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イマジン ロータリー
ＲＩ会長 ジェニファー・ジョーンズ

第 2103 回例会
2022 年 7 月 4 日(月)
海南商工会議所４F 19:00～
新年度 初例会
１． 開会点鐘
２． 国歌斉唱
「君が代」
３．ロータリーソング
「奉仕の理想」
４．出席報告
会員総数 40 名 出席者数 31 名
出席義務規定適用免除会員 3 名
出席率 75.61% 前回修正出席率 87.18%
５．会長スピ-チ
会長 中村 俊之 君
皆さんこんばんは。
僭越ながら本日より海
南東ロータリークラブ
の会長をつとめさせて
いただく事となりまし
た。新年度初めての会
長スピーチをさせてい
ただきます。
エレクトに選任され
てからあっという間に
日にちが過ぎ、既にいくつかの失敗もありまし
た。会長スピーチもまだまだおぼつかないです
が、一年間温かい目で見守っていただきたいと思
います。まずもって、新入会員の前田さん、榊原
さん、岡さん、新垣さん、海南東ロータリークラ
ブへご入会ありがとうございます。会員一同、歓
迎いたします。徐々に会員の名前や顔を覚えてい
ただき、親睦を深め、各種活動にも積極的に参加
いただきたいと思います。また、今月お誕生日、
結婚記念日をお迎える皆様おめでとうございま
す。
十数年前に青年会議所を卒業し 1、2 年たった
頃に、角谷さんのお父さんが黒いシーマを会社の
玄関に横付けし、開口一番「ロータリーに入って」
と言われましたが、父親が亡くなってまだ日も浅
くその時は丁重にお断りしました。その数年後、
当時の花畑会長が会社に来て生年月日教えてと

会長 中村 俊之

幹事 千賀 知起

ＳＡＡ 田中 淳

言われ答えて数日後、ロータリーの入会決まった
から７月の第１月曜日の７時に商工会議所４階
に来てといわれました。なんて強引だな思いまし
た。でも私の父親も生前海南東ロータリークラブ
にお世話になっており、父親が会長の時に花畑さ
んが入会されたということを聞いて、いずれは入
会しなくてはと思っていたし、いろんな巡りあわ
せといいタイミングだったのかなと今になって
花畑さんに感謝しているところです。
入会後は、親睦委員長、社会奉仕委員長などの
理事を務めさせていただきましたが、よりロータ
リーを知ることとなったのが、山畑会長の幹事を
努めさせていただいた時となります。
私としてはＳＡＡを経験してから幹事という流
れだと勝手に思っていました。何度ごねたか覚え
ていませんが等々口説き落とされ幹事をやらせ
ていただきました。自分なりにはかなり頑張って
やっているつもりで、理事会では山畑会長に意見
することもありました。いざ自分が会長の立場と
なるとお恥ずかしい限りで、色々勉強させていた
だき、その時の経験が今本当に役立っています。
山畑さん、その節は至らぬ点多々あったと思いま
すがお許しを。
会長を受けるにあたっては確か秋田に出張中
の時、田岡さんから電話があり、周りにいた方の
「なんでも協力させてもらうから」という言葉を
うのみにし、電話の向こうからもひしひしと伝わ
る田岡さんの気迫と悲壮感に押され、つい「はい」
と言ってしまいました。自分では６０歳を超えた
あたりで会長かなと思っていたのですが、その時
はまあいいか程度に思っていたのを今では少し
後悔しています。いまだに本当に僕でいいのか？
というのが正直な気持ちではありますが、冒頭で
もお話しした通り魚谷前会長や皆様のご協力の
もと４名の新入会員を新たに迎え、ゴールド会員
の方々３名とあわせて４６名の会員の皆様と共
に、４８年の歴史と伝統のある海南東ロータリー
クラブの円滑な例会運営と奉仕活動、来る５０周
年を目標としている５０名で迎えられるよう会
員増強に力をいれ、より一層の親睦をはかり退会

