
点 鐘 

国 歌 「君が代」 

ロータリーソング 「奉仕の理想」 

Ｎｏ．２７  第１２１０回例会   ２０２２年（令和４年）４月２１日         

 

第１回皆川会長杯ゴルフコンペ 

表彰式 

 

 

Tokyo Edogawa Chuo Rotary Club  http://www.tec-rc.jp/ 
     

   ☆ 会 長・皆川英久   ☆ 会報委員会・大澤一隆・福田裕之・実方 昇 

   ☆ 副会長・山田太熙   ☆ 事務局・〒136-0071 東京都江東区亀戸1-43-22 アンフェリシオン内       

   ☆ 幹 事・番場恵介         ＴＥＬ：04-2946-9824  ＦＡＸ：04-2946-9825 

 

  

  

 

 

  

 

 ４月７日例会報告   

  

第４回クラブアッセンブリー 

 

会長報告 

・第2580地区東分区幹事・山本昌之氏より、ご 

 挨拶 

幹事報告 

・本日例会に引き続き、ゲストの皆様と会員と 

 の「名刺交換タイム」を設けます。 

 ☆多数の参加をお願いします。 

・本日例会終了後、「第10回定例理事会」を開 

 催します。 
・４月14日（木）、例会は、休会となりますの 

 で、ご注意ください。 
・「第４回クラブアッセンブリー」について 

 ４月21日（木） ＰＭ１：10～ 

 ☆例会に引き続き開催しますので、全員の出 

  席をお願いします。 

・「第2580地区大会」について 

 ５月31日（火） ＰＭ12：00～登録 

 於：ホテルニューオータニ 

 ホスト：東京豊島東ＲＣ 

 登録料：会員 10,000円 ご家族 5,000円 

     新入会員昼食会（別途）5,000円 

出席報告 

会員数 出 席 出席率 

19名 17名 94.44％ 

来賓紹介 

☆ゲスト ２名 

 斉藤 猛氏（ゲストスピーカー） 

 山本昌之氏（第2580地区東分区幹事） 

 

