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クラブと会員のためのソロプチミスト資料 

ソロプチミスト夢を生きる賞へようこそ！ 

タイ出身の若い女性パチャラさんは、日本人と結婚するために日本に移住しました。自国の文化とは全く

違う不慣れな環境の中でしたが、パチャラさんは短い間幸せな生活を経験しました。ところがその後、人

生は思いがけない方向に転じてしまいました。夫が暴力をふるうようになったのです。9 年後、パチャラさ

んは日本語が流暢ではなかったにもかかわらず、勇気を出して 3 人の子供を連れて家を出ました。 

メキシコ生まれのマリアさんは、14 歳で結婚して米国に移民しました。19 歳になるまでに 2 人の子供を

産みました。3 人目の子供が生まれた後に離婚し、17 年間低賃金の作業員として働いた後、マリアさん

は母子家庭の生活を改善するために、学校に戻る決意をしました。 

日本の静香さんの体験は世界中の女性を奮い立たせます。産後の鬱症状に苦しんだあげく、結婚生活

がうまく行かなくなり、離婚し、2 人の息子を 1 人で育てることになりました。離婚した女性が多くの困難

に直面する国で、静香さんは低所得の女性たちを対象に無料あるいは廉価な保育センターを開きました。 

これらの女性たちは、虐待の恐れも、子供たちをどうやって食べさせていくかという不安もない、自立した暮らし

をしたいという夢を持っていました。「夢を生きる賞」は、教育や、もっとよい仕事を得る可能性を持つことによっ

て、女性に自分自身や家族のために生活を向上させる機会をもたらします。それは、その女性にとって、それま

で得ることができなかった、あるいは他の方法では達成し得なかったかもしれない機会です。「夢を生きる賞」の

応募者は、これまで、教育や職業上の目標を追求し達成するのを阻む経済的・社会的障壁や個人的な苦境に

直面してきました。 

「夢を生きる賞」に参加することは、地元の女性とその家族の生活に大きな変化をもたらす素晴らしい方法です。

この賞は、経済的な要望に応え、実際的な方法で変化をもたらしますが、それはまた、女性の個人的な側面に

も影響を与えることができるのを私たちは知っています。過去の受賞者たちは、自分の暮らしを変えようとする

勇気を称えられることにより、自信、自尊心が増したと報告しています。このプログラムは、ソロプチミストへの理

解と国際的知名度を高める活動の礎石となります。「夢を生きる賞」のような意義深く価値あるプロジェクトとソロ

プチミストを結び付けることで、ソロプチミストの名を広めることは、私たちの使命を達成し、会員を勧誘・維持す

るのに役立ちます。これは、組織の成長と発展にとってなくてはならないものです。 

このツールキットには、クラブがこのプログラムを成功させるために必要な情報が全て含まれています。次のペ

ージの目次を利用して、必要な情報にアクセスしてください。 

  

ソロプチミスト  

夢を生きる賞 

クラブのためのツールキット     



「夢を生きる賞」クラブのためのツールキット 

© Soroptimist International of the Americas. July 2015  page 3 of 37 

 

目次：  
  読みたい資料を ク リ ッ ク する と そ のページに直接行く こ と ができ ます！ 

 

1. はじめに 
 締切と活動チェックリスト 4 

 「夢を生きる賞」ファクトシート 5 

 日本でよく聞かれる質問 6 

 「夢を生きる」に参加する意義 9 

 

2. 応募者を見つける 
 応募者を見つける                                                                                                    10  

 応募者探しのヒント                                                                                                    11 

 応募者探しの協力を依頼する手紙の見本                                                                     12  

 応募書類記入の説明会                                                                                             13 

 応募者資格チックリスト                                                                                              16 

 

3. 受賞者を選ぶ 
 受賞者を選ぶ 17  

 審査員を依頼する手紙の見本 18 

 審査用紙 19 

 受賞者への通知の見本 20 

 受賞できなかった応募者への通知の見本 21 

 

4. 受賞者を表彰する 
 受賞者を表彰する 22 

 追加の支援を提供する 23 

 

5. リジョン賞に応募する 
 リジョン賞に応募する               26    

 リジョンへの応募申請送付状              27 

 

6. 賞を宣伝する 
 賞を宣伝する                                                                                                           28 

 メディア掲載承諾書  29 

 応募者募集のプレスリリースの見本   30 

 受賞者を称えるプレスリリースの見本  31 

 編集者への手紙の見本  32 

 「夢を生きる」スピーチの説明 33 

 「夢を生きる」スピーチ 34 

 「夢を生きる」ポスター 37 
   

 

 



「夢を生きる賞」クラブのためのツールキット 

© Soroptimist International of the Americas. July 2015  page 4 of 37 

 

 

締切と活動チェックリスト  

締切  

11 月 15 日               クラブレベルの賞の応募締切 

                     (クラブはできる限りこの締切に合わせることをお勧めします) 

2 月 15 日   リジョンレベル審査のための提出締切 

                     （リジョンによっては締切が異なることがありますので、わからない場合は、  

                      リジョンにご確認ください） 

3 月 15 日   連盟レベル審査のための提出締切 

 

活動チェックリスト 

 

4 月／5 月 

    クラブ「夢を生きる」委員長の任命および有志の担当者を募集する 

7 月～10 月 

    ＳＩＡウェブサイトから「夢を生きる賞」に関する資料をダウンロードする 

    配布のための応募書類にクラブの連絡先などを書き込む  

    書き込み可能でＥメールに添付できる応募書類を配布する 

    応募書類を配布し、応募者を募集する 

11 月～12 月 

    クラブの締切までに応募書類を集め、応募資格や記入洩れがないか確認する 

    複数の応募者が見込まれたなら、審査を計画し、審査員に依頼状を送る 

12 月～1 月 

    審査を行い、受賞者を選ぶ 

   すべての応募者に結果を知らせる 

   クラブ賞受賞者を称える 

2 月 

   リジョンの締切日までにクラブの応募書類をリジョンが指定するところへ提出する 

3 月 

    「国際女性の日」（3 月 8 日）に表彰行事を開き、広報する 
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「夢を生きる賞」ファクトシート 

＊外部の提携団体などに「夢を生きる賞」を紹介する際などに利用ください。 

 

組織概要 

ソロプチミストは、社会的・経済的エンパワーメントをもたらすプログラムを通じて、女性と女児の生活を向上

させる活動に取り組んでいる国際的な奉仕団体です。世界 120 以上の国・地域にいるソロプチミスト会員約

8 万人が、女性と女児に恩恵をもたらす地域社会を基盤としたプロジェクトに時間と資金を提供しています。  

 

ソロプチミスト夢を生きる：女性のための教育・訓練賞  

「ソロプチミスト夢を生きる賞」は、ソロプチミストの主要プログラムです。19 の国・地域にある国際ソロプチミ

ストアメリカのクラブは、このプログラムを通じて女性たちに賞金を贈っています。その対象となるのは、就業

機会向上のために技能訓練や教育を得ることで、自分と家族のためによりよい生活を目指して努力してい

る女性たちで、受賞者の多くは、貧困、家庭内暴力、性的暴力、配偶者の死など、大変な困難を克服してい

ます。受賞者は、賞金を教育を受けるための費用（書籍代、保育費、交通費など）に使うことができます。  

 

このプログラムは毎年実施され、各地域のソロプチミスト・クラブから始まります。クラブからの賞金額はさま

ざまですが、クラブで賞を受けた応募者はさらに大きな地理区分であるリジョンの賞の審査対象になります。

リジョンの最優秀賞受賞者には 5 千ドル（約 50 万円）が贈られ、（リジョンによって額は異なりますが、その

他の入賞者にも賞金が贈られます）リジョンの最優秀賞受賞者は、国際レベルの賞の審査対象となり、その

中から 3 名に 1 万ドル（約 100 万円）の連盟最優秀賞が贈られます。 

 

応募できるのは、家族の生計を主として支えながら、現在、職業・技能訓練プログラムあるいは専門学校、

短期大学、大学の学部課程（大学院を除く）に在籍中、もしくは入学許可を得ている女性です。すでに学士

号を有している女性にも応募資格はありますが、大学院の学位を目指す女性には応募資格はありません。

詳細は http://www.soroptimist.org/awards/awards_jp.html をご覧ください。  

 

例年 1,200 名を超える女性に総額 160 万ドル（約 1 億 6,000 万円）近くが賞金として授与されています。

2012－2013 年期には、日本からも 254 人の女性が表彰され、総額約 56 万 4,000 ドル（約 5,600 万円）の賞

金が贈られました。 

 

受賞者の例： タイ出身のパチャラさんは、家庭内暴力を生き延び、気が付くと異国の地、日本でたった一人

で幼い子供 3 人を養育しなければならなくなっていました。パチャラさんは、日本語学校に通い、ホームヘ

ルパーの資格を取得、今ではＤＶ被害者支援団体の代表として働いています。 

 

受賞者の方々は次のような感想を寄せてくださっています。 

「心理カウンセラーの資格を得て、資格を仕事にも生かすことができました。上司や同僚からの信

頼も篤くなり、昇給にも結びつきました。安定した生活は自分の心、子供たちの心の安定につながり

ました。まだ決して裕福とは言えませんが、幸せを感じています」 

 

「授業料の工面に悩んでいたところ、受賞により賞金で費用の一部を払い込むことが出来て、大変

助かりました。受賞の際、新聞社の取材を受け、掲載していただいたことで多くの人から励ましの声

を頂戴し、嬉しく思いました」 

 

過去の受賞者の物語をご覧になるには http://www.soroptimist.org/awards/recipients_jp.html をご覧くださ

い。 
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日本でよく聞かれる質問 

1.なぜ全てのソロプチミストクラブが「夢を生きる賞」に参加すべきなのでしょうか？  

多くのクラブが「夢を生きる賞」に参加するようになれば、より多くの女性とその家族を助けることができます。

この賞は、女性とその被扶養者の生活に真の変化をもたらす可能性を持っています。離婚、配偶者の死、

その他の予期せぬ事情で、女性が自分と家族を養わなければならなくなることがあります。そうしたとき、女

性の家族を養う能力に大きな変化をもたらすことができるのは教育です。「夢を生きる賞」を通じて授与され

る賞金は、これらの女性が大学に通ったり、職業訓練課程を修了するために必要な経済的負担を軽減する

のに役立ちます。さらに、同賞が与える影響は、経済面にとどまりません。過去の受賞者たちは、ソロプチミ

ストのような成功した女性たちが、人生の再建と夢を生きるのを応援してくれることに、自尊心が高められた

と話しています。 

 

2.このプログラムは、日本の女性たちに何をもたらすことができますか？ 

日本では、女性はしばしば、自分の体験を話すことを恐れています。人生が計画通りに行かなかったり、助

けを必要としていることを認めるのは容易ではありません。そのような女性に、理解ある女性団体から内密

に支援を受ける方法を提供しているのがこのプログラムです。日本では、20％の女性がパートナーから身

体的暴力を受けています。暴力的なパートナーから離れ、生活を再建する助けと支援を得られる場所があ

ることを知っていたら、黙って苦しむ女性の数は少なくなるでしょう。離婚の増加で、貧困に苦しむ女性も増

えています。母子世帯の数は 2010 年現在、約 76 万世帯に上り、これらの世帯の年収は 291 万円と、一般

世帯の平均所得の半分ほどしかありません。「夢を生きる賞」は、暴力的結婚から逃れて自活するまでの過

渡期にある女性たちを助けることができます。 

 

3.  日本では、女性たちは、恥の意識から、自分の体験を話したり、個人的なことを公表するこ

とを好みません。このような女性たちにこの賞への応募を勧めるにはどうしたらいいでしょう

か？ 

応募の際にソロプチミストに提出する個人情報は、決して公表されることはないという点を女性たちに知らせ

ることが大切です。このプログラムの担当者と審査員だけがその情報を知ればいいのであり、クラブの会員

全員に伝える必要さえありません。審査員が応募者の申請書を読む際に、応募者の氏名を伏せておいても

かまいません。この賞について宣伝する際には、「女性が女性を支援している」という側面に焦点を当て、そ

して、応募者の個人情報は、世間に知られることはないという点を明確に伝えてください。このことは、応募

申請書の同意事項の欄に明示されていますので、クラブは、応募に関心を持っている女性に、秘密が保持

されることを確実に伝えるようにしましょう。 

 

