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ジェニファー E. ジョーンズ氏のプロフィール＆メッセージ
Jennifer E. Jones（ジェニファー E. ジョーンズ）

Club of Windsor-Roseland 所属（ウィンザー・ローズランド RC）カナダ
1997 年ロータリークラブ入会。RI 副会長、理事、研修リーダー、委員会委員長、モデレーター、
地区ガバナーを歴任。また、ロータリー強化諮問グループ委員長を務め、ロータリーのブラン
ド活性化の取り組みでリーダー的役割を担う。現在は、ポリオ根絶活動のために 1 億 5000 万

ドルのファンドレイジングを目指す、
「End PolioNow：歴史をつくるカウントダウンキャンペー
ン委員会」の共同委員長を務めている。

ウィンザーにある Media Street Productions Inc. の創業者兼社長。
ウィンザー大学の理事長、ウィンザー・エセックス地域商工会議所の会頭を務めたほか、その奉仕活動が称えられ、YMCA Peace Medallion、

Queen's Diamond Jubilee Medal を受勲し、カナダ人初のウェイン州立大学 Pecemaker of the Year Award を受賞。法学の博士号（LL.D.）を有する。
ジョーンズ氏は超我の奉仕賞、ロータリー財団功労表彰状を受賞しているほか、夫のニック・クラヤシッチさんと共に、アーチ・クランフ・ソサ
エティ、ポール・ハリス・ソサエティ、ロータリー財団遺贈友の会の会員です。

女性初の会長に指名されるにあたり、ジョーンズ氏はロータリーの「多様性、公平さ、開放性（DEI）に関する声明」の重要性を理解しています。

「多様性、公平さ、開放性を最優先し、女性会員や 40 歳未満の会員を増やすには、まずリーダー陣がこれを実践し、そのメンバー構成に反映させ
ていく必要があります」とジョーンズ氏。

「どちらの目標でも 2 桁の成長を目指し、決してロータリーファミリー全体を見失わないようにします」
ロータリーの行動計画は、ロータリーによるインパクトを高めるた
めの推進剤であるとジョーン氏は話します。

「新しい戦略的優先事項を検討する中で、近年の歴史の中でも紛れも
なく最も重大な時期に、ロータリーの『適応力』が私たちの道しる
べになろうとは誰も予想していませんでした」と、自身のビジョン
の中でジョーンズ氏は述べています。

「希望の兆しは最も困難な状況から生まれるものです。

測定可能な目標を基軸として、私はこの歴史的な状況を生かし、今
日の現実を反映した機会をとらえ、培い、伝えていきます」
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淺原 諒蔵（静岡 RC）

「不易流行とロータリー」
2022-23 年度の RI 会長テーマは「IMAGINE ROTARY」です。新型コロナにより２年続けて、国際協

議会は Web 会議となりました。オンラインとなったものの念入りな準備と凝った演出により、
インパーソンに劣らない国際協議会でした。

ジェニファー RI 会長は初の女性会長ということもあってか、画面に登場する毎に衣装を替えての出演で、然も今年度のテーマ、イマジンロータリー
を表現するカラーを纏って登場でした。

さて其のイマジンロータリーですが、デジタル技術の進歩やグローバル化により価値観や考え方といったものが大きく変わった現在、ロータリー
といえども其のような変化に無縁ではあり得ません。

ジェニファー RI 会長は、テーマ発表のスピーチの中で適応と改革の必要性をアピールしました。適応とは「その時の状態や状況に合わせる」とい
う意味ですが、状態や状況の変化が前提条件となります。適応に似た言葉として「対応」がありますが、二つには大きな違いがあることは余り知
られていないようです。

対応も起きたことに合わせるという意味ですが、違いは「変わらない絶対的なものがあるか、ないか」の違いです。絶対的なものがないと、起き
た事象や起こした相手に自らを合わせることに他ならず、時代の流れの中に埋没をしてやがて消えてしまいます。

それに対して適応は、絶対的自己や絶対的価値を時代や相手に合わせて創り変えていくことであり、ロータリーという絶対的な価値が、時代の変
化の中で新たに生まれ変わっていくことではないでしょうか。

ジェニファー RI 会長は、イマジンロータリーというテーマを掲げて、新たなロータリーの姿を想像し、さらに行動することを呼びかけています。

変化しない本質的なもの（ロータリーの目的）を忘れない中にも、
新しく変化を重ねているものを取り入れていく「不易流行」という俳諧の理念は、
イマジンロータリーに通じるものがあると思われます。

小林聰一郎ガバナーに感謝
小林ガバナーは、終息の見えないコロナ禍にあっても良くリーダーシップを発揮され、地区運営にご尽力されました。特に新たな甲府中央 RC の

設立など大きな功績を残されました。クラブの解散や会員の退会が続く中にあって、
新クラブの誕生は明るい出来ごとです。ガバナーとして１年間、
お疲れ様でしたと申し上げると共に、今後ともパストガバナーとしてご指導くださいますようお願い申し上げます。