☆会員ゲスト 16名 

 大澤会員       ご紹介者 ３名 

 定光会員       ご紹介者 １名 

 田村会員       ご紹介者 １名 

 長谷川会員      ご紹介者 １名 

 番場会員       ご紹介者 ３名 

 森岡会員       ご紹介者 ２名 

 森岡会員・長谷川会員 ご紹介者 １名 

 矢作会員       ご紹介者 １名 

 山田太熙会員     ご紹介者 ２名 

 山田太熙会員・森岡会員ご紹介者 １名 

                  計18名 
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荒井知久氏： 

（東分区ガバナー補佐） 

山本昌之氏： 

（東分区幹事） 

区長をお迎えしての 

卓話ですね。江戸川 

ＲＣにも来てくださ

い。 

＜次年度幹事＞ 

・「地区研修協議会」について 

 ４月15日（木） ＰＭ１：30～ 

 於：ホテル椿山荘東京 
 ☆出席対象者の方は、時間厳守でお集まりく 

  ださい。 

・「第４回被選理事会」について 

 ４月15日（木） 

 時間と会場は決まり次第、お知らせします。 

 ☆参加される方は、本日例会終了後までに、 

  事務局へお申し出ください。 

・「ワークショップ・青少年奉仕包括発表会【 

 オンライン】」について 
 ４月17日（日） ＰＭ３：00～ 

 於：Zoom 

 ☆３月28日にご案内をメール送信しましたの 

  で、多数の参加をお願いします。 

  参加される方は、本日例会終了時までに、 

  事務局へお申し出ください。 

・「ワークショップ・女性の活躍とロータリー 

 の未来【ハイブリッド】」について 

 ５月10日（火） ＰＭ３：00～ 

 於：明治記念館・Zoom 

 ☆３月28日にご案内をメール送信しましたの 

  で、多数の参加をお願いします。 

  参加される方は、本日例会終了時までに、 

  事務局へお申し出ください。 

・「第７回日台ロータリー親善会議・福岡大会 

 【ハイブリッド】」について 
 ５月６日（金） ＰＭ４：00～ 

 於：ホテルニューオータニ博多・Zoom 

 登録料：現地 22,000円 同伴者 10,000円 

     オンライン参加 １クラブ10,000円 

 ☆３月28日にご案内をメール送信しましたの 

  で、多数の参加をお願いします。 

  参加される方は、本日例会終了時までに、 

  事務局へお申し出ください。 

・４月15日（金）、「東京上野ＲＣ・奏楽堂コ 

 ンサート」に、マイ，ヒエン ティタオさん 

 （米山奨学生）が出席します。 

・４月17日（日）、「ワークショップ・青少年 

 奉仕包括発表会【オンライン】」に、番場会 

 員（幹事）、池田会員（青少年奉仕委員長） 

 が出席します。 

・４月19日（火）、「地区カウンセラーオリエ 

 ンテーション・米山奨学生期間始業式」に、  
 大澤会員（次年度地区米山奨学委員会・担当 

 地区幹事）、番場会員（米山奨学生カウンセ 

 ラー）、マイ，ヒエン ティタオさん（米山 

 奨学生）が出席します。 
・「ロータリーレート」のお知らせ 
 ４月１日から122円（３月：116円） 
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 卓 話 

 本日の卓話は、江戸川区長・斉藤 猛氏によ 

る「江戸川区の現状と課題」でした。 

＜青少年奉仕委員会＞ 

・「第2580地区ローターアクト年次大会【ハイ 

 ブリッド】登録料」協力の御礼と報告 

 当クラブは全会員が登録しました。 

＜ロータリー情報・雑誌・広報委員会＞ 

・「ロータリー勉強会」のご案内 
 ４月７日（木） ＰＭ６：30～ 

 於：鳥正 

＜ロータリー財団委員会＞ 

・「ウクライナへの支援金」協力のお願い 
 送金先：ロータリー財団が設定した災害救援 

     基金（ウクライナ地域とウクライナ 

     から逃れた方々の支援活動に使用さ 

     れる） 

 ※税制上の優遇措置の対象になります。 

 金額：１人につき、10,000円 
 ☆４月21日（木）例会終了時まで募りますの 

  で、ご協力ください。 

  

  

本日入金 ￥     42,000 

累計 ￥   701,701 

基金累計 ￥ 7,955,505 

委員会報告 

＜社会奉仕委員会＞ 

・「ロータリー希望の風奨学金」協力の御礼と 

 報告 

 皆様からの 190,000円を送金しました。 

・「トンガ王国海底火山大規模噴火への支援金」 

 協力の御礼と報告 
 皆様からの 19,000円を送金しました。 
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大澤君、小宮君、近藤君、定光君、実方君、 

