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╉[┿〈╉╇╈ ¨╀╆¨[ гょかは こせぉかうおぇちううд 

  

¨ちっくおぇ ゃ しそっさっ ぉかぇゅけすゃけさうすっかぬくけしすう  
 
╋くっくうっ しけけぉとっしすゃぇ こさけそっししうけくぇかぬくにた ぉかぇゅけすゃけさうすっかっえ 
 
 
╁ ょぇくくけえ こせぉかうおぇちうう こさっょかぇゅぇっすしは おさぇすおうえ けぉいけさ きくっくうえ ゅさぇくすけょぇのとうた 
けさゅぇくういぇちうえ1 けすくけしうすっかぬくけ けちっくおう おぇお しこけしけぉぇ ょけしすうあっくうは ぉけかっっ いくぇつうすっかぬくにた 
さっいせかぬすぇすけゃ. ╃かは こけょゅけすけゃおう ょけおせきっくすぇ うしこけかぬいけゃぇかうしぬ さっいせかぬすぇすに ぇくぇかういぇ 
すっおせとうた こせぉかうおぇちうえ こけ すっきっ けちっくおう う ゃけいきけあくけしすっえ ょかは ういゃかっつっくうは せさけおけゃ う 
けぉせつっくうは; うくそけさきぇちうはз こけかせつっくくぇは ゃ こさけちっししっ ゃいぇうきけょっえしすゃうは し ゅさぇくす-きっえおっさぇきうз 
おけすけさにっ しつうすぇのす ょぇくくけっ くぇこさぇゃかっくうっ しゃけうき こさうけさうすっすけきц ぇ すぇおあっ さっいせかぬすぇすに 
さぇぉけすにз ゃ たけょっ おけすけさけえ ╉けぇかうちうは GEO (Grantmakers for Effective Organizations/«╂さぇくす-
きっえおっさに いぇ ねそそっおすうゃくけしすぬ»д う ┿ししけちうぇちうは Council on Foundations г«]けゃっす そけくょけゃ») 
こさっょかけあうかう しゃけうき つかっくぇき ぉけかっっ こさっょきっすくけ けぉしせょうすぬ ょぇくくせの こさけぉかっきせ. 
 

 
¨『╄′╉┿  ╇ ¨╀〉』╄′╇╄: ¨╀╆¨[ 
 
』すけ すぇおけっ けさゅぇくういぇちうけくくけっ けぉせつっくうっ гorganizational learning)? 
 
』すけぉに かせつてっ こけくはすぬ おぇおうき けぉさぇいけき けちっくおぇ しこけしけぉしすゃせっす けぉせつっくうの ゅさぇくすけょぇのとうた 
けさゅぇくういぇちうえз くっけぉたけょうきけ, こさっあょっ ゃしっゅけз さぇいけぉさぇすぬしは ゃ すけきз つすけ こさっょしすぇゃかはっす しけぉけえ 
«けぉせつっくうっ» гlearning). ¨さゅぇくういぇちうう こけくうきぇのす っゅけ こけ-さぇいくけきせз くけ ゃ ょぇくくけき しかせつぇっ きに 
さぇししきぇすさうゃぇっき ゃくせすさっくくっっ けぉせつっくうっ ゃ ゅさぇくすけょぇのとうた けさゅぇくういぇちうはた う こさけちっししに 
ゃいぇうきくけゅけ けぉせつっくうは ょけくけさけゃ う くっおけききっさつっしおうた けさゅぇくういぇちうえ г′╉¨дз おけすけさにっ ゃっょせす お 
ぉけかっっ いくぇつうすっかぬくにき う せしすけえつうゃにき さっいせかぬすぇすぇきй ╇くにきう しかけゃぇきうз ねすけ こさけちっしし こけしすぇくけゃおう 
ゃけこさけしけゃ う こけかせつっくうは けすゃっすけゃз ゃ たけょっ おけすけさけゅけ ゅさぇくすけょぇのとうっ けさゅぇくういぇちうう う ′╉¨ きけゅせす 
けこさっょっかはすぬ ぉけかっっ ねそそっおすうゃくにっ こせすう さってっくうは ぇおすせぇかぬくにた こさけぉかっき しけけぉとっしすゃз ょかは 
おけすけさにた けくう さぇぉけすぇのす. 

                                                           
1 Grantmakers – ÜëÇíÖó£íîóó, Ñ¿　 ¡ÜöÜë▲ê äëñÑÜïöíç¿ñÖóñ ÇëíÖöÜç 　ç¿　ñöï　 ÜïÖÜçÖ▲½ ó¿ó ÜÑÖó½ ó£ çí¢Ö▲ê 
Öíäëíç¿ñÖóú Ññ　öñ¿áÖÜïöó. ゑ ÑíÖÖÜ½ öñ¡ïöñ öñë½óÖ äñëñçÜÑóöï　 ¡í¡ «ÑïßÜÜäñß　éú¢ äïÑßÜúóßôúú», «ÑïßÜÜ-
Ö¢¡¿¢ïá» ó¿ó «ñäÜäïá». ゑïñ çíëóíÖö▲ äñëñçÜÑí ó½ñ0ö ïóÖÜÖó½óôÖÜñ £ÖíôñÖóñ. (ぢëó½. äñë.) 
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╉ぇお しゃはいぇくに きっあょせ しけぉけえ けちっくおぇ う けぉせつっくうっ? 
 
¨ちっくおぇ – ねすけ けしくけゃくぇは けぉせつぇのとぇは こさぇおすうおぇй ╉けぇかうちうは GEO けこさっょっかはっす っひ おぇお 
«しうしすっきぇすうつっしおうえ ぇくぇかうい ょっはすっかぬくけしすう ゅさぇくすけこけかせつぇすっかっえ う しぉけさ うくそけさきぇちううз おけすけさにっ 
こけいゃけかはのす ょっかぇすぬ ゃにゃけょに гういゃかっおぇすぬ せさけおうд うз させおけゃけょしすゃせはしぬ うきうз こけゃにてぇすぬ 
ねそそっおすうゃくけしすぬ う ょけぉうゃぇすぬしは ぉけかっっ ゃにしけおうた さっいせかぬすぇすけゃ». 
 
╄しかう さぇししきぇすさうゃぇすぬ けちっくおせ つっさっい こさういきせ けぉせつっくうはз すけ けくぇ こさっょしすぇっす ゃ うくけき しゃっすっ – くっ 
しすけかぬおけ おぇお ゃけいきけあくけしすぬ ょかは こけょけすつっすくけしすうз くけ しおけさっっ おぇお ねそそっおすうゃくにえ うくしすさせきっくす ょかは 
しけゃっさてっくしすゃけゃぇくうは ょっはすっかぬくけしすうй ¨くぇ しすぇくけゃうすしは くっ しすけかぬおけ «ゃくってくっえ» そせくおちうっえ 
けさゅぇくういぇちううз くけ (ゃ ぉけかぬてっえ しすっこっくう) つぇしすぬの こけゃしっょくっゃくけえ さぇぉけすに しけすさせょくうおけゃ う つかっくけゃ 
]けゃっすぇ ょうさっおすけさけゃй ¨くぇ こけきけゅぇっす ょけくけさぇき う うた ゅさぇくすけこけかせつぇすっかはき гぇ すぇおあっ けさゅぇくぇき 
ゃかぇしすう う しけけぉとっしすゃぇきд けこさっょっかはすぬ しこけしけぉに ぉけかっっ ねそそっおすうゃくけゅけ さってっくうは こさけぉかっきй 
 
╁ おぇおけえ きっさっ ゅさぇくすけょぇのとうっ けさゅぇくういぇちうう しおかけくくに うしこけかぬいけゃぇすぬ けちっくおせ ゃ 
おぇつっしすゃっ けしくけゃくけえ けぉせつぇのとっえ こさぇおすうおう?  
 
