毎日 30,000 人もの子どもたちが飢餓や保護を受けられずに死亡しています。そして、20 億人もが十分な食糧や必
要な生活用品もなく暮らしています。今年、300 万人以上の人が HIV/エイズによって死亡すると予想されています。
その多くは貧困の中に生きている人々です。

ワールドシンキングデイファンドはどのように活用
されるのでしょうか：

2010 年ワールドシンキングデイのテーマは、girls
worldwide say“一緒になら、極度の貧困と飢餓をなく
せる”です。この目的は世界の最貧困層の人々の生

貧困は世界のすべての地域で存在します。世界で最

活を向上させ、その状況についてすべての人に関心

も裕福な国々でさえ、国内の貧困を根絶しようと今な

を抱かせることです。

お苦労し続けています。最も貧しい国々のいくつかで
は、大多数が毎日、貧しい生活をしています。

“貧困に終止符を打つ”は 2000 年の国連ミレニアム
サミットで 189 の加盟国の代表者によって定められた

ノンフォーマル教育と GAT バッジカリキュラムといっ

8 分野の一つです。それはまた、WAGGGS グローバ

た活動を通し、若い人々は開発問題について学びま

ルアクションテーマ（GAT：ジーエーティー）の一部で

す。ガールスカウト運動は、少女と若い女性に貧困を

す。GAT は重要な世界的課題“国連ミレニアム開発

乗り越える助けとなるための自信や技術を提供しま

目標（MDGs）と連携することによって、少女と若い女

す。この例として、ホンジュラスにおけるクラフト技術、

性が彼女たちの周囲の世界を変えるために、個人的

南アフリカにおける縫い物やパンを焼く技術といった

に全力で関わるよう後押しします。

収入を身につける技術を少女が身につけるといった
ことがあげられます。ガールスカウトはまた、自分た

WAGGGS は次のテーマで今後 3 年間、ミレニアム開

ちよりも恵まれていない人々に援助や支援をし、いつ

発目標を支援し続けます。

も地域の他の人々のために尽くします。

・ 2010 年 貧困と飢餓

2010 年、ガールスカウトはこの運動がもたらす変化

・ 2011 年 エンパワーメント

と 5 つの国における貧困からの解決方法に焦点を当

・ 2012 年 環境

てます。下の 5 つの国の中には、あなたの国と同じ地
域にある国があります。

ワールドシンキングデイでは、私たちの GAT を通し
てミレニアム開発目標への関心を高め、そして世界

1 ハイチ

（西半球地域）

的な運動のための資金を集めます。

2 ジンバブエ

（アフリカ地域）

3 スーダン

（アラブ地域）

4 グルジア

（ヨーロッパ地域）

5 モルディブ

（アジア太平洋地域）
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ワールドシンキングデイを通して、皆さんはこれらの

