ワールドシンキングデイ 2015
2015 年のテーマ

国連ミレニアム開発目標（MDG）8
「開発のためのグローバル・パートナーシップの推進」
ガールガイド・ガールスカウト世界連盟（以下 WAGGGS と略）は、2009 年より MDGs 達成を目指し
て活動し、世界中の会員が WAGGGS のグローバルアクションテーマ（GAT）
「一緒になら、この世界を

変えられる」の活動を推進しています。同時に、ワールドシンキングデイ（以下、WTD と略）のテー
マとして毎年一つの MDGs に焦点を当ててきました。2015 年はその最後の年として、
「開発のためのグ
ローバル・パートナーシップの推進」がテーマとなります。
MDGs は、2015 年までに世界が達成する目標として国連
で設定されました。8 つの目標は、
達成されるでしょうか？
目標を達成できるかどうかは、最後の 1 年である 2015 年
の世界の動きにかかわっています。MDGs に沿った私た
ちの活動である GAT も目標達成に協力する最後の年です。
世界中の 1 千万人のガールガイド・ガールスカウトが取
り組めば、とても偉大な力になるでしょう。

パートナーシップとは

WAGGGS の使命は、
「少女と若い女性が責任ある世界市
民として、自らの可能性を最大限に伸ばせるようにする」
ことです。WAGGGS は使命を達成するために、少女と若
い女性が行動を起こし、より良い世界を構築することが
できるようになる力をつけるよう、すべてのレベルにお
ける強力なパートナーシップを築いています。
パートナーシップとは、自分が他の人と協力する、自分
のグループが他のグループと協力、提携することにより、
ともに責任を持ち、協働で何かを成し遂げることです。

ガールスカウト
運動における
パートナーシップ
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2015 年の WTD テーマに沿ったアドボカシーメッセージ
8「girls worldwide say “私たちはパートナーシップによっ
て平和を築ける”」に関する活動はもちろん、さまざまな
活 動 に も 挑 戦 し、GAT バ ッ ジ に 取 り 組 む こ と に よ り
MDGs 達成に向かって一緒に世界を変えていきましょう。

ガールスカウト運動は、団の活動から WAGGGS の活動ま
で、パートナーシップを効果的に活用して進められていま
す。パートナーシップにより、自分の持っている力に他の
人の力を合わせることができ、活動の範囲や世界を広げる
ことができます。
この機会に、自分の周りのパートナーシップを見直してみ
ましょう。さまざまなレベルでのパートナーシップがあり、
それぞれの役割があるでしょう。
また、
新たなパートナーシッ
プを探し、活動を広げる手掛かりになるかもしれません。

パートナーシップのありかた
家族や周りの人々と協働する
同じ運動に属する他のグループや、
地域社会の他の団体と協働する

例
友人、隣人、同窓生

近隣の団、同じ集会場所を利用する
他団体、役所、地元企業

国
（日本連盟）

加盟連盟は、それぞれの専門性により、
他の加盟連盟、他団体、省庁、企業
他団体や他連盟と協働する
トレイニングやワー クショップを支援し、 ミャンマー連盟への支援、
知識や経験を共有
AP地域のトレイニングへの参加

世界
（WAGGGS)

WAGGGSは、少女と若い女性のための
私たちのビジョンを分かち合う世界規
模の関係者をパートナーとする

地域
（AP 地域）

国連機関、学術機関、
ダヴ(企業)との協働プログラム

ワールドシンキングデイと GAT

2009 年から 2015 年までのテーマに関する活動は、GAT
バッジにつながります。過去のテーマに沿った活動パッ
クは、WAGGGS の WTD のウェブサイト（英語）
、ガール
スカウト日本連盟のウェブサイト（日本語版は、2010 〜
2014 年の活動パックのみ）からダウンロードできます。
WAGGGS ウェブサイト：www.worldthinkingday.org
日本連盟ウェブサイト：
http://girlscout.or.jp/members/activity̲materials/internat
ional/
日本連盟ウェブサイト内ワールドシンキングデイ特設サイト：
http://www.girlscout.or.jp/members/sp/wtd/
最新情報は特設サイトをご参照ください。

GAT バッジ

ワールドシンキングデイは、MDGs に沿った私たちの活
動である GAT バッジに取り組む良い機会になります。
2009 年から始動した GAT バッジの取り組みも、2015 年
度をもって最後の年となります。GAT バッジに取り組む
ことで、幼少期から年齢に応じて世界の課題と向き合う
機会を提供することができます。ぜひ、活動に取り入れ
て少女たちの世界を広げましょう。
詳細は、実施要項と「GAT バッジの手引き」をご参照く
ださい。

2009 MDG 6

HIV/エイズ、マラリア、その他の疾
病の蔓延防止

2010 MDG 1

極度の貧困と飢餓の撲滅

2011 MDG 3

ジェンダーの平等の推進と女性の
地位向上

2012 MDG 7

環境の持続可能性の確保

2013 MDG 4 +MDG 5

乳幼児死亡率の削減
妊産婦の健康の改善

2014 MDG 2

普遍的初等教育の達成

2015 MDG 8

開発のためのグローバル
パートナーシップ

ワールドシンキングデイとは

毎年 2 月 22 日に、世界中のガールガイド・ガールスカウトがワールドシンキン
グデイを祝います。ワールドシンキングデイは、私たちの運動の国際的な友情や
B-P ご夫妻の誕生日を祝うとともに、身の回りや世界の重要な問題について学び、
行動を起こし、資金調達活動をする機会です。