′っしきけすさは くぇ すけ つすけ くっおけすけさにっ ゅさぇくすけょぇのとうっ けさゅぇくういぇちうう せあっ こけ うくけきせ けすくけしはすしは お 
けちっくおっз けこさけし こけ すっきっ そうかぇくすさけこうつっしおうた こさぇおすうお2з こさけゃっょっくくにえ ╉けぇかうちうっえ GEO ゃ нллу 
ゅけょせз こけおぇいぇかз つすけ こさけそっししうけくぇかぬくけっ しけけぉとっしすゃけ ょけくけさけゃ こけおぇ くっ ゃ こけかくけえ きっさっ 
うしこけかぬいせっす けちっくおせ ゃ おぇつっしすゃっ うくしすさせきっくすぇ ょかは けぉせつっくうは う こけゃにてっくうは ねそそっおすうゃくけしすう 
しゃけうた うくうちうぇすうゃ. 
 

 
[っいせかぬすぇすに けこさけしぇ しゃうょっすっかぬしすゃせのす け すけきз つすけ きくけゅうっ ゅさぇくすけょぇのとうっ けさゅぇくういぇちううз 
おけすけさにっ こさけゃけょはす けちっくおせз こけおぇ っとっ しつうすぇのすз つすけ こけょけすつっすくけしすぬ はゃかはっすしは ぉけかっっ いくぇつうきけえ 
ちっかぬのз つっき こけうしお しこけしけぉけゃ こけゃにてっくうは ねそそっおすうゃくけしすうй ¨こさけし すぇおあっ こけおぇいぇかз つすけ ゅさぇくす-
きっえおっさに しおかけくくに うしこけかぬいけゃぇすぬ さっいせかぬすぇすに けちっくおう ょかは しけぉしすゃっくくにた ちっかっえз う ゃ きっくぬてっえ 
しすっこっくう - ょっかうすぬしは ゃにゃけょぇきう し ゅさぇくすけこけかせつぇすっかはきう う おけかかっゅぇきう うい ょさせゅうた けさゅぇくういぇちうえй  
 

╉ぇお し こけきけとぬの けちっくおう きけあくけ しけゃっさてっくしすゃけゃぇすぬ しすさぇすっゅうの う こさぇおすうおせ 
さぇしこさっょっかっくうは ゅさぇくすけゃ?  
 
¨ちっくおぇ - さってぇのとうえ てぇゅ お しけいょぇくうの ねそそっおすうゃくけえ しすさぇすっゅうう ぉかぇゅけすゃけさうすっかぬくけしすうй ¨くぇ 
はゃかはっすしは うしすけつくうおけき うくそけさきぇちううз ょぇくくにた う ゃにゃけょけゃз おけすけさにっ こけいゃけかはのす 
ゅさぇくすけょぇのとうき けさゅぇくういぇちうはき さぇいさぇぉぇすにゃぇすぬ う けこすうきういうさけゃぇすぬ しすさぇすっゅううй 
 
╁ けすつっすっ FSG Social Impact Advisors (2007 ゅ.) ╋ぇさお ╉さぇきっさ (Mark Kramer) う っゅけ おけかかっゅう 
ぇおちっくすうさけゃぇかう ゃくうきぇくうっ くぇ くけゃにた こけょたけょぇた お けちっくおっ ゃ しそっさっ ぉかぇゅけすゃけさうすっかぬくけしすうй ¨くう 
ゃにはしくうかうз つすけ けちっくおぇ こさうくけしうす ゅさぇくすけょぇのとうき けさゅぇくういぇちうはき きぇおしうきぇかぬくせの こけかぬいせ ゃ 
すけき しかせつぇっз おけゅょぇ っっ ゃにゃけょに しすぇくけゃはすしは けしくけゃぇくうはきう ょかは けこすうきぇかぬくにた さってっくうえ う 
ういきっくっくうえ ゃ しすさぇすっゅうう さぇしこさっょっかっくうは ゅさぇくすけゃз おけすけさにっ しこけしけぉしすゃせのす こけゃにてっくうの 
ねそそっおすうゃくけしすう3. 
 

 

                                                           
2 Grantmakers for Effective Organizations, «ゎëíÖö-½ñú¡óÖÇ ïöíÖÜçóöï　 ßÜ¿ññ ÜßÜïÖÜçíÖÖ▲½?» («Is Grantmaking Getting 
Smarter?»), ぞíîóÜÖí¿áÖ▲ú ÜäëÜï äÜ öñ½ñ äëí¡öó¡ ç ïâñëñ âó¿íÖöëÜäóó,  2008. で ÜöôñöÜ½ ½Ü¢ÖÜ Ü£Öí¡Ü½óöáï　 £Ññïá:  
www.geofunders.org.  
 

3
 とëí½ñë ぜíë¡ (Kramer, Mark), づñßñ¡¡í ゎëñúç£ (Rebecca Graves), が¢ñúïÜÖ びóëüêÜëÇ (Jason Hirschhorn) ó ずñúê ぱóï¡ñ 

(Leigh Fiske),  «だö ÜïÜ£ÖíÖó　 ¡ Ññúïöçó0: ぞÜç▲ñ Öíäëíç¿ñÖó　 ç ÜîñÖ¡ñ Ññ　öñ¿áÖÜïöó âÜÖÑÜç» (“From Insight to Action: 
New Directions in Foundation Evaluation”), FSG Social Impact Advisors, íäëñ¿á 2007. 
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′¨╁｠╄ ‶¨╃》¨╃｠: ¨『╄′╉┿ ╇ ‶[┿╉〈╇╉┿ 
 
‶さけゃっょっくくにえ ╉けぇかうちうっえ GEO ぇくぇかうい こせぉかうおぇちうえ こけおぇいぇかз つすけ さはょ ゅさぇくすけょぇのとうた 
けさゅぇくういぇちうえ こっさっけしきにしかうゃぇっす さけかぬ けちっくおう ゃ しそっさっ ぉかぇゅけすゃけさうすっかぬくけしすうй ぁすう ゅさぇくす-
きっえおっさに «こっさっけちっくうゃぇのす けちっくおせ» こけ こはすう こけいうちうはきй 
 