この 5 つの国で使われるお金は、ワールドシンキング

国々についてまた、どのようにガールスカウト運動が

デイファンドが世界中の少女と若い女性により多くの

少女と若い女性に変化をもたらすかについて学ぶこ

機会をどのようにもたらすかの一例にすぎません。

とができるでしょう。集まったワールドシンキングデイ

過去には、世界連盟が運動体として成長するため、

ファンドは世界中で活用され、すべての加盟連盟に

リーダーを育成、少女の声を伝えるためこのワール

恩恵をもたらします。5 つのそれぞれの国は 2010 年、

ドシンキングデイファンドは活用されています。世界

少女により多くのことを提供するための“貧困”をテー

連盟は大変多くの世界的な活動を実現しています。

マにしたプロジェクトに対し、小額の補助をワールド

ここにいくつかの例があります：

シンキングデイファンドから受けます。
未来のためのリーダー育成
WAGGGS リーダーシッププログラム（WLDP）は世界中の若い女性にリーダーシップスキルを育成すること、それ
ぞれの連盟内における彼女たちの指導的役割に対する認識を得ること、また女性に特定した、世代間、文化間
の見解を取り入れたプログラム方法論を活用しながら、自身の指導者としての方針を特定する機会を提供しま
す。
重要な開発問題に関する少女と若い女性の声
WAGGGS の代表者が少女と若い女性の声を確実に伝えるために、多くの重要な世界規模の集まりに出席して
います。最近の例としては、リベリアにおける女性のエンパワーメント・リーダーシップ開発・国際平和と安全に関
する国際会議、ワシントン D.C における世界銀行とのミーティング、メキシコシティにおける世界エイズ会議で
HIV/エイズに関する WAGGGS トレイニングツールキットの発表などがあります。
もっと世界中の少女に役立つための運動の強化
1,000 万人の少女と若い女性がすでにガールスカウト運動から恩恵を受けています。ノンフォーマル教育の学び
を通して、少女と若い女性はリーダーシップやライフスキルを見出しています。少女個人、団、連盟は私たちの
2011 年のビジョン“ガールスカウト運動は、成長を続ける世界的運動です。少女と若い女性が、関心事に影響を
与え、より良い世界を建設しようと発言する運動です”の一環として、ミレニアム開発目標の課題に立ち向かいま
す。WAGGGS は現場での取り組み・情報・イベントを通し、145 の加盟連盟を強化します。そしてその一部をワー
ルドシンキングデイファンドが可能にするのです。
※ ワールドシンキングデイファンドとして集まった寄付金は、最も必要とされる国などに活用されます。

援助したい国を特定してワールドシンキングデイファンドを送ることはできません。
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ワールドシンキングデイ 2010 に取り組む
1. 2010 年のワールドシンキングデイをお祝いする時

族にスポンサーになってもらえるようお願いしまし

に、他の国のガールスカウト運動について学びま

ょう。さまざまなウェブサイトで WAGGGS に募金す

しょう（アクティビティシート参照）

ることができます。(e.g.everyclick.com/wagggs,
justgiving.com/wagggs）

2. ワールドシンキングデイのために団でお金を集め

4.

ましょう。（アクティビティシートに資金集めのため

ワールドシンキングデイに会員でない人が参加
できる楽しい方法を考えましょう。

の楽しい方法が載っています）
3. 何かとても楽しいことを企画実施して、友達や家

ワールドシンキングデイはどうやって始まったのでしょうか。
毎年 2 月 22 日、世界中のガールガイドとガールスカ

付をすることによってシンキングデイに彼女たちの感

ウトはワールドシンキングデイをお祝いしています。

謝や友情を示すことができるようにしましょうとベル

ワールドシンキングデイは 1926 年、アメリカ連盟のエ

ギーの代表団によって提案されました。オレブはこの

ディス・メイシーキャンプ場（現在はエディス・メイシー

提案が採択された後、すべてのガールガイド・ガール

会議センターと呼ばれています）で開催された第 4 回

スカウトに 1 ペニーを寄付することでこの運動を支援

世界会議で設置されました。会議参加者は世界中の

するよう呼びかける手紙を書きました。（オレブの手

ガールガイド・ガールスカウトが互いに思い合い、彼

紙参照）

女たちの“姉妹”であるガールガイド・ガールスカウト
に感謝の気持ちを表す特別な日を設けると決定しま

これが ワールドシンキングデイがどのように始めら

した。

れたかというお話です。このワールドシンキングデイ
ファンドは世界中で、より多くの少女と若い女性がガ

代表団は、ボーイスカウト運動の創始者であるベー

ールスカウト運動に参加できるようにするために活用

デン・ポウエル卿と、その妻であり、ワールドチーフガ

されます。あなたの支援は今日、1932 年とまったく同

イドをつとめたオレブ双方の誕生日である 2 月 22 日

じように必要とされています。シンキングデイの国際

をシンキングデイに選びました。1932 年にポーランド

的な特徴を強調するために、1999 年にアイルランド

で開催された第 7 回世界会議で、誕生日には一般的

で開催された第 30 回世界会議でワールドシンキング

にプレゼントを贈るのだから、少女たちが互いに幸福

デイという名称に変更されました。

を祈りあうだけではなく、世界連盟への自発的な寄
3

ワールドシンキングデイのための資金調達を楽しみましょう！多くのガールスカウトは資金調達イベントを計画して
います。次のヒントはあなたの資金調達を成功させるのに役立つことでしょう。