4. 利用者の個人情報を明かすことができない公的機関や非政府団体から、どのように応募

対象者を探す協力を得ればよいでしょうか？ 

日本で応募資格のある女性を見つける最も効果的な方法は、女性のために活動している機関・団体の協力

を得ることです。でも、これら協力機関・団体から、応募資格のある女性について情報を提供してもらう必要

はありません。クラブは、協力機関・団体に、応募資格のある女性にこのプラグラムについて伝えてくれるよ

うにお願いすればよいのです。資格があり応募に関心を持っている女性に情報を伝えられるように、先方の

担当者にポスターなど、プログラムを紹介する資料を確実に渡しておくようにしましょう。そうすれば、女性か

らクラブに連絡ができます。 

 

5. 受賞者は自分のことが紹介されるのを好まないので、日本でこのプログラムを推進するの

は大変です。受賞者について語らずに、どのようにして広報活動ができるでしょうか？ 

これは連盟中のどの地域でもよく問題になる点です。多くの受賞者は、自分の話が人に伝えられるのはい

やだと思っています。そうすることが女性自身やその子供たちに危険をもたらすこともあります。こうした場
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合、私たちは、その女性が自分の境遇について語らないでおく権利を尊重します。それでも、中には、自分

について話すのをいとわず、協力してくれる女性もいます。あるいは、匿名にしたり、身元が分かるような情

報を変えることで、話を伝えることは可能です。このようにすれば、女性の個人的履歴のつらい部分を明か

さずに、女性たちを紹介することができます。また、この賞の目標の一つは、困難な状況に生きる女性たち

についての理解を広めることです。クラブが地域社会でこのプログラムを支援していることを宣伝したなら、

女性たちは身の上を語ることは恥ずかしいことではないと思うようになるかもしれません。彼女たちの体験

談は、ほかの女性にとって励ましとなります。彼女たちの多くは、自らは落ち度がないのに困難な状況に立

たされた女性であり、恥を感じるべきではなく、むしろその勇気が賞賛されるべき方々です。 

 

6.  「夢を生きる賞」の応募資格はどんなものですか？  

応募資格があるのは、次の女性です。  

 家族（子供、配偶者、パートナー、兄弟姉妹、親など）に対して主な経済的扶養責任を負っている。 

 現在、職業・技能訓練プログラムあるいは専門学校、短期大学、大学の学部課程（大学院を除く）に

在籍中、もしくは入学許可を得ている。すでに学士号を有している女性にも応募資格はありますが、

大学院の学位を目指す女性には応募資格はありません。  

 経済的援助を必要としている。  

 

今までに「夢を生きる賞」／「女性に機会を与える賞 」を受賞したことがある女性には応募資格がないこと

にご注意ください。ソロプチミスト会員、SIA やリジョン事務局のスタッフ、および両者（会員、スタッフ）の近親

者にも応募資格はありません。 

 

7.ソロプチミスト会員に雇用されている女性には応募資格がありますか？  

あります。応募資格の中で述べられているソロプチミストの雇用者とは、国際ソロプチミストアメリカの雇用

者のことを指しており、ソロプチミスト会員のことではありません。 

 

8.通信教育などで資格を得ようとしている女性にも応募資格はありますか？ 

どのような資格を得るプログラムなのかに依ります。通信教育でも、就労機会を向上させるための教育や職

業訓練プログラムに登録しているのなら、応募資格はあります。 

 

9. 日本の多くの教育プログラムは、3 月で終了します。3 月に卒業する女性は、「夢を生きる

賞」に応募できますか？  

このプログラムの目的は、教育を受けようとする女性を支援することであり、応募する女性は、教育を修了

するために経済的支援が必要なことを示さなければなりません。3 月に卒業する女性は、クラブの賞による

経済的支援は受けられますが、リジョン、連盟の賞については、「教育を修了するための経済的支援」という

趣旨から外れてしまいます。ですので、クラブは、この女性を称えるためにクラブレベルの賞を授与すること

はできますが、リジョン、連盟賞の対象にはなりません。 

 

10.  受賞者は日本人女性でなければいけませんか？ 

他の国々と同じように、日本にも多くの移民女性がいます。多くのソロプチミストクラブが、日本人男性と結

婚した移民女性が日本社会に溶け込むのを助けています。けれども、これらの女性たちの中には結婚生活

で困難に直面している女性たちがいます。例えば、2004 年に連盟最優秀賞を受賞した山崎パチャラさんは、

日本に住むタイ人の女性でした。彼女は日本人男性と結婚し、3 人の子供をもうけましたが、その後、夫が

暴力を振るうようになり、逃げ出さなければなりませんでした。応募する女性は、日本に住んでいて、職業訓

練プログラムもしくは大学などに在籍していなければなりませんが、日本人である必要はありません。 

 

11. リジョン賞の数は限られており、連盟賞は 3 名にしか授与されず、クラブの受賞者がこれ

らの賞を受け取れる可能性が低いのに、わざわざ参加する必要があるでしょうか？ 
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「夢を生きる賞」はクラブレベルから始まるプログラムです。毎年、1,200 人近くの女性が、地域のソロプチミ

ストクラブから、クラブレベルの賞金と、支援と、表彰を受けます。これ自体が、これらの女性にとって名誉で

あり、支えなのです。さらなる賞金がもらえるチャンスは、特別の贈り物であって、プログラムの目的そのも

のではありません。ソロプチミストクラブは、クラブの賞と表彰が、受賞者にとって意義深いものとなるよう、

地域レベルでプログラムの推進に努めていただきたいと思います。 

 

12.  私たちのクラブは、応募資格のありそうな女性たちをどこで見つけられるでしょうか？ 

日本のクラブが応募資格のある女性を見つけるための方法はいくつかあります。まずは、ドメスティック・バ

イオレンス関係の機関や、女性のために活動している組織と共に奉仕プロジェクトを実施することです。クラ

ブのプロジェクトとして、女性たちの生活を向上させる活動に焦点を当てることにより、応募資格のある女性

たちを知っている組織やグループと接触する機会が生まれます。また、地元の福祉機関に連絡を取ることも

良い方法です。さらに、応募資格のある女性たちが在籍している可能性のある学校（例えば、看護学校など）

を調べてみることもできます。 

 

13．「夢を生きる賞」の応募申請書はどこで入手できますか？  

使い易い書き込み・Eメールによる送信が可能な形式の応募申請書は、

http://www.soroptimist.org/members/translatedresources/japanese.htmlからダウンロードしていただけま

す。クラブは、この応募申請書を、大学やドメスティック・バイオレンスのシェルターといった協力団体にEメー

ルで送ることができます。そうすれば、協力団体は、それを応募に関心のある女性たちにEメールで配布す

ることができます。また、クラブは、直接Eメールで女性個人に応募申請書を送ることもできます。紙の応募

申請書は毎年、SIA事務局から日本の全リジョン事務局に送付されます。それを、リジョン・スタッフがリジョ

ン内のクラブに配布します。紙の応募申請書が必要な場合は、リジョン事務局にご連絡ください。 

 

14．広域申請書とはどんなものですか？なぜクラブは広域申請書を審査に含めるべき

なのでしょうか？  

「夢を生きる賞」応募申請書は、SIAのウェブサイトから入手できます。ウェブサイトから応募申請書を入手し

た「広域」申請者は、記入を終えた申請書をSIAにEメールするように指示されます。事務局は、この申請書

を最寄りの「夢を生きる賞」プログラム参加クラブか、プログラムに参加を希望しているが資格要件をみたす

応募者からの申請書を受け取っていないクラブに転送します。もし最寄りの参加クラブもしくは応募者を必

要としているクラブがない場合には、この申請書は、SIA事務局によって運営される新しいカテゴリーに含め

られます。ソロプチミスト・クラブが存在しない地域もあるので、クラブは、あなたの地域社会以外の場所に

住んでいる女性からの応募申請書を審査に含めるように頼まれるかもしれません。すべてのクラブは、これ

らの申請書を審査に含め、連盟全域で女性がその目標を達成し、夢を実現するのを支援するよう強く奨励

されます。  

 

15.  「夢を生きる賞」へ参加するための資料や支援をどこで受け取ることができますか？ 

「夢を生きる賞」に関する資料は日本語に翻訳されており、連盟ウェブサイトの Member’s Only（会員専用）

の日本語資料のページから入手可能です。さらに、各日本リジョンの「ソロプチミスト夢を生きる賞」担当委

員長が喜んで、クラブのお手伝いをします。もう一つのアイデアとしては、あなたのリジョンで過去にこのプロ

グラムに参加したことのあるクラブに連絡してみることです。そのクラブ会長に、成功させるためのアドバイ

スや提案を求めましょう。参加クラブのリストは、ウェブサイトまたは連盟事務局から入手できます。 
 

 
 
 
 

  

http://www.soroptimist.org/members/translatedresources/japanese.html
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「夢を生きる賞」に参加する意義 

アンケート調査に日本の会員から寄せられたコメントです。  

 

 社会の目立たない立場で努力している女性を対象としたプログラムがSIA の「女性と女児の支援」

そのものです。                                    日本 南リジョン SI 春日 

 

 クラブ賞を差し上げる女性は、どの方もとてもひたむきで、将来はソロプチミストの会員になられる

かもしれない素敵な女性です。（中略)一人の女性が現状を打破して力強く歩まれるお手伝いがで

きたことがうれしく、また私共自身の励みに感じています。          日本 西リジョン SI 下

松 

 

 女性を助けているという上からの目線ではなく、「夢を生きる賞」受賞者にソロプチミストが元気をい

ただいているという意識に切り替ったとき、真にこの賞の意義が理解できました。  

                                        日本 南リジョン SI 大分－みどり 

 

 このプログラムにより地域社会に私たちのクラブの活動を知らせて、理解を深めることができます。  

                                                 日本 南リジョン SI 福岡南 

 

 ドメスティック・バイオレンスや男女格差、離婚の増大で自立しなくてはならない女性がとても増えて

います。行政だけでは支えられない、女性同士しか理解しあえない部分で支えてさしあげることが

できるのではないでしょうか。                       日本 中央リジョン SI 中央静岡 

 

 真摯に生きている応募者と接することで、奉仕をさせていただく喜びを感じます。 

                                             日本 北リジョン SI 山形 

日本のクラブの皆様が考える参加者を探す秘訣 

 

 私達ソロプチミストは、応募者が心を開き信頼を寄せていただけるような姿勢を持つことが大切と思

い、「困難を抱えていることは恥ずかしい事ではないし、一人で悩まないで、私たちのお役に立つこと

をさせてください」という気持ちを持って面接等の対応を行っています。 

                                       日本 中央リジョン SI 京都―東山 

 

 会員全員があらゆる方面にネットをはっております。（中略）また女性の奉仕団体や女性の援助を考

えている団体との接触を持っております。          日本 中央リジョン SI 京都―たちばな 

 

 応募候補者の見当がつき次第、即行動を開始し、「夢を生きる賞」を理解してもらうために何度も話し

合います。                                  日本 北リジョン SI マリン小樽 

 

 常に新聞に目を通し、どういう所があるか、また、こういう(「夢を生きる賞」にふさわしい)人がいらっし

ゃるか、全員がいつもそういう気持ちで取り組んでいます。       日本 中央リジョン SI 奈良 

 

 今支えを必要としている方に心からの愛情を持って接することだと思います。 

                                         日本 中央リジョン SI 中央静岡 
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応募者を見つける 

賞を宣伝して、応募者を見つけましょう！ 

応募者を見つけ出すための鍵は、応募資格のある女性に応募書類を届けること、地域社会全体に、あなた

のクラブが「夢を生きる賞」に参加していることを知ってもらうことです。 

 

まず、賞金額を決めましょう  

クラブは、「夢を生きる賞」受賞者にいくらの賞金を贈るかについて、クラブの資金調達活動や、授与する賞

の数、そしてその地域社会における教育費や生活費を勘案して決めましょう。昨年期は、参加クラブは受賞

者一人当たり平均 800 ドル（約 8 万円）を贈っています。大きな賞金は応募者を引き付けやすくなるかもし

れません。  

 