мй ]けゃっさてっくしすゃけゃぇくうっз ぇ くっ ょけおぇいぇすっかぬしすゃけй ¨ちっくおぇ – ねすけ くっつすけ ぉけかぬてっっз つっき 
こさけしすけ ゃけいきけあくけしすぬ けすしかっょうすぬ う こけょすゃっさょうすぬ くぇかうつうっ さっいせかぬすぇすけゃ う せしすけえつうゃにた 
ういきっくっくうえз ょけしすうゅくせすにた ぉかぇゅけょぇさは こけょょっさあおっ ゃ ゃうょっ ゅさぇくすけゃй ¨くぇ すぇおあっ こけきけゅぇっす 
しょっかぇすぬ ゃにゃけょに う くぇえすう ぉけかっっ ねそそっおすうゃくにっ しこけしけぉに ょけしすうあっくうは ちっかっえ ゅさぇくすけょぇのとっえ 
けさゅぇくういぇちううй 
 
╂さぇくす-きっえおっさに せしすぇくぇゃかうゃぇのす ゃいぇうきけしゃはいぬ きっあょせ けちっくおけえ う こさけちっししけき 
しけゃっさてっくしすゃけゃぇくうは さぇぉけすに しぇきにきう さぇいくにきう しこけしけぉぇきうй ′っおけすけさにっ うしこけかぬいせのす けちっくおせ 
ょかは けぉけしくけゃぇくうは さぇょうおぇかぬくにた ういきっくっくうえ しすさぇすっゅうう こさっょけしすぇゃかっくうは ゅさぇくすけゃц ょさせゅうっ 
ゃおかぇょにゃぇのす しさっょしすゃぇ ゃ «きけくうすけさうくゅ こけょょっさあぇくくにた こさけゅさぇきき ゃ さっあうきっ さっぇかぬくけゅけ 
ゃさっきっくう»з おけすけさにえ こけいゃけかはっす けこっさぇすうゃくけ せすけつくはすぬ う おけささっおすうさけゃぇすぬ ょっはすっかぬくけしすぬ. 
 
ぢëó½ñë: 
 
 《けくょ Skillman Foundation гゃ さぇきおぇた しゃけっえ きぇしてすぇぉくけえ ょけかゅけしさけつくけえ うくうちうぇすうゃに こけ 

さぇいゃうすうの しけけぉとっしすゃ ゃ てっしすう さぇえけくぇた ╃っすさけえすぇ) けぉさぇすうかしは お こさぇおすうおっ けちっくおう ゃ 
さっあうきっ «さっぇかぬくけゅけ ゃさっきっくう»з つすけぉに しおけささっおすうさけゃぇすぬ しすさぇすっゅうの し せつっすけき 
さっいせかぬすぇすけゃз おけすけさにっ ゅさぇくすけこけかせつぇすっかう ょけしすうゅかう くぇ きっしすぇたй ╇くうちうぇすうゃぇ The Detroit 
Works for Kids г«‶けょょっさあおぇ ょっすっえ ゃ ╃っすさけえすっ»д しすぇさすけゃぇかぇ ゃ нллс ゅけょせй ¨くぇ 
させおけゃけょしすゃせっすしは すっけさうっえ ういきっくっくうえз おけすけさぇは ぉにかぇ さぇいさぇぉけすぇくぇ し せつっすけき ゃにゃけょけゃ 
けちっくおうй 』すけぉに けぉっしこっつうすぬ おけくすさけかぬ ょけしすうあっくうは さっいせかぬすぇすけゃ, Skillman Foundation 
しけすさせょくうつぇっす し ゃくってくうき けちっくとうおけきз ゃ つぬう けぉはいぇくくけしすう ゃたけょうす そけさきうさけゃぇくうっ 
ゃけいきけあくけしすっえ ょかは けぉせつっくうは う けちっくおう ょっはすっかぬくけしすう ゃしった ゃけゃかっつっくくにた ゃ うくうちうぇすうゃせ 
うゅさけおけゃз すぇおうた おぇおх そけくょにц こけしさっょくうおう ゃ しけけぉとっしすゃっ; う けさゅぇくういぇちううз けおぇいにゃぇのとうっ 
すったくうつっしおせの こけょょっさあおせй 

 
‶さうきっさに うい こさぇおすうおう ょさせゅうた ゅさぇくすけょぇのとうた けさゅぇくういぇちうえх 
 
 《けくょ Retirement Research Foundation くっ けゅさぇくうつうゃぇっすしは うしおかのつうすっかぬくけ けちっくおけえ 

けすかけあっくくにた さっいせかぬすぇすけゃ う ういきっくっくうえ гoutcome evaluationsдй ′ぇこさけすうゃз そけくょ ぇおすうゃくけ 
こさっょかぇゅぇっす しけうしおぇすっかはき そうくぇくしうさけゃぇくうは う ゅさぇくすけこけかせつぇすっかはき こさうきっくはすぬ 
けぉせつぇのとうっ うくしすさせきっくすにз こけいゃけかはのとうっ こけかせつぇすぬ うくそけさきぇちうのз おけすけさせの 
ゅさぇくすこけかせつぇすっかぬ う うくにっ けさゅぇくういぇちうう きけゅせす うしこけかぬいけゃぇすぬ ょかは おけささっおすうさけゃおう すっおせとうた 
うくうちうぇすうゃ う さぇいさぇぉけすおう くけゃにた こさけゅさぇききй 

 ╁ こさけちっししっ こけうしおぇ くけゃにた しこけしけぉけゃ けぉせつっくうは – ういゃかっつっくうは せさけおけゃ う ゃにゃけょけゃ うい 
こさぇおすうおう そうくぇくしうさけゃぇくうは こさけっおすけゃз  International Development Research Centre 
г『っくすさ きっあょせくぇさけょくにた うししかっょけゃぇくうえз ╉ぇくぇょぇд こけ-くけゃけきせ けさゅぇくういけゃぇか こさけちっししに 
けちっくおう う けすつっすくけしすうй ¨くう けしくけゃぇくに くぇ せしすくにた うくすっさゃぬの ょゃせた う ぉけかっっ おけかかっゅ. 
╇くすっさゃぬの こさけゃけょはすしは くぇ すさった さぇいかうつくにた ねすぇこぇた ゃにこけかくっくうは こけょょっさあぇくくけゅけ こさけっおすぇй   

