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GREETINGS, DEAR CHANGEMAKERS OF ROTARY,

personal protective equipment for their medical 
staff thanks to a $169,347 global grant sponsored 
by the Rotary clubs of Villa Real de Tegucigalpa, 
Honduras, and Waldo Brookside-Kansas City, Mis-
souri.

• The Rotary clubs of Cotonou Le Nautile, Benin, and 
Tournai Haut-Escaut, Belgium, received a $39,390 
global grant to provide agricultural training at an 
ecologically responsible permaculture mini-farm 
connected to a center for children in Sowé, Benin. 
This will help a new generation of farmers become 
economically self-sufficient.

　I like comparing The Rotary Foundation to the Taj 
Mahal, a monument of one man’s love for a woman. 
The Foundation is a dynamic monument of our love for 
all of humanity.
　This month I am asking all Rotary clubs to bring at-
tention to the Foundation. It is what connects all Rotar-
ians worldwide and transforms our collective passions 
into projects that change lives. Visit rotary.org/do-
nate; once there, you will have an opportunity to give 
directly to the program you’re most passionate about. 
　Thank you for giving your all to Rotary. You are the 
reason that Rotary is able to do more and grow more. 
Let’s continue to represent that important legacy this 
month, this year, and beyond as we Serve to Change 
Lives.

first discovered the value of service when I saw 
how a few simple acts can immeasurably change 
lives. It began when I joined others in my club 
for a project to bring toilets and clean drinking 
water to rural villages near our city. It moved 

forward when we promoted sanitation and provided 
opportunities for education across the country, thanks 
to generous gifts from supporters who believed in our 
projects as much as those of us on the ground did.
　There is no better time of the year to be reminded of 
that generosity than November, which is Rotary Foun-
dation Month. 
　As the charitable arm of Rotary International, The 
Rotary Foundation is the engine that powers so many 
Rotary projects throughout the world. The Foundation 
transforms your gifts into projects that change lives. 
It is the Foundation that helps us to get closer to our 
goal of eradicating polio, to show more people how 
we promote peace through tangible actions, and to 
demonstrate the impact our projects have in our areas 
of focus.
　Consider some recent projects that were made possi-
ble by the Foundation:
• The Rotary clubs of Guatemala La Reforma, Gua-

temala, and Calgary, Alberta, received an $80,000 
global grant to organize a comprehensive plan to 
train nurses and rural health care workers to pre-
vent and treat cervical cancer and to implement a 
sustainable system of referrals in seven regions of 
Guatemala.

• More than two dozen hospitals in Honduras received 
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パーマカルチャー（完結自給型農業開発）を実践する
小規模農場で、農業研修を提供しました。次世代の農
家が経済的に自立できるようにするための研修です。

　
　私はよくロータリー財団をタージ・マハルに例えます。
タージ・マハルは 1 人の男性が 1 人の女性に抱いた愛を
後世に伝えるモニュメントですが、財団は私たちの全人類
に対する愛情を表し続ける、命の通ったモニュメントなの
です。
　今月は、そんな財団に全てのクラブが関心を寄せてほし
いと思います。世界中のロータリアンをつなぎ、私たち会
員の情熱を糧に人々の暮らしを変えるプロジェクトを生み
出すのは財団なのですから。ぜひ rotary.org/donate にア
クセスしてください。最も関心を持って取り組んでいるプ
ログラムを直接支援することができます。 
　皆さまのロータリーへの参加を心から感謝します。ロー
タリーがもっと行動し、さらに成長することができるのは
皆さまのおかげです。今月、今年、そしてそれ以降も、み
んなの人生を豊かにするために奉仕していく中で、この大
切なレガシーを今後も守っていきましょう。

　私が初めて奉仕の重要性を知ったのは、ささやかな行動
で誰かの人生が大きく変わるのを目の当たりにした時のこ
とでした。始まりは、近隣の農村にトイレを設置し、安全
な飲み水をもたらすクラブのプロジェクトです。現地で活
動する私たち会員と同じくらい、私たちのプロジェクトを
信頼し、支援してくれた方々の協力により事業は大きく前
進し、国全体で衛生を推進し教育機会を提供するまでに発
展しました。
　ロータリー財団月間である 11 月の今こそ、そういった
支援のありがたさに思いを巡らせてみましょう。 
　世界中でロータリーが実施する数多くのプロジェクトの
原動力となっているのが、国際ロータリーのロータリー財
団です。ロータリー財団は、皆さまからの寄付を人々の暮
らしを変えるための奉仕活動に役立てています。ポリオ根
絶という目標に向かってまい進できるのも、成果をもたら
す活動によって平和推進を率先して行えるのも、重点分野
のプロジェクトがどのような変化をもたらすかを示せるの
も、財団があればこそです。
　財団によって実現できたプロジェクトをいくつか見てみ
ましょう。

• グアテマラ・グアテマラ・ラ・レフォルマ・ロータリー
クラブ（ＲＣ）と、カナダ・アルバータ州のカルガリー
ＲＣは、8 万ドルのグローバル補助金により、看護師
や農村の医療従事者が子宮頸

けい

がんの予防と治療につい
て訓練を受けられるようにグアテマラの七つの地域で
講習会を企画。持続可能な病院・医師の紹介システム
を導入する大規模な計画を実施しました。

• ホ ン ジ ュ ラ ス の ビ ラ・ レ ア ル・ デ・ テ グ チ ガ ル ハ
ＲＣと 、アメリカ・ミズーリ州のウォールド・ブルッ
クサイドカンザスシティＲＣが提唱した 16 万 9,347
ドルのグローバル補助金により、ホンジュラスでは 20
以上の病院が医療従事者のための個人用防護具（ＰＰ
Ｅ）の提供を受けました。

• ベナン・コトヌーレノーチルＲＣとベルギー・トゥル
ネー・オート・エスコーＲＣは、ベナンのソウェにあ
る児童福祉施設の子どもたちを対象に、環境に優しい

親愛なるチェンジメーカーの皆さん

私は妻のラシと共に 200㎞の距離を車で旅して、ドゥルガプル
の病院で治療を受けているパキスタンの男の子をお見舞いしま
した。彼の母の言葉です。「息子はパキスタンで生まれましたが、
インドで命を助けられました。ロータリーのおかげです」 