応募資格を確認しましょう 

応募できるのは、次の資格を満たす女性です。 

・家族（子供、配偶者、パートナー、兄弟姉妹、親など）に対して主な経済的扶養責任を負っている。 

・経済的援助を必要としている。 

・現在、職業・技能訓練プログラムあるいは専門学校、短期大学、大学の学部課程（大学院を除く）に在籍

中、もしくは入学許可を得ている。 

・教育および職業上の目標を達成する意欲がある。 

・国際ソロプチミストアメリカのメンバー国・地域に居住している。（メンバー国・地域：アルゼンチン、ボリビア、

ブラジル、カナダ、チリ、コロンビア、エクアドル、グアム、日本、韓国、メキシコ、北マリアナ諸島、パナマ、パ

ラグアイ、ペルー、フィリピン、プエルトリコ、台湾、米国、ベネズエラ） 

・過去に「ソロプチミスト夢を生きる賞/女性に機会を与える賞」を受賞したことがない。 

・大学院の学位（修士、博士）を持っていない。 

・ソロプチミスト会員、国際ソロプチミストアメリカのスタッフ、および両者（会員、スタッフ）の近親者ではない。

近親者は、養子縁組、血縁、婚姻による、配偶者/パートナー、親、兄弟姉妹、子、孫とする。 

 

書き込み式のＥメールに添付できる応募書類を活用しましょう 

書き込み式のＥメールに添付できる応募書類を活用すると、連携している団体や応募者に直接書類を送る

ことができるので、書類配布作業を進めるのに大いに役立ちます。 

 

賞を宣伝しましょう 

健康診断、コンピューターセンター、メンタリング活動などクラブ・プロジェクトを行っている適切な時・場所で、

この賞の応募書類や情報を提供しましょう。 

 

次の組織に応募書類を配布したり、ポスターを掲載したりさせてもらえないか依頼し、支援を必要としている女

性に手を差し延べるために協力してもらいましょう。

 専門学校や職業訓練学校 

 短大や大学 

 教会など宗教施設 

 公民館・コミュニティセンター 

 慈善団体。特に女性や低所得者のための

活動を行っている団体。 

 ホームレス・シェルターや自立支援センター 

 ドメスティック･バイオレンス・シェルター 

 炊き出しなど食糧支援を行っている団体  

 社会扶助施設 

 女性支援センター 

 子育て支援施設 

 就職支援センター 

 地域で行われる就職説明会 

 薬物・アルコール依存者のためのリハビリ施

設
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応募者探しのヒント 

地元の学校と協力しましょう 

短大、大学、専門学校の多くは、奨学金や賞金についての情報提供を含む財政支援に関する説明会を行います。

最寄の学校の担当者に連絡し、「夢を生きる賞」について情報提供してもらえるかどうか尋ねましょう。また、短大や

大学の多くは、女性支援センターを持っています。これらのセンターに連絡し、応募資格のある女性たちを探す協力

を求めましょう。応募申請書をＥメールで提供し、応募資格のある女性に転送してもらえないか依頼してみましょう。 
 

個人的なつながりを築きましょう 

クラブは、応募者探しに協力してもらっている団体と個人的つながりがある場合に、応募書類の回収が最もうまくい

ったと報告しています。応募書類をＥメールや郵便で送ったり、届けたりするだけで反応があると期待してはいけま

せん。団体の担当者と話をし、このプログラムがもたらす恩恵について説明してあげてください。こうした努力に役立

つ資料として、地域社会の団体に賞について紹介する手紙の見本をご参照ください。 
 

女性たちの申請書作成を手助けしましょう 

この賞の対象となる女性たちは、多くの場合、学校に通いながら、子育てをし、仕事もしています。とても忙しいこと

でしょうから、締切について念押しが必要かもしれません。また、応募をためらっているかもしれません。賞に応募す

るのは初めてという場合にはありがちです。 

 

応募の手順についての説明会を開催し、クラブ会員が一対一の手助けを提供することを検討してみてください。「夢

を生きる賞」応募書類記入説明会を開催することは、地域社会からふさわしい女性を見つけ、応募手続きを完了さ

せるために必要な支援を提供する優れた方法です。説明会開催のヒントを得るにはこのツールキットの「応募書類

記入説明会」の項をご参照ください。 
 

周辺地域も探しましょう。 

住んでいる地域が特に狭く、応募者を見つけるのが困難な場合は、ソロプチミストクラブが存在しない周辺地域にも

探す範囲を広げましょう。組織に連絡を取ったり、応募書類を配布したり、記入済みの申請書を受け取ったりするこ

とは全て、Ｅメールや郵便、電話を通じて行うことができます。 
 

広域申請  

資格ある応募者が見つからない場合は、ＳＩＡ事務局に連絡して、あなたのクラブに転送できる広域の応募者がいな

いかどうか尋ねましょう。 
 

他のソロプチミストクラブと共に活動しましょう 

クラブによっては、できるだけ多くの資格ある女性を称えるために、受け取った応募書類を分かち合うところもありま

す。各クラブがそれぞれ別の女性に賞を授与します。リジョン委員長がこのプロセスを手伝うこともできます。 

 

元受賞者と協力しましょう 

「夢を生きる賞」の元受賞者の中には、この賞を広めるために地元の団体、学校、地域センター、保健センターなど

でスピーチをしたいと申し出てくれる人もいます。自分の経験をメディアを通して伝え、応募者のための説明会開催

に興味を持っていることもあります。これらの熱意ある元受賞者たちを活用してこのプログラムを宣伝することは、応

募者探しに大きく役立ちます。 
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応募者探しの協力を依頼する手紙の見本 

この応募者探しの協力を依頼する手紙の見本は、連携している団体に申請書と推薦用紙をＥメールするとき

に利用いただけます。  

 

注意：これらの資料をＥメールする際には、書き込み式応募書類にあなたのクラブの連絡先を記入するようにしましょう。

そうすれば、応募者はオンラインで応募書類を記入し、直接あなたのクラブにＥメールで提出できます。 
 

                                                          20○○年 9 月○日 

ウイメンズ・オルターナティブ・センター 

事務局長 アンナ・スミス様 

 

                                                  国際ソロプチミスト○○[クラブ名] 

                                                  ソロプチミスト夢を生きる賞委員会 

                                                           委員長 山田 花子 

 

32 歳のミッシェルさんは、2 人の子供がいるシングルマザーです。高校 3 年生の時に妊娠して、大学に進学すると

いう夢を果たすことができませんでした。2 年前、働いていた地元の銀行が閉鎖され、ミッシェルさんは仕事を失いま

した。正式な訓練や学位、資格を持っていなかったので、新しい仕事を見つけるのは大変でした。なんとか生活をし

ていくために低賃金の仕事を 2 つ掛け持ちしなければなりませんでした。このような生活を変える唯一の方法は大

学に行くことだと、彼女は確信しました。 

 

幸いなことに、ミッシェルさんは、昨年「ソロプチミスト夢を生きる賞」を受賞した 1,200 人以上の女性たちの一人でし

た。この賞は、家族を養う責任を負っている向上心のある女性たちに授与される現金の賞金です。この賞の受賞者

たちは、新たな技術を修得したり、研修や教育を受けることによって生活を向上させようとしていますが、そのための

資金がありません。この賞金は、授業料、教材、文房具、育児費、交通費など、より高い教育を得るための努力に関

連する費用を賄うために使うことができます。 

 

この「ソロプチミスト夢を生きる賞」は、国際ソロプチミストアメリカを代表するプログラムです。国際ソロプチミストアメ

リカとは、社会的・経済的エンパワーメントをもたらすプログラムを通じて女性と女児の生活向上に献身する女性の

ボランティア組織で、国際ソロプチミスト○○○（クラブ名）は、この組織を構成する約 1,400 あるクラブの一つです。 

 

このプログラムを実施する上で最も難しい点は、応募資格のある女性たちの手に応募書類を届けることです。Ｅメー

ルで送受信できる「ソロプチミスト夢を生きる賞」の応募申請書と推薦用紙を添付いたしました。自分自身と家族のた

めによりよい暮らしを目指してより高い教育を得ようと努力している女性をご存知でしたら、この応募書類を転送して

さしあげてください。私たちのクラブの連絡先が含まれていますので、応募者は直接私たちに書類を提出していただ

くことができます。ご多忙のところ恐れ入りますが、少しのお時間を割いて、この賞にふさわしい女性に助けるために

情報を広めていただけることを願っております。 

 

貴重なお時間とご支援に感謝いたします。このプログラムと、応募者候補にどう協力できるかについてお話するため

に、来週お電話を差し上げます。 
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応募書類記入の説明会   

「ソロプチミスト夢を生きる賞」は毎年、自身と家族のより良い暮らしを夢見る 1,200 人以上の女性を支援しています。

けれども、応募手続きが難しそうで応募をためらっている女性がたくさんいます。こうした女性たちは、受賞はおろか、

自分には応募書類さえ書けないのではないかと思っています。 

 

「夢を生きる賞」応募書類記入説明会を開催することは、地域社会からふさわしい女性を見つけ、応募手続きを完了

させるために必要な支援を提供する優れた方法です。クラブは応募する女性の自尊心と自信を高めるのを助けると

同時に、資格のある応募者からの応募書類をたくさん受け取ることができるでしょう。説明会の開催は、特に資格の

ある応募者を見つけるのに苦労しているクラブにとって特に役立ちます。  

 

もしあなたのクラブが他のクラブと隣接しているなら、説明会を共催することを検討してもよいでしょう。そうすれば、

より多くの会員に説明会の計画・実施を手伝ってもらうことができ、すべてのクラブが資格のある応募者からの応募

を受けられるように書類をまとめ、共有することができます。説明会を共催した場合は、各クラブがそれぞれ審査す

る応募書類を分担するとよいでしょう。 

  

また、説明会に参加しない女性に応募書類を配布するときは、わからないことがあればいつでも助けを得られること

を伝えましょう。すべての応募者が平等に記入に関して助けを得られるようにしましょう。  

 

応募書類記入説明会の実施に関するガイドライン 
 

連携団体を見つけ会合を持ちましょう 

説明会を開催するために最初に行うことは、連携団体を見つけることです。地域の短大、大学、専門学校、職業訓

練学校や、ドメスティック・バイオレンス・シェルターや女性のホームレスシェルターなど女性のための団体と連携す

ることは、応募資格のある女性を見つける優れた方法です。  

 

連携する団体が見つかったなら、その団体の担当者と堅苦しくない会合を持ち、「夢を生きる賞」を紹介しましょう。

会合の狙いは、連携団体のキャンパスや女性団体の施設で応募書類記入説明会を行い、団体の担当者にこの説

明会を広報して資格のある応募者を見つけるのを手伝ってもらうことに同意を得ることです。 

 

できればコンピューターのある部屋を確保するようにしましょう。そうすれば参加者は書き込み式でＥメールに添付で

きる応募書類を利用することができます。コンピューターが確保できなければ、紙の応募用紙を使って説明会を行い

ましょう。また保育スペースも用意するように努めましょう。説明会に参加するために子供を預ける必要がある女性

がいるかもしれません。  

 

説明会を宣伝する 

説明会を宣伝するときは、望ましい参加者数を考えることが大切です。手助けを提供できないほどたくさんの参加者

が集まってしまうくらい大規模に宣伝すべきではありません。また、賞の応募資格を明確に伝えることも大切です。

戦略的に連携団体と協力して、応募資格があることがわかっている女性だけに宣伝し参加を勧めるようにしましょう。 

 

賞の宣伝には、夢を生きる賞ポスターを連携団体の戦略的な場所に配布したり、説明会に参加する可能性のある

女性に直接Ｅメールで送ったりしましょう。女性からクラブに問い合わせがあった場合には、その女性の応募資格を

その場で確かめましょう。 
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説明会を手伝う有志を募集する  

説明会に出席する女性の数をだいたい把握したら、説明会でボランティアとして記入を手伝う会員を募集しましょう。

理想的には、少なくとも参加者 3 名に対しソロプチミスト・ボランティア一人がつくようにしましょう。できるだけ一対一

で参加者一人一人に注意を向けられるようにすると説明会はうまくいきます。また、説明会開催中に子供の世話を

することに関心のある会員も集めましょう。 

 