資金調達のヒント
・最もよい資金調達のアイディアは簡単であること

・「ありがとう」を忘れずに

人が関わりやすいものは、より多くの人が参加する可

支援者に対して感謝の手紙を送ったり、あなたがいく

能性が高くなります。

ら集めることができたかを知らせるポスターを作り、張

・資金調達イベントは楽しくなくてはならない

ってみましょう。もしニューズレターがあるならば、あな

人は楽しければより多くの資金を集めるために一生懸

たの取り組みについて人々に伝えるために写真を貼

命に取り組むようになり、支援者は彼らの顔に笑みが

り、イベントの説明や参加してくれた人への感謝のメッ

浮かべば、より好意的に支援してくれる可能性があり

セージを書いて発信しましょう。寄付をしてくれた人に

ます。

対する簡単な「感謝状」を作るのもよいでしょう。

・なぜあなたが資金調達をするのか、その理由を的確
“ワールドシンキングデイについて”のシートを確認し

資金調達のためのアイディアを
共有しましょう

ましょう。支援者の人に、あなたが世界中の少女と若

もし、あなたが他の人にも伝えたいと思うワールドシン

い女性を支援する世界的組織の会員であることを伝

キングデイのためのよいアイディアがあればぜひ、発

えましょう。

表してください。その際は WAGGGS のホームページの

・目標を立てよう

Your fundraising hints and tips 2010 ページを活用して

時に、目標をたてることはよい考えだと言えます。“団

ください。

として集める目標額を決め、そのために各自がいくら

http://www.worldthinkingday.org/en/fundraising/tips2

集めれば目標額に達するのでしょう”というように団や

010

に話すことは重要

支援者に説明することができるかもしれません。あな
たが現実的な目標を立てたなら、その目標に達したと
き、誰もが達成感を感じるでしょう。もしそれを超えた
ならばもっと素晴らしいことでしょう。
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資金調達のアクティビティ
・願いの箱を作ろう

ている人に帽子を回して寄付を集めましょう。ラッフ

1 日 1～10 円もしくは 1 週間で 10～100 円を使わず

ルくじ(チャリティー福引き)を行って、当たりとしてフェ

に 1 月 1 日からワールドシンキングデイまで願いの箱

アトレード商品をあげましょう。

に貯めていきましょう。もしくは、ワールドシンキング

・ゲーム大会を企画しよう

デイから 4 月 10 日の 100 周年祝賀の日（*）まで貯め

ゲーム大会を企画しましょう。すべての参加者から小

るのもよいでしょう。

額の参加費を集めます。子どもチームが大人チーム

（*：注 2010 年は世界連盟の 100 周年です。くわしい

と対戦するかもしれません。地元企業にこのイベント

ことは日本連盟ホームページをご覧ください。）

のスポンサーをお願いしましょう。

・お楽しみ会を企画しよう

・展覧会を開催しよう

スカウトの仲間と一緒にお楽しみ会を企画しましょう。

“公平な暮らし”の絵の展覧会を企画し、それらを公

小額の入場料を集めワールドシンキングデイファンド

共の場所で展示しましょう。小額の見学料を集めまし

に寄付しましょう。

ょう。地域の人々に見にきてくれるように呼びかけま

・お菓子を作ろう

しょう。

お菓子を作って、地域で販売しましょう。（必要に応じ

・世界中から物語を集めよう

て大人の人に手伝ってもらいましょう）

お話の夕べを開催して、参加費を集めましょう。ハイ

・“裕福な世界と貧しい世界の食事会”