 《けくょ Evelyn and Walter Haas, Jr. Fund しょっかぇか けちっくおせ けしくけゃくにき おけきこけくっくすけき しゃけっえ 
しすうこっくょうぇかぬくけえ こさけゅさぇききに ょかは かうょっさけゃ Flexible Leadership Awardsй ′っきぇかけゃぇあくけз 
つすけ ちっかぬの ょっはすっかぬくけしすう こけ けちっくおっ はゃかはっすしは けこさっょっかっくうっ ゃけいきけあくけしすっえ ょかは 
しけゃっさてっくしすゃけゃぇくうは う さぇいゃうすうはз おけすけさにきう そけくょ きけあっす させおけゃけょしすゃけゃぇすぬしはз こさうくうきぇは 
さってっくうは けぉ ういきっくっくうう しすさぇすっゅうう う ょういぇえくぇ こさけゅさぇききにй ‶さう ねすけき そけくょ こけ-こさっあくっきせ 
こさけょけかあぇっす けすしかっあうゃぇすぬ けすかけあっくくにっ さっいせかぬすぇすに う ういきっくっくうは гoutcomes). 
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нй ¨ちっくおぇ ゃおかぇょぇз ぇ くっ こけこにすおぇ せしすぇくけゃうすぬ しすっこっくぬ しけぉしすゃっくくけえ 
こさうつぇしすくけしすう お ょけしすうゅくせすにき さっいせかぬすぇすぇき. ¨ちっくおぇ つぇしすけ さぇししきぇすさうゃぇっすしは おぇお 
しこけしけぉ こけかせつっくうは おけくおさっすくにた いぇおかのつっくうえ けすくけしうすっかぬくけ せしこったぇ うかう くっせょぇつうй ¨ょくぇおけ 
ょぇかっおけ くっ ゃしっゅょぇ ゅさぇくすけょぇのとうっ けさゅぇくういぇちうう う うた ゅさぇくすけこけかせつぇすっかう しこけしけぉくに しょっかぇすぬ 
すぇおうっ ゃにゃけょにй ╀けかっっ すけゅけз きくけゅうっ ゅさぇくすに こけこさけしすせ しかうておけき きぇかにз つすけぉに こけいゃけかうすぬ 
ゅさぇくす-きっえおっさぇき せしすぇくけゃうすぬ くっこけしさっょしすゃっくくせの しゃはいぬ きっあょせ さっいせかぬすぇすぇきうз おけすけさにっ 
ょけしすうゅかう ′╉¨з う しけぉしすゃっくくにきう うくゃっしすうちうはきうй 
 
‶さけゃっょっくうっ けちっくおうз おけすけさぇは ょけかあくぇ せしすぇくけゃうすぬ こさうつうくくけ-しかっょしすゃっくくにっ しゃはいうз 
せしかけあくはっすしは すっきз つすけ ゅさぇくす-きっえおっさに いぇつぇしすせの しすさっきはすしは さってうすぬ し こけきけとぬの しゃけうた 
ゅさぇくすけゃ おけきこかっおしくにっ こさけぉかっきにз おけすけさにっ ゃ しうかせ しゃけっえ しかけあくけえ こさうさけょに くっ 
こさっょこけかぇゅぇのす こさけしすにた さってっくうえй ╁ すぇおうた しかせつぇはた けちっくおぇ しすぇくけゃうすしは しこけしけぉけきз 
こけいゃけかはのとうき せしすぇくけゃうすぬ さはょ そぇおすけさけゃз おけすけさにっ ゃかうはのす くぇ こさけちっしし さってっくうは こさけぉかっきにц 
ぇ すぇおあっ けこさっょっかうすぬ ゃうょに しけちうぇかぬくにた こさっけぉさぇいけゃぇくうえз おけすけさにっ きけゅせす しこけしけぉしすゃけゃぇすぬ 
ういきっくっくうはき うかうз くぇけぉけさけす - くっ しきけゅせす こさうゃっしすう お あっかぇっきけきせ さっいせかぬすぇすせй 
 
ぢëó½ñë: 
 
 ╁ 2007 ゅけょせ 《けくょ Maine Health Access Foundation こさうしすせこうか お さっぇかういぇちうう 

うくうちうぇすうゃにз しけょっえしすゃせのとっえ けおぇいぇくうの う さぇいゃうすうの くぇ すっささうすけさうう てすぇすぇ ╋ねく 
こっさゃうつくにた うくすっゅさうさけゃぇくくにた せしかせゅ いょさぇゃけけたさぇくっくうはз しゃはいぇくくにた し かっつっくうっき 
こしうたうつっしおうた う こけゃっょっくつっしおうた さぇししすさけえしすゃй 』すけぉに さぇしてうさうすぬ こさっょしすぇゃかっくうっ け すけきз 
おぇおうき けぉさぇいけき きけょっかぬ «けぉなっょうくっくくけゅけ かっつっくうは» (integrated care)4 きけあっす 
しこけしけぉしすゃけゃぇすぬ こけゃにてっくうの さっいせかぬすぇすけゃ さぇぉけすに せつさっあょっくうえ いょさぇゃけけたさぇくっくうは う 
おぇつっしすゃぇ けぉしかせあうゃぇくうは こぇちうっくすけゃ う しっきっえз そけくょ こさけゃっか すとぇすっかぬくせの けちっくおせ 
うくうちうぇすうゃにз ぉのょあっす おけすけさけえ しけしすぇゃかはっす $10 きかくй ょけかかぇさけゃй ¨ちっくおぇ ゃおかのつぇかぇ 
こっさっおさっしすくけっ ういせつっくうっ さぇいかうつくにた ょぇくくにた う さっいせかぬすぇすけゃ かっつっくうは こぇちうっくすけゃз おけすけさにっ 
はゃかはかうしぬ おかうっくすぇきう こさけゃぇえょっさけゃ せしかせゅ いょさぇゃけけたさぇくっくうはз こけかせつうゃてうた そうくぇくしけゃせの 
こけょょっさあおせй ‶さけゃっょっくくぇは ゅさぇくすけこけかせつぇすっかはきう しぇきけしすけはすっかぬくぇは けちっくおぇ こけいゃけかうかぇ 
ょけおせきっくすぇかぬくけ いぇそうおしうさけゃぇすぬ しすっこっくぬ う すうこに うくすっゅさぇちうう くぇ ぉぇいっ おぇあょけゅけ 
せつさっあょっくうはй ¨ちっくおぇ いぇゃっさてぇかぇしぬ こさけゃっょっくうっき ゃしすさっつ くぇ きっしすぇた (site visitsд う そけおせし-
ゅさせここз せつぇしすくうおぇきう おけすけさにた しすぇかう こけすさっぉうすっかう せしかせゅй «╋に くっ しすさっきうきしは くぇえすう 
こけょすゃっさあょっくうっ すけきせз つすけ おけくおさっすくにっ ういきっくっくうは はゃかはのすしは くっこけしさっょしすゃっくくにき 
さっいせかぬすぇすけき くぇてっえ ゅさぇくすけゃけえ こさけゅさぇききにй ╁ こっさゃせの けつっさっょぬ きに たけすうき くぇえすう けすゃっす くぇ 
ぉけかっっ ゃぇあくにえ ゃけこさけしх ‘╋けあくけ かう しつうすぇすぬз つすけ しうしすっきぇ せしけゃっさてっくしすゃけゃぇくぇъ’ ╇ っしかう 
すぇおз すけ ‘つすけ’ ねすけきせ しこけしけぉしすゃけゃぇかけъ» - こけょつっさおくせかぇ ╀っおう 》ねえい ╀けぉっさ гBecky Hayes 
Booberдз こさけゅさぇききくにえ しこっちうぇかうしす そけくょぇй 

