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夢をつなぐ
ジェニファー・ジョーンズ会長エレクトが描く、
多様で活気あふれる未来のロータリー
Photography by Monika Lozinska

アメリカ・イリノイ州エバンストン

「ロータリーが世界に対して持つ大

メディア出身であることを強みにし

の国際ロータリー（ＲＩ）世界本部の

きな影響力を考えると、ロータリー

てロータリーの知名度を世界的に上げ

18 階にある会長エレクトの執務室は、

は単なるクラブとは異なります」と

るというのが、ＲＩ会長としてまず彼

今までのどの会長エレクトとも違う雰

ジョーンズさん。
「一つのムーブメン

女が目標に掲げていることです。ロー

囲気に満ちていました。とはいえ、そ

トなのです」

タリーの各重点分野における大規模で

れは決して、今年 7 月 1 日にジェニ

ジョーンズさんはラジオ・テレビ番

持続可能なプロジェクトを全世界に紹

ファー・ジョーンズさんがロータリー

組の制作、企業やＮＰＯの動画制作、

介して回る「イマジン・インパクト・

初の女性会長になるからではありませ

ライブ番組の制作を専門とするメディ

ツアー」なる旅行を企画しています。

ん。

ア・ストリート・プロダクションズの

「会員増強の手段として考えています。

壁に掛けられている黒いスクラッ

社長兼ＣＥＯです。カナダ・オンタリ

ストーリーを伝えれば、志を同じくす

チボード状の世界地図は今後 2 年間、

オ州のウィンザー・ローズランド・ロー

る人々が参加してくれますから」と

ロータリーで訪れる都市の地名を削っ

タリークラブ（ＲＣ）の会員で、夫の

ジョーンズさん。

て記録するようにと、友人から贈られ

ニック・クラヤシッチさんはラ・サー

たものです。インタビューしたのは彼

ルセンテニアルＲＣの会員であり、第

多様性、公平さ、インクルージョン（Ｄ

女が会長エレクトに就任して 2 カ月

6400 地区のガバナーノミニーです。

ＥＩ）などの真面目なテーマから、
「好

後の 9 月。新型コロナの影響で、数

1996 年にロータリークラブに入会

きな曲がかかると踊りださずにはいら

多くのイベントが中止・延期され、地

したジョーンズさんは、ロータリー強

れない」というダンスパーティーのこ

図にしるされていたのはシカゴだけ

化諮問グループ委員長を務め、ロータ

とまで、話題は広がります。インタ

……。
インタビュー当日のこの日、
ロー

リーのブランド強化の取り組みでリー

ビューの終わりごろ、ジョーンズさん

タリー世界本部のこの階にいるのは私

ダー的役割を担いました。また、現

のスマートフォンが鳴りました。彼女

たちだけです。執務室の外では電話が

在は、ポリオ根絶活動のために 1 億

の父からのメッセージで、たったひと

鳴る音も、キーボードをたたく音もし

5,000 万ドルのファンドレイジングを

言、
「合格した」
。80 歳に近いながら

ません。ＲＩ理事会室で側転をしたと

目指す、
「End Polio Now：歴史をつ

も現役で、年に 1 度行われる仕事の

しても誰にも分かりません。

くるカウントダウンキャンペーン委

ために必要な試験に合格した連絡との

員会」の共同委員長を務めています。

ことです。

取材に訪れた『Rotary』編集部を、
ジョーンズさんが肘タッチで出迎えて

2020 年には、新型コロナ対応のため

くれます。執務室のテーブルの周りに

のファンドレイジングを目的としたオ

距離を取って座り、次年度のビジョン

ンラインイベント「テレソン（#Rota-

についてのインタビューが始まりまし

ryResponds）」を先導。このイベント

た。

は 6 万 5,000 人以上が視聴しました。

令和 4 年

3 月号

ロータリーの公共イメージ向上や、

＊

＊「テレビジョン」と「マラソン」の合成語。
中断することなく長時間放送されるテレビ番組
ロータリーの友
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「父はとても優しいんですよ」と

