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Empowering girls is about more than creating equity

ecently, I spent time in the Nakivale refugee 
settlement in Uganda. As the “settlement” in 
its name suggests, the people living there are 
free to move around and integrate as best they 

can — one thing that makes the place unique. 
　I had a chance to play soccer with boys and girls 
from about a dozen nations and talk with women who 
had fled areas of conflict. It was a tapestry of human 
experience shared through both laughter and tears. 
　As I walked across a school campus at the settlement 
with a teacher, she shared with me the dire statistics on 
girls’ education. Most don’t get through grade school. 
Many are sold into child marriage to pay for food for 
their families. As I looked around at these young girls, 
I was gutted. 
　Our work with empowering girls and women is much 
more than creating equity — sometimes, it’s about 
health or education. Other times it’s about providing 
safety. Regardless of the path, it’s always about basic 
human rights. 
　We can do more to empower girls and women, and 
we can expand how we share the progress Rotary mem-
bers and our partners have made toward this goal.  
　There is no shortage of inspiring examples of our 
work, from interest-free microcredit loans for women 
in Nigeria, to projects in India that provide girls men-
strual hygiene products. Hundreds of projects are 
taking place across all Rotary areas of focus and are 
making a meaningful and often lifesaving difference. 
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　Together, we can address the needs and inequities that 
girls throughout the world face daily. But we must also 
monitor the impact of these projects and create aware-
ness of Rotary resources and subject matter experts, 
including Rotary Action Groups, The Rotary Foundation 
Cadre of Technical Advisers, Rotary Peace Fellows, and 
others. 
　It is especially important that we tell the stories of 
our initiatives that have a positive impact on the lives of 
women and girls. This last point is near and dear to my 
heart. This means sharing our stories on social media, 
through local news outlets, in this magazine, and wher-
ever we can inspire others. 
　As you do so, it’s important to provide information that 
helps our Rotary family connect with others who are im-
plementing activities in their regions, as well as across 
the world. Let’s share our successes and learn from one 
another — then proudly tell our stories to a larger audi-
ence.
　These are exciting times in Rotary, and the world is 
taking notice. As we work to empower women and girls 
to step into their full potential, we create new pathways 
for membership growth and greater collaboration with 
partners to create positive, lasting change. Thank you for 
your continued action in this vital effort.
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　先日、ウガンダのナキバレ難民居住地に滞在しました。「居住地」とい
う名前の通り、そこで人々は自由に行き来でき、住民たちができるだけ新
しい暮らしになじめるように工夫されています。このことが、この難民居
住地をユニークなものにしているのです。 
　十数カ国から集まった少年少女たちとサッカーをしたり、紛争地域から
逃れてきた女性たちと話をしたりする機会がありましたが、まさに、涙と
笑いで紡がれた人生のタペストリーでした。 
　居住地の学校内を先生が案内してくれて、女児の教育に関する厳しい現
実を教えてくれました。ほとんどの女児は小学校を卒業しないまま家計を
助けるために結婚させられます。そのような女児を見て暗たんたる思いに
なりました。 
　女児と女性のエンパワメントという私たちの仕事は、公平性を創造する
というだけの話ではありません。健康や教育に関わることもあります。そ
れに、安全性の確保に関わることもあります。アプローチは違っても、常
に、基本的人権の問題なのです。 
　私たちには、女児と女性のエンパワメントのためにもっとできることが
あります。そして、ロータリーの会員とパートナーがこの目標に向けてど
のように歩んできたのか、もっと情報発信していくべきです。  
　ナイジェリア女性のための無利子小口融資から、女児に生理用品を提供
するインドでのプロジェクトまで、人々に感動を与えるロータリーの活動
には枚挙にいとまがありません。ロータリーの重点分野で何百ものプロ
ジェクトが行われており、大きな変化をもたらしています。そして、それ
らが時として人の命を救う結果になることもあります。 
　皆で力を合わせれば、世界中の女児が日常的に直面している不公平とい
う問題にも、対処できます。同時に、ロータリー行動グループ、ロータリー
財団専門家グループ、ロータリー平和フェローなどを含むロータリーのリ
ソースや専門家の意識を高めるためにも、これらのプロジェクトの影響を
監視していかなくてはなりません。 
　女児と女性の人生に、良い影響を与える取り組みのストーリーを発信し
ていくことが特に重要です。この点は、個人的に深く共感しているところ
です。ソーシャルメディア、地元のニュースメディア、『ロータリーの友』、
そして誰かにインスピレーションを与えられる、全ての機会をとらえ、ロー
タリーのストーリーを共有していきましょう。 
　また、地域だけでなく、世界中で活動しているロータリーの会員たちと
の交流を促すような情報を発信することも重要です。皆の成功事例を共有
し、互いに学び合いましょう。そして、より多くの人々に誇りを持って私
たちのストーリーを伝えていきましょう。
　今や、ロータリーは大躍進の時代を迎えており、世界中で注目されてい
ます。女児や女性のポテンシャルが最大限に発揮できるようにロータリー
が活動していけば、私たちロータリーはポジティブで持続的な変化を生み
だすための会員増強とより強力なパートナーシップへの新しい道筋を切り
開くことができます。この大事な取り組みのために、引き続きご協力をお
願いいたします。

女児のエンパワメントは、公平性以上のことをつくりだす

ナキバレの難民居住地でサッカーの試合
を観戦するジョーンズＲＩ会長とジンバ
ブエの俳優シボンギレ・ムランボさん。異
なる国籍の住民たちの間にコミュニティ
ーを構築する取り組みの一環です


