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Lessons from the tea master

will never forget the gift of meeting tea master Genshitsu Sen during my trip 
to Japan in November.  
　Not only is Sen the former grand master of the Urasenke tea tradition, 
but he is also an accomplished Rotarian. Those accomplishments include 

helping charter the Rotary Club of Kyoto-South, Japan, serving as president of the 
Rotary Club of Kyoto and governor of District 2650, and holding leadership roles in 
Rotary International and The Rotary Foundation. 
　It was an honor to spend time with him. He is a remarkable human being and a 
joyful soul. And his leadership and engagement in Rotary remain strong. 
　During that same week in Japan, I had the opportunity to record a video for a 
100-year-old World War II naval hero and two-time Rotary district governor from 
Park City, Utah.  
　Sen and the Rotarian from Park City shared similar stories, though they served 
on opposing sides of the war. What was remarkable to me was that each of them 
chose Rotary to live lives of peacemaking. It struck me that we are all on this 
planet simply trying to do our best, and we are much more similar than we are 
different.  
　I feel incredibly fortunate to be able to witness these stories and meet such 
incredible people. 
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令和 5年　3月号 ロータリーの友

ＲＩ会長メッセージ

ジェニファー・ジョーンズ
2022−23年度 国際ロータリー（ＲＩ）会長

5ロータリーの友

　11 月に日本を訪れた際、お目にかかった裏千家の大宗匠、千玄室さんに教わったこ
とを、私は一生忘れないでしょう。  
　千さんは前家元であるだけでなく、ロータリアンでもあり、長年活躍してきました。
京都南ロータリークラブ（ＲＣ）の創立に尽力し、京都ＲＣ会長、第 2650 地区ガバナー、
国際ロータリーとロータリー財団のリーダー職としてもご活躍なさいました。 
　千さんとのひとときを過ごせたことを光栄に思います。人間として素晴らしく、とて
も快活な人です。ロータリーで今もリーダーシップを発揮し、積極的に活動されていま
す。 
　日本で千さんと会った同じ週、私は、第 2 次世界大戦でアメリカ海軍に従軍し、ガ
バナーを 2 期務めたユタ州パークシティの 100 歳のロータリアンの動画を撮る機会に
恵まれました。その方と千玄室さんのお話には通じるものがありましたが、お二人共、
第 2 次世界大戦で敵国として従軍した過去を持っています。私が感動したのは、その
お二人共が、平和構築者として人生を送るためにロータリーを選んだことです。私たち
はみんな、この地球上で最善を尽くそうとしているのであり、相違点よりも共通点の方
がずっと多いということに気付かされました。  
　このような偉大な方々と巡り合ってお話を伺えたことを、この上なくありがたく感じ
ています。

茶道の大家が語った平和への思い

来日したジョーンズ会長のために茶道
の所作を教える千玄室さん。茶道は数
世紀の歴史を誇り、芸術、宗教、哲学、
人のつながりという側面を持つ伝統的
な茶の儀式です。 

『ロータリーの友』2022年9月号にも
千さんの記事が掲載されています。


