
会の活動目的を教えてください

ガールスカウト「Stop the Violence」キャンペーンとは？

「少女に対する暴力」と「自分の権利」を地域の人たちとともに考え問題に取り組むことで､少女

に対する暴力を無くすことを目標にした世界的キャンペーンです。本年度は全国 6 箇所の会場で講

演とワークショップが開催されました。2 月 9 日の水戸会場は大雪によって交通機関がストップし

たため残念ながら中止となってしまいましたが、各会場では参加者がデートＤＶ※を無くすために

何が必要かを考え、自分からのメッセージをシートに書き込み発表しました。一人ひとりが尊ばれ、

自分も相手も大切にすることへの理解が深まりました。※交際中の男女間に起きる身体的、精神的な暴力や束縛等

“咲かせよう！さくら”プロジェクト

早いもので大震災から３年間が過ぎました。当連盟では

年長スカウトが平成２４年に岩手県陸前高田市を訪れ「希

望の灯り」の周りで黙祷をささげました。その後被災地の

皆さんと交流や奉仕を行い、現地にさくらの苗木の植樹を

行いました。その経験から少女たちが「命を大切にする心」

や「生きる力を育む」ことを身に付けて欲しいと願いました。

また復興のために年間を通して「さくら募金」を実施し、

向こう 10 年間の継続支援活動を行っています。

今後の活動への豊富をお聞かせ下さい

1920 年にガールスカウト日本連盟の活動が始まり 2020 年に 100 周年を迎えます。茨城県

連盟の中でも親子 3 代で活動している会員も多く､お孫さんと同じ話題で会話が出来ることが楽

しみになっているそうです。たくさんの方々にガールスカウトを知っていただき、一緒に活動が

出来たら嬉しく思います。また、他の団体の皆様方と共催の事業等を開催したいと考えています。

「リサイクルブックエイド」といって、家に眠っている本、ＣＤ、ＤＶＤなどを回収して換金し､

アジアの子どもたちの教育に役立てる活動もしています。どなたでも参加していただけますので、

興味のある方は連盟までお問い合わせ下さい。

【（一社）ガールスカウト茨城県連盟】に関するお問い合わせは
〒310-0034 茨城県水戸市緑町 1-1-１８ 茨城県立青少年会館内 TEL:029-226-5438

