アクティブシニアが活躍する社会を目指して・・・

自分ができることを、自分で考えて、自分の意思で実行する。
それが、“ひっぱりガールズ”の世界観です。
メンバー

活動内容

リーダー 村田綾さん（タレント・さいたま市出身）
メンバー 県職員の女子有志
市町村職員の女子有志
社会福祉協議会職員の女子有志
いきいき埼玉職員の女子有志
８月２１日現在、メンバー数２３名（リーダー含む）

活動目的
◆アクティブシニアの地域デビューを促す空気づくり
◆シニアが窓口等で相談しやすい雰囲気づくり
◆職員同士のネットワークづくり
◆県、市町村、社協職員の地域活動への参加促進

◆職場での本来業務で・・・
◆プライベートで・・・
アクティブシニアの地域デビューを応援する活動を行う
【県職員の活動例】
・自ら地域活動を行い、インスタグラムやフェイスブックで発信
・地域デビュー楽しみ隊の活動現場で取材活動を行い発信
・定期的に企画会議を開き、地域デビューを促進する施策を立案
・県、市町村、社協などメンバーのネットワークを作り情報交換
・ひっぱりガールズ名刺を配って地域デビューのクチコミPR
・自分の担当業務でアクティブシニアの地域デビュー支援活動
【市町村職員・社協職員の活動例】
・市民活動サポートセンターやボランティアセンターの積極PR
・窓口のアイコン的存在として気軽に相談できる雰囲気を作る
・地域デビューしたアクティブシニアを取材し体験談を発信
・地域デビューセミナー、還暦式などイベント出演

ボランティアセンターで、笑顔でシニアの相談に対応するメンバー

地域デビューＰＲ動画を撮影中のメンバー

ひっぱりガール宣言
私たちは、次の5つのことに取り組むことを通じて、アクティブシニアの皆さんを地
域にひっぱり出し、地域の人々の笑顔を生み出していくこと宣言します。
１