ワールドシンキングデイの活動に参加しましょう

ワールドシンキングデイの活動には、さまざまな形で参加することができます。
WAGGGS の「ガールガイド・ガールスカウトの灯り」プログラムに
参加しませんか？
世界のガールガイド・ガールスカウトは、ワー
ルドシンキングデイに、ろうそくに灯をともす
集会やセレモニーをすることがあります。

ろうそくの灯りは、ガールガイド・ガールスカ
ウト運動の未来と世界に広がる友情、B-P ご夫
妻の誕生日のお祝い、やくそくとおきてに表さ
れるガールスカウト精神を心に刻むことを意味
しています。2015 年の WTD には、このガール
ガイド・ガールスカウトの灯りを世界中のより
多くの仲間で分かち合い、世界中に灯りをとも
しましょう！

「ガールガイド・ガールスカウトの灯り」プログラム
プログラム実施期間： ワールドシンキングデイ（2015 年 2 月 22 日）前後
参加方法： 1. 個人、団、もしくは家族や友人とともに、ガールガイド・ガールスカウトの
灯り（＊）をともす。
2. 世界中で WTD 活動に参加している仲間へのメッセージ（思い）を心で唱える。
＊ガールガイド・ガールスカウトの灯りは、あなたの創造力を生かした灯りで
あれば、制限はありません。たとえば、ろうそくの灯り、火打石の火の粉、
キャンプファイア、太陽の光を集める、懐中電灯など自由です。
＊2015 年のワールドシンキングデイ集会に、灯りに関連するプログラムを取り
入れてみましょう。
対
象： 年少部門〜誰でも参加可能。
（年少部門のスカウトとともに火を扱う場合、室内でろうそくを使用する場合は、
十分にご注意ください。
）
さ ら に … あなたの灯りをともしたら、プログラムに参加したことになりますが、さらに…、
あなたの活動を世界の仲間と簡単に共有することができます！！
個人や団のウェブサイトや SNS がある場合は、
「ガールガイド・ガールスカウト
の灯り」セレモニーの写真を掲載しませんか？掲載の際には、その写真にハッ
シュタグ #guidinglight をつけてください。WAGGGS は、そのハッシュタグから
世界中のガールガイド・ガールスカウトの灯りを共有します。
（写真に人物が写っている場合は、全員に使用許諾を得るようご留意ください。
）

・年長部門、成人会員の皆さんは、
世界とつながる機会があります。

オレブ賞を受賞した東京都第 43 団の取組み「ネパール
の教育支援」を、2015 年 2 月 22 日午後、現地ネパー
ルとスカイプでつなぎ、活動内容をお知らせします。
その様子を Ustream で全国に配信します。年長部門の
スカウトやリーダーの皆様、保護者の皆様とともに、
ぜひご覧ください。詳細は、ガールスカウト日本連盟
のウェブサイト内、ワールドシンキングデイ特設サイ
トにて、後日お知らせいたします。

・WAGGGS の加盟連盟は、146 の国と地域にあ
ります。世界中のガールスカウトの仲間のこ
と、日本の仲間のこと、他の国々の文化など
を調べて発表しましょう。
・ワールドシンキングデイファンドを集めましょう！
・WAGGGS のワールドシンキングデイのウェブ
サイト（英語）www.worldthinkingday.org
を見てみましょう。

たくさんの情報、世界の仲間からのメッセージ、世界
の活動例が掲載されており、皆さんの活動の様子を送
ることもできます。ワールドシンキングデイ 2015 の活
動パック（＊１）も掲載されています。

・日本連盟では、ワールドシンキングデイ 2015
（＊２）
のピンを頒布しています。
・ワールドセンターでは、ワールドシンキング
デイのイベントを開催しています。
個人でも、グループでも参加することができます。

＊1：2015 年の活動パックの日本語翻訳版発行予定はありません。
＊2：日本連盟では、例年通り、ワールドシンキングデイピンを頒布し
ています。WAGGGS の
「WAGGGS ワールドシンキングデイバッジ」
の取り扱いはありません。

みなさんの寄付が役立てられます。

みなさんから寄せられたワールドシンキングデイファン
ドは、WAGGGS のさまざまな活動を推進するために役立
てられます。
（2015 年は、
焦点国の設定はありませんので、
特定の連盟ではなく、世界全体のガールスカウト運動の
ために活用されます。
）

日本連盟では、下記の寄付を受け付けます。

・ワールドシンキングデイファンド
・サンガム指定寄付金
・戸隠募金（日本連盟事業）
・平和のための寄付金（日本連盟事業）
・ガールスカウト東日本大震災支援金（日本連盟事業）

※相互援助計画のための基金については、WAGGGS で見直しを行って
いるために今回は募集しません。

募金の送金についての詳細は、各都道府県連盟にお問い
合わせください。

2013 年度分として、
日本連盟より世界連盟へ送金した募金
ワールドシンキングデイファンド
サンガム指定寄付金
￥250,922

￥1,556,313

( イギリスのポンドでは￡1,335.60 となり、そのうち￡1,000 はサンガ
ムでの事業に参加する若い女性のための助成金の基金として、
￡335.60
はサンガムのプールの修繕のために寄付しました｡)