説明会のボランティアが十分な知識を持つことができるように、応募プロセスを一通り確認する研修会を持つことを

検討しましょう。応募用紙の各項目を説明し、十分な質疑応答の時間を用意しましょう。ボランティアに、応募者が自

分自身について述べる作文に取り組む際には感情的になったり、涙を流したりすることがあることを、事前に伝えて

おきましょう。  

 

説明会を実施する 

説明会には 2 時間用意しましょう。そうすることで、参加者は十分な一対一の手助けを受けられ、応募書類の一部

の記入を終える時間を持つことができます。応募者が書き直しをする必要があるかもしれませんので、応募書類は

余分に用意しましょう。集中力を高めるために、必要にあわせて短い休憩を入れましょう。また説明会後にフォロー

アップするために、参加者に記入してもらう名簿を用意しましょう。  

 

緊張を解く始め方 

ソロプチミストについて簡単に紹介して説明会を始めましょう。SIA ウェブサイトの「Who We Are （私たちについて）」

は、組織の使命、ビジョン、中心となる価値などソロプチミストの概要が簡潔にまとめられています。次にボランティア

と参加者が自己紹介をする時間を作りましょう。何を勉強しているのか、なぜそれを勉強しているのかを紹介するよ

うに依頼するなどして、参加者がリラックスできるようにしましょう。その後に、さまざまな賞のレベルがあることを含

め簡単にプログラムについて説明しましょう。クラブの賞金額、授与する賞の数、受賞の有無の通知の時期を知らせ

ましょう。  

 

応募の概説 

紹介が終ったら、応募書類を項目ごとに一行ずつ説明します。項目ごとに参加者が質問できるようにしましょう。概

説の後に書類を記入する時間があることを知らせましょう。各項目について次の点に注意しましょう。 

 

第Ⅰ部：一般情報 

 説明会の参加者全員に経済的に責任を負っている家族がいることを確認しましょう。 

第 II 部：目指している教育・職業上の目標 

 応募者に、受けようとしている教育と職業上の目標との関係、つながりを明確に述べるように伝えましょう。 

第 III 部：家計に関する情報 

 できるだけ正確に記入するよう伝えましょう。応募者は経済的支援を必要としていることを示す必要がありま

す。 

 月毎ではなく年間の収入と支出である必要がある点に注意を喚起してください。 

 参加者のために電卓を用意しましょう。 

第 IV 部：自分に関する作文 

 できるだけ率直に詳細を述べるように勧めましょう。 

 応募者に、この応募書類を見るのはクラブの会員と審査員だけで、個人の秘密が守られることを伝えてくださ

い。受賞した場合は、受賞者から同意が得られた場合のみ、情報が外に知らされます。  

推薦状 

 どの人に推薦状を書いてもらえばよいか応募者が検討するのを助けましょう。 

 応募者が誰かに推薦状を依頼する場面を想定して「想定問答」を行ってみましょう 

 推薦状を依頼するのに応募者が参考にできる E メールの見本を提供しましょう。 
 

  



「夢を生きる賞」クラブのためのツールキット 

 

© Soroptimist International of the Americas. July 2015 page 15 of 37 

記入と回収  

応募の概説に続いて、応募用紙を記入するための時間をたっぷりとりましょう。説明会の大半の時間は、実際に書

類を記入する作業に割り当てられるべきです。参加者一人一人が一対一の支援を受けられるようにしましょう。実際、

これが説明会の一番大切な部分であり、クラブが確実に完成した応募書類を受け取れるようにするための鍵を握っ

ています。  

 

説明会の終わりに完成した応募書類を集めましょう。説明会の間に書き上げることができなかった場合には、締切と

クラブの連絡先を参加者に必ず知らせるようにしましょう。また、参加者に、審査がいつ行われ、結果の通知はいつ

頃になるのかを知らせましょう。参加者がコンピューターを使って記入し、書き上げることができなかった場合は、後

で続きを記入できるようにその書類を保存するのを手伝ってあげましょう。 

 

参加してくれたことにお礼を言いましょう。応援の印として、参加者に配布するために「夢を生きる」ピンやメモ帳など

をソロプチミスト・ストアで注文することを検討ください。参加者に説明会への参加によって賞を受けられる訳ではな

い点を理解してもらいましょう。すべての説明会参加者が受賞する訳ではありません。でも、もし選ばれなかった場

合には次の年にもう一度応募するよう勧めましょう。  

 

説明会開催後のフォロー 

応募締切が近づいたら、説明会参加者に応募書類や推薦状の提出を忘れないように連絡を入れましょう。クラブ・レ

ベルの受賞者を選んだ後は、選ばれなかったすべての参加者にその旨を伝える手紙（手紙の見本を参照ください）

を送りましょう。説明会に参加してくれたことへ感謝を伝え、翌年もう一度応募するように励ましましょう。 

 

終わりに 

応募書類記入説明会を行うことは、資格のある応募者をみつける上で有効な方法であり、女性たちに応募に必要な

支援と励ましを提供することができます。その結果、クラブが受け取る応募書類の数を増やすだけではなく、説明会

参加者の自信と自尊心を高めることができます。参加者は説明会で友人を作り、自分が一人ではないことを知るこ

とができるかもしれません。そして、参加者は、受賞する、しないにかかわらず、ソロプチミストの会員が「彼女たちに

は自分自身と家族のより良い暮らしを実現する力がある」と信じていることに気付くことでしょう。 
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応募資格チェックリスト 

国際ソロプチミスト 

「夢を生きる賞」問い合わせ担当者： 

連絡先：  
 

「ソロプチミスト夢を生きる賞」は 1972 年、家族の主な経済的扶養責任を負っている女性が、雇用機会と

生活を向上させるのに必要な技能訓練や教育を得るのを助けることを目的として作られました。毎年、ソ

ロプチミストの 20 のメンバー国・地域で 1,200 人以上の女性に総額 170 万ドル（約 2 億円）以上が賞金と

して贈られています。賞金は、授業料、書籍代、保育費、交通費など教育に関わる費用として使うことがで

きます。   

 

この「ソロプチミスト夢を生きる賞」に関心をお持ちでしたら、応募資格があるかどうか、この簡単なチェクリストを使

って確かめることをお薦めします。  

 

該当するものすべてにチェックを入れてください。 

□ 自分自身と少なくとも次の家族一人について主な経済的扶養責任を負っている。 

□子供   □配偶者    □親    □兄弟姉妹    □その他 

□ 職業・技能訓練プログラムもしくは専門学校、短期大学、大学の学部課程に在籍中、もしくは入学許可を得

ている。 

□ 大学院の学位（博士、修士）を持っていない。 

□ 国際ソロプチミストアメリカのメンバー国・地域に居住している。（アルゼンチン、ボリビア、ブラジル、カナダ、

チリ、コロンビア、エクアドル、グアム、日本、韓国、メキシコ、北マリアナ諸島、パナマ、パラグアイ、ペルー、

フィリピン、プエルトリコ、台湾、米国、ベネズエラ） 

□ 過去に「ソロプチミスト女性に機会を与える賞/夢を生きる賞」を受賞したことがない。 

□ 教育・訓練上の目標を 600 字以内で説明することができる。       

□ 賞を受け取るにふさわしいと思う理由を 1500 字以内で説明することができる。 

□ 経済的援助を必要としており、家族の年間の生活費を記述できる。 

□ 年間の教育に関わる支出を記述できる。 

□ 推薦状を 2 通用意できる。                                                                    

 

上記のすべてにチェックがついたなら、あなたは「ソロプチミスト夢を生きる賞」の応募資格を満たしています。 

 

応募するには、11 月 15 日の締切までに応募申請書と 2 通の推薦状を提出する必要があります。応募書類を受け

取るには、上記に挙げられた担当者に連絡してください。  

 

ソロプチミスト会員、国際ソロプチミストアメリカのスタッフ、ソロプチミストがスポンサーしているベンチャークラブなど

の団体の会員、および両者（会員、スタッフ）の近親者、および過去の受賞者には応募資格がありません。近親者と

は、養子縁組、血縁、婚姻による、配偶者/パートナー、親、兄弟姉妹、子、孫のことを指します。 

 

ご質問がありましたら、いつでもお問い合わせください。ソロプチミストや「夢を生きる」オンライン・コミュニティについ

て知るには、www.soroptimist.org を訪ねてください。 

  

http://www.soroptimist.org/
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受賞者を選ぶ 

クラブの受賞者を選びましょう！ 

応募書類を確認する  
応募書類を受け取ったら、一つ一つ確認し、完全に記入されているか、応募者は応募資格を満たしているかどうか

を確実にチェックしましょう。資格を満たしていない応募者が提出した申請書は、審査に含めるべきではありません。  

 

不完全な応募書類が送られてきた場合には、応募者に連絡をとり、必要な情報を入手してください。次の事項を確

かめましょう。 

 すべての設問が記入されている。 

 署名されている。 

 応募者は、扶養家族に対する主たる経済的責任を負っている女性である。 

 経済的支援の必要性を示している。 

 職業・技術訓練課程もしくは専門学校、短期大学、大学課程（大学院を除く）に現在在籍中もしくは入学許可を

得ており、賞の締切まで引き続き在籍を予定している。 

 大学院の学位（修士、博士）を持っていない。 

 

審査員を選ぶ 
審査員はソロプチミスト会員以外から選ぶことをお薦めします。そうすれば、審査員がこのプログラムの地域社会で

の応援者になってくださるでしょう。応募者を探す協力をしてくれた女性団体、慈善団体、教育機関に連絡して審査

員になっていただけないか依頼しましょう。審査員になっていただくことを依頼する手紙の見本をご利用ください。資

格を満たした応募者からの応募書類すべてを評価するため、3～5 人の審査員を任命しましょう。  

 

審査を行う 
クラブ賞の審査は直接顔を合わせて行うこともできますし、オンラインでも行えます。 

 

顔を合わせて： 顔を合わせて審査を行うことを希望される場合には、審査員にとって都合のよい場所、日時を選び

ましょう。審査員に、応募書類を分け、このプログラムの趣旨に沿った受賞者を選ぶのに役立つ審査用紙を渡しまし

ょう。受賞者を選ぶために審査員の点数とメモを比較しましょう。  

 

オンライン： 審査員とのスケジュールを合わせるのが難しかったり、そのせいで審査員を集められないときは、オン

ラインで審査を行うこともできます。申請書を審査員の間で分け、Ｅメールで申請書と審査用紙を送り、設定した締切

までに記入した審査用紙を返送していただくように依頼しましょう。受賞者を選ぶために審査員の点数とメモを比較

しましょう。注： 応募者の個人情報の秘密を守るために、審査員に審査が終ったら添付書類を含めＥメールを削除し

ていただくように依頼しましょう。  

 

応募者全員に通知する  
受賞者を選んだら、その女性だけではなくそれ以外の応募者にも連絡しましょう。審査結果を応募者全員に通知す

ることは大切ですし、クラブと組織の評判にもかかわります。受賞者への手紙の見本と、受賞できなかった応募者へ

の手紙の見本をご参照ください。受賞者には電話をするとよいかもしれません。その女性の喜びに満ちた声を聞くこ

とは、会員にとって満足感を味わえる素敵な経験です！ 
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審査員を依頼する手紙の見本 

「夢を生きる賞」の審査員を依頼するために書き直してご利用いただけます。 

 

                                                          20○○年 11 月○日 

 

田中 真理子様 

 

                                                      国際ソロプチミスト○○ 

                                                      「夢を生きる賞」委員長 

                                                              山田 花子 

 

「ソロプチミスト夢を生きる賞」の○○クラブの受賞者を選ぶ審査員パネルに加わっていただきたく、この依頼状を差

し上げました。この賞は、自身と家族のためによりよい暮らしを築くという夢を実現しようとしている世界中の女性た

ちに支援の賞金を贈るものです。 

 

賞金は、女性に教育や、雇用機会を向上させるために必要な資源をもたらします。1972 年にこのプログラムが始ま

って以来、何万人もの女性に対し約 3,000 万ドル（約 30 億円）が、教育に関わる費用を支援するために授与されて

きました。 

 

このプログラムは地域レベルで始まり、ソロプチミストのクラブとリジョンが、地域社会で支援を必要としている女性に

賞を授与します。次に 28 あるリジョンの受賞者の情報は米国フィラデルフィアにある本部に送られ、それぞれ 1 万ド

ル（約 100 万円）の賞金が 3 名の国際最優秀賞受賞者に手渡されます。  

 

