ジュリエット・ロー セミナーとは？？
1932 年から続く、WAGGGS の若い女性会員を対象に行われる開発プログラム
です。基本的にワールドセンターを会場として開催されます。
今年は 5 つめのワールドセンター「クサフィリ」を開催地とし、アフリカ大陸でイベントご
とに移動するクサフィリは、今回はガーナのアクラに設定されました。
今回ジュリエット・ロー セミナーは「Transforming our world」をテーマにリーダー
シップを培うためのトレーニングが提供されました。

セミナー概要
事業名：ジュリエット・ロー セミナー2016

Juliette
Low
Seminar
2016

テーマ：Transforming our world
日程：2016 年 5 月 30 日～6 月 5 日
開催地：クサフィリワールドセンター
（※クサフィリとは…スワヒリ語で”to journey”(旅へ)という意味。）

News Letter

参加者：65 名（60 ヶ国）
アフリカ地域、西半球地域、アラブ地域、アジア太平洋地域、ヨーロッパ地域

奈良県第 11 団 佐藤 恵利加
Transforming our World!!

Day1; Me as A Leader（自分を知る）
社会に変化を起こすためには、まず自分が変わる必要があるということと、ゴ
ール設定の重要性を共有し、自分が変わるための第一ステップとして自分と
いう人間を理解するためのワークやゲームをしました。

Day2;

Me as an Agent of Change

（変化は誰もが作れるということを知る）
ゲームを通して小さな「Change」は私たちの周りの至るところにある
んだということを再認識したり、自分のサインを利き手ではない手で
書いて、慣れないことをするのがどれだけ難しくて時間がかかるかを実
感するワークをしました。

Day3;

Community and Change
（社会を知る）

3 つのグループに分かれ、それぞれで３つの地域の NGO を訪問しまし
た。施設内やそこでの活動を見学したり、一緒に体験させてもらいながら
そこにいる人たちと話し、現代社会が抱える問題を目の当たりにし、それ
ぞれが持ち帰り共有し、共に考えました。

Day５; WAGGGS and Change
（WAGGGS を知り、戦略を練る）
「vision」と「mission」の違いについて考えたり、パトロールで
WAGGGS が取り組んでいるプロジェクトを元にしたアクティビティにも
参加し、少女と若い女性に関わる問題について考えました。また、世
代間の違いは何かを考え、それぞれがどのように活躍できるか、効果
的に協働するための課題を探りました。

Day６; The World and Change
（世界の変化においての自分の役割）
ゲームやケーススタディを通して持続可能な開発目標の達成

Day４; Planning Change
（課題と解決法を考える）
「Change」と「Transform」の違いを共有し、WAGGGS の組

に向けて自分たちに何ができるかを考えました。午後からはシ
ミュレーションゲームで課される課題を、一人一人が自分の役
割に基づいてリーダーシップとチームワークを発揮することで乗り
越えました。

織としての目的、プラン、戦略を学び、それらを元に実際に自分
たちの国のガールガイド・スカウトの組織の課題を解決するために
何ができるか、どうすれば変えることができるかを課題が共通する
国ごとのグループに分かれて一緒にプランを考えました。

Day７; My Action Plan
（プランを考える）

私は世代間のギャップや距離による相互のコミュニケーションの欠

これまでのセッションを通して学んだこと、自分が発見したことを元に帰国後、チ

陥について、マダガスカル、インド、ルワンダ、ウクライナ、ガーナ等

ェンジエージェントとして自身が行うプロジェクト計画をそれぞれが考え、何を、い

の国と共有し、解決について考えあいました。

つ、どのように、誰の協力を得て実行するのか、仲間と相談したり、アドバイスを
もらいながら具体化していきました。

参加者プロフィール

感想

●佐藤恵利加（23 歳）/大学生
（大阪府立大学）

ガールスカウトで海外派遣のプログラムに行
くことは、高校生頃からなんとなくの目標で
した。その目的も単に海外で友達を沢山
作りたい、とか英語が話せるようになりたいと
いうものでした。

ガールスカウトにはブラウニー（小学一年
生）から所属。現在は奈良県第 11 団ジ
ュニア部門の部門リーダーとして活動中。
シニア、レンジャー時代は部活動に専念し
ていたためガールスカウト活動には積極的に
取り組めていなかったが、大学生になり、リ
ーダー研修を受けたのを機会にリーダーとし
て活動復帰。
活動のブランクがありながらも、団活動と並
行しながら 2015 年の世界ジャンボリーに
IST として参加。また、大学ではスタディツ
アーで国際協力をテーマにカンボジアへ。
これらの経験等を通して大学では在籍して
いた看護学類から転学部を決意。平成
28 年度から同大学の教育福祉学類へと
転学。現在はオルタナティブ教育（もうひと
つの教育）や生涯教育、社会学を専攻と
して勉学に励む。
今まで海外プログラムに参加したことは無か
ったが、海外へ自分の活動範囲を広げて
同じ軸の仲間をつくりたい、自分のリーダー
シップ能力を磨きたい、ガールスカウトをもっ
と知りたい、もっと関わりたいという思いから
今回のジュリエット・ロー セミナーへの参加を
決意。
将来は小さい頃からの夢だった女優としてガ
ールスカウトなどの社会教育・国際協力に
携わり、少女や女性のロールモデル像として
活動することを目標としている。

