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GREETINGS, DEAR CHANGEMAKERS OF ROTARY,

2004 devastated the Andaman and Nicobar Islands, 
which are part of my district. Thousands of homes 
were destroyed, and many areas lost electricity and 
running water. On my visit to Little Andaman Island, 
the builder in me immediately wanted to build homes 
for the homeless islanders there. We decided to con-
struct 500 homes on Little Andaman. 
　On the last of my seven trips to the island, I could 
see something glimmering below as my helicopter was 
about to land. I realized that what I was seeing were 
the roofs of new homes. I was overjoyed by the sight, 
and soon a realization dawned upon me. As a builder 
I had built many beautiful buildings. In comparison, 
these 500 homes were the most ordinary buildings 
I had ever built, and they were in a place I likely will 
never visit again, for people I will never meet again. 
And yet the satisfaction I had in handing over these 
houses was greater than from anything I had previ-
ously built. Probably because for once I was using my 
vocation to Serve to Change Lives.
　You, too, may have had opportunities to use your vo-
cation to Serve to Change Lives. I welcome your stories 
of performing vocational service through Rotary. Also, 
I want to close by congratulating every club that has 
engaged with the Each One, Bring One initiative, which 
asks every member to introduce one person to Rotary. 
Increasing our membership gives people from all walks 
of life the opportunity to share their knowledge and 
skills in transformational service.

ne of Rotary’s founding principles was to use 
your vocation — whether as a doctor, lawyer, 
engineer, or another profession — to do good 
in the world.  As we attempt to overcome and 
recover from the pandemic, this principle is 

vital in retraining people who have lost their jobs. In 
response, the Rotary E-Club of Tamar Hong Kong orga-
nized seminars for young people, with the aim of pre-
paring them for the changing world of work. 
　This type of training must happen on a large scale. 
According to the United Nations, global unemployment 
is expected to exceed 200 million people in 2022. 
Women and youths are likely to be disproportionately 
affected.
　This is why I’ve placed such a strong emphasis this 
year on projects that empower girls, and I’ve been 
delighted to see some of these projects in action. Of 
course, access to education and the path to employ-
ment can be blocked by a lack of water and sanitation 
infrastructure.
　A project in Pune, India, focuses on providing girls 
and women with an affordable, reusable sanitary pad. 
The project provides employment for production and 
distribution of the pads, and it will reduce the pollution 
caused by the disposal of 12.3 billion sanitary napkins 
in the country annually, many of which end up in In-
dia’s landfills. 
　Others have used vocational service to advance the 
empowerment of women. The Rotary Club of Poona, 
India, conducted workshops to teach martial arts to 
young women, for self-defense against the threat of 
abuse or human trafficking.
　I’ve also been fortunate to use my vocation to do 
good through Rotary. The Indian Ocean tsunami in 
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電気と水の供給が止まりました。小アンダマン島を訪問し
た際には、建築に携わる職業人として、家を失った住民た
ちのために住宅を建てたい衝動に駆られました。それで、
小アンダマン島に 500 軒の住宅を建てることを決意しま
した。 
　この島は 7 回訪れたのですが、最後に訪れた際、ヘリ
コプターから何か光るものが見えました。それは新築の
家々の屋根でした。この光景に私は心から感動しました。
徐々にあることが分かってきました。職業柄、私はこれま
でさまざまな建物を手掛けてきました。それに比べると、
小アンダマン島の 500 軒の住宅は、私が手掛けた中でも
ごく一般的な家で、おそらく二度と訪れることはないであ
ろう島の、二度と会うことがないであろう人々のために建
てたものです。しかし、住民の方々に完成した住宅を引き
渡すときの充足感は、これまで建てたどんな建物よりも大
きかったのです。おそらく、自分の仕事を生かしてみんな
の人生を豊かにするために奉仕したからなのでしょう。
　皆さんにも、みんなの人生を豊かにするための奉仕の中
で、職業上のスキルを活用する機会がこれまでにあったこ
とと思います。ロータリーを通じて職業人として奉仕した
経験についてぜひお聞かせください。最後に、会員みんな
が新しい会員を 1 人、ロータリーに紹介するイニシアチ
ブ「Each One, Bring One」（みんなが 1 人を入会させよう）
に協力してくれた全てのクラブに感謝します。会員数を増
やすことは、あらゆる種類の職に就いている人々に、知識
とスキルを生かして、人生を変える奉仕を行う機会を与え
ることになります。

　ロータリーの草創期の基本理念の一つは、「世界でよい
こと」をするために、医師でも弁護士でもエンジニアでも
どんな職業でも、それぞれの職業を生かすということでし
た。新型コロナ収束の兆しをつかみ、復興を図る今、この
基本理念は失業した人々に再就職の訓練を実施する上で、
非常に重要です。そのため、タマル・香港ロータリーＥク
ラブは、若者を対象に、変化するビジネスの世界に備える
ためのセミナーを企画しました。 
　このような研修は大規模に行われるべきです。国連によ
ると、世界の失業者数は 2022 年には 2 億人を超える見
込みだといいます。特に女性と若者の間で失業率が高まり
そうです。
　だからこそ、私は今年度、女子のエンパワメントのプロ
ジェクトを強調しているのであり、そういったプロジェク
トが実施されているのをうれしく思っています。教育と就
業の機会が損なわれるのは、水と衛生のインフラが整備さ
れていないがためでもあるのですが。
　インド西部の都市プネーでは、女性に低価格で再利用可
能な生理用ナプキンを、女性に提供するプロジェクトが行
われています。このプロジェクトでは生理用ナプキンの製
造と販売で雇用を創出します。これにより、現在インドで
年間消費される 123 億個の生理用ナプキン（そのほとん
どが埋め立て地に廃棄される）のごみを減らすことができ
ます。
　職業サービスにより、女性のエンパワメントを推進して
いるところもあります。インドのプーナ・ロータリークラ
ブは若い女性が虐待や人身売買の被害から身を守れるよう
に護身術を教えるワークショップを開催しています。
　私はロータリーを通じて職業を生かしてよいことをする
機会に恵まれてきました。2004 年のスマトラ島沖地震で
は、私の地区にあるアンダマン・ニコバル諸島に壊滅的な
被害が出ました。何千軒もの住宅が全壊し、多くの地域で

親愛なるチェンジメーカーの皆さん


