌山県青少年
育成協会支援事業

一般社団法人
ガールスカウト和歌山県連盟 ホームページ

http://gs-wakayama.jp

https://www.facebook.com/gs.wakayama
ガールスカウトって何をするのかを知りたい！ と思った
ら、和歌山県連盟のホームページ、フェイスブックをご覧く
ださい。
ガールスカウトについての質問にお答えしたり、資料をお
送りします。また、活動の見学ができるように、お近くの団
を紹介します。

（公社）ガールスカウト日本連盟公式ホームページ

http://www.girlscout.or.jp
ガールスカウト和歌山県連盟は
チャレンジ25キャンペーンに
参加しています。