私たちのクラブの受賞者を選ぶためにご参加いただければ大変光栄に存じます。審査は 12 月○日午前○時から○

時まで、クラブ会合ホールで行われます。 

 

ソロプチミストは、社会的・経済的エンパワーメントをもたらすプログラムを通じて女性と女児の生活を向上させるた

めにボランティア活動に取り組むグローバルな女性団体です。約 120 ヶ国の国・地域にいる 8 万人以上の会員が、

女性と女児に恩恵をもたらす地域プロジェクトと国際的なプロジェクトを実施しています。私たちは、自分の人生を自

分で決める力を得るための最も有効な方法として、女性と女児に教育アクセスを提供することに特に関心を持って

います。 

 

応募者に逆に勇気づけられ、やりがいを感じていただける素晴らしい時間にご参加いただけることを願っております。 
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審査用紙 

応募者名： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

パートⅠ：基本的要件 

１つでも「いいえ」がある場合は、応募資格がありません。  

A. 応募者は、自分自身および扶養家族に対し主たる経済的責任を負っている女性である。  

     はい＿＿＿＿   いいえ＿＿＿＿  

B. 応募者は、職業・技術訓練課程もしくは大学課程に入学を許可されているか、現在在籍中である。  

     はい＿＿＿＿   いいえ＿＿＿＿  

C. 申請書は、署名を含め漏れなく記入されており、推薦状も添付されている。  

     はい＿＿＿＿   いいえ＿＿＿＿ 

 

パートⅡ：点数による評価  

申請書と推薦書に記載された内容を読んで、次のAからＦの項目に関して応募者を評価してください。（100点満点）  

A. 応募者は、教育・職業業の目標達成に向け意欲的である（20点）               得点 ＿＿＿＿＿ 

 

B. 応募者は、経済的援助を必要としている（20点）                         得点＿＿＿＿＿  

 

C. 応募者は、経済的・個人的困難に直面している（20点）                      得点＿＿＿＿＿  

 

D. 応募者は、明確な目標をもっている（20点）                             得点＿＿＿＿＿  

 

E. 推薦状の内容は、応募者がこの賞にふさわしいことを裏づけている（10点）         得点＿＿＿＿＿  

 

F. 応募者は、他の女性に勇気を与え、扶養家族の手本となる存在である（10点）       得点＿＿＿＿＿  

 

    合計得点：＿＿＿＿＿  

 

パートⅢ：応募者の資質や応募者のおかれた状況の中で、特に本人にとって有利になると思われることがあり

ましたら、以下の余白、さらに必要なら裏面にご記入ください。審査の検討に含めることができます。 
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受賞者への通知の見本 

この手紙は、あなたのクラブにふさわしいように書き直し「夢を生きる賞」受賞者に通知するためにご利用くださ

い。 

 

                                                                20○○年1月○日  

 

鈴木 洋子様   

 

                                                             国際ソロプチミスト○○ 

                                                                 会長 山田 花子 

 

おめでとうございます！あなたは、国際ソロプチミスト○○の「ソロプチミスト夢を生きる賞」の受賞者に選ばれました。この

1,000ドルの賞金が、あなたの教育・職業上の目標追求の助けとなることを心から願っております。 

  

あなたの応募書類は、さらにリジョン・レベルの審査のために提出されます。リジョン・レベルでは、第1位1名に5,000ドル

（約50万円）、次点者に3,000ドル（約30万円）の賞金が授与されます。 

  

私たちのクラブでは、3月8日の国際女性デーに、XXXホテルで表彰昼食会を開催し、その会場であなたに直接お会いして

この賞金をお渡ししたいと願っています。ご出席いただければ大変有り難く存じます。 

  

また、あなたとあなたの努力をさらに称えるために、地元メディアにあなたのお話をお知らせする許可をいただけますでし

ょうか。その場合には、同封のメディア掲載承諾書に署名をして返送ください。外部への公表は控えたいという場合はご署

名いただかなくても構いません。そのご希望を尊重いたします。 

  

昼食会の詳細については、後日改めてご連絡いたします。本当におめでとうございます！  
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受賞できなかった応募者への通知の見本 

この手紙は、あなたのクラブにふさわしいように書き直し「夢を生きる賞」を受賞できなかった応募者に通知す

るためにご利用ください。 

 

20○○年1月○日  

 

鈴木 洋子様  

 

                                                         国際ソロプチミスト○○ 

                                       会長  山田 花子 

  

国際ソロプチミスト○○の「ソロプチミスト夢を生きる賞」にご応募いただきありがとうございました。あなたが意欲的

な目標を持って努力をされておられることに大変感銘を受けました。目標が達成できますことを心よりお祈りいたして

おります。  

 

私たちのクラブでは、今年は優れた応募を多数受け取ったことから、大変残念ですが、今回の「夢を生きる賞」は、

別の応募者に授与されることになりました。 来年、応募資格を満たしている場合には、再度応募いただけますので、

ご検討ください。 

 

今後のご健闘をお祈り申し上げますとともに、何かお手伝いができますようならご遠慮なく私までご連絡くださいませ。  
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受賞者を表彰する 

受賞者を選んだら、今度はその女性を称える番です！ 

受賞者を称えることは「夢を生きる賞」のもっと楽しくやりがいのある側面の一つです！過去の受賞者から一貫して

聞かれるのは、自信の高まりと、家族への模範となることができたという点です。あなたの受賞者を称えることは、女

性が地域社会で尊敬され大切にされていると感じるのに役立ちます。また、女性の努力が表彰されるのを見ること

は、女性の家族にとっても大切です。   

  

表彰行事を開く 
多くのクラブが受賞者を表彰晩餐会、夕食会で称えます。表彰行事を開催することを検討し、受賞者の家族も招きま

しょう。受賞者の方々は、地域社会の女性たちに励まされ、称えられたときの気持ちは、現金の賞を受け取ったこと

と同じくらい嬉しいものだと伝えています。そして、受賞者の家族にとっても、母親、妻、叔母、姉妹が表彰されるのを

見ることは同じように嬉しいことです。 

 

受賞者について広報する 
多くのクラブは、さらに受賞者を称えるためニュースリリースを作成したり、これから応募するかもしれない人に賞を

宣伝するため、受賞者の物語をウェブサイトで紹介したりします。これらは素晴らしいアイデアですが、受賞者の氏

名と物語を使うには、まず受賞者にメディア掲載承諾書に署名してもらう必要があります。受賞者によっては、個人

的物語を分かち合うことを望まず、承諾書に署名しないことを選ぶこともあるかもしれません。その場合は、クラブは

受賞者の「秘密にしておく権利」を尊重しなければなりません。 

 

賞金を超えてさらに支援する 

賞金に加え、多くのクラブは現金以外の賞も贈っています。SIA の戦略的プログラム目標の一つは、経済的エンパ

ワーメントを達成する女性の能力を高めるというものです。ですので、本、コンピューター、食料品、保育など女性が

その目標達成を助けるのに必要とするものを検討してみましょう。会員はまた、メンタリング（訳注：対話を通じて人

材育成を支援する方法）や職業訓練、財政に関するアドバイスをするなど、その時間や経験を提供することによる支

援が可能です。こうした活動は、この賞が受賞者にもたらす影響の質を高めることに役立ちます。さらにヒントを得る

には「集合的影響力を高めるための追加的支援」をご覧ください！ 
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追加の支援を提供する 

集合的影響力を高めるために追加の支援を提供しましょう 

はじめに 

国際ソロプチミストアメリカは、「夢を生きる賞」が持つ力と可能性を認識しており、このプログラムが女性の生活によ

り大きな影響をもたらす方法を探し続けています。実際、SIA の新しい戦略的方向性「未来を形作る」は、この考えを

組織の包括的な目標「集合的影響力を高める」ことの一部として概説しています。この目標は、組織全体の活動の

まとまりを強め、女性の生活の変化の質に焦点を当てることで、SIA が生み出す社会変化をより大きくすることを目

指しています。 

 

この目標の達成度を測る方法として、SIA は「夢を生きる賞」のリジョン賞受賞者の 85％が受賞から 3 年以内に生

活水準が向上したと報告することを目指しています。これは、まだ SIA が達成したことのない野心的な挑戦です。で

も、クラブがこのプログラムに取り組むたぐいまれな創造力と献身を考慮し、より多くのクラブが以下にあげた戦略の

いくつかに取り組むことができたならば、目標は実現できると自信を持っています！ 

 

「ソロプチミスト夢を生きる賞」が受賞者に与える影響を高める 

2010－2011 年期の「夢を生きる賞」のリジョン賞受賞者を対象にした 2014 年のアンケートで、 賞金のほかにどのよ

うな資源や支援があれば助けとなったかを尋ねました。その回答は、次の通り、様々な支援方法に及んでいました。 

 59％：さらなる教育・訓練を支える追加的資金を得る機会 

 22％：地元のソロプチミスト会員によるメンタリング〔訳注：対話を通じて人材育成を支援する方法〕 

 19％：税金や財政に関する助言 

 19％：「夢を生きる賞」受賞者でつくるオンラインのサポート・グループ 

 19％：事業を始める資金を得る機会 

 16％：オンラインのメンタリング 

 

以下にあげた戦略は、これら過去の受賞者の意見、および創造的な方法でこのプログラムの影響力を高めているク

ラブのアイデアを基にして、考案されたものです。 

 

メンタリング 

受賞者が教育およびキャリアにおける目標を達成するのを助けるために、継続的なメンタリングと支援を提供し、長

期的関係を築きましょう。 

 受賞者に年間を通じて連絡し、元気にしているかを尋ねましょう。 

o どのような不安･苛立ちをその女性は感じているようですか？ 

o あなたも同じような困難にぶつかったことがありますか？ 

o そのような困難を乗り越えるためにあなたはどうしましたか？ 

o その女性が同じような困難を乗り越えようとするときに、何かあなたに手伝えることはありますか？ 

 受賞者を数ヶ月に一回昼食に誘い、元気にしているかどうかを確認すると共に、信頼関係を深めましょう。  

 定期的にEメールや電話を通じてオンラインのメンタリングを提供しましょう。  

 

職探しの支援 

多くの受賞者は、「夢を実現する力があると自分のことを信頼してくれた女性たちと出会ったことが、大きな変化をも

たらした」と述べています。ソロプチミストの皆さんは、地域社会で尊敬される女性リーダーであり、プロフェッショナル

です。 

 受賞者が仕事や学校への応募書類を記入するのを手伝ったり、推薦状を書いたり、職に応募する際の身

元照会先を引き受けたりしましょう。  
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 受賞者に、履歴書の見直しや、面接の練習を手伝ってほしいかどうか尋ねましょう。面接の際のマナーや

服装、質問への答えの用意などについて助言を提供しましょう。  

 面接用の服を購入するための買い物につきあってあげましょう。  

 人脈を作る能力を高める方法や、職探しを成功させるためのコツなどを教えてあげましょう。  

o あなたがプロフェッショナルとして仕事をする上で助けとなっている人脈作りの戦略はありますか？  

o 受賞者に役立ちそうな知り合いがいますか？  

 

経済的支援 

世帯を率いている女性が抱えているニーズは多面的です。クラブが提供した賞金を補い年間を通じて女性のニーズ

を満たすのを助けるために、継続的に経済的に支援する方法を検討するよう会員に奨励しましょう。  

 ノートパソコン、スーツなど仕事のために必要な品、子供服や家庭用品など、学生生活や家族を支える品を

プレゼントしましょう。  

 ガソリン、車の修理・点検、交通費、ヘアカット、日用品、薬、食品など日常必要なものを購入するためのギ

フト券などを贈ってもいいでしょう。  

 納税申告を手伝うなどのサービスを提供することも可能です。  

 受賞者や家族に、クリスマス･ギフトなどを贈ってもいいでしょう。  

 