ロータリーは解決策を見つけます。

を受け入れることでロータリーが変

ジョーンズさんはほほ笑みを浮かべて

「多様性は理解していますよ」とい

わってしまうわけではない、というこ

言います。数日前には、
「世界を救う

うクラブは当然あるでしょう。そうか

とを会員たちやその他ロータリーファ

仕事はうまくいってるかい？」という

もしれないし、もしかしたらそうでは

ミリーの人たちに伝えていきたいので

ハートの絵文字付きのメッセージをく

ないかもしれない。それでも、今この

す。ロータリーのＤＮＡは変わりませ

れたそうです。ロータリーファミリー

時点でこのような対話に本腰を入れた

ん。ロータリーの中核的価値観は変わ

に支えられたジョーンズさんの出だし

団体として、ロータリーは独自の立場

りません。はやり廃りがあるようなも

は順調です。

にあると思います。ロータリーは政治

のではないのです。それでも今、物事

色も宗教色もなく、お互いを尊重しな

の見方を少し変えることはできますよ

初の女性ＲＩ会長誕生は、ロータリー

がら安心して対話の場を提供できるの

ね。

にとって何を意味しますか？

です。

私が選ばれた時、強調されたのは、

若い会員だけでなく、若い思想家と

女性だから選ばれたのではなく、会長

ＲＩ会長の役割をどう定義しますか？

にふさわしい資格を持っていたから選

変える、という前提で会長職に就任

は？

どう違うのでしょうか？

考え方が大人の 25 歳の人に出会っ

ばれた、という点です。面接には、
ジェンダーを意識して臨んだわけで
はありません。とはいっても、これ
はロータリーにとって大きな一歩だ
とは思います。ＤＥＩはロータリー
だけでなく、あらゆる社会にとって
重要なことです。私が指名されたの
は、まさに時が満ちたといえるかも
しれません。

‟ 考え方が大人の 25 歳の人に出会ったことはあ
りますか？ 誰でもありますよね。一方で、若々
しい発想を持った 86 歳の人に出会ったことは？
もちろんあることでしょう。若い思想家とは、そ
うした人たちを指しています。
”

2021 年バーチャル国際大会での
受諾演説では、オープニングで 10
歳のめいについての話をしました。
「人

するわけではありません。今日の文化

たことはありますか？

と違うのはいいことだ。
私は人と違う」

と情勢の中で、意味を持つ団体として

すよね。一方で、若々しい発想を持っ

というコメント入りの自分の顔の絵を

どうすればいいか、という観点で会長

た 86 歳の人に出会ったことは？

くれたのです。その絵をとても気に入

職に臨んでいます。未来のためになる

ちろんあることでしょう。若い思想家

り、こんな考えを持つめいがとても誇

にはどうすればいいか。

とは、そうした人たちを指しています。

誰でもありま
も

らしかったので、私は受諾演説の最後

ここ何年かでの取り組みを少し変え

に彼女の言葉を引用しました。
「人と

ればいいのかもしれません。ある特定

することは、私たちの生きる喜びです。

違うのは間違ったことではない」
。多

の層に訴えかける取り組み、という意

ロータリアンは活動的です。行動を起

様性はロータリーの中核的価値観の一

味ですが。もっと当事者に寄り添うべ

こします。私が若い思想家と考えるの

つで、女性会長というのは多様性を表

きなのかも。多くの女性に参加を呼び

は、そういう人たちのことです。私た

す一つの形です。ただ、そこに至るま

掛けても大して結果が出ないのなら、

ちは、世界中と地域社会の中で行動を

でに 117 年かかったというだけです。 「彼女にできるなら私にだって」と前
向きになれるようなインスピレーショ
ロータリーにとって多様性とは？

「世界を変える行動人」として活動

起こしています。
ロータリーには、私が相互メンター

ンを与えるべきなのかもしれません。

シップと呼んでいる仕組みを活用する
素晴らしい機会があります。

ロータリー全体で見ると多様性は見

若い世代、若い思想家を迎え入れたい

られますが、身近な活動の場ではどう

のなら、そういう行動を取る必要があ

経験のレンズを通して名案が得られ

でしょう？

ります。彼らにとって大事なことを示

ることもあれば、経験が浅い人から

して、自発的に取り組めるような団体

名案が出されることだってあります。

にならないといけません。

ロータリーに若い会員が参加すれば、

すか？

クラブに多様性はありま

思考、
年齢、
文化、
ジェンダー、

職業に多様性があれば、それが話し合
いに表れます。それが、ロータリーの

私が何より貢献したいと考えている

隠し味。他の団体にはできない方法で

のは、ジェンダーではなくてコミュニ

問題が解決できる秘訣なのです。さま

ケーションの分野です。現代において、

ざまな経験が話し合いに生かされて、

人と違うのはいいことであって、それ

ひけつ

令和 4 年

3 月号

新鮮な視点が得られて、常に進化し続
けられるという希望が生まれます。
分かりやすく言うと、良いアイデア
を思い付いてローターアクトクラブに
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提案すれば、数日のうちにそのアイデ