田島君、長濱君、番場君、福田君、皆川君、 

矢作君、山田太熙君、山田憲裕君・・・①② 

田村君： 大勢のお客様、ようこそ！ぜひ楽 

しんでください。 

長谷川君： ご来訪の皆様、東京江戸川中央Ｒ 

Ｃの雰囲気をお楽しみください。 

澁谷さん、藤沼さん、本日はよう 

こそお出掛けくださいました。 

森岡君： ギプスが外れて、３ヶ月ぶりにネ 

クタイを結びました。  計18名 

 ①「オープン例会」へようこそ！ 

  当クラブのフレンドリーな雰囲気と 

  ロータリークラブの例会を 

    お楽しみいただければ、幸いです。 

  末永いお付き合いをお願い致します。 

 ②江戸川区長・斉藤 猛様、 

  ご多忙の折、お越しくださいまして 

       誠にありがとうございます。 

  本日の卓話、楽しみにしておりました。 

  どうぞ宜しくお願い致します。 

本日のニコニコ情報 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くれます。執務室のテー 

ブルの周りに距離を取って座り、次年度のビジョ 

ンについてのインタビューが始まりました。「ロ 

ータリーが世界に対して持つ大きな影響力を考え 

ると、ロータリーは単なるクラブとは異なります」 

とジョーンズさん。「一つのムーブメントなので 

す」 

ジョーンズさんはラジオ・テレビ番組の制作、企 

業や NPOの動画制作、ライブ番組の制作を専門と 

するメディア・ストリート・プロダクションズの 

社長兼 CEOです。カナダ・オンタリオ州のウィン 

ザー・ローズランド・ロータリークラブ（RC）の 

会員で、夫のニック・クラヤシッチさんはラ・サ 

ールセンテニアルRCの会員であり、第6400地区の 

ガバナーノミニーです。 

1996年にロータリークラブに入会したジョーンズ 

さんは、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強化の取り組みでリー 

ダー的役割を担いました。また、現在は、ポリオ 

根絶活動のために１億 5,000万ドルのファンドレ 

イジングを目指す、「End PolIo Now：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 

員長を務めています。2020年には、新型コロナ対 

応のためのファンドレイジングを目的としたオン 

ラインイベント「テレソン（#RotaryResponds）」 

を先導。このイベントは６万 5,000人以上が視聴 

しました。 

メディア出身であることを強みにしてロータリー 

の知名度を世界的に上げるというのが、RI会長と 

してまず彼女が目標に掲げていることです。ロー 

タリーの各重点分野における大規模で持続可能な 

プロジェクトを全世界に紹介して回る「イマジン 

インパクト・ツアー」なる旅行を企画しています。 

「会員増強の手段として考えています。ストーリ 

ーを伝えれば、志を同じくする人々が参加してく 

れますから」とジョーンズさん。 

ロータリーの公共イメージ向上や、多様性、公平 

さ、インクルージョン（DEI） などの真面目なテ 

ーマから、「好きな曲がかかると踊りださずには 

いられない」というダンスパーティーのことまで、 

話題は広がります。インタビューの終わりごろ、 

ジョーンズさんのスマートフォンが鳴りました。 

彼女の父からのメッセージで、たったひと言、「 

合格した」。80歳に近いながらも現役で、年に１ 

度行われる仕事のために必要な試験に合格した連 

絡とのことです。  

「父はとても優しいんですよ」とジョーンズさん 

はほほ笑みを浮かべて言います。数日前には、「 

世界を救う仕事はうまくいってるかい？」という 

ハートの絵文字付きのメッセージをくれたそうで 

す。ロータリーファミリーに支えられたジョーン 

ズさんの出だしは順調です。 

       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 

 

アメリカ・イリノイ州エバンストンの国際ロータ 

リー（RI）世界本部の18階にある会長エレクトの 

執務室は、今までのどの会長エレクトとも違う雰 

囲気に満ちていました。とはいえ、それは決して、 

今年７月１日にジェニファー・ジョーンズさんが 

ロータリー初の女性会長になるからではありませ 

ん。壁に掛けられている黒いスクラッチボード状 

の世界地図は今後２年間、ロータリーで訪れる都 

市の地名を削って記録するようにと、友人から贈 

られたものです。インタビューしたのは彼女が会 

長エレクトに就任して２カ月後の９月。新型コロ 

ナの影響で、数多くのイベントが中止・延期され、 

地図にしるされていたのはシカゴだけ・・・。イ 

ンタビュー当日のこの日、ロータリー世界本部の 

この階にいるのは私たちだけです。執務室の外で 

鳴る音も、キーボードをたたく音もしません。RI 

理事会室で側転をしたとしても誰にも分かりませ 

ん。 
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う行動を取る必要があります。彼らにとって大事 

なことを示して、自発的に取り組めるような団体 

にならないといけません。 

私が何より貢献したいと考えているのは、ジェン 

ダーではなくてコミュニケーションの分野です。 

現代において、人と違うのはいいことであって、 

それを受け入れることでロータリーが変わってし 

まうわけではない、ということを会員たちやその 

他ロータリーファミリーの人たちに伝えていきた 

いのです。ロータリーのDNA は変わりません。ロ 

ータリーの中核的価値観は変わりません。はやり 

廃りがあるようなものではないのです。それでも 

今、物事の見方を少し変えることはできますよね。 

 