防止にも努めていきたいと考えています。
会員の皆様方のご協力お願いいたします。どうぞ
一年間よろしくお願いいたします。

７．新旧会長、幹事バッチ交換

６．会長運営方針
スローガン 「未来へつなぐ奉仕の輪」
本年度のＲＩジェニファー・ジョーンズ会長のテ
ーマを「イマジン ロータリー」とし、会員が夢を
実現するために行動し、クラブの魅力を最大限に味
わえる場としてのロータリーを思い描き、互いのつ
ながりを深めることによって世界に変化をもたら
すパートナーシップを築くよう会員に呼びかけて
います。本年度の森本地区ガバナーはテーマを「行
動し、実践することにより、
“ロータリーの輪”を
広げよう」として、実現可能な事業を実施し継続的
に行うことにより、地域に奉仕しロータリーの輪を
広げるようと考えられています。
昨今、経験したことのない新型コロナウイルスの
影響で、私たちを取り巻く環境、経済など大きく様
変わりしています。ロータリー活動も例会の運営、
奉仕活動へのたずさわり方など大きく変わってお
り、オンラインを活用したハイブリット例会などニ
ーズに合わせた多様性のある運営が求められる新
しい時代へと変化しつつあります。
本年度も、昨年度例会で既に構築されたハイブリ
ット例会を有効活用し、楽しい例会を開催すること
で会員同士の親睦、出席率向上を図ります。また、
会員増強・退会防止につとめ、特に会員増強につい
ては魚谷前会長が作った会員増強特別チームを引
き継ぎ一人でも多く新会員増強できるよう努力い
たします。
本年度はここ数年続いていた米山奨学生の受け
入れは残念ながらできませんでしたが、国際奉仕活
動は昨年同様に継続していきたいと考えています。
奉仕活動におきましては清掃活動、子供食堂やタン
ポポの会への支援を継続して行い、公共イメージや
認知度の向上をはかりつつ、多様性、公平性、包括
性をもって活動することでより有意義で効果的な
奉仕活動をすることで、地域との繋がりを大事にし
ていきます。また昨年のＩＤＭで提案された意見に
ついても検討し、何か新たな今後継続的に続いてい
くような奉仕活動を増やしたいと考えています。
経済も徐々に動き出し個々に忙しくなってくる
とは思いますが、例会、コロナ禍で制限されていた
奉仕活動、サークル活動を通じ、共通の目的に向か
って汗をかき、地域社会とのつながりを深め、会員
が充実したロータリーライフを送れるよう。また会
員同士の親睦をはかるとともに、会員家族におかれ
ましても新春例会、家族例会その他事業や例会に参
加していただく事で交流も深めていきたいと考え
ています。
理事はじめ、会員の皆様方のご協力よろしくお願
いいたします。

８．新三役

中村会長

千賀幹事

田中淳 SAA

９．幹事報告
幹事 千賀 知起 君
〇例会臨時変更のお知らせ
那智勝浦 RC ７月 7 日（木）→７月８日（金）
18：30～ 国民休暇村「懇親会（打上げ会）
」
和歌山西 RC 7 月 13 日（水）20 日（水）
カフェ例会
7 月 27 日（水）→7 月 26 日（火）
18：30～ 夜間例会 「魚菜八風」
〇例会休会のお知らせ
有田 2000RC
7 月 20 日（水）
那智勝浦 RC
7 月 21 日（木）
有田 RC
7 月 21 日（木）
和歌山南 RC
7 月 29 日（金）
〇７月ロータリーレート
１＄→ 136 円
〇新会員 4 名

前田 誠吏 君

岡 洋平 君

榊原 由希子 君

新垣 直樹 君
10．委嘱状の伝達
〇職業奉仕委員長・社会奉仕委員
中西 秀文 君
〇地区幹事、IT・ガバナー月信副委員長
寺下 卓 君

11．乾杯
副会長
新年度がスタートしました。
新会員も加入されました。役員一
同がんばります。皆さんのご協力
をお願いします。
本年度もどうか宜しくお願いし
ます。

