
 

2021 年度 事業報告 

 
 

テーマ：友だち増やそう! めざせ 300人!! 
 

 

事 業 
  （委員会名  組織・運営委員会：組織  少女活動委員会：少女  成人活動委員会：成人  広報・情報委員会：広報  特別委員会：特別） 

月 日 事 業 名 会 場 担当 

4 

8 監査 ガールスカウト事務所 組織 

10 SDGｓ隊任命式 ※オンライン ガールスカウト事務所 少女 

19 (中止)城東春まつり 日岡公園 広報 

29 お家でキャンプ楽しいね(ブラウニー部門) ※ｵﾝﾗｲﾝ ガールスカウト事務所 少女 
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9 第 72 回定時総会 ガールスカウト事務所 組織 

23 (中止)大分県障がい者スポーツ大会・合同開会式 昭和電工武道スポーツセンター 少女 

30 成人研修 ガールスカウト事務所 成人 
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5 (中止)大分市環境展 大分市 少女 

13 オリンピック・パラリンピック大会の国旗掲揚 昭和電工武道スポーツセンター 少女 

19 リーダー養成講習Ａ ※オンライン ガールスカウト事務所 成人 

20 リーダー養成講習Ｂ ※オンライン ガールスカウト事務所 成人 

27 団委員長会議 ※オンライン  ガールスカウト事務所 組織 

29、30 (中止)ダメ。ゼッタイ。 大分市・別府市・中津市 少女 
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10､11 リーダー養成講習Ｃ ガールスカウト事務所 成人 

11 リーダー研修① ガールスカウト事務所 成人 

中旬 (中止)大分県少年の船 事前研修 昭和電工ドーム 少女 

下旬 (下旬)大分県少年の船 沖縄県 少女 

25 顧問会議 ガールスカウト事務所 組織 
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7 (中止)大分七夕まつり 大分市 少女 

 （中止）みどりの少年団屋久島自然体験研修 鹿児島県屋久島 少女 

 （中止）山の日記念大会  少女 

 （中止）九州・沖縄地区シニア部門事業 佐賀県 少女 

22 100 周年記念活動に参加しよう！① ※オンライン ガールスカウト事務所 少女 

29 スリランカ連盟とＺｏｏｍで国際交流  ※オンライン ガールスカウト事務所 少女 

9 
5 100 周年記念活動に参加しよう！②  団で指定した場所 少女 

18-20 (中止)日本連盟レンジャー全国キャンプ  少女 
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初旬 （中止）赤い羽根共同募金 ガレリア竹町ドーム広場 他 事務局 

9-10 国際ガールズメッセ ※オンライン 各団、各家庭 少女 

24 ガールスカウトわくわくポイントラリーin おおいた 田ノ浦ビーチ 少女 
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14 リーダー研修② 高尾山自然公園 成人 

下旬 (中止)おおいたマルシェ 大分市 - 

下旬 （中止）九州・沖縄地区指導者研修会 宮崎県 成人 

27 おおいたうつくし感謝祭 いこいの道北側広場 少女 

28 沖縄県フレンドシップイン九州交流会 ※オンライン ガールスカウト事務所 少女 

12 12 
成人のつどい・あつまれ！ガールのまち！「こども商

店街」「おとなの文化祭」ガールスカウトＳＤＧｓバザー 
ガレリア竹町ドーム広場 組織 

1 
9 大分市成人記念集会 ホルトホール大分 少女 

23 リーダー研修 ※オンライン ガールスカウト事務所 成人 

2 20 ＳＤＧｓ活動報告会とﾜｰﾙﾄﾞｼﾝｷﾝｸﾞﾃﾞｲ ※オンライン ガールスカウト事務所 少女 
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 (中止)リーダー養成講習 A - 成人 

 (中止)リーダー養成講習Ｂ - 成人 

上旬 登録手続き ガールスカウト事務所 組織 

 



 

 事 業 名 会 場 担当 

年 間 新賛助会員・広告協賛企業開拓 ガールスカウト事務所 組織 

CAC100（コミュニティーアクションチャレンジ 100） ガ－ルスカウト事務所 他 少女・成人 

VAV（差別と暴力をなくす）プロジェクト 

 ・ジェンダー平等バッジに挑戦しよう 

 ・パープルリボンプロジェクト 

 

ガールスカウト事務所 

 

 

成人 

少女 

支援者自主活動 

インタレストグループ（この指とまれ） 

 ・組織･運営（ガール deバザール） 

 ・組織・運営（看板にお絵描きしよう） 

 ･成人活動(マスクストラップ、防災袋) 

 ・少女活動(宇佐神宮ガイド) 

 ・ﾘｰﾀﾞｰ活動（ｼﾆｱ・ﾚﾝｼﾞｬｰ修学旅行計画集会） 

 

ガールスカウト事務所 

 

 

 

オンライン 

成人 

組織拡充プロジェクト 

団訪問 

 ・5 団 ・6 団 ・12 団 ・15団 ・20 団 ･25 団 ･35 団 

友だち増やそうプロジェクト 

･3 団 ･10 団 ･11 団 ・12 団 ・15 団 ・20 団 

 

ガールスカウト事務所 

県内各地 

 

特別 

ネイチャーキッズプロジェクト(受託事業) 

幼児向け環境ワークショップ研修事業 

森の先生派遣事業 

 

由布川幼稚園(挟間) 

県内各地 

特別 

日本連盟 100 周年プロジェクト 

国際ガールズメッセ 

インターナショナルキャンプ 

ガールスカウト事務所 特別 

Facebook の投稿・ホームページの更新（随時） ガールスカウト事務所 広報・事務局 

広報紙の発行(9 月、1 月） ガ－ルスカウト事務所 広報 

8・12 月 団会費納入月間 ガ－ルスカウト事務所 組織 

3 月 体験集会月間 県内各地 少女 

 

 

 

諸会議 

月 日 会 議 名 会 場 担当 

4・5・7・10・１・2・3 月 理事会・臨時理事会 ガ－ルスカウト事務所 
組織 

6・8・9・11・12 月 理事連絡会 ガ－ルスカウト事務所 

6/27,11/28,2/6 団委員長会  ガールスカウト事務所 ほか 組織 

5 14,15,16 
常置委員会 

ガールスカウト事務所 
組織 

9 23 ガールスカウト事務所・Zoom 

7 25 顧問会 ガールスカウト事務所 組織 

12/5,20,1/4,9～16,26,29 組織拡充プロジェクト、団訪問 ガールスカウト事務所 特別 

12～3 月 役員選出委員会 ガールスカウト事務所 組織 

年 間 二役会 ガールスカウト事務所 組織 

年 間 委員会 ガ－ルスカウト事務所 各委員会 

年 間 トレイナー会 ガ－ルスカウト事務所 成人 

 

 

 


