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2020年は、近年の歴史の中で他に類を見ない年となりました。世界中の女性、若い女性、少女たちが感染
症拡大の影響を受け、ジェンダー平等のために女性の権利運動が何十年もかけて行ってきた活動に歯止め
をかけることになった一方で、2020年は再びYWCA運動のリーダー、パイオニア、仲間たちが立ち上が
り、自分自身や女性、若い女性、少女、そして周囲のコミュニティを支え、人権や安全、健康、資源を
主張し続けた年でもありました。

2021年、女性の祝福やリーダーシップ、行動の重要な年に突入するにあたり、そのインスピレーション
や勇気、ストーリー、情熱、シスターフッドのために祝福したいリーダーや先駆者、仲間について思いを
馳せてみてください。このようなリーダーは、世代を超え、文化を超え、インターセクショナルで、
リーダーとは権力の座や肩書きを超えて、コミュニティや生活、個人に良い影響を与える存在であること
を思い出させてくれます。

2021年の世界YWCAデーでは、私たちのパワフルで
長い歴史を持つ世界的な運動を構成する個々のリーダー
を祝福します。ここでは、YWCAリーダーのストーリー
を力強く捉える方法をご紹介します。

YWCAリーダーを祝福して
世界YWCAデー2021

160年にわたり、YWCAは女性と若い女性のリーダー
を育てるインキュベーター（支援者）として活動し
てきました。160年にわたり、YWCAのリーダーや
パイオニアたちは、人権を実現するためにコミュニ
ティで行動を起こしてきました。YWCAは160年に
わたり、力強く、謙虚な支持者や仲間を育て、周囲
の人々を支え、特に危機の際にはシスターフッドを
促進してきました。

パワフルなリーダーたちへのインタビューの時間です。5つの質問をして、
その方々の貢献に対する感謝の気持ちを伝えましょう。インタビューをして何が
できるか︖ブログを書いたり、ビデオを共有したりしましょう。

Story of Esther Janine Zehntner, a Philanthropist 
Story of Tina, A Leader Beyond Calculus, Physics and NASA
Story of Satoko, Finding Purpose in the Chaos of Your Own Life
#LeaderSpotlight on Jill Anami
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ブログをWorld YWCAのSheSpeaksのページで公開したい場合
は、shespeaks@worldywca.org までご連絡ください。 
ここでは、あなたをインスパイアするであろういくつかの事例を
ご紹介します。

ハッシュタグ #WYD2021 #YWCALeaders
や世界YWCAのSNS  @worldywca を

フォローしてください

インタビューを実施して、他の人とシェアしよう︕

https://shespeaksworldywca.org/donorspotlight-meet-esther-janine-zehntner-a-philanthropist-sharing-talent-experience-and-knowledge-with-the-ywca-movement/
https://shespeaksworldywca.org/donorspotlight-meet-esther-janine-zehntner-a-philanthropist-sharing-talent-experience-and-knowledge-with-the-ywca-movement/
https://shespeaksworldywca.org/a-leader-beyond-calculus-physics-and-nasa/
https://shespeaksworldywca.org/finding-purpose-in-the-chaos-of-your-own-life/
https://shespeaksworldywca.org/leaderspotlight-meet-jill-anami-regional-coordinator-of-africa/


ハッシュタグ #WYD2021 #YWCALeaders
や世界YWCAのSNS  @worldywca を

フォローしてください

世界YWCAデー2021
YWCAリーダーを祝福して

ストーリー共有のためのヒント︓
1. SheSpeaks ページ に飛ぶ。
2. メニューから"Register"をクリックして新規アカウントを作成します。既にアカ
ウントをお持ちであればログインし、必要があればパスワードを変更してください。
3. メニューから"Story Share"をクリックします。
4. ページ上で動画を撮影します。質問を投稿するか、既に投稿された動画の質問に
答えてみましょう。
5. ページを使う上で何かトラブルが発生しましたら、世界YWCA職員のTalisa 
Avanthay(shespeaks@worldywca.org)までお問い合わせください。英語投稿作成など
に際してご相談がある場合は日本YWCA事務所(office-japan@ywca.or.jp)まで
ご連絡ください。