倉橋 利徳 君

寺下 卓 君
山名 正一 君
田岡 郁敏 君
上野山 雅也 君
大江 久夫 君
上中 嗣郎 君
桑添
剛 君

12．閉会点鐘

重光 孝義 君

次回例会
第 2104 回 2022 年 7 月 11(月)
海南商工会議所 4F 12:30～
委員会別ディスカッション
7 月 18 日（月）海の日

休会

Happy birthday！

７月のお祝い
○会員誕生日
5 日 上田 善計 君
8 日 奥 喜全 君
30 日 前田 誠吏 君
○奥様・旦那様誕生日
12 日 前田 洋子 様
18 日 小久保マユミ様
21 日 田中 智子 様
21 日 赤松 全世 様
○一般ニコニコ
山東 剛一 君
新役員の皆様１年間よろしく
お願いします。
土井 元司 君
新会員さん、おめでとうござい
ます。中村丸 出航おめでとう
ございます。よろしくお願いし
ます。
岸 友子 君
三役さん、宜しくお願いします。
宇恵 久視 君
新会員さん、よろしくお願いし
ます。
魚谷 幸司 君
会長を卒業して、少し気楽にな
りました。
中西 秀文 君
今年も委員長やらせて頂いて
います。
谷脇 良樹 君
au で被害にあいました。
上田 善計 君
皆様宜しくお願いいたします。
奥 喜全 君
新会員、新垣をよろしくお願い
します。
前田 克仁 君
娘の成人式、前撮りをしました。
倉橋 順子 君
昨夜、ジムで頑張りました。
山畑 弥生 君
三役さん、宜しくお願いします。
楠部 均 君
倉田くみこさんを見ました。
阪口 洋一 君
暑い中、アウトドアで楽しみま
した。
角谷 太基 君
新会員さん、よろしくお願いし
ます。沖縄に行ってきました。

箕嶋 利一 君

田中 淳 君
千賀 知起 君
倉橋 利徳 君
中村 俊之 君

新会員さん、お酒が強いです。
新会員さん、宜しく。
怪メールがありました。
痛風が再発しました。
新役員、新会員さん、よろしく
お願いします。
当クラブに二世が９名います。
紀美野町から新会員が欲しい
です。
新役員の皆様、よろしくお願い
します。
新会員の皆様、よろしくお願い
します。今年はなるべく出席を
します。
例会の回数を間違えました。
この１年宜しくお願いします。
皆様よろしくお願いします。
子供の成長にびっくりしてい
ます。

RI 会長イニシアチブ
ジェニファー・ジョーン
ズ RI 会長は、会員が夢を実
現するために行動し、クラ
ブの魅力を最大限に味わえ
る場としてのロータリーを
思い描いています。
「イマジ
ン ロータリー」のテーマを
推し進めるため、「多様性、
公平さ、インクルージョン
（DEI）へのコミットメント
の強化」
「みんなを温かく受
け入れるクラブづくり」「女児のエンパワメント」
「参加者基盤の拡大」の四つの会長イニシアチブに
注力します。

多様性、公平さ、インクルージョン
（DEI）をイマジンする
多様性は、ロータリーの長年にわたる中核的価値
観の一つであり、最大の強みです。ジョーンズ会長
エレクトは、ロータリーの文化が多様性、公平さ、
インクルージョン（DEI）を体現していくには、多
くのことを行う必要があると理解しています。DEI
タスクフォースからのフィードバックと指針の下、
ロータリーは DEI へのコミットメントを強化し、ロ
ータリーに関わるすべての人の貢献を大切にし、公
平さを助長し、人びとをより温かく迎えるインクル
ーシブな文化を創り出すことを目指します。
ロータリーが人びとを温かく迎え入れ、よりイン
クルーシブなコミュニティとなれるよう、各自が以
下を行うことをジョーンズ会長は奨励しています：
１．ロータリーにおける DEI についてより良く理解
する（定義の理解。互いの違いを尊重し、大切

にすることなど）
。
２．DEI がなぜクラブや地域社会にとって大切なの
か、また、DEI の原則を取り入れることがいか
にクラブの成長と強化につながるかを理解する。
３．DEI に対する認識を高める（地域社会を反映し
た、クラブの DEI 委員会の創設を含む）
。
４．クラブや地域社会で DEI に基づいて行動を起こ
す（例：DEI について知識を深め、より効果的
に推進できるよう、地域社会におけるさまざま
なグループについて知る）