ガールスカウトは「少女と若い女性が責任ある世界市民とし

て、自ら考え､行動できる人となる」ことを目指して活動してい

ます。会員は小学校就学１年前から成人女性まで。少女たち

は「自己開発」「人とのまじわり」「自然とともに」という 3

つのポイントを柱にして、年代に応じて様々な体験を通し、

「きれいな心と何でもできる手」を身につけ、ゆたかに生き

る力を育てます。成人女性は少女たちの活動を支援すると共

に生涯学習の場として様々な分野で活躍しています。



【講師】 常陽銀行 営業推進部

ライフプランコンサルタント 平岡 紗織 さん

個
【

セミナー中の様子

別相談会の様子
常陽銀行講師他４名が参加者へ個別応対

り

・今後

・わか

セミナーの様子

寝返り介護の実践中
常陽銀行より平岡紗織さんを講師にお迎えし、人生に

おいて必要な将来のマネー計画について学びました。

社会制度の改正、一生涯にかかるお金、資産運用、投

資など、お金にまつわる内容を分かりやすくお話いただ

きました。知らないことで漠然と感じていた不安も、知

っておくことで気持ちの備えとなり、貯蓄や家計の見直

しにも繋がるということが分かり、将来への取り組み方

を考える上でも非常に大切な内容となりました。今話題

のＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）についても触れ、参
】

加者の皆さんからの関心度が高いことが伺えました。

参加者からの感想

・老後資金をこれからどうするか考えるきっかけとなった。

・生活を考える＝お金を考えるということがわかった。

・家計の見直しからまず考えてみようと思った。

【講師】日本赤十字社 茨城県支部

健康生活支援講習指導員 大和田 信子 さん

後藤 とも子 さん

車椅子
体験
日本赤十字社茨城県支部より大和田信子さん、後藤と

も子さんを講師にお迎えし、介護の基本や災害時にも役

立つ情報など実技を交えて詳しく教えて頂きました。

災害時にも活用できるホットタオルの作り方を学ん

だ際には少量のお湯でも温かいタオルを作ることがで

き、皆さんとても驚かれていました。その他にも、介護

者への寝返りや起き上がり動作のコツ、車椅子の操作方

法について実践的に学ぶことができ、参加者の皆さんの

息の合ったセミナーとなりました。

「何もかもしてあげることが介護ではなく、出来ない

ところを手伝うことが大事」というお話をお聞きし、よ
介護について理解が深まったように思います。

参加者からの感想

、介護にあたる際には今日のことを思い出したい。
りやすい解説と実践で、介護をより具体的に感じた。



茨城県男女共同参画推進員ブロック別研修会を開催しました！

活動事例発表（土浦会場）

推進員 佐々木 佐惠子さん

グループワークの様子

その後、ファシリテーターとして

茨城大学生涯学習教育研究センタ

ー准教授の長谷川幸介先生をお迎

えし、出前講座の企画を考えるグル

ープワークを行いました。「家庭に

おける男女共同参画」と「職業の選

択と男女共同参画」の２つのテーマ

で講座案を話し合い、ユニークな企

画が数多く発表されました。

茨城県男女共同参画推進員ブロック別研修会を、２月１０日（月）に土浦合同庁舎で、２月１２日（水）

に水戸合同庁舎でそれぞれ開催しました。地域に密着した普及啓発活動をしていただいている県男女共同参

画推進員や市町村職員など約５０名が参加しました。

表がありました。

「働く女性のセミナー～チャンスに備える！女子キャリア～」

グループリーダー 宮本 美佐さん

ゲストのお話の様子

数々に参加者の皆さんは大いに刺激を受けたようでし

後半はグループごとに交流を行い

事や両立における日頃の悩みや考え

が活発に話し合われました。ゲスト

本さんも各グループを回ってくださ

参加者からたくさんの質問が投げか

れました。女性同士のトークは盛り

り交流の時間が足りなくなるほど。

女性同士の新たなつながりができま

た。
活動事例発表（水戸会場）
今回は、「出前講座の企画を考えよう」をテーマに、まず活動事例の紹介と

して、土浦会場では推進員の佐々木佐惠子さんから石岡市の小学生を対象に

行った「仕事ハッケン伝」の出前講座について、水戸会場では同じく推進員

の百地榮子さんから小美玉市の中学生を対象とした家庭科の授業について発
推進員 百地 榮子さん

を開催しました
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働く
３月１９日（水）１８:３０～イーアスつくば内のレストランにて「働く

性のセミナー～チャンスに備える！女子キャリア～」を開催し、働く女性

０名が参加しました。

５回目となった今回のセミナーではKDDI株式会社新規ビジネス推進本部

ジネス統括部ビジネス戦略 G グループリーダーの宮本美佐さんをゲストに

え、これまでのキャリアストーリーや仕事と子育ての両立の体験談、仕事

対するポリシーなどをインタビュー形式でうかがいました。「振られた仕事

断らない」「誠実さは国境を越える」など、これまでの経験から、グローバ

の舞台で活躍するために心がけてきたことをご紹介いただき、納得の言葉
し



茨城県知事公室女性青少年課

女性プラザ男女共同参画支援

〒310-0011 水戸市三の丸

電話 ０２９（２３３）３９８

FAX ０２９（２３３）１３

URLhttp://www.pref.ibara
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WOMAN'S ACT21

職場のイジメと暴力により

心身に深刻な傷を負った

女性が労働組合の援助

を得て会社と闘い、解決

していった姿を記録。

本・雑誌もございますので、ぜひご利用ください。
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で開業した１５人の女
場。職業・キャリアも
彼女たちの言葉から

てくるのは「働くよろこ
「いつでも誰でも始めら
「自分を大切にして働
そんなメッセージがあ
いる作品。

りがあります）
図書・ビデオ室にて貸出を行っています。
ビデオ工房 AKAME

持家・借家・特別養護老
人ホーム・有料老人ホー
ム・グループリビングなど
様々な暮らし方をしている
１１人の女性を紹介。積
極的に自分の暮らし方を
選択できる時代がきたこと
を知らされる１本。

普段抱えている困りごとはありませんか？

離婚、借金、交通事故、相続など…様々な

困りごとにお答えします。

◆ 第２金曜日 13:00～16:00

◆ 女性弁護士による面接相談（予約制）

最近、家族と友人とゆっくり会話をしてい

ますか？日頃感じている事や悩み事などを

参加者同士で一緒に語り合いましょう。

◆ 第１金曜日 10:00～12:00
平成２６年度 第１回

同参画チャレンジ支援セミナー

ブ ｄｅ リラックス』

成２６年６月２０日（金）

３：００～１５：００

志村 美恵子氏

定上級ハーブインストラクター

クールエルフィ主宰

性プラザ男女共同参画支援室

５００円

ティー、ハーブソルトを作ります）

３０名（先着順）

れ参加、託児ＯＫ！
i/danjo/challenge/index.html

◆ 定員１０名 （先着順）

・水戸駅から日立方面に向か

って徒歩１０分

・車でお越しの方は三の丸庁

舎（旧県庁舎）の駐車場を

ご利用ください。