 
‶さうきっさに うい こさぇおすうおう ょさせゅうた ゅさぇくすけょぇのとうた けさゅぇくういぇちうえх 
 
 ]っすぬ Women’s Funding Networkз おけすけさぇは いぇくうきぇっすしは ゃけこさけしぇきう そうくぇくしうさけゃぇくうは 

あっくしおうた うくうちうぇすうゃз さぇいさぇぉけすぇかぇ きけょっかぬ けちっくおうз こけいゃけかはのとせの ゅさぇくすけょぇのとうき 
けさゅぇくういぇちうはき う ゅさぇくすけこけかせつぇすっかはき ゃにはしくうすぬз おぇおうき けぉさぇいけき うた ょっはすっかぬくけしすぬ 
しこけしけぉしすゃせっす しけちうぇかぬくにき ういきっくっくうはきй ╋けょっかぬ «Making the Case» г«《けさきうさけゃぇくうっ 
おっえしぇ»д けしくけゃぇくぇ くぇ こはすう こけおぇいぇすっかはた しけちうぇかぬくにた ういきっくっくうえз すぇおうた おぇお ういきっくっくうは ゃ 
こけかうすうおっкいぇおけくけょぇすっかぬしすゃっ う こけゃっょっくうう かのょっえй  

                                                           
4 Integrated care model – ½ÜÑñ¿á ÜßéñÑóÖñÖÖÜÇÜ ¿ñôñÖó　 ó¿ó óÖöñÇëóëÜçíÖÖí　 ½ÜÑñ¿á ïóïöñ½▲ £ÑëíçÜÜêëíÖñÖó　, äëó 
¡ÜöÜëÜú çëíôó-äïóêóíöë▲ ó çëíôó, £íÖó½í0àóñï　 ¿ñôñÖóñ½ ïÜ½íöóôñï¡óê £íßÜ¿ñçíÖóú ç£íó½ÜÑñúïöçÜ0ö ç îñ¿　ê 
ÜßñïäñôñÖó　 ¿ñôñÖó　 äïóêóíöëóôñï¡óê ÖíëÜüñÖóú ¿ñÇ¡Üú ó ïëñÑÖñú ïöñäñÖñú ö　¢ñïöó ó ïöíßó¿áÖ▲ê ö　¢ñ¿▲ê 
äïóêóíöëóôñï¡óê ÖíëÜüñÖóú Öí ÜëÜçÖñ äñëçóôÖÜÇÜ £çñÖí ½ñÑóîóÖï¡Üú äÜ½Üàó. (ぢëó½. äñë.) 
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 《けくょ William Penn Foundation けちっくうゃぇっす こけょょっさあぇくくにっ こうかけすくにっ こさけゅさぇききに う 
こさけっおすにз ゃ さぇきおぇた おけすけさにた すっしすうさせのすしは くけゃにっ こけょたけょに お さってっくうの こさけぉかっきз 
けしくけゃにゃぇはしぬ くぇ ぇくぇかういっ ゃけいょっえしすゃうは おかのつっゃにた そぇおすけさけゃз しこけしけぉしすゃせのとうた ゃにたけょせ 
ょぇくくにた こさけっおすけゃ くぇ くけゃにえ ねすぇこ てうさけおけゅけ さぇしこさけしすさぇくっくうは うかう こさうきっくっくうは くけゃけえ 
こさぇおすうおう гきけょっかうд ゃ すけき うかう うくけき ゃうょっй   

 

ой ]けゃきっしすくけっ けぉせつっくうっз おけすけさにっ くっ けゅさぇくうつうゃぇっすしは さぇきおぇきう けょくけえ 
けさゅぇくういぇちううй ¨ちっくおぇ – ねすけ くっ すけかぬおけ しこけしけぉ けちっくうすぬ ょっはすっかぬくけしすぬ ゅさぇくすけょぇのとっえ 
けさゅぇくういぇちうう гう ょけぉうすぬしは ぉけかっっ ゃにしけおうた さっいせかぬすぇすけゃдц ねすけ すぇおあっ ゃけいきけあくけしすぬ ゃにはしくうすぬз 
おぇおうき けぉさぇいけき きけあくけ せかせつてうすぬ さぇぉけすせ ゃしった うゅさけおけゃз ゃけゃかっつっくくにた ゃ こさけちっしし ょけしすうあっくうは 
けぉとうた ちっかっえз おけすけさにっ きけゅせす ゃにさぇあぇすぬしは ゃ おけくおさっすくにた しけちうぇかぬくにた ういきっくっくうはたй 
 
〈ぇおけえ こけょたけょ こさっょこけかぇゅぇっす しけゃきっしすくせの さぇぉけすせ し ゅさぇくすけこけかせつぇすっかはきう こけ けこさっょっかっくうの 
こけおぇいぇすっかっえ けちっくおうз おけすけさにっ こけょょっさあぇす しすさっきかっくうっ けさゅぇくういぇちうえ ういゃかっおぇすぬ せさけおう ゃ 
さぇきおぇた こけゃしっょくっゃくけえ さぇぉけすにй ぁすけ すぇおあっ けいくぇつぇっすз つすけ ゅさぇくすけこけかせつぇすっかはき くっけぉたけょうきけ 
けおぇいにゃぇすぬ ぇょさっしくせの こけきけとぬ ゃ こさけゃっょっくうう けちっくおう くぇ ょけかあくけき せさけゃくっй 
 
╁けこかけとぇは うょっう «けちっくおうз けしくけゃぇくくけえ くぇ せつぇしすうう いぇうくすっさっしけゃぇくくにた しすけさけく» 
(«participatory evaluation»дз う そけさきうさけゃぇくうは «けぉせつぇのとうたしは しけけぉとっしすゃ» г«learning 
communities»дз こさっょこけかぇゅぇのとうた ゃけゃかっつっくうっ しけすさせょくうおけゃз こけかせつぇすっかっえ ゅさぇくすけゃ う 
こさっょしすぇゃうすっかっえ しけけぉとっしすゃз ゅさぇくすけょぇのとうっ けさゅぇくういぇちうう きけゅせす けぉっしこっつうすぬ しけけすゃっすしすゃうっ 
さぇぉけすに こけ けちっくおっ こけすさっぉくけしすはき ゃしった しすっえおたけかょっさけゃй 
 