YWCAリーダーのアイディアや名言、声をパワフルに捉えるためのもう一つの方法をご紹介します。
SNS上で、その方々の写真と言葉を共有するということです。その際には、ご本人の許可を得てくださ
い。ここでは、いくつかのサンプルテンプレートをご紹介します。画像をクリックするとダウンロード
できます。

Happy #WYD2021 to ALL our #YWCAsisters around the world! Today we celebrate #YWCALeaders, their leadership, their achievements, and their determination as we 
work together to achieve gender equality. (#YWCAシスター の皆さん、#世界YWCAデー2021おめでとうございます︕ジェンダー平等を目指す、#YWCA
リーダーやそのリーダーシップ、貢献、決意をお祝いします。)

I am a #YWCALeader from _______. On #WYD2021 we celebrate leaders from our movement who have inspired us, mentored us, and empowered us to become the 
leaders we are today. Thank you to @Tag a mentor. @____ (私は　　の #YWCAリーダーです。#世界YWCAデー2021には、今日私たちがリーダーとなるように
インスパイアし、メンターし、エンパワーしてくれたYWCA運動のリーダーを祝福します。（@そのリーダーをタグ付けして）さん、ありがとう)

In 2020, <add name> inspired me as a #YWCALeader to <add quote on inspiration>. Who inspired you in 2020? #YWCALeaders #WYD2021
(2020年、#YWCAリーダーである<お名前>さんが<インスパイアされた言葉>と、私をインスパイアしました。2020年、誰があなたをインスパイアしました
か︖ #YWCAリーダー #世界YWCAデー2021)

SNSへの投稿例︓
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世界YWCAのストーリー共有のためのプラットフォームを活用する
SheSpeaks（ブログ）上に、世界YWCAはビデオ作成に関するページを作りました。ビデオを録画して、あなた
をインスパイアするリーダーとその理由をシェアすることができます。録画後は、ビデオのリンクをご自身の
SNSで共有し、他の人にもYWCA運動で自身をインスパイアするリーダーについて共有してもらいましょう。
例えばこんな質問をしてはいかがでしょう︖「2020年、あなたをインスパイアしたリーダーは誰ですか︖そし
て、その方のどんなところがあなたをインスパイアしましたか︖」 

リーダーシップを祝福するためにSNSを活用する

https://shespeaksworldywca.org/
https://www.worldywca.org/wp-content/uploads/2021/04/0001-19169645569_20210401_201810_0000.png
https://www.worldywca.org/wp-content/uploads/2021/04/0001-19171110761_20210401_204727_0000.png
https://www.worldywca.org/wp-content/uploads/2021/04/0001-19170951465_20210401_204418_0000.png


#YWCALeadersに寄付をして、若い女性のリーダーシップに投資しま
しょう︕YWCAの活動に寄付すると、若い女性が地域や世界で変化を
もたらすリーダーになる可能性をサポートすることに繋がります　
https://cutt.ly/4cpl4pZ
先駆者とリーダーが行動を起こしてから160年。今日、私たちの運動
の大きな成果とこれからの活動を祝福するために、2分お時間を取り、
誰も取り残されない、より良い世界のために変化をリードし続けてい
くために、私のような#YWCALeadersを支援してください
https://cutt.ly/4cpl4pZ
世界YWCAに寄付をして、世界中の女性が自分の人生や地域社会、
そして世界をより良い方向に変えていくのを支援しましょう! 暴力を
なくすために活動している世界YWCAのリーダーたちに寄付をして、
若い女性のリーダーシップを支援するために、今すぐ変化を起こしま
しょう　https://cutt.ly/4cpl4pZ

世界YWCAへの寄付の呼びかけ文例（SNSなどでご利用ください）

世界YWCAのオンラインセーフ・スペース、あるいはご自身の
地域の感染状況が許せば対面でのセーフスペースを開催する。

他のYWCAリーダーを招待し、近況報告をしたり、過去を振り
返ったり、2020年あるいは過去に遡り、力強いYWCA
リーダーのストーリーを共有して、新しい協働方法を探る。

