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             （一社）ガ茨連発第 45 号 

平成 29 年 8 月 10 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 

 

8 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  

 日本連盟ホームページから、各自お申込みください（スマホ可） 

 ※8 月 4 日付県連発№44 でご案内のとおり、各団 1名以上ご参加くださいますよう 

  再度、お声掛けください。 

 ※ちらしを郵送しました。 

2. 事務局夏季休業 8 月 15 日（火）～18 日（金）団内にご周知ください。 

 

《各種委員会》 

<組織> 打合会 

1. 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」の取り組みは進んでいます

か。秋の入会に向け、楽しい集会等を企画しましょう。目標は各団 1 名会員増です。 

  

<指導者>打合会 

1. 40 周年記念キャンプ 単元 

 成人スタッフ（21 名）…Ⅱ-1 

 当日リーダー（33 名）…Ⅱ-1，Ⅱ-4，Ⅱ-5 

 実行委員（9 名）・地区委員（5 名）…Ⅱ-5，Ⅲ-1，Ⅲ-2，Ⅲ-3，Ⅲ-4 

 

<トレイナー会> 9/1 

 

<スカウト活動>打合会  

1. 全国レンジャーキャンプ事前研修会 7/9 於：古河市中央公民館 

Rr-1 名,宮本（34 団）,尾見 出席 

2. フレンドシップラリーブラウニー・ジュニア 

  サポートリーダーの決定について（7 月 27 日付県連発№41） 

 開催について 別紙参照 締切 8月 31日（木） 

 キャンプファイヤーのお手伝いスカウトの募集について 別紙参照 締切 8月 31日（木） 

 第 1 回実行委員会・下見 7/23 於：水戸少年自然の家 

実行委員 3 名、米満 T、武田、St-5 名 

     第 2 回実行委員会 8/27（日）10:00～16:00 青少年会館 1F 和室 B 

3. 北関東地区スカウト集会事前研修会 

8/20（日）9:30～12:00 受付 9:00  於:青少年会館 1F 和室 B   宮木 T 

        ※事前課題について（7 月 27 日付県連発№42 配信） 
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4. VAV プログラム 

8/20（日）13:00～17:00   於:青少年会館 3F  談話室   宮木 T 

 

<情報・財務>打合会 

1. 情報 そうび 106 号取材 

   平成 29 年度団連絡先ちらし…各団へ郵送しました。 

   40 周年記念キャンプ 取材・ダイジェスト版・報告書作成の打合せ 

   報告 2017 発行・配布 7/20 

   ちょっぴり早い ハロウィンパーティー 取材確認 

  財務 棚卸 9/8 

 

≪SNS 委員会≫ 

1. 茨城県連盟 Facebook を開設中。 後日詳細 

 

≪役員選出委員会≫10/24 

 

≪茨城県連盟 40 周年記念キャンプ≫実行委員会 7/6 

1. 参加人数 Tf-1 名,Br-51 名,Jr-76 名,Sr-8 名,Rr-10 名 

成人 当日リーダー-27 名,スタッフ-24 名,地区委員-5 名,実行委員-9 名 

      情報・財務委員-4 名 

2. 反省会 7/22 

 

≪ちょっぴり早い ハロウィンパーティー≫ 

1. 参加者募集 及び 当日リーダー（再募集）・スタッフ募集  別紙参照 

当日リーダー・スタッフ 申込 締切 8月 31日（木） 

  参加申込   締切 9月 14日（木） 

  ちらし…各団 20 枚郵送しました。 

2. 実行委員会 第 1 回 7/22（土）現地下見・打合せ 於:青少年会館 

第 2 回 9/16（土）10:00～ 於:青少年会館 1F 和室 B 

3. 事前説明会 9/30（土）10:00～15:00   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。 

 

≪日連≫ 

1. ガールスカウトカレンダー2018 写真募集（7 月 14 日発信）日連締切 9月 5日（火） 

2. 一般参加者を募集する活動について（7 月 14 日発信） 

3. サンガム友の会 in 高野山「世界遺産 高野山へ ～ここに神秘がある～」 

11/25（土）～27（月） 友の会締切 9 月 25日（月） 詳細問合せ 県連盟事務局まで 

 

《その他》 

1. いばらき教育の日推進協議会 

 実行委員会      7/25 於：三の丸庁舎 臼井,飯野 出席 

大会宣言文起草委員会 7/25 於：同上    飯野   出席 

 同上     8/25（金）10:00～12:00   於：同上 

2. 女性団体連盟 リーダー等研修・交流会 7/10  於:県庁 臼井,舟木,飯野 出席 

3. いきいき茨城ゆめ国体・いきいき茨城ゆめ大会実行委員会第 2 回総会 

    7/11 於：水戸プラザホテル   臼井 出席 
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4. 茨城県元気な森林づくり活動支援事業審査委員会 7/12 於：県庁 11F  臼井 出席 

                         <茨城県農林水産部林政課> 

5. 日本ジャンボレット高萩 2017 

 開会式 8/4, グランドオープンセレモニー 8/5, いばらきフェスティバル 8/6 

      於:大和の森 高萩スカウトフィールド 臼井 出席〈ボーイスカウト日本連盟〉 

6. 子供・若者育成支援のための地域連携推進事業（中央研修大会） 

11/27（月）14:00～17:40 ・11/28（火）10:00～14:30 於:NYC 河野 参加予定 

〈県女性青少年課〉 

7. げんれんサッカー教室 9/30（土）受付 11:30  12:00～13:30  

於:ケーズデンキスタジアム水戸 サブグラウンド 

   服装:運動しやすいもの・お持ちの方はサッカーボールを持参してください。 

   年齢制限無し    

申込 飯田（17 団）まで（℡:080-10786749） 締切 9 月 2 日〈水戸ホーリーホック〉 

 

 

 

 

 

 

三役会     8 月 19 日（土）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。 

理事連絡会   9 月 2 日（土） 10：00～ 於：青少年会館 1F 和室 B 