‶さうきっさх 
 
 』すけぉに ょけぉうすぬしは せしすけえつうゃにた しけちうぇかぬくにた ういきっくっくうえз 《けくょ Health Foundation 

(おけすけさにえ いぇくうきぇっすしは こさけぉかっきぇきう いょさぇゃけけたさぇくっくうは ゃ ちっくすさぇかぬくにた さぇえけくぇた てすぇすぇ 
╋ぇししぇつせしっすし) うしこけかぬいせっす «けちっくおせз おけすけさぇは さぇしてうさはっす ゃけいきけあくけしすう» г«empowerment 
evaluation»д う こさっょこけかぇゅぇっす ゃけゃかっつっくうっ ゅさぇくすけこけかせつぇすっかっえз しけすさせょくうおけゃ そけくょぇ う гゃ 
しかせつぇっ こさっょけしすぇゃかっくうは おさせこくにた ゅさぇくすけゃд ゃくってくうた けちっくとうおけゃ ゃ さぇぉけすせ こけ 
こかぇくうさけゃぇくうのз きけくうすけさうくゅせ ゅさぇくすけゃにた こさけゅさぇきき う けしせとっしすゃかっくうの おけくすさけかは いぇ 
こさけうしたけょはとうきう ういきっくっくうはきうй [せおけゃけょしすゃせはしぬ しっさうっえ うい ょっしはすう «ゃけこさけしけゃ け 
こけょけすつっすくけしすう», こけょゅけすけゃかっくくけえ ょかは そけくょぇ こさけそっししうけくぇかぬくにきう けちっくとうおぇきうз 
こぇさすくっさに さぇいさぇぉぇすにゃぇのす こかぇくに さっぇかういぇちうう う きけくうすけさうくゅぇ こさけゅさぇきき し せつっすけき 
こけこさぇゃけお う おけささっおすうさけゃけおз ちっかぬの おけすけさにた はゃかはっすしは ょぇかぬくっえてっっ こけゃにてっくうっ 
ねそそっおすうゃくけしすう さぇぉけすに う ょけしすうあっくうっ くぇきっつっくくにた さっいせかぬすぇすけゃ こさけゅさぇききй 
╂さぇくすけょぇのとぇは けさゅぇくういぇちうは けしせとっしすゃかはっす ょっはすっかぬくけしすぬ こけ けちっくおっз けしくけゃにゃぇはしぬ くぇ 
こさうきっくっくうう しけぉしすゃっくくけえ しうしすっきに «Results-Oriented Grantmaking and Grant-
Implementation» г«‶さっょけしすぇゃかっくうっ ゅさぇくすけゃ ゃ ちっかはた ょけしすうあっくうは さっいせかぬすぇすけゃ う 
しけょっえしすゃうっ さっぇかういぇちうう こさけっおすけゃ»). 

 
‶さうきっさに うい こさぇおすうおう ょさせゅうた ゅさぇくすけょぇのとうた けさゅぇくういぇちうえ: 
  
 California Endowment – おぇかうそけさくうえしおうえ そけくょз ょっえしすゃせのとうえ ゃ しそっさっ 

いょさぇゃけけたさぇくっくうは – こさうゃかっお ゅさぇくすけこけかせつぇすっかっえ う けちっくとうおけゃ お けぉしせあょっくうの ゃけこさけしけゃз 
しゃはいぇくくにた し けちっくおけえ ょっはすっかぬくけしすう ゃ しそっさっ ゃかうはくうは くぇ こけかうすうおう う こさぇおすうおう гpolicy 
and advocacy activitiesдй ぁすけ こけいゃけかうかけ しそけさきうさけゃぇすぬ «けぉせつぇのとっっしは しけけぉとっしすゃけ» 
ゅさぇくすけこけかせつぇすっかっえ う こさけすっしすうさけゃぇすぬ くけゃにっ そけさきに きけくうすけさうくゅぇ さっいせかぬすぇすけゃ うた 
こさぇゃけいぇとうすくけえ ょっはすっかぬくけしすう гadvocacy). 

 《けくょ Lucile Packard Foundation for Children’s Health, おけすけさにえ いぇくうきぇっすしは こさけぉかっきぇきう 
けたさぇくに いょけさけゃぬは ょっすっえз くっょぇゃくけ こさうしすせこうか お けしせとっしすゃかっくうの すさったかっすくっえ うくうちうぇすうゃにз 
ゃ さぇきおぇた おけすけさけえ こかぇくうさせっすしは しそけさきうさけゃぇすぬ おけきこっすっくちううз こけいゃけかはのとうっ 
ゅさぇくすけこけかせつぇすっかはき けちっくうゃぇすぬ おぇつっしすゃけ しゃけうた こさけゅさぇききй ╇くうちうぇすうゃぇ ゃおかのつぇっす 
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こさけゃっょっくうっ すさっくうくゅけゃ こけ ゃけこさけしぇき けちっくおう くぇ さぇいくにた せさけゃくはた けさゅぇくういぇちううз ぇ すぇおあっ 
ぇょさっしくせの こけょょっさあおせ さぇぉけす こけ けちっくおっ けすょっかぬくにた こさけそうくぇくしうさけゃぇくくにた こさけゅさぇききй 

 ╁ нллт ゅけょせ (ゃ さぇきおぇた こさぇいょくけゃぇくうは しゃけっえ сл-かっすくっえ ゅけょけゃとうくにд 《けくょ Medina 
Foundation г]うねすかд こさっょけしすぇゃうか くっおけききっさつっしおうき けさゅぇくういぇちうはき さぇえけくぇ ‶ぬのょあっす-
]ぇせくょ しこっちうぇかぬくにっ ゅさぇくすに ょかは こさけゃっょっくうは けちっくおうй 

 Global Fund for Children (╋っあょせくぇさけょくにえ ╃っすしおうえ 《けくょд さっおけきっくょせっす 
ゅさぇくすけこけかせつぇすっかはき うしこけかぬいけゃぇすぬ うくしすさせきっくすぇさうえз おけすけさにえ こけいゃけかはっす けさゅぇくういぇちうはき 
けちっくうゃぇすぬ しゃけえ こけすっくちうぇか ゃ さぇきおぇた ゃけしぬきう おかのつっゃにた そせくおちうけくぇかぬくにた くぇこさぇゃかっくうえ 
う けこさっょっかはすぬ いぇょぇつうз くぇ おけすけさにた しかっょせっす しおけくちっくすさうさけゃぇすぬ せしうかうは ゃ しかっょせのとっき 
こっさうけょっ さぇぉけすに こけ ゅさぇくすせй 

 
4. ゐÜ¿áüñ, ôñ½ ÜîñÖ¡í ÜöÑñ¿áÖÜÇÜ ç£　öÜÇÜ ÇëíÖöí. とÜÇÑí ÇëíÖöÜÑí0àóñ ÜëÇíÖó£íîóó 
ä¿íÖóëÜ0ö äëÜçñÑñÖóñ ÜîñÖ¡ó, ÜÖó ôíïöÜ ëíïï½íöëóçí0ö çíëóíÖö▲ ÜîñÖ¡ó ÜöÑñ¿áÖ▲ê 
ÇëíÖöÜç. だÖó êÜö　ö ç▲　ïÖóöá, ÑÜïöóÇÖÜö▲ ¿ó Ü¢óÑíñ½▲ñ ëñ£Ü¿áöíö▲ ç ëí½¡íê ¡¿íïöñëí 
ÇëíÖöÜç ó¿ó ¡ÜÖ¡ëñöÖ▲½ ÇëíÖöÜäÜ¿Üôíöñ¿ñ½. ぞñï½Üöë　 Öí öÜ ôöÜ óÖâÜë½íîó　 ½Ü¢ñö ß▲öá 
çñïá½í äÜ¿ñ£ÖÜú, ÜÖí ç ëñÑ¡óê ï¿Üôí　ê ïäÜïÜßïöçÜñö âÜë½óëÜçíÖó0 ßÜ¿ññ üóëÜ¡ÜÇÜ 
äëñÑïöíç¿ñÖó　 Ü Ññ　öñ¿áÖÜïöó ÇëíÖöÜÑí0àñú ÜëÇíÖó£íîóó ç îñ¿Ü½. ゑ ¡í¡Üú ½ñëñ Üßàóñ 
ïöëíöñÇóó ïÜçñëüñÖÖ▲ ó äëÜÑÜ½íÖ▲? とí¡Ü0 ÜßàÜ0 ÜöÑíôÜ äÜ¿Üôíñö ÇëíÖöÜÑí0àí　 
ÜëÇíÖó£íîó　 Üö äÜëöâñ¿　 ïçÜóê óÖçñïöóîóú? とí¡ ÜëÇíÖó£íîó　 ½Ü¢ñö ÜïÜçñëüñÖïöçÜçíöá 
ëíßÜöÜ äÜ ÜïÜàñïöç¿ñÖó0 ïçÜñú ½óïïóó? 
 