子供と関わる 

受賞者の大半は、受賞の好影響が、受賞者本人だけではなく、子供たちにも波及したと述べています。クラブが、受

賞者の子供たちの経験をさらに豊かなものにするために関わる方法はたくさんあります。  

 受賞者と子供たちのために「お母さんと私の楽しい一日」といった親睦行事を計画するといいでしょう。  

 子供たちがサマー･キャンプに参加できるように支援することもできます。  

 学用品や工作用の道具などを詰めた通学用バッグを提供して、新学期にかかる費用の負担を減らすことも

できます。  

 受賞者の子供たちが、学校の音楽バンドや吹奏楽部に参加できるように楽器を贈ってもいいでしょう。  

 受賞者の子供たちが放課後活動に参加する機会を増やすために送迎を手配することもできます。  

 必要に応じて子供の面倒を見てさしあげましょう。 

 受賞者が集中して勉強する時間を持てるように、子供たちを夕食や映画に誘うことを申し出てもいいでしょう。  

 受賞者の子供たちのために誕生会を開き、プレゼントを購入するのを手伝うこともできます。  

 

プログラムの支援 

過去の受賞者に、会員と一緒に「夢を生きる賞」の支援に関わっていただけないか依頼することを検討しましょう。プ

ログラムの成功のためにその才能と創造力を提供してくださるようにお願いしてみましょう。 これは、あなたのクラブ

が、女性を地域社会の一員で有能な人材として尊敬し、価値を置いていることを示すことになります。 

 他の応募者を見つける：受賞者は、応募資格のある級友や友人などに「夢を生きる賞」を通じて得られる機

会について口コミで情報を広めることができます。受賞者に、応募に関する情報を提供したほうがよいと思

われるグループや団体についてアイデアを求めましょう。  

 審査員を務める：過去の受賞者に「夢を生きる賞」の審査員となるように依頼しましょう。これは、クラブが受

賞者を尊敬し、賞賛していることをより一層示すことになります。それはまた、クラブと受賞者の関係を深め

ることにも役立ちます。  

 マーケット方法を探る：過去の受賞者は、「夢を生きる賞」のどこが魅力的で、何が応募したいと思わせたか

について話すことができます。このプログラムを宣伝するためによりよいアイデアを持っているかもしれませ

ん。  

 新聞記事：「夢を生きる賞」によってどのように生活が変化したかについて受賞者に話を伺い、紹介すること

は、受賞者がプログラムに協力し、また同時に地域社会で模範として称えられることにつながります。  
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支援グループ：過去の受賞者をつなぐ 

クラブは、受賞者同士が支援のネットワークを作るのを手助けすることができます。自分たちのクラブと最寄のクラブ

の現在および過去の受賞者が支援グループを作るために、必要な連絡先や資源（場所、情報、資金）などを提供し

ましょう。 

 受賞者が集まって会合を持つために、公民館などに場所を確保することを申し出ましょう。オンラインでの支

援ネットワーク作りを手伝いましょう。 

 受賞者同士のつながりを作ることができるように、過去の受賞者を、表彰式やクラブの夕食会などに招待し

ましょう。 

 

地域にある他の資源につなげる：追加資金を得る機会の情報や経済面でのアドバイスなど  

クラブは、地域社会の活用できる資源を受賞者に知らせたり、橋渡しができます。  

 受賞者に公民館などが実施するパソコン講座など、実務技能を向上させる無料講座を紹介しましょう。  

 受賞者に適切なサービスを紹介できるよう地域の情報をまとめておきましょう。例えば、ドメスティック・バイ

オレンス被害者のための無料相談、無料の財務計画作りサービス、光熱費などの支援を提供する団体の

情報など。  

 受賞者が独立して小さな事業を始めるのを手伝うために、資金を得る方法を紹介したり、支援を提供しまし

ょう。  

 「夢を生きる（LiveYourDream.org）」サポーターに登録するように受賞者を誘いましょう。  

 「夢を生きる賞」が提供する経済的支援を補う、その他の助成金や奨学金の機会を調べましょう。  

o 学生ローンの支払いを支援するようなプログラムはありますか？  

o 学位取得により、保険料やその他の経費を減らすことができる機会はありますか？  

 

クラブの活動やソロプチミストに加わるように勧める 

この賞が人生を大きく変えるものであり、また多くの受賞者は賞を受けたことをとても誇りに思っていますので、受賞

者はしばしば、クラブとつながりを持ち続けたいと述べています。  

 やりがいのあるクラブの奉仕プロジェクトに参加するよう誘いましょう。  

 過去の受賞者が経済的安定・地位を得た場合、クラブに加わるよう誘いましょう。  

 卒業記念の贈り物として、過去の受賞者に、最初の一年分のソロプチミストの会費を贈りましょう。  

 

終わりに 

「ソロプチミスト夢を生きる賞」を通じ、SIA は 20 の国・地域全体で何万人もの女性たちに 手を差し伸べています。で

も、これらの女性とその家族の生活を向上させ、受賞者の生活における変化の質を一層高めるにできることがまだ

たくさんあります。一度きりの賞金を超えて、ソロプチミストは、その影響と使命の達成を一層高めるために、女性た

ちに、継続的な支援と励ましを提供することができます。  
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リジョン賞に応募する 

成功を分かち合い、リジョン賞に応募しましょう！ 

皆様のクラブが「夢を生きる賞」に参加したクラブとして数えられるために、そしてクラブの受賞者を次のレベルの審

査に進めるためには、クラブはリジョンに参加を報告する必要があります。 

 

クラブの受賞者には最高 1 万 5,000 ドルまでの追加の賞金を手にする可能性があります！リジョンの中には、5,000

ドルの賞金を 1 人に授与するところから、10 人に合計 3 万 2,000 ドル（5,000 ドルを１人に授与するのに加えて、9 人

に 3,000 ドルの賞金を授与する）を授与するところまであります。リジョンを通じて授与される賞金の金額と件数は毎

年、前年期の「夢を生きる賞」参加クラブの数に基づいて決まります。これは、クラブが参加するためのさらなる励み

になります。クラブの受賞者がリジョン・レベルで賞金を受け取る可能性を高めるだけではなく、「夢を生きる賞」がよ

り多くの女性たちに影響をもたらすことになります。連盟は毎年、連盟レベルの受賞者 3 名に 1 万米ドルの賞金を

贈呈しています。 

 

クラブの受賞者がリジョン、連盟レベルの賞を授与されることはとても素晴らしいことですが、これはクラブやリジョン

間の競争ではない点をご理解ください。組織全体で、連盟賞に選ばれた 3 人の女性を誇りに思いましょう。 

 

提出期限を守ってください 

クラブの応募書類を 2 月 15 日まで各リジョン担当委員長、またはリジョン事務局へ送ってください。（リジョンによっ

ては提出期限が異なることがありますので、わからない場合はリジョンの担当委員長にご確認ください。） 

 

応募書類の提出 

リジョンでの審査対象となるためには、受賞者の氏名、連絡先などをもれなく記入したクラブ申請書送付状と応募申

請書を提出しなければなりません。 

 

リジョンの「夢を生きる賞」委員長の名簿一覧は、SIA ウェブサイトからアクセスできる「Leadership Directory（指導者

名簿）」にございます。クラブの受賞者の応募書類をどこに提出すべきなのかはっきりしない場合には、リジョン委員

長にお問い合わせください。 

 

リジョン・連盟レベルの受賞の通知 

リジョンレベルで受賞者が選ばれると、リジョンの「夢を生きる賞」担当委員長から受賞者のクラブに通知されます。

通知は 3 月から 4 月にかけてです。ほとんどのリジョンが、最優秀賞受賞者に、リジョン大会で賞金を贈呈します。

詳細については、皆様のリジョンの委員長にご確認ください。 

 

連盟レベルの審査は毎年 5 月に行われ、連盟の受賞者には 5 月から 6 月の間に連盟会長から通知が行きます。 
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リジョンへの応募申請送付状 

説明：クラブは、リジョンレベルの審査に付す応募申請書に、この送付状を添付しなければなりません。ご自分の記録の

ために申請書および記入済みの申請書送付状のコピーを保管しましょう。書類はリジョンレベルで指定された担当者へ E

メールか郵送で送付してください。リジョン委員長の連絡先は、SIA ウェブサイトからアクセスできる「leadership directory

（指導者名簿）」に掲載されています。 
 

＊次点者の情報は、別紙に記入し、この送付状と一緒に提出してください。 
 

締め切り：（締め切りまでに届かなかった応募書類は無効となる場合があります） 

2 月 15 日、もしくはリジョンの締切日が異なる場合にはその日までに送付してください。 

 

1. 私たちのクラブの「夢を生きる賞」受賞者は、次の通りです： 

氏名：               

住所：               

電話番号      E メール        

 

2. 私たちのクラブは、        通の申請書式を配布し、        通の記入された応募申請書を受け取りました。 

 

3. 次のように受賞者を表彰しました：現金の賞金            円 

 

4. 私たちのクラブは、さらに追加の賞       （数）を、授与しました。次点者には、       円（金額）の賞金が授与

しました。 

 

5. クラブは、「夢を生きる賞」のために合計_______________時間をボランティアとして捧げ、このプログラム運営のために合計

＿＿＿＿円を費やしました。運営経費の例としては、チラシの印刷代、応募書類記入説明会開催の費用などがあげら

れます。 

 

6.  賞金以外の追加的支援を受賞者に提供しました。       はい        いいえ  （はいの場合、以下を記入してください） 

私たちのクラブは＿＿＿＿（人数）の受賞者に追加的支援を提供しました。各項目横に、その追加的支援を受けた受賞者

の数を記入してください。） 

＿＿＿受賞者のメンター（相談相手）になった。 

＿＿＿職業訓練、面接の準備、履歴書記入の支援などを行った。 

＿＿＿受賞者の勉強を手伝った。   

＿＿＿納税申告や経済面での計画作りで支援した。  

＿＿＿受賞者の子供の世話をしたり、メンターになったりした。 

＿＿＿ノートパソコン、衣類、ギフト・カードなどその他の品物を提供した。 

その他（説明してください）           

              

                                                                       

 

「ソロプチミスト夢を生きる賞」の現金の賞金以外に、受賞者に提供した品物やサービスの推定価値の合計を教えてくださ

い。＿＿＿＿＿＿＿円 

 

提出クラブ名： S I＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿提出年月 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  

 

提出者氏名および役職： ＿＿＿＿＿ 

 

住所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  

 

電話番号：      E メール：       

http://www.soroptimist.org/
http://www.soroptimist.org/
http://www.soroptimist.org/
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賞を宣伝する 

地域に「夢を生きる賞」を宣伝しましょう！ 

「夢を生きる賞」を広報することは、応募者を探す上での優れた方法であると同時に、ソロプチミストと地域社会にお

いてあなたのクラブの存在を知ってもらうためにも役立ちます。 

 

広報活動は応募者を募集しているときには欠かせませんが、賞のサイクルが終った後でも一年中、賞を広めること

ができます！ 

 

あらゆるクラブ行事で資料を配布しましょう  

「夢を生きる賞」を広める一番簡単な方法の一つは、あらゆるクラブ行事で資料を配布することです。応募資格チェッ

クリストとポスターは、基本的な情報を含んでおり、応募する可能性のある女性がクラブに問い合わせできるようクラ

ブの連絡先などが書き込めるようになっています。 

 

地域社会につながり作りましょう 

地域社会で「夢を生きる賞」の応募者する可能性のある女性と活動している団体を見つけ、応募者募集のＥメール・

手紙を使って連絡しましょう。これらの団体に応募する可能性のある女性に配布できる応募書類を提供し、ポスター

を目に付く場所に掲示してもらえないか依頼してみましょう。  

 

これは賞を広報するだけなく、他のクラブ・プロジェクトでも連携できる関係を作る優れた方法です。  

 

地域の人の出入りの多い場所にポスターを貼る 

プログラムについての知名度を上げるために夢を生きる賞ポスターを貼りましょう。掲示する前にはクラブの問い合

わせ先などを記入することが重要です。食料品店、公民館、ショッピング・センターの掲示板など、ありとあらゆる場

所に貼りましょう。 
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クラブと会員のための資料 

私は、本承諾書によって、国際ソロプチミストアメリカ(SIA)および／もしくはそのクラブが、私の氏名、肖像お

よび／もしくは音声を、メディア形式を問わず、あらゆる広報目的で使用することを許可します。メディア形式

としては、新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、映画、インターネットを含みますが、これに限られるものではありませ

ん。 

上述の項目に対する全ての権利は、SIAが保有するものとします。  

氏名：               

署名：               

上記の人物が 18 歳未満の場合、 

 親／保護者：        ＿＿＿＿＿＿＿   

 署名：              

郵便番号・住所：             

              

