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GREETINGS,MY DEAR CHANGEMAKERS,

people, a majority of them in sub-Saharan Africa — live 
on less than $1.90 a day. By supporting strong com-
munity development as well as entrepreneurs, we can 
help improve conditions for people in that region and 
others. 
　Your club can also promote economic development 
in your own community by expanding vocational train-
ing opportunities through local schools and communi-
ty colleges, partnering with lenders to improve access 
to financial services, or working with a nonprofit that 
provides resources to entrepreneurs and connects 
them with the business community. 
　Of course, developing strong communities is impossi-
ble without strong public health. On 24 October, World 
Polio Day, we’ll celebrate our tremendous progress in 
the effort to eradicate polio. But we also know the fight 
is not over. We still need your help raising funds and 
awareness to ensure that all children are immunized 
against polio. Please don’t forget to activate your clubs 
on that important day and encourage them to donate 
here: endpolio.org/world-polio-day.
　Service has been rewarding for me throughout my 
life. I know the same is true for many of you. Join me 
this month in becoming a good tenant of our planet by 
helping others to better themselves and their commu-
nities. Together, we can Serve to Change Lives.

quarter of the Rotary year is now behind 
us. I am sure you are helping Rotary to 
grow more and do more. And I hope you 
have already done your part for the Each 
One, Bring One initiative by introducing 

one person to Rotary.  
　Do you ever think about your earliest days as a Ro-
tarian? I often do — because those first moments of 
discovering the power of service shaped who I am to-
day. When I joined my Rotary club, our efforts focused 
on India’s rural communities, where people were living 
without toilets, getting their drinking water from the 
same pond they bathed in, and sending their children 
to outdoor classrooms set up under a tree. The nearest 
health care provider often was miles away — and the 
services were inadequate. But after Rotary clubs car-
ried out some service projects, the villages had toilets, 
clean drinking water, a classroom for early learning, 
and a nearby health care center. 
　The spark that Rotary kindled within me forced me 
to look beyond myself and embrace humanity. It made 
service a way of life and led me to a guiding principle 
I still stand by: Service is the rent I pay for the space I 
occupy on Earth. 
　If you feel the need to reignite the spark of service 
in yourself or your club, October — Community Eco-
nomic Development Month — is a great time to do so. 
When we work to improve the lives of people in under-
served communities — through, for example, projects 
that provide vocational training and access to financial 
resources — we help build and sustain local economic 
growth. 
　The need is great. According to the United Nations, 9 
percent of the world’s population — that’s 700 million 

A

4

President, Rotary International

令和 3年　10 月号 ロータリーの友

ＲＩ会長メッセージ

シェカール・メータ
2021−22年度 国際ロータリー（ＲＩ）会長

5ロータリーの友

PRESIDENT'S 
MESSAGE

サハラ砂漠以南のアフリカに居住）が、1 日 1.90 ドル（約
200 円）未満で暮らしているといいます。私たちは地域
社会の発展と、起業家の支援を積極的にすることで、その
人々の暮らしをよくすることができます。 
　また、地域の学校やコミュニティーカレッジで職業訓練
を実施したり、金融機関と提携して融資を受けやすくした
り、起業家支援を行うことで、実業界に橋渡しをしている
非営利団体と協力したりすることで、皆さんの地元でも地
域の経済を発展させることができます。 
　もちろん、盤石な地域社会というものは、しっかりした
公衆衛生がなければ築き上げることはできません。世界
ポリオデーである 10 月 24 日には、ポリオ根絶に向けた
ロータリーの偉業を共に喜びましょう。同時に、まだ根絶
が実現したわけではないことも忘れてはなりません。あら
ゆる子どもにポリオワクチンが行き渡るようにするため
には、資金集めや意識向上のために皆さまの協力がまだ必
要です。どうか、この大事な日のためにクラブを動かし、
endpolio.org/world-polio-dayでの募金を呼び掛けてく
ださい。
　これまでの人生で、奉仕に私は生きがいを見つけてきま
した。皆さまの多くがきっと同じだと思います。今月は、
私と共に地球のよき住人として、他の人々やその地域社会
をより良くしようではありませんか。力を合わせれば、み
んなの人生を豊かにするために、奉仕することができるの
です。

　今年度も、はや 4 分の１が過ぎました。ロータリーが
成長し、より多くのことを達成できるように、皆さま励ん
でおられることと確信しています。そして、「Each One, 
Bring One（みんなが一人を入会させよう）」のイニシア
チブで、どなたか 1 人をロータリーに紹介されているこ
とと思います。  
　ロータリーに入会したばかりの頃を思い出すことはあり
ませんか。私はしょっちゅうです。というのも、奉仕の力
を発見したあの頃こそ、今日の私を形づくってくれたから
です。ロータリーに入会した時、クラブはインドの農村で
の活動に力を入れていました。トイレもなく、人が体を洗
う池の水を飲み、木の下に子どもたちを集めて教室を開い
ているような所です。最寄りの診療所が数キロ離れた場所
にあることもしばしばで、たいした治療も受けられません。
しかし、ロータリークラブが奉仕プロジェクトを行ったこ
とで、村にはトイレが設置され、安全な飲料水が飲めるよ
うになりました。子どもたちのための教室や、近くにヘル
スケアセンターもできました。 
　ロータリーのおかげで私の心に火がつき、私は自分の周
囲だけでなく、人類全体に目を向けるようになりました。
奉仕活動が日常生活の一部となり、 「奉仕は地球で暮らす
ための使用料である」という、今日も私の信条となってい
る思想にたどり着きました。 
　ご自分やクラブの心を再び燃やしたいとお考えなら、地
域社会の経済発展月間である 10 月は、まさにそのチャン
スです。職業訓練や資金援助、経済的独立支援などのプロ
ジェクトで貧困地域の人々の暮らしをよくするために尽力
すれば、地域社会の経済発展を助け、成長を維持させるこ
とになるのです。 
　こうした支援は切実に求められています。国連によると、
全世界の人口のうち約 9％の人々（約 7 億人。その大半が
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