チでは、お話を読む前に、伝統的な物語の語り手は

裕福な世界と貧しい世界の食事会を開催しましょう。

“クリック？”と呼びかけ、聞き手は“クラック！”と応

一般的な金額でチケットを販売します。その 80％は

えます。最も上手だった読み手には賞を授与すると

赤色のチケット、20％は緑色のチケットで、一緒のテ

よいでしょう。

ーブルに座ってもらうようにします。赤いチケットを持

・“健康な食べ物”

っている人にはパンやご飯、水やスープといった簡

“健康な食べ物”に関する雑誌のコピーを作成し、小

素な食事を少量出します。緑のチケットを持っている

額で販売しましょう。寄付金はワールドシンキングデ

人には十分な食事を出します。このことは課題を示

イファンドに寄付しましょう。

す効果的な方法となるでしょう。なぜならば、緑のチ

・地元企業の人を巻き込もう

ケットを持っている人は他の人が十分な食事がない

地元企業の人にが週末だけ少し贅沢を我慢し、寄附

中で食べるのは居心地が悪いですし、簡素な食事を

に回してもらうことを呼びかけましょう。プロジェクトを

している人は他の人が十分な食事をしているのを見
たらお金を余分に取られたような気持ちになるでしょ

推進し、友達や家族、企業から支援を受けましょう。

う。この食事会の趣旨を十分に説明した上で、寄附

・1 日の賃金を調べよう

をお願いしましょう。材料費を差し引いた後、残りをワ

5 つの国の 1 日の賃金を調べましょう。あなたのグル

ールドシンキングデイファンドに寄付しましょう。

ープのメンバーそれぞれがその 1 日の賃金と同等額

・大道芸に挑戦しよう

を得るためにケーキを売るなどさまざまなイベントを

音楽の好きな友達を集め、大道芸に挑戦しましょう。

行って資金を集めましょう。

人前で歌ったり、音楽を演奏したりしましょう。見学し
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ワールドシンキングデイをお祝いするためにあなたができることはたくさんあります！
下にあるアクティビティをチェックしてみましょう。それらは世界中の飢餓と貧困についてあなたが学ぶのに役立
つことでしょう。
ワールドシンキングデイバッジにチャレンジするときには、少なくとも資金調達の活動を含んだアクティビティに取
り組みましょう。資金調達アイディアは資金調達アイディアに載っていますが、それらは提案ですので皆さんは他
の資金調達アクティビティを代用することも可能です。

年少部門：キャベツ

年少部門：ひつじとハイエナ

ジンバブエのブラウニーによって行わ

この元気いっぱいのゲームはスーダ

れたゲームに挑戦しましょう；

ンからです；

リーダーがテーブルクロスか毛布を準

一人がひつじとなり、もう一人はハイ

備します。リーダーが「キャベツ」と叫んだら、すべて

エナになります。その他の人は柵になります。“柵”は

の参加者はキャベツのように丸まって、目を閉じます。

手をつないで丸になり、ひつじを輪の中に入れ、ハイ

リーダーが一人の参加者に毛布をかけて、参加者に

エナを外に出します。“柵”は互いに寄り添って、ハイ

目を開けるように言います。参加者は誰が毛布の下

エナが中に入らないようにしなければなりません。ハ

にいるのかを解かなければなりません。正しい名前

イエナが“柵”の中に入り込んだらそのゲームは終わ

を最初に呼んだ人が勝者です。

りです。

年少部門：1 日 1 ドル

国について学ぶ

MDGs で述べられている「極度の貧困

サハラ以南のアフリカ、東南アジア、

とは 1 日に 1US ドル以下で生活するこ

中央アメリカにある国の中で 1 カ国に

と」です。あなたの国の通貨ではいくらに

ついて調べましょう。さまざまな国の

相当するのか、そのお金で何が買えるかを考えてみ

子どもたちの暮らしについて載っている本があるでし

ましょう。

ょう。貧困の中に生活するというのはどういうことなの
かを友達と短い劇にし、団で発表しましょう。
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地産のごちそう

