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平成 23 年 12 月 12 日
報道関係者各位
全国の高校生 110 人が国連ミレニアム開発目標に向かって、前進します！

ガールスカウトギャザリング全国大会を開催
（社）ガールスカウト日本連盟は、国連人口基金東京事務所のキャンペーン「70 億人の世
界×70 億人のアクションキャンペーン（※）」にサポーター団体として登録し、アクション宣言を
しました。アクション宣言は「国連ミレニアム開発目標に向かって、前進します！」です。この宣
言を実行する場として、平成 23 年 12 月 23 日（金・祝）～25 日（土）の 2 泊 3 日、国立オリンピ
ック記念青少年総合センター（東京都）において、ガールスカウトギャザリング全国大会を開
催します！
当日は、全国の女子高生 100 人以上が集まって、国連ミレニアム開発目標(MDGs)の達成
を目指して話し合います。本大会の特徴は、自分の住む地域を代表して MDGs について話し
合い、よりよい社会のために、自分だけでなく、家族･学校（地域）を巻き込んで行動を起こす
ことです。
報道関係の皆さまには、ぜひ本大会の取材をお願いいたします。なお、取材にあたっては
下記問合せ先まで、事前にご連絡くださいますようお願いいたします。
※「70 億人の世界」に生きるすべての女性、男性、そして子どもが健康な生活を送り、平等な機会を享
受できる世界を実現するために、自分ができることを考え、アクションを起こすことを呼びかけるキャ
ンペーン。
◇◇◇

ギャザリング全国大会

日時：平成 23 年 12 月 23 日（金・祝）～25 日（日）

概略

◇◇◇

2泊3日

場所：独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター
主催：
（社）ガールスカウト日本連盟
参加者：高校生年代 108 人
実行委員：高校生年代 6 人、成人 7 人
取材可能なプログラム：
日程

12/23(金･祝)

12/24(土)

午前
午後

12/25(日)
9：00 全体会

15：00 基調講演(※)

13：00 情報交換会

夜間
※講師：山本理悦子氏（ガールスカウトトレイナー。東日本大震災で自宅が流され、現在仮設住
宅に居住。震災後、自らも被災しながら避難所で傾聴ボランティアとして活躍された。)
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■本件に関するお問い合わせ：
（社）ガールスカウト日本連盟 （担当：伊藤、山﨑）
T E L：03-3460-0701 FAX：03-3460-8383 E-mail：kouhou027037@girlscout.or.jp

Press Release

ガールスカウト日本連盟
Girl Scouts of Japan

平成 23 年度ガールスカウトギャザリング全国大会 要項
１．趣 旨
ガールスカウト日本連盟では、青少年が、日常自分たちが生活の中で考え
たこと、発見したことを、行動につなげるために、同年代の仲間と考えを分
かち合い話し合いの場である「ガールスカウトギャザリング」を、毎年、日
本を 7 つの地区に分け、各地区で地区大会を行っています。
― 参加者が声をあげ、行動を起こすためのギャザリング ―

１．テーマについて、自分の活動や体験に基づいた意見を言い、他人の意
見を聞き、それを積み上げていくこと。一方通行ではなく相互に意見を
述べ合うことにより、テーマについての共通理解を深め、テーマを具体
化するための方向性などについて合意形成をすること
２．ガールスカウトギャザリングの事前準備・当日・事後の活動への参加
を通して、ガールスカウトが、基本的な会議のあり方を学ぶこと
３．ガールスカウトギャザリングなどの活動を通して、参加者自身が「自
分たちには社会へ発信していく力がある」という可能性に気づき、学び、
行動をおこせること
上記のことをねらいとし、「人と人とのかかわりに必要なルールやマナー
を学び、社会性、公共性を身に付ける場・機会」および「自分たちの普段の
活動の現状と意義と可能性を再確認し、その後の活動につなげる場・機会」
を次世代に伝えるために、ガールスカウトギャザリング全国大会を実施しま
す。
２．主催

