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             （一社）ガ茨連発第 53 号 

平成 29 年 9 月 2 日 

 

団委員長 様 

 

ガールスカウト茨城県連盟 

連盟長 臼井 多賀子 

 

9 月県連たより 

 

報告事項 

《県連》 

1. VAV 指導者研修会 9 月 9 日（土）9:30～17:00・10 日（日）9:30～16:30  受付 9:00 

於:青少年会館 大研  

2. Given ～いま、ここ、にある しあわせ～ 上映会 

11月 26日（日）13:00～15:50 於:水戸市内原中央公民館 別紙参照 締切 11月 2日（木） 

3. 9 月理事連絡会 9 月 2 日（土）の為、9 月 7 日（木）事務局はお休みになります。 

団内にご周知ください。 

 

《各種委員会》 

<組織> 打合会 8/24 

1. 団委員長会議 11 月 26 日（日）受付 9:30  10:00～12:00 於：水戸市内原中央公民館 

 別紙参照 締切 11 月 2 日（木） 

2. 友達増やそう作戦「広めよう私たちの仲間」 

～100 万人とつながるキャンペーン～「おやこでチャレンジ」i 

取り組みましょう。目標は各団 1 名会員増です。 

  

<指導者>打合会 

1. 地区別指導者研修 

県南地区 10 月 1 日（日）9:00～12:00 於：牛久市生涯学習センター 

普通救命講習 1  単元 Ⅱ-5 早川 T,谷井 T 

 

<トレイナー会> 9/1,11/24 

1. フレンドシップラリーブラウニー・ジュニアについて 

2. 平成 30 年度事業について 

 

<スカウト活動>打合会  

1. フレンドシップラリーブラウニー・ジュニア 

  第 2 回実行委員会 8/27 於：青少年会館 実行委員 4 名,米満 T,St- 2 名 

   利用団体指導者研修 9/13（水）14:00～16:00 於：水戸少年自然の家 

 武田,尾見 参加予定 

   しおり印刷 9/27（水）9:00～ 於：青少年会館 1F 和室 B 

2. 北関東地区スカウト集会事前研修会 8/20  於:青少年会館 

Rr-6 名,Sr-8 名参加 St- 2 名,宮木 T,早川 T,渡邉 T,菊地 T 

3. 県外派遣事後研修及び VAV プログラムについて 

 10/1（日）9:30～17:00（受付 9:00）於：青少年会館 1F 和室 B  別紙参照 
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4. VAV プログラム 

ステップ 1   8/20   於:青少年会館 3F  談話室   宮木 T 

   ステップ 2・3 10/1（日）9:30～17:00（受付 9:00）於：青少年会館 1F 和室 A 

      ステップ 4～6 11/12（日）9:30～17:00（受付 9:00）於：同上  1F 和室 A・B 

                        （9 月 2 日付県連発№56） 

 

<情報・財務>打合会 9/8 

1. 情報 そうび 106 号取材 

   40 周年記念キャンプ ダイジェスト版・報告書作成 

   報告 2017 特別賛助会員へ発送 9/8 

   「ちょっぴり早い ハロウィンパーティー」の打合せ 

  財務 棚卸 9/8 

2. FC 水戸ホーリーホック げんでん女子サッカー教室への参加について 

参加費：無料（8 月 25 日付県連発№52） 締切 9月 15日（金） 

    

≪SNS 委員会≫ 

1. 茨城県連盟としてのＳＮＳ発信について 

茨城県連盟 Facebook 開設しました。 

 

≪40 周年記念キャンプ≫ 

1. 写真 DVD を頒布いたします。参加団…1 枚（無料） 

希望販売については 1 枚…100 円 

※9 月県連たよりの最後の申込用紙よりご注文ください。 

 団委員長会議（11/26）お渡し予定です。 

それ以前に送付希望の場合は配送料（有料）にて送付いたします。 

 

≪ちょっぴり早い ハロウィンパーティー≫ 

1. 実行委員会 第 2 回 9/16（土）10:00～ 於:青少年会館 1F 和室 B 

      第 3 回 9/30（土）13:00～  於:青少年会館 3F 談話室 

2. 事前説明会 9/30（土）10:00～12:00     於:青少年会館 3F 談話室 

                ※参加団のリーダーはご出席ください。 

 

≪役員選出委員会≫10/24 

 

≪規約委員会≫7/29 

 

≪表彰委員会≫8/19 

 

≪北関東地区≫ 

1. 北関東地区スカウト集会 9/16（土）～18（月・祝）於：新潟県国立妙高青少年自然の家 

Sr-6 名,Rr-8 名,宮木 T,尾見 参加予定 

   交通費納入について（8 月 25 日付県連発№50） 入金締切 9 月 5日（火） 

北関東地区スカウト集会参加乗降駅の訂正について（9 月 2 日付県連発№55） 

 

≪日連≫ 

1. 日本連盟 監事 大橋 玲子様 8 月 9 日にご逝去されました。 

謹んでお知らせ申し上げます。 
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2. 2017 年度日本連盟表彰について（8 月 25 日付県連発№51）県連締切 9月 28日（金） 

3. 「賛助会員トレフォイルの集い」10/28（土）11:30～15:00（受付 11 時） 

於：ユアーズホテルフクイ Bonheur   参加費 4,000 円 

詳細問合せ 県連事務局まで   申込 日連締切 10月 6 日（金） 

4. 「出会いと体験の森へリーダーズキャンプ」参加者募集 

11/3（祝・金）13:00～5（日）13:30 於：大和の森 高萩スカウトフィールド 

対象：成人  参加費：5,000 円 申込 日連締切 9月 30日（土） 

http://deai.camping.or.jp/camp2017registration.html 参照 

 

《その他》 

1. いばらき教育の日推進協議会 第 2 回実行委員会 

 9/8（金）13:30～  於：水戸生涯学習センター 臼井 飯野 出席予定 

2. 茨城県ユニセフ協会 第 4 回運営委員会 9/11（月）10:00～12:00 於：JA 会館本館 

                   臼井 出席予定 

3. 茨城県女性団体連盟 第 4 回役員会 

 9/13（水）10:00～12:00 於：女性プラザ男女共同参画支援室  臼井 出席予定 

4. 平成 29 年度少年の主張茨城県大会 9/16（土）13:00～16:00  

  於：坂東市総合文化ホール「ベルフォーレ」      仙田（8 団）出席予定 

5. 子どもゆめ基金募集説明会 9/23（土）10:00～12:00 於：県西生涯学習センター 

                         河野,藤咲 参加予定 

6. 会津磐梯山エリア誘客促進事業（貸切バス代補助）の御案内について 別紙参照 

https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01240a/kyouikuryokou-hojokin29.html 

<福島県 会津地方振興局 復興支援･地域連携室>  

 

 

三役会  9 月 16 日（土）・24 日（日）於：青少年会館 1F 和室 B 

※団運営他、お気軽にご相談にお越しください。 

理事会   10 月 5 日（木） 10：00～ 於：青少年会館 3F 談話室 

理事連絡会  同上    11：00～     同上 

 

 

 

 

ガールスカウト茨城県連盟行（FAX:029-221-7156） 

40 周年記念キャンプ 写真 DVD 申込書 

 

  団  申込責任者名              ℡                    
 

希望数  枚 

    参加団…1枚無料頒布します。それ以外のご希望枚数をご記入ください。 