日々の食事

地域でできた食材だけをつかってご

5 つの国（スーダン、グルジア、ハイチ、

ちそうを準備し、ワールドシンキング

モルディブ、ジンバブエ）の中から１ケ

デイをお祝いしましょう。あなたの国

国を選び、その国の主食について調べ

や地域内でとれる野菜や肉など。あ

ましょう。あなたの国の食事と比べてみましょう。

なたの家の周囲 160km 以内で生産されている食材
だけを食べて 1 週間を過ごしましょう。あなたが購入
する食材がどこで生産されたかを調べてみましょう。

ボデュベル
ボデュベルとはモルディブの伝統的な
音楽と踊りのことで、ボデュベル太鼓

人生ゲーム

にちなんで名づけられました。世界中

丸い輪になって立ち、真ん中にお菓子

の太鼓音楽を調べ、団で発表しましょう。

（フルーツ）を置きます。参加者はそれ
ぞれの状況（例：戦争で夫を亡くし、3
人の子どものいる女性で収入がとても低い）と取って

フェアプレイ

よいお菓子の数が書かれたカードをもらいます。最

不平等な資源配分がもたらす影響を

後にそれぞれ何個のお菓子をもらえたかを比べまし

体験するためにこのゲームを活用し

ょう。戦争は人々が食糧を手に入れるのにどんな影響

ましょう。2 つのグループに分かれる。

を与えるのか話し合いましょう。

ＡチームはＢチームの倍の人数にします。トレイまた
はテーブルに 15 の食べ物（小さいもの）を並べます。
参加者は 2 分間で何が置かれているかをよく覚えま

食糧不足

す。2 分経ったらそれにカバーをかけて、参加者は何

過去にあなたの国で起こった食糧不

が置かれていたかを可能な限り書き出します。その

足について調べましょう。その当時の

とき、Ｂチーム（少人数のグループ）は全員がそれぞ

少女の生活について物語を考え、団

れに鉛筆、紙を持ち、椅子を使ってトレイの側に座る

で発表しましょう。

ことができますが、Ａチーム（多人数のグループ）は
全員で 1 本の鉛筆しか持てず、椅子もなく遠くから立
って見なければなりません。ゲームの後、このように

ヒンカリ餃子

違う待遇で扱われたことについてどう感じたかを話し

ヒンカリはグルジアの伝統的な料理

合いましょう。このような方法は公平ですか？実際の

です。ミンチ肉、玉ねぎ、香辛料を混

生活において、あなたの地域と他の地域などでこの

ぜ合わせます。小麦粉と水で餃子の皮を

ような例が考えられますか？

作り、肉を包み、塩水で 15 分ほど茹でます。もしインターネ
ットを使えるのであれば作り方を探し、集会やキャンプで作
ってみましょう。
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フェアトレードって？

コマ（一人ずつ）とサイコロを用意し、サイコロを振っ

“フェアトレード”ってなんでしょう？なぜ、

て出た数だけ、自分のコマを進めることができます。

フェアトレードの商品を買うことは良い

もし、はしごのところに止まり“貧困から抜け出す”可

ことなのでしょうか？フェアトレードの商

能性について説明できたらはしごをのぼってスキップ

品を特定する方法を調べ、6 人の友達にフェアトレー

できます。もし、へびのところに止まり、“貧困に陥る”

ドについて話しましょう。

可能性について説明できない限り、後戻りしなけれ
ばなりません。よい理由を述べることができれば、へ
びから後戻りする必要はありません。最初に 100 の

貧困の絵

マスへ到着した人が勝者です。

あなたの国における貧困の中の暮らし
とはどんなことでしょうか？あなたが暮

生活の質

らしている場所の状況を調べましょう。

紙の真ん中に、男の子か女の子の絵

このテーマについて家族や友達に話しましょう。あな

を書きます。あなた自身の絵でもよい

たが調べたことについて絵を描き、集会場に展示し

でしょう。絵の片側にその子が教育を

ましょう。

受け、健康管理をし、よい住環境に暮らし、食糧に困
らない生活を送った場合のその子の 10 年後の生活
はどうなっているかを想像して絵で表しましょう。もう
貧困と飢餓：“へびとはしご”（すごろく