現代におけるリーダーシップとは？

できるのではないでしょうか。新しい

アの実行への道すじがつきます。ソー

ジョーンズさんのアプローチは？

ツールを使って現場で自らジョーンズ

ここ 2 年間は、私たちにとって重

会長をプロデュースしたいですね。自

呼び掛けてパートナーを見つけるなど

要なこと、負担になっていてやめても

分が見たこと、聞いたことを発信した

いろいろな方法で行動を起こします。

いいことを、じっくりと考える期間と

いのです。

非常に迅速なのです。一方、同じアイ

なりました。これからは取り組み方が

デアをロータリークラブに提案したら

少し変わり、今まで以上に確実性を持

自分を大事にすること。バランスの取

どうなるでしょう？

つことが期待できるでしょう。このこ

れた食事を取って、運動をして、家族

て、話し合いです。何度も何度も話し

とが一番おそらく大切なことですが。

や友人と一緒に時を過ごすこと。そう

合い。

自分の時間をどう使うか、誰と過ごす

いったことをおろそかにしてしまう傾

シャルメディア上での活動を始める、

委員会を設置し

弱みですか？ バランス感覚ですね。

慎重なやり方が悪いというわけでは

かといったことに対し、どうしたら私

向があります。これは新型コロナの話

ないんですよ。今のは冗談の部分も大

たちは自分の気持ちに正直にいられる

につながります。新型コロナによって

きいのですが。でも、形式的なやり方

でしょうか。そして、どうしたら、私

私たちは活動を一時停止せざるを得ま

だと物事が前に進まなくてイライラさ

たちは友人や隣人としてだけではな

せんでした。自分が取り組んでいるこ

せられることもあります。

く、人類としてお互いをよりよくサ

とに 1000％の力を注ぎ込むこともあ

ポートするために活動できるのでしょ

りますが、それが正しい方法ではない

うか。

かもしれません。自分のことをもっと

若い世代に目を向けることで、新
しい機会が生まれるのです。方法が違

私たちはほかの人との経験の違いを

大事にできれば、私たちはもっと強く

学び、そしてそのありがたみを学びま

なれます。 このパンデミックで身に

した。しかし、ロータリーとしてそう

染みて学んだはずです。少なくとも私

話に引き込まれます。会長になったら

いったことは、昔から得意としていた

はそうです。

第 1 章の冒頭はどう書き始めますか？

ことなのです。今こそ、私たちが活躍

いますから。若い人たちから本当に学
ぶべきことだと思います。

一言、
「イマジン」です。

する時です。

これまでの人生で誇りに思ってい
るのは、決して諦めなかったことです。
でも、一度にいろいろなことを同時に

それが会長テーマですよね？
「イマジン ロータリー」です。

ＲＩ会長として活動する際の強みと弱

しないといけない立場になって、これ

みを教えてください。

からは、どれかは諦めてもいいと自分

人と人の懸け橋となることは、私の

に言い聞かせています。

どうやって会長テーマを考えついたの

得意とするところです。人と人をつな

コミュニケーションツールは今や E

ですか？

げ、人とストーリーをつなげることが

メールやテキストメッセージ、Face-

好きなのです。この能力をどうやった

book、Twitter など、いろいろとあり

夢や夢を追い求める義務を意味してい

ら生かせるだろう、とワクワクします

ます。私もスマホを 2 台持ち歩いて

ます。会員の皆さんは成し遂げたいこ

ね。また、コミュニケーションや、変

いますよ。おかしいですよね。そこで、

とを考えて、ロータリーを通してその

化を加えることにもうまい方だと思い

距離を置いていい、電話に縛られなく

夢をかなえてほしいのです。目の前に

ます。一番大事なのは、会員一人一人

てもいい、と思うようにしたんです。

は多くの機会が広がっていますが、持

にロータリーの一員であるとはどうい

知らんぷりはしないけれども、気は付

続して大きな成果を出す行動となるよ

うことなのかを理解してもらうことで

けていて、意識を集中したい瞬間はそ