私たちは、自らが地域デビューし、地域活動を楽しみ、その魅力を発信します！

２

私たちは、身近にいるアクティブシニアやその予備軍を地域にひっぱり出す取組を行います！

３

私たちは、アクティブシニアがスムーズに地域デビューできるよう親切に案内します！

４

私たちは、頑張るシニアの活躍ぶりを徹底取材して発信します！

５

私たちはメンバー同士のつながりを大切にし、アイデアを出しあって新しいことにチャレンジし、
埼玉をとことん盛り上げていきます。

平成29年8月24日

ちいきデビューひっぱりガールズ メンバー一同

日本初！シニアの地域デビューをサポートする女性グループ誕生！
リーダー
村田綾

埼玉県県民生活部
共助社会づくり課

岩崎 ひかり
わたしのお仕事
地域支え合いの仕組みの活性化◆
市町村コミュニティ協議会への助成
◆県政出前講座

地域デビュー宣言
地元の防災リーダー養成研修受講中
◆子供の学習支援教室でのボランティ
ア

ひっぱり宣言
県政出前講座でシニアをひっぱる
ひっぱりガールズのメンバースカウト
楽しみ隊活動現場で隊員を盛り上げ

わたしのお仕事

インスタグラム
https://www.instagr
am.com/hipparigirls/

わたしのお仕事

地域デビュー宣言

地域デビュー宣言

介護予防の会・若返り運動教室に参
加します

地域サロン支援に取り組みます

ひっぱり宣言
ガールズ名刺を配りまくります！

ガールズ名刺を配りまくります！◆日
常業務中で、シニアの地域デビューを
ＰＲします！

わたしのお仕事

わたしのお仕事

NPOへの助成金事業◆地域活動への
参加促進◆シニアの地域参加応援事
業

給与・福利厚生・文書・物品等

地域デビュー宣言

地域デビュー宣言

地域のソフトボールチームに参加し、
頑張るアクティブシニアに貢献していま
す。自治会の防犯パトロールや納涼祭
などにも参加しています

自治会活動（清掃、夏祭り、運動会な
ど）に積極参加◆日本スリーデーマー
チ（東松山市）にボランティア参加

ひっぱり宣言
ガールズ名刺を配りまくり◆周りの知人
をイベントに連れてきます◆地域デビュ
ー取材し会報誌で発信◆シニアに差入
れ

防犯ボランティアに参加◆地元をもっと
好きになれるように情報収集と参加を
積極的にします（お祭りなど）

ひっぱり宣言
仕事でもプライベートでも接したシニア
の方には親切にコミュニケーションをと
って、生の声を拾います

わたしのお仕事

わたしのお仕事

地域デビュー宣言

ひっぱり宣言
ガールズ名刺を配りまくります◆ソフ
トボールチームのホームページで活
動を発信◆アクティブシニアを地域
活動に勧誘します

桜田 詩織

わたしのお仕事

地域デビュー宣言

地域デビュー宣言

地域デビュー宣言

わたしのお仕事
経営動向調査、中小企業支援など

地域デビュー宣言
地域の合唱団への参加◆家族が
参加している地域活動団体のお手
伝い

ひっぱり宣言
フェイスブックで自分の地域活動を
発信します◆アクティブシニアに関
する記事をシェアします

小川町
健康福祉課

島田 桃子
わたしのお仕事
障害者福祉

地域デビュー宣言
アクティブシニアを先導できるよう、積
極的に地域のイベントなどにボランティ
アとして参加します！
窓口業務でシニアの方に親切に案内◆
ＳＮＳを活用して自分の地域活動を発信
◆小川町のアクティブシニアの皆さんの
活躍をＰＲ◆わたし自身が地域デビュー
のきっかけになれるよう、相談しやすい
雰囲気づくりに努めます

ひっぱり宣言
ガールズ名刺をたくさん配ります
NPO活動に関心のあるシニアの方
に対して、地域デビューを丁寧にご
案内します！

公益財団法人
いきいき埼玉活動支援担当

小堀 登志子
わたしのお仕事
ＮＰＯ活動、ボランティア活動などの
県民の地域活動を支援するための
講座やイベントの企画運営◆活動に
係る相談対応

地域デビュー宣言
自治会活動への参加◆地元で開
催されるイベントのボランティア

ひっぱり宣言
ボランティア養成講座などの企画運
営で、少しでも多くの方が地域デビュ
ーに結びつくよう、情報の提供、相談
対応に積極的に努めます。
鳩山町
高齢者支援課

眞田 佳奈
わたしのお仕事
緊急通報事業、紙おむつ支給事業、
寝具乾燥消毒サービス事業、家族
介護者支援手当支給事業など

地域デビュー宣言
地元の自治会活動で、イベントなど
の活動に参加します

ひっぱり宣言
ガールズ名刺を配りまくります！◆高
齢者支援課の窓口担当なので、シニ
アの方を親切に案内します◆頑張っ
ているシニアを応援します！

学童保育や高齢者施設などで花育
活動を行っています

ひっぱり宣言
ひっぱり宣言
県北部の面白い人や活動を取り上
げ紹介していきます。興味を持った
シニアの方、お声かけください

埼玉県社会福祉協議会
地域活動支援課

平田 有紀
わたしのお仕事
ボランティア、市民活動の支援◆地
域に関心を向けていただく応援者
（生活支援サポーター）を増やす

地域デビュー宣言
生活支援サポーターとして挨拶から
始まる声かけ◆地域の行事や祭り
に参加

ひっぱり宣言
市町村社協にガールズのPR＆ガー
ルズ仲間を増やす◆活動場所に出
向き、SNSで発信！◆つながりをチ
カラに！

川口市社会福祉協議会
企画総務課

森 理恵子
わたしのお仕事
庶務・広報・担当する地区社協支援

地域デビュー宣言
川口市の地区社協や町会・自治会の
イベントに参加しています！◆今後も
積極的に参加して地域を盛り上げた
い！

ひっぱり宣言
広報誌・社協フェス等でガールズやアク
ティブシニアの活動を全力でＰR◆SNS
等を最大限活用して、地域活動してい
る人を紹介

ひっぱり宣言
沢山のシニアの方も活動いただいて
いる「川の国応援団」が活動しやすい
環境を整えます◆「川の国アドバイザ
ー」のシニアの方の活躍の場を増や
します◆業務を介して出会ったシニア
の方の魅力を発信したいです