しかも自分にはシニア、レンジャー時代のブ
ランクがあり、今まで特別ガールスカウトに貢
献してきたというわけでもありませんでした。
ですから、まさかこんな素敵なチャンスを与え
てもらえるとは思ってもいませんでした。
ガールスカウトにおいて何の功績もない自分
がダメもとで参加したいという意志を自分な
りに精一杯表明し、参加者として認めても
らえたことはまずとても嬉しかったです。
ありのままの自分を見てくれて、その思いを
信じてきっかけを与えてくれるこのガールスカ
ウトの環境にはとても感謝しています。

日本の姉妹たちへ・・・
今回のセミナーは主に英語（フランス語の
翻訳あり）で行われました。私自身英語が
流暢なわけではなく、正直困ったことも沢山
ありました。やはり思っていた以上に言語の
壁は大きかったです。
でも、ガールスカウトはみんな仲間のことが
大好きです。困っていたら必ずと言っていい
ほど誰かが声をかけ、手を差し伸べてくれま
した。
行ったこともない場所へたった一人で行き、
馴染みのある日本語から完全に離れて一
週間を過ごすという旅はかなり不安だらけで
したが、沢山の仲間が支え、励まし、助けて
くれたおかげで無事にこの期間を楽しく過ご
すことができました。

行き先では予想以上にモチベーションの高
い同じ想いをもった世界中の仲間と繋がる
ことができ、そんな人たちと一週間の生活を
共にするというのは毎日が驚きと刺激だらけ
でした。
私よりも年上の人達でも、みんなびっくりす
るくらい自分を素直に表現していて、全く壁
を作らずありのままの自分と仲間を受け入
れ、いつまでも少女の心を忘れない姿と、セ
ミナー中の真剣に社会について考える表情
と姿勢のギャップはとても印象的でした。
周りや社会を大切にするのと同じくらい自分
自身を大切にする。それはとても心地よい
生き方だということを彼女達から教えてもら
いました。

みなさんも恐れることなく、どんどん新しい機
会にチャレンジしてください。結果はどうであ
れ、どんな経験も自分次第で成長の種に
することができます。
これからの日本の未来を担う若者として、こ
れほど良い機会はないという程のガールスカ
ウトのプログラムを活用し、海外へと自分の
可能性を広げていきましょう。未知の世界
にこそ、きっかけはあると思います。

ジュリエット・ロー セミナー2016
日程表
30-May
ヨガ

31-May
ヨガ、ウォーキング

1-Jun
ヨガ、ウォーキング

2-Jun
ヨガ、ウォーキング

3-Jun
ヨガ、ウォーキング

4-Jun
ヨガ、ウォーキング

5-Jun
ヨガ、ウォーキング

6-Jun

7:00

29-May
8:00-9:00

朝食

朝食

朝食

朝食

朝食

朝食

朝食

朝食

9:00-9:30

今日のテーマについ
て：自分を発見する

今日のテーマについ
て：チェンジーエー

今日のテーマについ
て：変化を起こすコ

ジェントとしての私

ミュニティ

参加者到着

今日のテーマについ
今日のテーマについ
今日のテーマについて：
今日のテーマについ
て：チェンジとトラン
て：世界のチェンジと
チェンジとトランス
て：私のアクションプ

スフォーメーションを
計画する

フォーメーション

トランスフォーメー
ション

ラン

変化プロセスの
拡大

ミッションとビジョン

持続可能な開発の
ゴールとは

個人の
アクションプラン

9:30-11:00

自分自身の旅

変化の拡大

11:00

休憩

休憩

休憩

休憩

休憩

休憩

私自身の発展

変化の拡大

変化プロセスの
拡大

WAGGGS
プロジェクト

変化と持続性

アクションプラン

昼食

昼食

昼食

昼食

昼食

昼食

開会式

チェンジエージェント
によるパネルディス
カッション

WAGGGSと21世紀

アクラ観光

休憩

休憩

休憩

休憩

休憩

リーダーとしての私

明日のプログラムに
ついて、帰国後の自
分のプロジェクトを
共有

振り返り

変化を計画する
-世代間の要素-

自国の連盟へと自分
の経験をどう繋ぐか

夕食

夕食

夕食

アフリカンディナー

夕食

映画鑑賞
（half the sky）

自由時間

11:30-13:00
13:00

昼食

14:30
16:30

休憩

17:00-18:30

18:30

夕食

ウェルカムプログラ
リーダーシップ開発
19:30-21:00 ム（オリエンテーショ
ゲーム
ン、顔合わせ）

コミュニティパート
ナー訪問

サポートネットワー
ク作り/プラン実行
の約束を交わす
シミュレーションゲー
ム

休憩

閉会式

夕食

自国の連盟へと自分
アフリカンナイト の経験をどう繋ぐか/ インターナショナル
（地元の演劇鑑賞） グローバルリーダー
ナイト
として

夕食

参加者出発

参加者出発