既存の友好関係を利用して2ヵ国・2地域のYWCAの関係をさら
に強めるために、それぞれのYWCAのリーダーを繋ぐオンライ
ン・ティーサロンあるいはカクテルアワーを企画する。

YWCAリーダーを祝福して
世界YWCAデー2021

ハッシュタグ #WYD2021 #YWCALeaders
や世界YWCAのSNS  @worldywca を

フォローしてください
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今年の世界YWCAデーでは、世界YWCAやお近くのYWCAに寄付することで、何十年にもわたりリーダー
を育ててきた力強い支援者たちへの感謝を示すよう呼びかけましょう。ご自身からの寄付も、他の方への
寄付呼びかけも歓迎です。あなたにインスピレーションを与えてくれたYWCAのリーダーを偲んで、
その方のお名前に寄せて寄付をすることもできます。

寄付の呼びかけを行う

「一杯の喜び」のセッションを開催する︓オンラインセーフ・スペース

https://cutt.ly/4cpl4pZ
https://cutt.ly/4cpl4pZ
https://cutt.ly/4cpl4pZ
https://www.worldywca.org/donate/
https://www.worldywca.org/donate/
https://www.worldywca.org/wp-content/uploads/2020/11/Virtual-Safe-Spaces.pdf


以下の画像をクリックしてTwitterのカバー写真をダウンロードしてください︓ 

ハッシュタグ #WYD2021 #YWCALeaders
や世界YWCAのSNS  @worldywca を

フォローしてください
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世界YWCAデーに向けて、世界YWCA事務局はさまざまなバーチャルメディアやSNSを利用して、パイオニアや
仲間、教師、アクティビスト、ファシリテーター、研究者などのYWCAリーダーのストーリーを紹介します。
今年の世界YWCAデーは、少女、若い女性、女性の権利のための、世代を超えた、草の根の、効果的で関連性
のある、進化する運動に思いを馳せてみませんか。

SNSのカバー画像を使って、#世界YWCAデー2021をアピール
してください。
以下の画像をクリックしてFacebookのカバー写真をダウンロードしてください︓

https://www.worldywca.org/wp-content/uploads/2021/04/YWCA-Day-Facebook-header.png
https://www.worldywca.org/wp-content/uploads/2021/04/YWCADAY-Twitter-header-3.png
https://www.worldywca.org/wp-content/uploads/2021/04/YWCADAY-Twitter-header-4.png
https://www.worldywca.org/wp-content/uploads/2021/04/YWCA-Day-Facebook-header.png
https://www.worldywca.org/wp-content/uploads/2021/04/YWCADAY-Twitter-header-4.png


以下の画像をクリックしてダウンロードしてください︓ 

コンテンツは世界YWCAが作成しました。ツールキットとSNS用画像はインドのMeghshree Mathpal
がデザインしました。

A WorldYWCA@2021 - Product.

ハッシュタグ #WYD2021 #YWCALeaders
や世界YWCAのSNS  @worldywca を

フォローしてください
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SNSの画像を使って、#世界YWCAデー2021を
アピールしてください。

https://www.worldywca.org/wp-content/uploads/2021/04/PicsArt_04-01-08.10.46-1.jpg
https://www.worldywca.org/wp-content/uploads/2021/04/PicsArt_04-01-08.11.24-1.jpg
https://www.worldywca.org/wp-content/uploads/2021/04/PicsArt_04-01-08.11.45-1.jpg
https://www.worldywca.org/wp-content/uploads/2021/04/PicsArt_04-01-08.10.09-1.jpg
https://www.worldywca.org/wp-content/uploads/2021/04/PicsArt_04-01-08.10.46-1.jpg
https://www.worldywca.org/wp-content/uploads/2021/04/PicsArt_04-01-08.11.45-1.jpg
https://www.worldywca.org/wp-content/uploads/2021/04/PicsArt_04-01-08.11.24-1.jpg
https://www.worldywca.org/wp-content/uploads/2021/04/PicsArt_04-01-08.10.09-1.jpg