ゐñ£Üï¿ÜçÖÜ, ÜîñÖ¡í Öí ÜëÜçÖñ âÜÖÑí ïöíçóö äñëñÑ ÇëíÖöÜÑí0àñú ÜëÇíÖó£íîóñú ë　Ñ ï¿Ü¢Ö▲ê 
£íÑíô. だÑÖí¡Ü öí¡í　 ëíßÜöí ½Ü¢ñö ß▲öá ÖñçñëÜ　öÖÜ äÜ¿ñ£ÖÜú Ñ¿　 ÜöÜôÖñÖó　 ½óïïóó, îñ¿ñú ó 
£íÑíô, í öí¡¢ñ Ñ¿　 ïÜçñëüñÖïöçÜçíÖó　 Ññ　öñ¿áÖÜïöó ó ÑÜïöó¢ñÖó　 ßÜ¿áüñú ïÜÇ¿íïÜçíÖÖÜïöó 
Üßàóê ïöëíöñÇóú ï ½óïïóñú ÜëÇíÖó£íîóó. 
 
ぢëó½ñë: 
 
 ¨ちっくうゃぇは けぉとうえ しけちうぇかぬくにえ ねそそっおす う せしすけえつうゃにっ さっいせかぬすぇすに (impact) しゃけうた 

こさけゅさぇききз ょっえしすゃせのとうえ ゃ しそっさっ いょさぇゃけけたさぇくっくうは そけくょ Endowment for Health in New 
Hampshire (てすぇす ′ぬの-╂っきこてうさ, ]【┿д しすさっきうすしは けこさっょっかうすぬ しゃけえ ゃおかぇょ ゃ さぇきおぇた 
つっすにさった おかのつっゃにた くぇこさぇゃかっくうえ さぇぉけすに こけ せおさっこかっくうの こけすっくちうぇかぇ う しけょっえしすゃうの 
せしこってくけえ ょっはすっかぬくけしすう こぇさすくっさけゃ ゃ しけけぉとっしすゃぇた う ′╉¨-しっおすけさっй 『っかはきう ょぇくくけえ 
さぇぉけすに はゃかはっすしは さぇいゃうすうっ かうょっさしすゃぇз くぇおけこかっくうっ いくぇくうえз さぇしてうさっくうっ しけすさせょくうつっしすゃぇ 
う そけさきうさけゃぇくうっ しっすっえз ぇ すぇおあっ しすさぇすっゅうつっしおけっ そうくぇくしうさけゃぇくうっ くぇうぉけかっっ ゃぇあくにた う 
ゃけしすさっぉけゃぇくくにた ゃうょけゃ せしかせゅй ╉けくちっくすさぇちうは せしうかうえ そけくょぇ くぇ けちっくおっ ょぇくくにた 
くぇこさぇゃかっくうえ けぉなはしくはっすしは すっきз つすけ Endowment for Health くっ けすゃっつぇっす いぇ 
こさっょけしすぇゃかっくうっ せしかせゅ いょさぇゃけけたさぇくっくうはй ¨しくけゃくぇは さけかぬ けさゅぇくういぇちうう いぇおかのつぇっすしは ゃ 
こけょょっさあおっ ょさせゅうた うゅさけおけゃ ゃ ょぇくくけえ しそっさっз おけすけさにっ けおぇいにゃぇのす せしかせゅう くぇしっかっくうの 
てすぇすぇй «╋に ゃけ きくけゅけき こけかぇゅぇっきしは くぇ おぇつっしすゃっくくせの けちっくおせ う いぇさぇくっっ こさういくぇっきз つすけ 
くぇてう ゅさぇくすに – ねすけ ゃしっゅけ かうてぬ つぇしすぬ きくけゅけつうしかっくくにた さっしせさしけゃ う ゃけいきけあくけしすっえ», - 
けすきっつぇっす ╋ねさう ╁ねかかうっさ-╉ぇこかぇく гMary Vallier-Kaplanдз させおけゃけょうすっかぬ う ゃうちっ-こさっいうょっくす 
そけくょぇй 

 
‶さうきっさに うい こさぇおすうおう ょさせゅうた ゅさぇくすけょぇのとうた けさゅぇくういぇちうえ: 
 
 Stupski Foundation – そけくょз おけすけさにえ しすさっきうすしは せかせつてうすぬ せしかけゃうは あういくう う さぇしてうさうすぬ 

ゃけいきけあくけしすう ょっすっえ うい きぇかけうきせとうた しっきっえ – くっょぇゃくけ いぇゃっさてうか けちっくおせ さぇくっっ 
ゃにこけかくっくくにた こさけゅさぇききй ╃ぇくくぇは さぇぉけすぇ ゃおかのつぇかぇ ちっかにえ さはょ うししかっょけゃぇくうえ, 
せゅかせぉかっくくにえ ぇくぇかうい う おけくしせかぬすぇちうう し かうょっさぇきう しそっさに けぉさぇいけゃぇくうは う し 
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こさっょしすぇゃうすっかはきう ょさせゅうた しっおすけさけゃ гぉけかっっ млл つっかйдй ╁ さっいせかぬすぇすっз そけくょ ういきっくうか けぉとうっ 
こけょたけょに う しすさぇすっゅうう さぇしこさっょっかっくうは ゅさぇくすけゃй   

 ╁にたけょ いぇ さぇきおう けちっくおう けすょっかぬくけゅけ ゅさぇくすぇ はゃかはっすしは こけしすけはくくけえ こさぇおすうおけえ California 
Wellness Foundation – おぇかうそけさくうえしおけゅけ そけくょぇз ょっえしすゃせのとっゅけ ゃ しそっさっ 
いょさぇゃけけたさぇくっくうはй ¨さゅぇくういぇちうは こさけゃけょうす きぇしてすぇぉくにっ けちっくおう う けこさけしにз ぇ すぇおあっ 
けさゅぇくういせっす ゃしすさっつう ゅさぇくすこけかせつぇすっかっえ ゃ そけさきぇすっ っあっゅけょくにた おけくそっさっくちうえз おけすけさにっ 
こけしゃはとっくに ゃけこさけしぇき けちっくおう う けさゅぇくういぇちうけくくけゅけ けぉせつっくうはй 

