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RI 会長エレクトが 2022-23 年度会長テーマを発表
記事 Ryan Hyland
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国際ロータリー会長

ジェニファー E. ジョーンズ
ウィンザー・ローズランド・ロータリークラブ（カナダ・オンタ
リオ州）会員であるジェニファー・ジョーンズ国際ロータリー

「詰まるところ、大切なのは会員にとっての心地よさと配慮で
す」

会長エレクトは、1 月20日、次年度の地区ガバナーに向けた
講演をオンラインでライブ配信し、2022-23 年度の会長テー

積極的な参加こそが会員の維持にとって重要であり、会員

マ「イマジン ロータリー」を発表しました。ジョーンズ氏は

がロータリーに何を期待するかを尋ねた上で、果たしがいの

講演の中で、世界にもたらせる変化を想像して大きな夢を描

ある責任を会員に与えることが必要だとジョーンズ氏は述べ

き、その実現のためにロータリーの力とつながりを生かすよ

ます。

う呼びかけました。
「ロータリーでの参加型の奉仕、人間的成長、リーダーシッ
「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

プ開発、生涯にわたる友情こそが、目的意識と熱意を生み出
します」

知っています」
7 月1日に国際ロータリー初の女性会長に就任するジョー
ンズ氏は、世界中のガバナーエレクトを対象とする年次研修
行事である国際協議会に先立って今回の講演を行いました。
新型コロナウイルス流行のため、国際協議会は当初の日程か
ら延期され、2月7日～ 14日にバーチャル形式で行われます。
ジョーンズ氏は、ロータリーの力とつながりを生かした自身

“ 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”

2022-23 年度

RI 会長 ジェニファー・ジョーンズ

の体験を紹介しました。昨年、アフガニスタンからの米軍撤
退が進む中、一人の会員から、ある若いアフガニスタン人の

変化を受け入れることは、新しいクラブのモデルを受け入

平和活動家を国外退避させるために力を貸してほしいと頼ま

れること、と語るジョーンズ氏は、次年度に革新的なクラブま

れました。最初はどうしてよいかわからなかったものの、
「ロー

たは活動分野に基づくクラブを少なくとも二つ設立すること

タリーの不思議な力（magic of Rotary）
」を頼りに、数年前に

を次期ガバナーに求めました。「クラブとロータリーでの体験

出会った元ロータリー平和フェローに連絡。1日も経たない

に満足してもらえるように、会員が積極的に参加できるように

うちに、その活動家は退避者リストに加えられ、間もなくヨー

しましょう」

ロッパ行きの飛行機に乗ることができました。
さらに、ローターアクト会員 1 名をロータリー公共イメージ

果たしがいのある責任を会員が担えるように
会員の積極的な参加を促すために、ロータリーには「適応
と改革」が必要だとジョーンズ氏は述べ、例として自身が住む
町について語りました。ウィンザー市はかつて、カナダの自
動車産業の中心地でしたが、工場の閉鎖により数千人が職を
失い、市は改革を迫られました。自動車工場が新しい部品や
モデルを開発するのと同じように、同市は改革を実施。その
結果、現在は農業関連産業と、医療や宇宙航空の技術をリー
ドする都市となりました。
「ロータリーでの私たちの中心的な役割は、各会員の参加
を促すための適切な ” 部品 ”を見つけること」
とジョーンズ氏。

コーディネーターとして任命したこと、また、複数のローター
アクターを委員会委員と会長代理として起用したことを発表
しました。
「私たちは、この素晴らしい組織のリーダーとしての役割を
委ねられました」
とジョーンズ氏。「私たちは今、果敢に、目的
意識をもって行動し、リーダーシップを発揮できるかどうかが
問われています」
2023 年までにロータリー会員基盤の 30 ％を女性にする
というRI 理事会の目標達成のタイムリミットが迫っているこ
とにも触れ、110カ国以上で既にこの目標が達成されてはい

るものの、まだ先は長い、とジョーンズ氏は言います。また、
ローターアクトでは既に会員全体の 50 ％以上が女性である

「ロータリーでは、それをあらゆるレベルで行うことができま
す」

ことを指摘しました。
「私たちには皆、夢があります。しかし、そのために行動す
ジョーンズ氏は、ロータリーがインパクトをもたらしている

るかどうかを決めるのは私たちです」。こう述べたジョーンズ

世界各地の活動を訪問する計画を立てています。この訪問

氏は、ロータリーのような団体がポリオの根絶や平和の実現

では、世界の切迫した課題への取り組みで協力する方法に

といった大きな夢を抱くなら、
「それを実現させる責任は自分

ついて、各地のリーダーと協議することも予定されています。

たちにある」
と語り、次のように締めくくりました。「昨日のこと

「ロータリーは、つながりを生かして協力関係を深め、新たな
パートナーシップを構築していく必要がある」
とジョーンズ氏。

略歴

をイマジン（想像）する人はいません。それは未来を描くこと
です」

ジェニファー E. ジョーンズ

（Windsor-Roseland ロータリークラブ カナダ、オンタリオ州）

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を受賞しました。また、法学の博士号（LL.D.）
を有
しています。
女性初の会長に選出されるにあたり、ジョーンズ氏はロータリーの「多様性、公平さ、インクルージョン（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、
インクルージョンを最優先し、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」
ジョーンズ氏は 1997 年にロータリーに入会し、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
ナーを歴任しました。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
的役割を担いました。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 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、新型コロナウイルス対応の
ためのファンドレイジングを目的としたテレソン（#ロータリーによる対応）を先導。このイベントは 65,000 人以上が視聴し
ました。
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となっています。