電話：               

Eメール：              

日付：               

 

立会人の氏名：              

署名：              

日付：                  

  

ソロプチミスト 

夢を生きる賞 

メディア掲載承諾書 
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応募者募集のプレスリリースの見本 

プレスリリース：国際ソロプチミスト○○は、教育あるいは訓練費用への経済支援を求めてい

る女性に賞金を提供します。 

 
[日付を記入] 

問い合わせ先：[連絡担当者名、電話番号、E メールを記入] 

 

家族に主要な経済的責任を負っており、教育や訓練を受けるための経済的支援を必要としている女性は、

「ソロプチミスト夢を生きる（旧「女性に機会を与える賞」）」に応募いただけます。応募申請書は、[書類の置

いてある場所を記入]もしくは、[クラブの担当委員長の氏名と連絡先を記入]にお問い合わせいただければ、

入手いただけます。応募申請書の提出締め切りは 11 月 15 日です。   

 

国際ソロプチミスト○○は、その受賞者に[クラブの賞金額を記入]円の賞金を提供します。受賞者は、次に 

[リジョン名を記入]リジョン・レベルの審査に進み、リジョン最優秀賞に選ばれるとさらに 5,000 ドル（約 50 万

円）を受け取ることができます。リジョンの最優秀賞者はさらに連盟レベルの審査に進み、最終的に 3 名の

連盟最優秀賞者には 1 万ドル（約 100 万円）が贈られます。  

 

受賞者は、「夢を生きる賞」の賞金をより高い教育や追加的訓練を受けるための費用を賄うために使うこと

ができます。 これには、授業料、教科書代、保育費、車の修繕費などが含まれます。  

 

「夢を生きる賞」は毎年、主として家計を支える女性に総額 170 万ドル（約 2 億円）以上の賞金を提供してい

ます。1972 年のプログラムの開始以来、総額約 3000 万ドル（約 36 億円）以上が、数万人の女性が自分と

家族のより良い暮らしを築くという夢を実現するのを助けてきました。ペンシルベニア大学のフェルス政府研

究所が、このプログラムの有効性と影響力を確認しています。プログラムは受賞者の生活の質を向上させ、

女性が自分に自信を持てるようにするだけでなく、自己決定力を強めます。そして受賞者の多くは、他の人

を助けたいと思うようになります。 このようなやり方で女性を支援することは、より強力なコミュニティー、国、

そして世界を築くことにつながることが実証されています。  

 

19XX 年に創設された○○クラブは、社会的・経済的エンパワーメントをもたらすプログラムを通じて女性と

女児の生活を向上させるために活動する国際ソロプチミストアメリカの一員です。○○クラブの会員は、約

120 の国・地域にいるおよそ 8 万人のソロプチミスト会員と共に、女性と女児に恩恵をもたらす地域社会に

基盤を置いたプロジェクトに時間と資源を提供しています。ソロプチミストは、そのプログラムを支えるのに慈

善寄付に依存している米国 501(3)(c)団体で、女性と女児を支援するオフラインのボランティア活動の機会を

提供するオンライン・コミュニティーLiveYourDream.org を主催しています。ソロプチミストがどのように女性と

女児の生活を向上させているかを詳しくお知りになるには www.soroptimist.org を訪れてください。  

  

http://www.soroptimist.org/


「夢を生きる賞」クラブのためのツールキット 

© Soroptimist International of the Americas.  July 2015.   page 31 of 37 

受賞者を称えるプレスリリースの見本 

プレスリリース：国際ソロプチミスト○○は、「夢を生きる賞」受賞者を称えます。  

地域の女性に教育のための資金として 1,000 ドルの賞金を贈ります。 

 

[日付を記入] 

問い合わせ先：[連絡担当者名、電話番号、E メールを記入] 

 

社会的・経済的エンパワーメントにつながるプログラムを通じて女性と女児の生活を向上させるために活動する

国際組織の一員である国際ソロプチミスト○○は、1,000 ドルの「ソロプチミスト夢を生きる：女性のための教育・

訓練賞（旧「ソロプチミスト女性に機会を与える賞」）を地域社会の女性が経済状況を向上させるのを支援するた

めに提供します。表彰式を、[催しの日時、場所などを記入]3 月 8 日午後 6 時半から、○○ホテルで開催します。

○○クラブの会員は毎年、女性の社会への貢献を祝う「国際女性の日」であるこの日に、表彰式を行っています。 

 

受賞者のレジーナ・ハリソンさんは、XX 大学から社会福祉学で学士号の取得を目指されており、受け取った賞金

をそのために使う予定です。ドメスティック・バイオレンスの被害を受けたことのあるハリソンさんは、大学卒業後

は虐待を受けている他の女性を助けるカウンセリングの仕事に携わる計画です。「資金が底をつき、もう少しで学

位を得るのをあきらめなければならないところでした。ちょうどよいタイミングで『夢を生きる賞』をいただくことがで

きました。大学を卒業して、私自身が他の女性から助けられたように、他の女性の力になりたいと思っています」

とハリソンさんは話しています。 

 

受賞者は、「夢を生きる賞」の賞金を、より高い教育や追加的訓練を受けるための費用を賄うために使うことがで

きます。これには、授業料、教科書代、保育費、車の修繕費などが含まれます。 

 

○○クラブは、前向きな姿勢、平均 3.8 ポイントという優秀な成績、優れた推薦状を基に、ハリソンさんを受賞者

に選びました。ハリソンさんは現在、ウェイトレスとして働いた収入で 3 人の子供を育てていらっしゃいます。 

 

ハリソンは、この後、ソロプチミスト[リジョン名を挿入]レベルの審査に進みます。リジョン・レベルで最優秀賞に選

ばれるとさらに追加で 5,000 ドル（約 50 万円）の賞金を受け取ることができます。このプログラムでは、最終的に

連盟レベルの最優秀賞受賞者に選ばれた 3 名に 1 万ドル（約 100 万円）の賞金を授与しています。  

 

「夢を生きる賞」は毎年、主として家計を支える女性に総額 170 万ドル（約 2 億円）以上の賞金を提供しています。

1972 年のプログラムの開始以来、総額 3000 万ドル（約 36 億円）以上が、数万人の女性が自分と家族のより良

い暮らしを築くという夢を実現するのを助けてきました。ペンシルベニア大学のフェルス政府研究所が、このプロ

グラムの有効性と影響力を確認しています。プログラムは受賞者の生活の質を向上させ、女性が自分に自信を

持てるようにするだけでなく、自己決定力を強めます。そして受賞者の多くは、他の人を助けたいと思うようになり

ます。 このようなやり方で女性を支援することは、より強力なコミュニティー、国、そして世界を築くことにつながる

ことが実証されています。  

 

19XX 年に創設された○○クラブは、社会的・経済的エンパワーメントをもたらすプログラムを通じて女性と女児の

生活を向上させるために活動する国際ソロプチミストアメリカの一員です。○○クラブの会員は、約 120 の国・地

域にいるおよそ 8 万人のソロプチミスト会員と共に、女性と女児に恩恵をもたらす地域社会に基盤を置いたプロ

ジェクトに時間と資源を提供しています。ソロプチミストは、そのプログラムを支えるのに慈善寄付に依存している

米国 501(3)(c)団体で、女性と女児を支援するオフラインのボランティア活動の機会を提供するオンライン・コミュ

ニティーLiveYourDream.org を主催しています。ソロプチミストがどのように女性と女児の生活を向上させているか

を詳しくお知りになるには www.soroptimist.org を訪れてください。   
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編集者への手紙の見本  

                                                                日付 

 

○○新聞 編集長  

クララ・フライズ様 

 

                                                        [クラブ名を記入] 

                                                                                                [連絡担当者の氏名と肩書きを記入] 

 

困難な状況にもかかわらず勇気と決意を持って前進している素晴らしい女性が身近に存在します。その女

性は、ボランティア活動先のローレル・ハウス女性センターといった数多くの地域団体から敬意を払われて

います。彼女はまた、○○大学に在籍し、大学の外部向け支援活動に積極的に参加している活動的な女性

です。そして何より、彼女には 3 人の子供があり、子供たちのために虐待的な関係を去り、より良い暮らしを

目指している勇敢な女性です。 

 

フライズ様と○○新聞の読者の皆様に、レジーナ・ハリソンさんについてご紹介いたしたく、この手紙を差し

上げました。34 歳のレジーナさんは、見舞われた困難とそれに打ち勝つ努力の物語で、私たちの心を動か

し、私たちは先頃、この女性に「ソロプチミスト夢を生きる賞：女性のための教育・訓練賞（旧「ソロプチミスト

女性に機会を与える賞」）を贈りました。リジーナさんは、この賞の賞金 1,000 ドルを、社会福祉学の学士号

を取得し、経済的自立を可能にする仕事を見つけるために使う予定です。  

 

「夢を生きる賞」はソロプチミストを代表するプログラムです。国際ソロプチミスト○○クラブは、社会的・経済

的エンパワーメントをもたらすプログラムを通じて女性と女児の生活を向上させるために活動する国際ソロ

プチミストアメリカを構成する 1,300 あるクラブに一つです。この賞は、家計を主に支えている女性に、より高

い教育や、追加的訓練を受けるための費用を賄うために資金を提供しています。これには、授業料、教科

書代、保育費、車の修繕費などが含まれます。  

 

「夢を生きる賞」は毎年、主として家計を支える女性に総額 170 万ドル（約 2 億円）以上の賞金を提供してい

ます。1972 年のプログラムの開始以来、総額約 3,000 万ドル（約 36 億円）以上が、数万人の女性が自分と

家族のより良い暮らしを築くという夢を実現するのを助けてきました。ペンシルベニア大学のフェルス政府研

究所が、このプログラムの有効性と影響力を確認しています。プログラムは受賞者の生活の質を向上させ、

女性が自分に自信を持てるようにするだけでなく、自己決定力を強めます。そして受賞者の多くは、他の人

を助けたいと思うようになります。 このようなやり方で女性を支援することは、より強力なコミュニティー、国、

そして世界を築くことにつながることが実証されています。 

 

レジーナさんは、50 人の地元の応募者の中から受賞者に選ばれました。レジーナさんは、この後、国際ソロ

プチミスト○○リジョン・レベルの審査に進みます。リジョン・レベルで最優秀賞に選ばれるとさらに追加で

5,000 ドル（約 50 万円）の賞金を受け取ることができます。リジョン・レベルの賞を受賞した場合には、次に 1

万ドル（約 100 万円）の連盟レベルの賞を受け取れる審査の対象となります。   

 

レジーナ・ハリソンさんは、1972 年以来、「ソロプチミスト夢を生きる賞」の助けを借りて、夢を取り戻した大勢

の女性たちの一人です。読者の皆様も、私たちと同様にリジーナさんの物語に勇気付けられることでしょう。

この物語にご関心をお持ちかどうかを伺うためにのちほど連絡差し上げます。お忙しいところをお時間を割

いていただきましてありがとうございます。 
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「夢を生きる賞」スピーチの説明 

「ソロプチミスト夢を生きる：女性のための教育・訓練賞」スピーチは、クラブが、このプログラムとソロプチミスト組

織についての認知度を高めるのに役立ちます。見本として作られており、クラブのニーズに合わせて作り直すこと

ができます。スピーチは、クラブ会員が、市民団体や商工会の会合など、話をするように招待された時にはいつで

も行っていただけます。以下は効果的なスピーチを行うためのアドバイスです。スピーチやその他の広報活動に

関してご質問がございましたら、SIA 事務局コミュニケーション課にご連絡ください。 

 

効果的なスピーチをするための 10 のアドバイス 

1)練習することで完璧にできるようになります。  

練習をすればするほど、スピーチはうまくなります。ノートやメモを見ても構いませんが、それらに頼らなくてすむ

ようになると、あなたのスピーチはスムーズになります。 

 

2)聴衆と目を合わせるようにしましょう。  

スピーチを行っている間は、部屋を見回すようにしましょう。聴衆の一人一人とつながるようにしましょう。  

 

3)失敗しても気にしない。  

間違っても、気にせずに続けましょう。聴衆は、あなたのスピーチの中身に興味を持っています。少しばかりの失

敗は覚えていません。  

 