 ╁ そけくょっ David and Lucile Packard Foundationз おけすけさにえ しすさっきうすしは お こけゃにてっくうの 
ぉかぇゅけしけしすけはくうは ょっすっえз さぇぉけすぇっす おけきぇくょぇ けちっくとうおけゃй ぁすけ ょゃぇ しけすさせょくうおぇз おけすけさにっ 
いぇくうきぇのすしは ゃけこさけしぇきう さぇいゃうすうは こさぇおすうおう きけくうすけさうくゅぇз けちっくおう う けぉせつっくうは ゃ 
きぇしてすぇぉぇた けさゅぇくういぇちううй  

 
5. ╁けいきけあくけしすぬ けこさっょっかうすぬ こさうつうくに くっせょぇつй ╀かぇゅけすゃけさうすっかぬくけしすぬ きけあっす ぉにすぬ 
こけしすぇゃとうおけき おぇこうすぇかぇ ょかは こさけゃっょっくうは くぇせつくけ-うししかっょけゃぇすっかぬしおうた さぇぉけす う ぇこさけぉぇちうう 
うくくけゃぇちうけくくにた きけょっかっえ う こけたけょけゃ гR&D capital)з くっけぉたけょうきけゅけ くっおけききっさつっしおうき 
けさゅぇくういぇちうはき ょかは こさけゃっさおう くけゃにた しすさぇすっゅうえ さってっくうは しけちうぇかぬくにた こさけぉかっき – しすさぇすっゅうえз 
おけすけさにっ ゃ しかせつぇっ せしこったぇ きけゅせす ゃ てうさけおうた きぇしてすぇぉぇた こさうきっくはすぬしは ょさせゅうきう うゅさけおぇきう. 
¨ょくぇおけ かのぉぇは くけゃぇは しすさぇすっゅうは (うかう こけょたけょ) くっ こさっょこけかぇゅぇっす ぉにしすさけゅけ せしこったぇй ╇ ねすけ くっ 
いぇゃうしうす けす すけゅけз くぇしおけかぬおけ ゃくうきぇすっかぬくけ う おぇつっしすゃっくくけ っっ ういせつうかう ゅさぇくすけょぇのとうっ 
けさゅぇくういぇちうう う うた こぇさすくっさにй  
 
‶さけゃぇか しすさぇすっゅうう こさっょけしすぇゃかっくうは ゅさぇくすけゃ うかう うくうちうぇすうゃに きけあっす しすぇすぬ ゃけいきけあくけしすぬの 
ょかは けぉせつっくうはз おけすけさけっ ゃ ょぇかぬくっえてっき こさうゃっょっす お かせつてうき さっいせかぬすぇすぇきй ╇しこけかぬいせは きっすけょに 
けちっくおうз ゅさぇくす-きっえおっさ きけあっす ういゃかっおぇすぬ こけかぬいせ う せさけおう うい くっせょぇつくけゅけ こさけっおすぇй ╃かは ねすけゅけ 
くっけぉたけょうきけ こけくはすぬз つすけ こさけういけてかけз こけつっきせ こさけっおす くっ こさうゃっか お けあうょぇっきにき さっいせかぬすぇすぇきз 
う おぇおうき けぉさぇいけき ゅさぇくすけょぇのとぇは けさゅぇくういぇちうは う っっ こぇさすくっさに きけゅせす ょけぉうすぬしは ぉけかっっ 
ゃにしけおうた さっいせかぬすぇすけゃ ゃ ぉせょせとっきй  
 
‶さうきっさх 
 
 ╉けゅょぇ うくうちうぇすうゃぇ 《けくょぇ 〉うかぬはきぇ う 《かけさに 》ぬのかっすす (William and Flora Hewlett 

Foundation) し ぉのょあっすけき $20 きかくй ょけかかぇさけゃ くっ こさうゃっかぇ お けあうょぇっきにき さっいせかぬすぇすぇきз 
けさゅぇくういぇちうは こさうゃかっおかぇ ょゃせた くっいぇゃうしうきにた うししかっょけゃぇすっかっえ う こけさせつうかぇ うき おさうすうつっしおう 
ゃいゅかはくせすぬ くぇ ゅうこけすっいに う きっすけょけかけゅうう う «けいゃせつうすぬ» ゃにゃけょに гせさけおうд ゃ こせぉかうつくけき 
けすつっすっй ┿ゃすけさに しそけさきせかうさけゃぇかう さはょ せさけおけゃз おけすけさにっ Hewlett Foundation う ょさせゅうっ 
けさゅぇくういぇちうう きけゅせす うしこけかぬいけゃぇすぬ くぇ ねすぇこっ いぇこせしおぇ くけゃにた うくうちうぇすうゃ ぇくぇかけゅうつくけえ 
すっきぇすうおう. ╁ おぇつっしすゃっ おかのつっゃにた ゃけいきけあくけしすっえ ょかは しけゃっさてっくしすゃけゃぇくうは ょっはすっかぬくけしすう 
ぉにかう けぉけいくぇつっくに しかっょせのとうっх ぉけかっっ すけつくけっ けこさっょっかっくうっ ちっかっえ う しすさぇすっゅうう くぇ ねすぇこっ 
さぇいさぇぉけすおう う いぇこせしおぇ うくうちうぇすうゃにц そけさきうさけゃぇくうっ おけくしすさせおすうゃくにた う ょけゃっさうすっかぬくにた 
けすくけてっくうえ きっあょせ ゃしっきう しすっえおたけかょっさぇきうц ぇ すぇおあっ こけしすけはくくにえ ぇくぇかうい う 
おけささっおすうさけゃおぇ ょっはすっかぬくけしすう ゃ すっつっくうっ あういくっくくけゅけ ちうおかぇ こさけっおすぇй 

 
‶さうきっさに うい こさぇおすうおう ょさせゅうた ゅさぇくすけょぇのとうた けさゅぇくういぇちうえ: 
 
 《けくょ ╃あっえきしぇ ╇さゃうくぇ гJames Irvine Foundationд こさうゅかぇしうか くっいぇゃうしうきにた けちっくとうおけゃз 

おけすけさにっ ゃにはゃうかう こさけぉかっきにз ゃけいくうおてうっ ゃ こさけちっししっ さっぇかういぇちうう うくうちうぇすうゃにз 
さぇししつうすぇくくけえ くぇ ゃけしっきぬ かっす う くぇこさぇゃかっくくけえ くぇ さぇいゃうすうっ こさけゅさぇきき ゃくっておけかぬくけゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃ こはすう ゅけさけょぇた てすぇすぇ ╉ぇかうそけさくうはй ¨しくけゃにゃぇはしぬ くぇ こけかせつっくくにた ゃにゃけょぇたз 
くぇ ゃすけさけき ねすぇこっ うくうちうぇすうゃに そけくょ しきけゅ せしけゃっさてっくしすゃけゃぇすぬ しゃけの しすさぇすっゅうのй 

 ╉けゅょぇ ゃにはしくうかけしぬз つすけ けあうょぇっきにっ さっいせかぬすぇすに くっ ぉせょせす ょけしすうゅくせすにз ╉ぇかうそけさくうえしおうえ 
そけくょ いょさぇゃけけたさぇくっくうは гCalifornia HealthCare Foundationд こさっおさぇすうか ゃにこけかくっくうっ 
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