うに、皆さんのエネルギーを向ける必

す。伝える方法はいろいろとあります

うする。文字通り 24 時間、不眠不休

要があります。会員が「アイデアがあ

が、E メールを送るだけでは駄目です。

でコミュニケーションを取りっ放しに

ります」と言うことが最も影響しま

ロータリーからの知らせを人々が心待

なりかねないので。それは誰にとって

す。そのアイデアを他の人たちと共有

ちにするような理由を生み出さない

もいいことではありません。

し、詳しく知り、それをどうするかを

と。

「イマジン」というのは私にとって、

探索するのです。
「イマジン」は人々

始めたいことの一つに、ＲＩ理事会

ハグ好きとして有名ですが、コロナ禍

に力を与えてくれる言葉です。この世

の会合直後の中継があります。ロータ

で、新しいハグは見つかりましたか？

界をより良くするために何かしたいと

リーが何をしているのか、何が起こっ

難しいですね。今後、肘タッチは確

思わせてくれる言葉です。そして、世

たのかを伝えたいのです。つまり、エ

実に定着するでしょうね。グータッチ

界を良くすることが皆さんにはでき

バンストンの 18 階からの速報です。

をする人もたまにいるかもしれない。

る。ロータリーファミリーの一員です

あなたにとって次のような影響があり

ハグはきっと、しばらくお預けですね。

から。

ます、と。そういうストーリーを発信
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人の力とつながり
2022 －23 年度ＲＩ会長テーマのロゴ
「イマジン ロータリー」
。これが、ジェニファー・ジョーンズ国際ロータリー
（ＲＩ）会長エレクトが、2022 年 1 月 20 日に発表した 2022 － 23 年度
会長テーマです。ジョーンズ氏は、大きな夢を抱き、行動を起こすこと
をロータリーの会員に求めています。
「私たちにはみんな、夢があります。
しかし、その実現のために行動するかどうかを決めるのは私たちです。
想像してください、私たちがベストを尽くせる世界を。私たちは毎朝目覚
めるとき、その世界に変化をもたらせると知っています」

このロゴは、オーストラリア先住民族・アボリジニの現代アート、デザイン、コミュニケーションを専門とするアーティストで、
グラフィックデザイナーのリキ・サラム氏によってデザインされました。サラム氏は、メルボルンで開催される 2023 年ロータリー
国際大会のロゴも手掛けており、二つのロゴを視覚的な共通言語で結び付けています。
ロゴに込められた意味
このロゴには、各所に深い意味が込められています。例えば、アボリジニの文化で「円」は互いにつながっていることを意味
しており、
「7 つの点」は人をあらわすと同時に、ロータリーの七つの重点分野を表しています。丸と点を一緒にすると、航路
を示す星、つまり私たちの道しるべになります。その下の太い線は、いわゆる「掘り出し棒」で、力仕事をするときに使うもの
です。行動を起こす人たちであるロータリーの会員にとって、物事を成し遂げるための道具を表しています。
色について
緑、紫、白の 3 色は、必ずしもアボリジニの文化とは関係がありません。ジョーンズＲＩ会長エレクトは、公式行事で服装を
整える際、テーマジャケットではなく、これらの色（一つでも、三つ全てでも可能）を使うよう 2022 － 23 年度ガバナーに要請
しています。
「多様性、公平さ、インクルージョンを強調していくに当たり、私たち一人一人が着るもので自分を表現しながら、
つながりを持てるようにしたかった」とジョーンズ氏は説明します。色の解釈は何通りかあります。例えば、
紫は「ポリオ根絶」
、
緑は新たに加わった重点分野の「環境」
、そして白は私たちの中核的使命である「平和」を表しています。また、この 3 色を
合わせると、女性参政権運動「サフラジェット」の色になります。これは、ジョーンズ氏が初の女性ＲＩ会長となることから、
さりげなくその歴史に触れているのです。

令和 4 年

3 月号
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