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Hope for fighting a global scourge

4

hile sitting with a group of Rotary leaders 
outside of Lusaka, Zambia, I ask a ques-
tion: “How many of you have ever had 
malaria?” Every hand in the room goes 

up. They even begin to tell me about the first, second, 
or third time they experienced the disease, one of the 
main causes of death and sickness in many developing 
countries. 

They are fortunate. They have access to medical 
treatment and lifesaving medicines. For the people of 
rural Zambia, their story is very different.  

On a wooden bench in a small village, I sit with Tim-
othy and his young son Nathan. With a camera crew 
capturing our conversation, he tells me of the time Na-
than showed signs of malaria. He brought the boy to 
the nearby home of a community health worker, where 
Nathan quickly received medicines that in all likelihood 
saved his life.  

Calmly, Timothy tells me about his other son’s bout 
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with the disease a few years earlier. He had to race that 
son to a medical clinic more than 5 miles away. Riding a 
bike and carrying his child on his back, he tells me, he 
could feel his son’s legs turn cold and then his little body 
go limp. As he finally entered the clinic, he screamed for 
help, but it was too late. The camera stops rolling, and we 
sit in silence. He begins to weep, and I hold him tightly. “I 
lost my son, I lost my son,” he says. 

This story is all too familiar for the families we meet 
over the next few days. And yet there is hope. Partners for 
a Malaria-Free Zambia is Rotary’s first Programs of Scale 
grant recipient, and it is saving lives. Across two provinces 
of Zambia, 2,500 volunteer health workers have been se-
lected by their communities. They are trained to bring 
medical care closer to those who need it, and they are able 
to diagnose and treat malaria and other ailments. 

ザンビアの首都ルサカ郊外でロータリーの
リーダーたちと会った際に、私はこう尋ねま
した。「マラリアにかかったことのある方は
いますか」。すると全員の手が挙がりました。

ジェニファー・ジョーンズＲＩ会長は、8月にザン
ビアを訪れ、ロータリー初の大規模プログラム補
助金事業「マラリアのないザンビアのためのパー
トナー」の活動を紹介しました
左：この活動を通じて研修を受けた地域保健員の
ゴッドフリー・ムソンダさんとジョーンズ会長
上：マラリアは、ザンビアの死因の大きな一角を
占める病で、ジョーンズ会長はその影響を受けて
いるティモシーさん（右から2番目）と息子のネイ
サンさん（右）と話しています
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　ザンビアの首都ルサカの郊外で、ロータリーのリーダーたちと会った際
に、私はこう尋ねました。「マラリアにかかったことのある方はいますか」。
すると全員の手が挙がりました。しかもマラリアにかかった 1 度目、2 度
目、3 度目の経験について話し出したのです。マラリアは多くの開発途上
国において、病気と死亡の主因の一つになっています。 
　しかしこの方々は恵まれた人たちです。医療を受けられて、命を救う薬
を手に入れられたのですから。ザンビアの農村部に暮らす方々とは、状況
が全く異なります。  
　私は小さな農村を訪れ、木のベンチに腰かけて、ティモシーとその若い
息子のネイサンと話しました。カメラクルーがこの様子を撮影中、ネイサ
ンにマラリアの兆候が現れた時のことをティモシーが話してくれました。
近所の医療従事者の家にすぐに連れていき、そこでもらった薬でネイサン
は、一命を取り留めたそうです。
　ティモシーはまた、数年前に別の息子がマラリアにかかったことを静か
に話し始めました。その時は、子どもを抱えて 8km 以上離れた診療所へ
と駆け付けなくてはなりませんでした。その子を背負って自転車をこいで
いた時に、息子の足が冷たくなって小さな体から力が抜けていくのを感じ
たと言います。ようやく診療所にたどり着き、助けを求めて叫びましたが、
もう手遅れだったそうです。カメラは撮影を止め、その場が静まり返りま
した。嗚

お え つ

咽しているティモシーを私はしっかりと抱き締めました。「息子
を亡くした。息子を亡くしました」と、彼は声を絞り出すようにして言う
のでした。 
　ザンビア滞在中に、これと同じような話を私たちは何度も耳にすること
になりました。それでも、希望はあります。ザンビアでマラリアと闘う「マ
ラリアのないザンビアのためのパートナー」が大規模プログラム補助金初の
対象として選ばれ、人々の命を救っています。ザンビアの二つの州では、
2,500 人のボランティア医療従事者が地域社会から選出されています。彼
らは医療を必要とする人々へ医療を届けるための訓練を受け、マラリアや
その他の疾患を診断し、治療することができるようになっています。

世界的疾患との闘いと希望