峯岸 美智子

地域デビュー宣言

自分の地元の熊谷市内でみんなで
楽しめるイベントをやってみたい！

地域デビュー宣言
業務を通じて知り合った「川の国応援
団」の活動に自主的に参加したり、会
員さんたちとの交流を深めたいです

埼玉県人事委員会
任用審査課

農業の振興に関する様々な業務を
行っています

自治会の活動への参加
防犯ボランティアへの参加

わたしのお仕事
川の再生活動を行う「川の国応援団」
の支援業務

埼玉県
本庄農林振興センター

アクティブシニアに地域で活躍してもら
うための仕掛けを市町村の職員と一
緒に考えています

ひっぱり宣言
ひっぱり宣言

わたしのお仕事
彩の国コミュニティ協議会の運営
「地域支え合いの仕組み」の推進

ＮＰO法人の認証◆相談応対◆デ
ータベース管理

松本 久美子
地域支援事業、アクティブシニアの社
会参加支援事業

加藤 恭子

県民活動総合センターに関する事
務◆彩の国市民活動サポートセン
ターの利用促進

北本市
高齢介護課

地域支援事業

岡部 鈴瑚

阿部 映里香

藤波 香織

フェイスブックページ
https://www.facebook.com/
hipparigirls/

野口 佳恵

元島 京香

埼玉県産業労働部
産業労働政策課

前田 杏理

塚田 千春

ひっぱりたい子

ひっぱり宣言

ズたちの、発信アイテム！

埼玉県環境部
水環境課

埼玉県県民生活部
共助社会づくり課

ガールズ名刺を配ります◆地域活動
やアクティブシニアに関する記事を
SNSでシェアします◆頑張っているシ
ニアを取材して記事を書き広報誌で
発信します

北本市
高齢介護課

埼玉県立
鶴ヶ島清風高等学校

埼玉県県民生活部
共助社会づくり課

自治会の活動への参加
通訳ボランティア

ＳＮＳを使いこなすガール

埼玉県県民生活部
共助社会づくり課

埼玉県県民生活部
共助社会づくり課

わたしのお仕事

シニアを、ひっぱる。
埼玉を、ひっぱる。
ニッポンの未来を、ひっぱる。

埼玉県県民生活部
共助社会づくり課

地域デビューしたい方と一緒に活
動し地域活動の輪を広げます◆埼
玉の農産物や頑張る農家さんを応
援◆活動状況をSNS等で情報発信

埼玉県社会福祉協議会
地域活動支援課

清川 英里
わたしのお仕事
ボランティア・市民活動の支援、福
祉教育の推進、生活支援サポータ
ーを増やす

地域デビュー宣言
自治会の活動に積極的に参加しま
す！

ひっぱり宣言
来所されたシニアに地域活動につ
いて丁寧に御案内◆ガールズ名刺
をたくさん配布◆シニアの活動する
現場をＳＮＳでＰＲします！

川口市社会福祉協議会
在宅福祉課

中嶋 祥恵
わたしのお仕事
在宅福祉課庶務（介護保険、障害福
祉サービス等）

地域デビュー宣言
昨年度地域デビューさせたアクティブ
シニアの同窓会を開催したい

わたしのお仕事
採用試験・採用選考に関すること

地域デビュー宣言
地元の魅力をＳＮＳで発信します◆
地元の地域活性化イベントにボラン
ティアとして積極的に参加します

ひっぱり宣言
地域デビュー楽しみ隊やひっぱりガー
ルズの取組について、採用セミナーや
ブログで宣伝します◆退職者やアクテ
ィブシニア予備軍にガールズ名刺を配
るなどして情報発信します

埼玉県社会福祉協議会
地域連携課

青木 佑
わたしのお仕事
市町村社協の活動支援、地域づ
くりの専門職の養成

地域デビュー宣言
地元の地域活性化イベントにボラ
ンティアとして参加

ひっぱり宣言
市町村社協でメンバー発掘◆県社
協のイベントでシニアの活躍の場づ
くり◆研修やイベントで、アクティブ
シニアの活躍を発信します！

川口市社会福祉協議会
在宅福祉課

池田 曜子
わたしのお仕事
訪問介護事業所の請求事務等

地域デビュー宣言
川口市内の地区社協のイベントに参
加◆川口市内の地域活動を、ブログ
やSNSなどを通じてワールドワイドに
発信したい！

ひっぱり宣言
ひっぱり宣言
ひっぱりガールズのＰＲ活動◆地域
デビュー楽しみ隊のＰＲ活動

ガールズ名刺を配りまくり◆知られて
いない、地域で活動しているアクティ
ブシニアを発掘◆地域でアクティブに
活動したいシニアをサポート◆シニア
の活動を、ブログやSNSで発信！