ガバナー情報
1996 年 9 月 30 日 入会

2005 〜 2006 年 ロータリー財団補助金小委員会委員長
2008 〜 2009 年 地区副幹事
2009 〜 2010 年 幹事

2011 〜 2012 年 ロータリー財団奨学金小委員会委員長
2013 〜 2014 年 地区幹事
2014 〜 2015 年 会長

2018 〜 2019 年 静岡第３グループガバナー補佐
2019 〜 2020 年 地区奉仕委員会統括

褒章

ロータリー財団

メジャードナー / マルチプル・ポールハリス・フェロー
ベネファクター

冠名基金 Asahara Heiwa-Mirai Fund
ロータリー米山記念奨学会
米山功労者メジャードナー

ガバナー補佐紹介

羽田 紘明

山梨第 1 グループ

（山中湖 RC）

ガバナーの 22-23 年度地区運営方針に則り、アフターコロナを見据えグループ一体となっての合同奉仕事業を成し遂げたい。
また コロナ渦で出来なかったクラプの活動再開に、地区とクラブを繋ぐ役割を認識し、
行動していきたいと思っております。不束者ですが一年間よろしくお願いいたします。

幡野 美好

山梨第 2 グループ

（甲府シティ RC）

イマジンロータリー 想像してください。そして、
「絆を深めて、ロータリー活動を再開しよう」
アフターコロナ、ウィズコロナが確実視される現在、浅原ガバナーのテーマに合わせるかのようにコロナ感染者数が縮小傾
向にある昨今です。抑圧された気持ちを行動に移すチャンスがいよいよ到来。今後、節度を持ってガバナー方針に全会員で
挑戦し、本来のロータリー活動ができるよう浅学菲才の私ですが精一杯頑張ります。

伊藤 廣邦

山梨第３グループ

（韮崎 RC）

RC に 40 歳で入会した当時、ガバナー補佐及び会長に成られた先輩方のご活躍を思い起こしますと、今、自身がクラブから推
薦され、こうしてガバナー補佐として皆様の前に立てる事に驚きと感謝、同時にその責務の大きさを感じております。
前年度は、小林聰一郎ガバナ−の元、副幹事として努めさせて頂きました。その経験が自信となり、今回、お受けさせて頂き
ました。微力ではありますが、会員と一丸となり頑張りたいと思います。

遠藤 正幸

静岡第 1 グループ

（三島西 RC）

創立 50 周年で専務と交代かと思っていた昨年 10 月突然の指名を頂きました。11 月の勉強会で淺原ガバナーの思いを知ることが
出来ました。で、各クラブの状況をお聞きし各クラブが特色を持ち奉仕活動をしていることを知りました。
私の役目は、ガバナーと皆様の間に立ち情報共有しながらよりよい奉仕を目指すことと思います。
次年度 RI テーマ “IMAGINE ROTARY” ワクワクする一年にしたいと思います。

佐野 和義

静岡第 2 グループ

（富士宮 RC）

コロナの影響下でロータリー活動を制限せざる期間でしたが、
浅原諒蔵ガバナーは「絆を深めて、ロータリー活動を再開しよう」と述べています。
奉仕を通じ新たな出会い、そして積極的な参加を促しガバナーの「一助」を目指します。

杉浦 英昭

静岡第 3 グループ

（駿河 RC）

RI 会長テーマ「イマジンロータリー」の下、地区テーマ「絆を深めて、ロータリー活動を再開しよう」に取り組みます。
各クラブの自主性を尊重し、淺原ガバナーとグループの架け橋になれるよう精一杯努めて参ります。
クラブ訪問等で皆様にお会いできるのを楽しみにしております。

鈴木 義弘

静岡第 4 グループ

（榛南 RC）

RC 歴 43 年、祖父から３代目のロータリアンとしてクラブ創立当時の今となっては古臭いロータリーが染み付いており、
ガバナー補佐の役目が果たせるか不安もありましたが、数回に渡るガバナー補佐エレクト会議や RLI により社会の情勢に応
じて変化しようとするロータリーをやっと受け入れられるようになりました。アフターコロナの活動に向けて動き出そうと
する浅原ガバナーの目標達成のためにグループ内各クラブとの架け橋として役割を果たしていきたいと思います。

坂田 茂

静岡第 5 グループ

（浜松西 RC）

ガバナー補佐の主な任務はグループ内のクラブ運営について、ガバナーを援助する事にあります。
地区運営方針のもと、ガバナーを支え各クラブの効果的な運営、サポートを行い、グループ内事業の円滑な遂行、そして各ク
ラブ間の連携強化、融和発展を目指してまいります。微力ですが 1 年間尽力したいと思います。

委員長紹介

近藤 徹

柳場 文彦

（甲府北 RC）

（山梨 RC）

地区危機管理委員会

学友委員会

岡村 延昌

若林 秀典

（焼津 RC）

（藤枝南 RC）

会員増強・維持委員会

公共イメージ向上委員会

伊藤 博

安間 みち子

（静岡 RC）

（浜松ハーモニー RC）

奉仕活動委員会

ロータリー財団委員会

堀内 満喜子

小澤 邦比呂

（三島 RC）

（パワー浜松 RC）

インターアクト小委員会

ロータリープログラム委員会

雨宮 哲也

冨永 里紗

（甲府 RC）

（静岡 RAC）

青少年交換小委員会

ローターアクト委員会

中尾 均

渡辺 郁

（甲府北 RC）

（甲府南 RC）

RLI 委員会

米山記念奨学委員会

国際ロータリー 2620 地区会員数 ※ 2022 年 5 月現在

77 クラブ

期首会員数

前月末会員数

当月末会員数

当月増

当月減

通算増

通算減

女性会員数

2816

2840

2861

27

6

189

161

218
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