社団法人 ガールスカウト日本連盟

３．開催期間

平成 23 年 12 月 23 日（金・祝）～25 日（日） 2 泊 3 日
【開 会】23 日 14：00
【解 散】25 日 12：00

４．開催場所

独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター
〒151-0052
東京都渋谷区代々木神園町 3 番 1 号

５．参加者 参加者：レンジャースカウト（高校生年代） 108 人
助言者：日本連盟教育活動委員、指導者委員、平成 24 年度地区大
会開催支部指導者、およびプログラムトレイナー 16 人
実行委員：レンジャースカウト 6 人
成人会員、日本連盟教育活動委員、日本連盟指導者委
員 7人
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５．プログラム【予定】
日程

12/23(金･祝)

12/24(土)

12/25(日)

9:00 全体会(大声ﾀﾞｲ
9:00 分科会(僕(私)に
ﾔﾓﾝﾄﾞ)
できること)
11:30 閉会式(桜の木
になろう)

午前

午後

13:00 情報交換会(ﾌﾗ
14:00 開会式(Beginner)
ｲﾝｸﾞｹﾞｯﾄ)
15:00 基調講演(風は吹
12:00
14:00 分散会(ﾍﾋﾞｰﾛｰﾃ
いている)
ｰｼｮﾝ)

夜間

19:00 分科会(僕(私)に
できること)

解散

６．テーマについて
 テーマ：「girls worldwide say “together we can change our world”
(一緒になら、この世界を変えられる)」
ガールガイド・ガールスカウト世界連盟では 2009 年からの活動テー
マとなるグローバルアクションテーマ（GAT）を「girls worldwide say
“together we can change our world”(一緒になら、この世界を変えられる)」
とし、2008 年に発表しました。
今回のガールスカウトギャザリング全国大会テーマもこの GAT と同
じテーマとします。
 全国大会サブテーマ：
「 For you From you ～共有・参加・思いやり～ 」
参加者全員が同じ方向を向き、思いやりをもって団･家族･学校(地域)を
巻き込んで行動(発信)をおこそう!
 分科会テーマ
2000 年に開催された「国連ミレニアム・サミット」では、2015 年ま
でに世界で起きている問題をなくそうと 8 つの目標が掲げられました。
それが、「ミレニアム開発目標(Millennium Development Goals)：MDGs」
です。
ガールガイド・ガールスカウト世界連盟では上記グローバルアクショ
ンテーマを達成するための切り口として、国連ミレニアム開発目標と連
動したアドボカシー(提唱)8 つのメッセージを下記のとおり発表してい
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ます。ガールスカウトギャザリングはこの 8 つのアドボカシーメッセー
ジのテーマごとに分科会に分かれて話し合いを行います。
国連ミレニアム開発目標(MDGs)
目標 1 極度の貧困と飢餓の撲滅

8 つのアドボカシーメッセージ【分科会】
分科会① girls worldwide say “一緒にな
ら、極度の貧困と飢餓をなくせ
る”
目標 2 初等教育の完全普及の達成
分科会② girls worldwide say “教育はす
べての少女と少年の未来への
扉を開く”
目標 3 ジェンダー平等推進と女性の 分科会③ girls worldwide say “ 少女が力
地位向上
をつければ、世界を変えられ
る”
目標 4 乳幼児死亡率の削減
分科会④ girls worldwide say “ 一緒にな
ら、子どもたちの命を救える”
目標 5 妊産婦の健康の改善
分科会⑤ girls worldwide say “ すべての
母親の命と健康は尊い”
目標 6 HIV／エイズ、マラリア、その 分科会⑥ girls worldwide say “私たちは
他の疾病の蔓延の防止
エイズ・マラリアなどの病気の
広がりを止められる”
目標 7 環境の持続可能性確保
分科会⑦ girls worldwide say “私たちは
地球を救える”
目標 8 開発のためのグローバルなパ 分科会⑧ girls worldwide say “私たちは
ートナーシップの推進
パートナーシップによって平
和を築ける”
参考：外務省ホームページ「ミレニアム開発目標とは」
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/doukou/mdgs/about.html#goals

以上
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