若い会員だけでなく、若い思想家とは？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。 

「世界を変える行動人」として活動することは、 

私たちの生きる喜びです。ロータリアンは活動的 

です。行動を起こします。私が若い思想家と考え 

るのは、そういう人たちのことです。私たちは、 

世界中と地域社会の中で行動を起こしています。 

ロータリーには、私が相互メンターシップと呼ん 

でいる仕組みを活用する素晴らしい機会がありま 

す。  

経験のレンズを通して名案が得られることもあれ 

ば、経験が浅い人から名案が出されることだって 

あります。ロータリーに若い会員が参加すれば、 

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提案すれば、数日のうち 

にそのアイデアの実行への道すじがつきます。ソ 

ーシャルメディア上での活動を始める、呼び掛け 

てパートナーを見つけるなどいろいろな方法で行 

動を起こします。非常に迅速なのです。一方、同 

じアイデアをロータリークラブに提案したらどう 

なるでしょう？委員会を設置して、話し合いです。 

何度も何度も話し合い。 

慎重なやり方が悪いというわけではないんですよ。 

今のは冗談の部分も大きいのですが。でも、形式 

的なやり方だと物事が前に進まなくてイライラさ 

せられることもあります。 

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。 

 

話に引き込まれます。会長になったら第１章の冒 

頭はどう書き始めますか？ 

一言、「イマジン」です。 

初の女性RI会長誕生は、ロータリーにとって何を 

意味しますか？ 

私が選ばれた時、強調されたのは、女性だから選 

ばれたのではなく、会長にふさわしい資格を持っ 

ていたから選ばれた、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。  

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。 

「人と違うのはいいことだ。私は人と違う」とい 

うコメント入りの自分の顔の絵をくれたのです。 

その絵をとても気に入り、こんな考えを持つめい 

がとても誇らしかったので、私は受諾演説の最後 

に彼女の言葉を引用しました。「人と違うのは間 

違ったことではない」。多様性はロータリーの中 

核的価値観の一つで、女性会長というのは多様性 

を表す一つの形です。ただそこに至るまでに 117 

年かかったというだけです。 

 

ロータリーにとって多様性とは？ 

ロータリー全体で見ると多様性は見られますが、 

身近な活動の場ではどうでしょう？クラブに多様 

性はありますか？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、ロータリーの隠し味。他の団体には 

できない方法で問題が解決できる秘訣なのです。 

さまざまな経験が話し合いに生かされて、ロータ 

リーは解決策を見つけます。 

「多様性は理解していますよ」というクラブは当 

然あるでしょう。そうかもしれないし、もしかし 

たらそうではないかもしれない。それでも、今こ 

の時点でこのような対話に本腰を入れた団体とし 

て、ロータリーは独自の立場にあると思います。 

ロータリーは政治色も宗教色もなく、お互いを尊 

重しながら安心して対話の場を提供できるのです。 

 

RI会長の役割をどう定義しますか？ 

変える、という前提で会長職に就任するわけでは 

ありません。今日の文化と情勢の中で、意味を持 

つ団体としてどうすればいいか、という観点で会 

長職に臨んでいます。未来のためになるにはどう 

すればいいか。 

ここ何年かでの取り組みを少し変えればいいのか 

もしれません。ある特定の層に訴えかける取り組 

み、という意味ですが。もっと当事者に寄り添う 

べきなのかも。多くの女性に参加を呼び掛けても 

大して結果が出ないのなら、「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 

ーションを与えるべきなのかもしれません。若い 

世代、若い思想家を迎え入れたいのなら、そうい 
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第１回皆川会長杯ゴルフコンペのご案内 
 

  日時：５月12日（木）  ※夜間例会 

     ＡＭ８：15 スタート      

  会場：グリッサンドゴルフクラブ 

  会費：5,000円 ゲスト無料 

  プレー費：各自17,000円（キャディー付、 

       朝食・昼食付、ドリンク別途） 

  申込み：４月30日（土）まで  ※先着順 
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それが会長テーマですよね？ 

「イマジン ロータリー」です。 

 

どうやって会長テーマを考えついたのですか？ 

「イマジン」というのは私にとって、夢や夢を追 

い求める義務を意味しています。会員の皆さんは 

成し遂げたいことを考えて、ロータリーを通して 

その夢をかなえてほしいのです。目の前には多く 

の機会が広がっていますが、持続して大きな成果 

を出す行動となるように、皆さんのエネルギーを 

向ける必要があります。会員が「アイデアがあり 

ます」と言うことが最も影響します。そのアイデ 

アを他の人たちと共有し、詳しく知り、それをど 

うするかを探索するのです。「イマジン」は人々 

に力を与えてくれる言葉です。この世界をより良 

くするために何かしたいと思わせてくれる言葉で 

す。そして、世界を良くすることが皆さんにはで 

きる。ロータリーファミリーの一員ですから。 

 