4)ゆっくり、はっきり、大きな声で話しましょう。  

伝えたいことを全員にしっかり聞いてもらいたいものです。マイクがあっても、うまく聞き取れない人もいるかもしれ

ませんでの、ゆっくり、はっきり、大きな声で。 

 

5）笑顔を見せましょう。  

あなたはソロプチミストが地域社会と世界で行っている素晴らしい貢献について伝えるために招待されています。

積極的な身振りを通じて情熱を伝えましょう。またよい姿勢でまっすぐに立ちましょう。  

 

6)一息つきましょう。  

考えの脈絡を失って戸惑ってしまった場合には、数秒の間、息を入れましょう。話すべきことを思い出すのを助け、

劇的な効果をもたらすこともあります。  

 

7）いろいろ組み合わせましょう。  

単調になるのを避け、抑揚を変えてみましょう。  

 

8）呼吸をしましょう。  

話し始める前に深呼吸をすると、心を落ち着ける効果があります。またスピーチの間も、定期的に深呼吸をするこ

とを忘れずに。  

 

9)しっかりつかまります。 

演台を軽くつかむと、安定感をもたらし、緊張を和らげるのに役立ちます。 

 

10)楽しみましょう。  

人前で話すことは緊張するものですが、でもあなたの話を聴きたいと願っている友好的な聴衆を前にしているとい

うことを忘れないでください。ソロプチミストについての前向きなメッセージを伝え、自分の人前で話す技術を披露

する機会を楽しみましょう。  
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「夢を生きる賞」スピーチ  

こんにちは（こんばんは）。本日はお招きいただきありがとうございます。私は________と申しまして、国際ソロプ

チミスト○○の会員です。今日は、キャシーさんという素晴らしい若い女性についてお話させていただきたい

と思います。  

 

キャシーさんはアメリカの中西部で生まれ育ちました。親切で勉強もよくできたキャッシーさんは、いつの日

か医療関係の職業に就くことを夢見ていました。16 歳の時に、10 才以上も年上の男性と知り合いました。

自分のことを「醜いアヒルの子」と考えていたキャシーさんは、その男性からの関心をとてもうれしく感じまし

た。まもなくキャシーさんは妊娠し、両親の反対を押し切って、高校を中退し、その男性と結婚しました。キャ

シーさんの子供時代はそこで終わりを告げ、将来への夢は無期限に延期されることになりました。  

 

初めから問題がありました。屋根職人である夫となった男性は、仕事を最後までやり遂げるということがほと

んどありませんでした。一家は男性が仕事を見つけられるように引越しするのですが、男性は必ず仕事を失

ってしまうのでした。その間、キャシーさんは、増え続ける家族を食べさせ、服を着せるのに苦労し、大半を

生活保護に頼って暮らさざるを得なくなりました。 

 

男性は、大酒を飲むようになり、常軌を逸した行動をとるようになりました。ガソリンを入れてくると言って出

かけては、一晩中帰ってこなかったりしました。やがて男性は虐待的になりました。キャシーさんがどこにい

るかを常に知りたがり、外に働きに出ることを許しませんでした。家族が少しでも多くの収入を必要としてい

たにもかかわらずです。男性は、支配的で怒りに満ちていて、キャシーさんを愛し支えると約束した優しい男

性とは似てもに付かぬ男性になっていました。 

 

キャシーさんはこの夫と 10 年以上も一緒に暮らしました。夫のことを気の毒に感じ、自分の母親が父親の

世話をしていたように、自分には夫の世話をする義務があると思ったのです。また、たとえ欠点があっても父

親といることが、子供たちのためによいことだと信じていました。そして何より、キャシーさんは自分の力で生

活することを恐れていました。5 人の子供がおり、高校さえ卒業しておらず、家族を支える現実的な方法を持

ち合わせていませんでしたから。 

 

しかし、ある夜、キャシーさんは限界に達しました。子供たちは居間で学校の宿題をやりながら、笑ったり、

楽しい時間を過ごしていました。夫は酔っ払って帰ってきて、キャシーさんに飲み屋まで車で送っていくよう

に頼みました。キャシーさんが断ると、家を飛び出し車を壊し始めました。 

 

当時 28 歳だったキャシーさんは、その夜、30 歳になるまでに今と違った暮らしをしようと誓いました。数週

間後、子供たちが学校から戻ったとき、キャシーさんは夫に家を出ていくと告げました。夫が考え直すよう懇

願するのを聞きながら、キャシーさんはかばんに荷物を詰めました。子供たちを見ると、キャシーさんは、夫

と暮らすことは彼らにとって良い面より悪い面の方が多かったことに気が付きました。キャシーさんと 5 人の

子供たちは、姉の暮らす２ベットルームの家に移り、キャシーさんは、ピザ屋での最低賃金の仕事を見つけ

ました。もちろん、これでは生活保護を受けずに暮らすという夢を実現するには不十分でした。 

 

そのうち、キャシーさんは歯医者に行きました。長年歯医者に診てもらっていなかった後でしたので、緊張し

ていましたが、そこの歯科衛生士は、とても親切で不安は収まりました。診察椅子に座ってキャシーさんは、

医療関係の仕事に就くという子供の頃の夢を思い出し、「もしかしたら、まだ遅くはないかもしれない」と考え

ました。 
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キャシーさんはそのから数ヶ月、歯科衛生の分野について調べました。政府ローンや助成金を申請しました

が、それらは授業料を賄うだけの額にしかなりません。もしフルタイムで学校に通うことになると、生活保護

で足りない分を補うために働くことが難しくなります。制服代、車の修理および維持代、書籍、それに家族の

通常の支出で、生活費はギリギリか不足するでしょう。それに、歯科衛生士の学校に通学するには片道 2

時間もかかるのでした。 

 

でも、キャシーさんは夢をあきらめませんでした。学校に通い始め、できる限り長時間働きました。学校に通

い始めて 1 年目のある日、キャシーさんの先生の一人が、「ソロプチミスト夢を生きる：女性のための教育・

訓練賞」を紹介する掲示について知らせてくれました。キャシーさんは資格要件を読み、「まさに私のことだ

わ」と思いました。申請書を記入し、「過去 12 年間の私の人生は苦難に満ちたものでした」と個人メッセージ

を書き始めました。 

 

キャシーさんの感動的な物語は、地元のソロプチミスト・クラブから賞を受け取ることにつながらり、さらにの

ちに、キャシーさんは同組織のリジョン・レベルからも 5,000 ドルの賞金を受け取りました。数ヶ月後、キャシ

ーさんはソロプチミストの会長から電話を受け取り、椅子に座っているかどうかを尋ねられました。会長は、

彼女が「夢を生きる賞」の連盟レベルの最優秀賞に選ばれ、1 万ドルが贈られることになったと伝えました。

「完全に圧倒されてしまいました」と、その時のことを思い出してキャシーさんは言いました。「私は子供たち

に、この素晴らしいニュースを伝えました。その夜は、大声で叫んだり、飛び跳ねたりして大騒ぎをしました」 

 

キャシーさんが私たち宛に送ってくださった手紙の中で、彼女は次のように書いています。:「この賞は、経済

的にだけでなく、精神的にも私を助けてくれました。賞を受け取ったことで、自分は本当にやり遂げることが

できると信じることができました。ソロプチミストの支援がなければ、どうなったかわかりません。ようやく、私

の人生と子供たちの人生に希望と進む道が見えてきました」 

 

キャシーさんは、歯科衛生士になるという職業上の夢を実現し、週 4 日働くことで、生活保護の一ヶ月分以

上の収入を得ることができるようになったそうです。そして、彼女は工具店に頻繁に通う中で、現在の夫に出

会いました。キャシーさんと夫は、8 エーカーの敷地に立てられたカントリーハウスに両方の子供たちと一緒

に暮らしており、その後、工具店を買い取りました。工具店を買い取るために融資を受ける際、「夢を生きる

賞」を受けることになった経緯を含め彼女の物語が銀行を説得するのに役立ったとのことです。 

 

「試練は人を鍛えると、よく言われますが、それが本当なら、私はずいぶん鍛えられたに違いありません」と

キャシーさん。「でも、私は自分がより良い人間になったことと感じています。ずっと強くなり、自分を信じるこ

となど多くを学びました。私は大きく成長し、より深い自尊心と自信を持っています。心の中は穏やかな平和

を感じています」 

 

素晴らしいと思いませんか？私たちを毎日落ち込ませる小さなことを考えると、キャシーさんが乗り越えた大

きな障害は想像を超えています。でも、そのような障害を乗り越えたのはキャシーさん一人ではありません。

キャシーさんは、1972 年以来、「夢を生きる賞」の助けを借りて、夢を取り戻した何万人もの女性たちの一人

なのです。私たちはこのプログラムと、そして生活を変える勇気を持った女性たちをとても誇りに思っていま

す。彼女たちは、希望と夢を信じる力を持っています。彼女たちは、必死に生活を変えようとしているあらゆ

る場所にいる他の女性にとって勇気をもたらしてくれる存在です。キャシーさんは、希望と進むべき道を探し

ている知り合いの多くに、自分の経験を話しています。「夢を達成することの重要さを強調しています」とキャ

シーさんは言います。  

 

「夢を生きる賞」は、キャシーさんのような、すでに生活を変える決意をして、でもそのための経済的資源が

不足している女性に贈られます。賞金額は、私たちの組織のレベルによって異なり、3 名に贈られる国際レ

ベルの最優秀賞は 1 万ドル（約 100 万円）です。毎年、このソロプチミスト・プログラムを通じて、約 1,200 人
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の女性が、総額 2 億円以上の賞金を受け取っています。この賞は奨学金ではなく、受賞者は、受け取った

賞金を、追加的訓練や教育を得るためのどのような支出にも使うことができます。キャシーさんは、賞金を、

歯科学校への長距離通勤のための車の維持費として使いました。「夢を生きる賞」の受賞者は、賞金は非

常に有り難いが、同じくらい、受賞を通じて受け取った自信と支援に意味があったと話してくれています。 

 

社会的・経済的エンパワーメントにつながるプログラムを通じて女性と女児の生活を向上させる活動に取り

組む国際組織として、ソロプチミストは、生活を変えるのに必要な資源を提供することで女性が夢を生きる

のを助けることの意義を信じています。私たちはまた、女性を助けるとき、それは彼女の家族、コミュニティ

ー、そして世界を助けることにつながると信じています。女性は大きな進歩を遂げましたが、いまだに男性よ

り圧倒的に高い割合で貧困、非識字、暴力、差別に苦しんでいます。私たちは女性として、世界中の女性に

手を差しのばす上で特別な能力があると感じています。 

 

皆様は、「夢を生きる賞」を受け取るに値する女性をご存知かもしれません。あるいは、このプログラムに関

心を持つかもしれない関係者のいる機関や大学にお勤めかもしれません。私たちにご連絡いただくか、そ

のような女性たちに私たちに問い合わせてくださるよう促していただければ大変有り難く存じます。   

 

最後にもう一言付け加えて、本日の話を締めくくりたいと思います。エレノア・ルーズベルト大統領夫人はか

つて、「未来は美しい夢を信じる人のためにあります」と述べました。キャシーさんの夢は、教育を受け、安

定した生活を手に入れ、5 人の子どもたちに手本を示すことでした。ソロプチミストの夢は、キャシーさんのよ

うな女性が、必要な支援と助けを得られるようにすることです。あなたの夢はどのようなものでしょうか？ 
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新たな人生を
スタートさせてみませんか？

「ソロプチミスト夢を生きる賞（旧「女性に機会を与える賞」）」は、1972
年以来、世界中の女性たちを応援してきました。この賞は、今以上の
教育や技能訓練を得ることによって、より良い生き方を目指している
女性たちに賞金を提供しています。

応募資格があるのは次のような女性です。

家族に対して主な経済的扶養責任を負って
いる。

現在、職業・技能訓練プログラム、専門学校、
短期大学、大学の学部課程（大学院を除く）に
在籍中、もしくは入学許可を得ている。

経済的援助を必要としている。

「ソロプチミスト夢を生きる：教育・訓練賞」の応募要領に関する詳細は、
以下のクラブにお問い合せください。

国際ソロプチミスト

Eメール：

電話番号：

クラブ応募書類の提出締切：

クラブが提供する賞金額： 
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