片側には、それらをまったく持たずに過ごした場合の

ゲーム）

10 年後の生活はどうなっているかを描きましょう。異

40 センチ四方のダンボールに、ビン

なる“生活の質”レベルでの家族や地域への影響も

ゴのように縦横 10 ずつのマスを書きます。左下マス

含めてこの課題にチャレンジするのもよいでしょう。

をスタートで 1 とし、左上がゴールになるように数をふ
っていきます。途中、はしごとへびを 7 箇所ずつ書き

クリック？クラック！

ます。そのとき、はしごのところで止まると近道ができ、

ハイチでは、お話を読む前に、伝統的

へびのところで止まると後戻りするようにマスとマス

な物語の語り手は“クリック？”と呼び

をつなぐように書きます。他のマスに次の指示を書き

かけ、聞き手は“クラック！”と応えま

ましょう。

す。パトロールの中で、語り手となる人は他の国のガ

・ 農作物が不作のため、3 マス戻る

ールスカウトについて調べ、簡単な物語を考えて発

・ 学校に行くことを認められないため、3 マス戻る

表しましょう。輪になって座り、物語の始まりにはクリ

・ 豊作で、生産物が市場ですべて売れる 3 マス

ック？クラック！を使いましょう。

進む
・ 会社を立ち上げるための補助を受ける 3 マス進
む
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報道記者になろう！

年長部門：飢饉と飢饉理論

3 人の人に何の食材を買ったか、なぜ

飢饉とその理論について調べましょう。

それを買ったか聞いてみましょう。彼ら

食糧支援（金額等）によって及ぼす影響

が健康的な食事を選んでいるかどうか

について記事を書きましょう。例えば、

について確認し、そうでなければ代わりに提案する

食糧支援は緊迫した飢餓の助けとなりますが、高額

食事について意見を書き記事にしましょう。記事を集

であり、地元の食糧生産物に悪影響をもたらす可能

めて“健康的な食事を選ぼう”という雑誌を作りましょ

性があります。地元新聞社にあなたの記事を投稿し

う。

てみましょう。
ある一日

年長部門：ディベート（賛成・反対に分

他の国における極度の貧困の中でど

かれて討論する。）

のように子どもたちが暮らしているか

グループを“商業”と“地域社会”に分

を調べましょう。あなたが調べたことを

け、人々が食糧を入手するのに影響を与

基に、同い年の誰かの 1 日を想像し、団で発表しまし

える可能性のある企業、個人、地方自治体によって

ょう。

とられる行動に関してディベートをしましょう。環境破
壊を通して食糧の入手が制限されることと、それに対
年長部門：地域の経営者と話そう

する経済的成長のために国が必要とすることについ

地元の中小企業の経営者を 2 人招待

て考えましょう。このことは地域社会にどのような影

し、国内の貧困と飢餓について話しに

響を与える可能性があるでしょうか？

来てもらいましょう。
年長部門：食糧支援
食糧支援について学びましょう。この
テーマに関してあなたの国の政府の
政策では、どのように他の国に影響を
与えているかを調べましょう。調べたことを団で発表
しましょう。

9

以下で紹介するサイトはすべて英文で記されているものです。
・ everyclick で検索
www.everyclick.com/wagggs は無料で WAGGGS に素晴らしい方法を与えてくれています。あなたが世界のどこにい
ても、everyclick で検索すると WAGGGS に募金されます。
・ justgiving に登録する
www.justgiving.com/wagggs UK 公認のチャリティーとして、WAGGGS は justgiving.com に登録されています。あなた
は無料で justgiving を通して資金調達のページをセットし、オンラインであなたを支援するよう人々に依頼することが
できます。
・eBay オークションで WAGGGS に寄付
そして、いつでも WAGGGS に直接募金できることをお忘れなく！WAGGGS のホームページの“Donate to WAGGGS”
から募金できます。
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