ジェニファー・ジョーンズ
2022-23 年度国際ロータリ
ー会長はロータリーのスト
ーリーを語ることを強く望
んでいます
2 月、アメリカ・テキサス州ダラスのホテルで開
催された会長エレクト研修セミナー（ＰＥＴＳ）で
のこと。地区別にグループ分けされた参加者たちが、
2022 －23 年度国際ロータリー（ＲＩ）会長を務め
るジェニファー・ジョーンズさんとの写真撮影のた
め、黄色のベストとカウボーイハットといういでた
ちのＳＡＡ（会場監督）の案内で、部屋に入ってき
ました。入室するや否や、ジョーンズ会長エレクト
を取り囲んで握手やグータッチ、ハグと大騒ぎ。時
折、歓声も上がります。写真撮影のたびに、レンジ
ャーと呼ばれるカウボーイハットのロータリアン
たちが立ち位置を指示し、前列中央のジョーンズさ
んが立ち上がって振り向き、後ろに並ぶ参加者を盛
り上げます。
「この構図が一番キマってる？」
。ある
グループは、カーペットの上で踊り出します。大歓
声が上がり、まるでパーティーみたいな地区も。
撮影が終わっても、部屋に残って、ジョーンズさ
んと夫のニック・クラヤシッチさんと一緒に自撮り
をする人も。コバルトブルーの服を着た若い女性が、
「ロータリーの女性会員のリーダー就任、おめでと
うございます！」と叫ぶとそこでまた歓声が上がり
ます。ジョーンズさんとグータッチをしてから彼女
は部屋を出ていきました。
「ジェニファーさんは本当に素晴らしいんです。
ロックスターみたい」と、この様子を見ていたパス
トガバナーであるロンダ・ウォールズ・カービーさ
んは言います
ジョーンズさんはヒューストンで開催される地
区大会のオークションに出品予定の映画「スター・
ウォーズ」のコレクターズヘルメットにサイン。映
画に出てくるキャラクター・ストームトルーパーの
ヘルメットをかぶると、まだ部屋にいたロータリア
ンたちが一斉にスマートフォンで写真を撮ります。
「彼女は、みんなに自分は特別な存在だって思わ

せてくれ
るんです。
だから、
みんな自
分はジェ
ン（ジェ
ニ フ ァ
ー）の親
友だと思
っていま
す」とエ
リック・
リューさ
ん 。 2016
年の国際協議会で、ガバナーエレクトだったリュー
さんは次期ＲＩ副会長だったジョーンズさんと知
り合い、たちまち意気投合します。
リューさんの言葉は、この取材の間中何度も耳に
しました。ジョーンズさんが親しみやすい人だとい
うこと、女性会長が生まれるとしたらきっと彼女だ
ろうと誰もが思っていたこと、そして彼女が新しい
タイプのリーダーであることを、人々は口々に教え
てくれました。 それに、ロータリーが今必要とし
ているリーダーは彼女だ、ということも。
部屋ではジョーンズさんが友人たちと盛り上が
っていますが、遠距離の移動もあった長い一日です。
ジョーンズさんと夫のクラヤシッチさんは、ダラス
への旅行前日、ある問題が発生。それが解決したと
思ったら天候上の理由で 9 時間も空港で足止め。そ
れで、この日は 23 時にようやく就寝。翌朝から職
務が始まるまでの、つかの間の休息でした。

「今の時代は、平和と団結
を必要としています。違い
があっても共通点を見いだ
してお互いを受け入れるこ
とが大切です」
55 歳のジョーンズさんはカナダのオンタリオ州
ウィンザーで生まれ、大学卒業後にカリブ海に浮か
ぶタークス・カイコス諸島とマンハッタンで働いた
数年間を除いて、ずっとウィンザーで暮らしていま
す。3 人きょうだいで一番上の彼女は、慈善団体に
寄付するお金を稼ぐためにレモネードを売ったり、
筋ジストロフィーを患っている子どもたちのため
に実家の庭でイベントを開催する子どもだったそ
うです。「幼い時に、地域社会で奉仕するための翼
を両親が授けてくれました」と彼女は言います。今
日、ジョーンズさんの家族では両親、そしてきょう
だいの 1 人とその妻がロータリアンです。もう 1
人の弟が描いた絵画から、会長テーマのネクタイと
スカーフの絵柄のヒントを得たそうです。