現代におけるリーダーシップとは？ジョーンズさ 

んのアプローチは？ 

ここ２年間は、私たちにとって重要なこと、負担 

になっていてやめてもいいことを、じっくりと考 

える期間となりました。これからは取り組み方が 

少し変わり、今まで以上に確実性を持つことが期 

待できるでしょう。このことが一番おそらく大切 

なことですが。自分の時間をどう使うか、誰と過 

ごすかといったことに対し、どうしたら私たちは 

自分の気持ちに正直にいられるでしょうか。そし 

て、どうしたら、私たちは友人や隣人としてだけ 

ではなく、人類としてお互いをよりよくサポート 

するために活動できるのでしょうか。 

私たちはほかの人との経験の違いを学び、そして 

そのありがたみを学びました。しかし、ロータリ 

ーとしてそういったことは、昔から得意としてい 

たことなのです。今こそ、私たちが活躍する時 

です。 

 

会長として活動する際の強みと弱みを教えてくだ 

さい。 

人と人の懸け橋となることは、私の得意とすると 

ころです。人と人をつなげ、人とストーリーをつ 

なげることが好きなのです。この能力をどうやっ 

たら生かせるだろう、とワクワクしますね。また、 

コミュニケーションや、変化を加えることにもう 

まい方だと思います。一番大事なのは、会員一人 

一人にロータリーの一員であるとはどういうこと 

なのかを理解してもらうことです。伝える方法は 

いろいろとありますが、Ｅメールを送るだけでは 

駄目です。ロータリーからの知らせを人々が心待 

ちにするような理由を生み出さないと。 

始めたいことの一つに、RI理事会の会合直後の中 

継があります。ロータリーが何をしているのか、 

何が起こったのかを伝えたいのです。つまり、エ 

バンストンの18階からの速報です。あなたにとっ 

て次のような影響があります、と。そういうスト 

ーリーを発信できるのではないでしょうか。新し 

いツールを使って現場で自らジョーンズ会長をプ 

ロデュースしたいですね。自分が見たこと、聞い 

たことを発信したいのです。 

弱みですか？バランス感覚ですね。自分を大事に 

すること。バランスの取れた食事を取って、運動 

をして、家族や友人と一緒に時を過ごすこと。そ 

ういったことをおろそかにしてしまう傾向があり 

ます。これは新型コロナの話につながります。新 

型コロナによって私たちは活動を一時停止せざる 

を得ませんでした。自分が取り組んでいることに 

1000％の力を注ぎ込むこともありますが、それが 

正しい方法ではないかもしれません。自分のこと 

をもっと大事にできれば、私たちはもっと強くな 

れます。このパンデミックで身に染みて学んだは 

ずです。少なくとも私はそうです。 

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 

とを同時にしないといけない立場になって、これ 

からは、どれかは諦めてもいいと自分に言い聞か 

せています。  

コミュニケーションツールは今やＥメールやテキ 

ストメッセージ、Facebook、Twitter など、いろ 

いろとあります。私もスマホを２台持ち歩いてい 

ますよ。おかしいですよね。そこで、距離を置い 

ていい、電話に縛られなくてもいい、と思うよう 

にしたんです。知らんぷりはしないけれども、気 

は付けていて、意識を集中したい瞬間はそうする。 

文字通り24時間、不眠不休でコミュニケーション 

を取りっ放しになりかねないので。それは誰にと 

ってもいいことではありません。 

 

ハグ好きとして有名ですが、コロナ禍で、新しい 

ハグは見つかりましたか？ 

難しいですね。今後、肘タッチは確実に定着する 

でしょうね。グータッチをする人もたまにいるか 

もしれない。ハグはきっと、しばらくお預けです 

ね。   ～国際ロータリーウェブサイトより～ 

http://www.tec-rc.jp/

