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MY DEAR CHANGEMAKERS,

engaged Rotarian is an asset forever. And remember 
that engaging our current members and keeping 
them in our clubs is just as important as bringing in 
newcomers. Let us also be ready to form new clubs, 
especially flexible ones. I am very bullish on clubs that 
hold virtual or hybrid meetings, and satellite clubs 
and cause-based clubs can also be very effective ways 
of growing Rotary. 
　As you grow more, you will be able to do more. 
Let us keep empowering girls through our work in 
each of the areas of focus. Scholarships for girls, 
toilets in schools, health and hygiene education — 
there is so much we can do. Projects focused on the 
environment are also attracting interest the world 
over. Do participate in these projects locally and 
internationally to make this world a better place for us 
and for all species. 
　Each of you is a Rotary brand ambassador, and 
all of the wonderful work done by Rotarians around 
the world needs to be shared outside the Rotary 
community. Use social media to tell your friends, 
colleagues, and relatives the stories of Service Above 
Self. 
　Finally, I’m challenging every club, during the 
coming year, to plan at least one Rotary Day of Service 
that will bring together volunteers from inside and 
outside Rotary and will celebrate and showcase the 
work of your club in your community. Visit rotary.org 
to find out more about all of these initiatives, along 
with other ways to Serve to Change Lives.

s we focus on membership in Rotary this 
month, I ask you to help make history 
this year. For more than 20 years, our 
membership has stood at 1.2 mill ion. 
Rotary is a vibrant organization with a 116-

year history, members in more than 220 countries 
and geographic areas, and a rich legacy of work in 
polio eradication and other humanitarian programs. 
Rotary has changed so much in our own lives and the 
lives of others. As we Serve to Change Lives, don’t you 
think Rotary could have an even greater impact on the 
world if more people were practicing Service Above 
Self? 
　My vision is to increase Rotary membership to 1.3 
million by July 2022, and the call to action is simple: 
Each One, Bring One. This year, I want every Rotarian 
and Rotaractor to introduce a new person into their 
club. 
　We are a membership organization, and members 
are our greatest asset .  You are the ones who 
contribute so generously to The Rotary Foundation. 
You are the ones who dream big to bring good into 
the world through meaningful projects. And of course, 
you are the ones who have put the world on the brink 
of eradicating polio.
　As we make membership a priority this year, let us 
focus on diversity by reaching out to younger people 
and especially to women. Every club should celebrate 
its new members, and every Rotarian who sponsors 
a member will be personally recognized by me. And 
those who are successful in bringing in 25 or more 
members will be part of our new Membership Society. 
　Even as we share the gift of Rotary with others, let 
us be sure to engage these new members, because an 
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かかわったロータリアンは、永遠の財産になるからです。
そして、会員維持も新会員の増強と同じくらい重要なこと
を忘れてはなりません。また、新クラブ、特に柔軟性に富
むクラブの創立には積極的に取り組みましょう。バーチャ
ル形式やハイブリッド形式の例会を導入しているクラブを
とても心強く思います。また、衛星クラブや特定分野で活
動するクラブもロータリーの成長に大きく貢献することで
しょう。 
　ロータリーが今まで以上に大きくなれば、今まで以上に
たくさんのことができるようになります。各重点分野での
活動を通じて、女子のエンパワメントを進めていきましょ
う。女子を対象とした奨学金、学校トイレの設置、健康と
衛生についての教育など、できることはいくらでもありま
す。環境分野のプロジェクトも、世界中で関心を集めてい
ます。そういった国内外のプロジェクトに参加して、人類
とあらゆる生命のために、この世界をよりよい場所にして
いきましょう。 
　皆さん一人一人がロータリーブランドの親善大使であ
り、ロータリアンが世界中で行っているあらゆる素晴らし
い活動をロータリーの外部にも発信していく必要がありま
す。ソーシャルメディアを活用して友人、同僚、親族に超
我の奉仕のストーリーを伝えましょう。 
　最後になりましたが、今年度は、ロータリーの内外から
ボランティアを結集し、クラブの活動を地域社会に発信す
るロータリー奉仕デーを、全クラブが少なくとも 1 度は
計画するよう期待します。こういった構想について、また
みんなの人生を豊かにするため奉仕する他の方法につい
て、詳しくは rotary.orgをご覧ください。

　今月は会員増強・新クラブ結成推進月間ですが、今年度
は皆さんのご協力をもって歴史を刻む記録を樹立したいと
考えています。20 年以上にわたって、ロータリーの会員
数は 120 万人のままです。ロータリーは 116 年の歴史を
有し、220 以上の国と地域に会員を擁して、ポリオ根絶
などの人道的なプログラムでこれまで偉業を成してきた、
活気に満ちた団体です。ロータリーは会員だけでなく会員
以外の人々の人生を豊かにしてきました。人生を豊かにす
るために奉仕をする中で、より多くの人が超我の奉仕をす
るようになれば、ロータリーは今まで以上の変化をもたら
すことができる、と思いませんか。 
　私は 2022 年 7 月までにロータリーの会員数を 130 万
人に増やすというビジョンを掲げています。「Each One, 
Bring One（みんなが一人を入会させよう）」という実に
シンプルな掛け声の下、今年度は、あらゆるロータリアン
とローターアクターにそれぞれ一人誰か新しい人をクラブ
に紹介してもらいたいのです。 
　ロータリーは会員制の組織であり、会員はロータリー最
大の資産です。ロータリー財団をこれほど支援してくだ
さっているのは皆さんです。大きな夢を抱いて、素晴らし
いプロジェクトによって世界によいことをもたらしている
のは、皆さんです。それにもちろん、ポリオ根絶を目前ま
で迫ることができたのは皆さんの力です。
　会員増強を今年度の優先事項とするに当たり、多様性に
焦点を当てて、若い世代、特に女性に働き掛けましょう。
どのクラブも新会員を迎え入れてください。そして、新会
員を紹介する全てのロータリアンを、私が個人的にたたえ
たいと思います。25 人以上の新会員を獲得できた人は、
新設されたメンバーシップ・ソサエティの会員となります。 
　ロータリーの贈り物を他の人々と分かち合うときには、
新会員にも働き掛けるのをお忘れなく。一度ロータリーに

親愛なるチェンジメーカーの皆さん