ロータリー賞の目標と
ロータリー賞の目標と
達成
方法に関する説明
達成方法に関する説明
ロータリー賞は、各年度に優れた取り組みを行ったクラブを表彰するものです。ロータリー賞
の目標に向けた取り組みは、クラブで会員の参加を促し、地域社会におけるクラブの存在意義
を保ち、効率的に運営するための一助となります。人びとを温かく迎え、その参加を促すクラ
ブは、ロータリーの価値観を反映したクラブであると言えます。クラブがロータリー賞の目標
に取り組むことで、ロータリーの力強さを保ち、次世代にとってふさわしい文化を育むことが
できます。
ロータリー賞の受賞資格を満たすには、クラブが正規に RI に加盟していることが条件となりま
す。ロータリー賞の受賞資格である「正規に RI に加盟している」とは、RI からのクラブ請求
書の金額を遅延なく全額支払ったクラブを意味します。クラブが RI 請求額を遅延なく支払って
いるかどうかは、My ROTARY の「クラブの運営」＞「クラブの財務」の下にあるクラブの未
納金残高（毎日更新）レポートでご確認ください。（このレポートで未納金残高が 0 ドルとな
っている必要があります）。1 月中旬または 7 月中旬に請求書が閲覧可能となり次第、すぐに
お支払いください。
ロータリークラブのリーダーは、ロータリー賞の達成を目指して、ロータリークラブ・セントラルに
ある 25 の目標のうち少なくとも 13 の目標を選ぶことができますこのような柔軟性により、クラブに
とって最も重要で達成可能と思われる目標を選ぶことができます。さらに、目標の多くはロータリー
クラブ・セントラル内で「達成」に印をつける自己報告方式となります
ロータリー賞を達成するには以下を行う必要があります：


ロータリークラブ・セントラルを開く



25 の目標に目を通す



その中から 13 の目標（または全目標の 51％以上）を選ぶ



選んだ目標を達成する



6 月 30 日までにロータリークラブ・セントラルで達成を報告する

ロータリークラブ・セントラルを開いたら、「目
目標設定・確認センター」をクリックし、年度
すべて」をクリックしてください。
を選び、「す
目標

目標の詳細

会員増強

ロータリー年度末までに達成したいクラブ会員総数

奉仕活動への参加

本ロータリー年度にクラブの奉仕活動に参加する会員の数

新会員の推薦

本ロータリー年度に新会員を推薦する現会員の数

ロータリー行動
グループへの参加

本ロータリー年度に少なくとも 1 つのロータリー行動グループのメンバーと
なっている会員の数

ロータリー賞の目標と
ロータリー賞の目標と

達成方法に関する説明

達成方法に関する説明
目標

目標の詳細

リーダーシップ育成
への参加

本ロータリー年度にリーダーシップ養成プログラム／活動に参加する会員の
数

地区大会への参加

地区大会に出席する会員の数

ロータリー親睦活動
グループへの参加

本ロータリー年度にロータリー親睦活動グループのメンバーとなっている会
員の数

地区研修への参加

地区で行われる研修／セミナー／協議会などに出席するクラブ委員会委員長
の数

年次基金への寄付

本ロータリー年度のクラブと会員によるロータリー財団年次基金への寄付総
額

ポリオプラス基金へ
の寄付

本ロータリー年度のクラブと会員によるロータリー財団ポリオプラス基金へ
の寄付総額

大口寄付

本ロータリー年度に寄せられる一括 10,000 ドル以上の寄付の件数

遺贈友の会会員

遺産計画を通じてロータリー財団に 10,000 ドル以上の寄付を誓約すること
を、初めて本ロータリー年度にロータリー財団に通知する個人・夫婦の数

ベネファクター

遺言またはそのほかの遺産計画に財団恒久基金を指定して寄付することをロ
ータリー財団に通知または恒久基金に 1,000 ドル以上を寄付して、新たにベ
ネファクターとなる個人・夫婦の数

奉仕プロジェクト

本ロータリー年度にクラブが実施する奉仕プロジェクトの数

ローターアクトクラ
ブ

本ロータリー年度にクラブがスポンサーする新ローターアクトクラブと既存
ローターアクトクラブの数

ブ

インターアクトクラブの数

学生

数

派遣する青少年交換
学生

本ロータリー年度にバーチャル形式でクラブが派遣する青少年交換学生の数

RYLA 参加者

本ロータリー年度に直接対面式またはバーチャル形式でクラブが支援する
RYLA（ロータリー青少年指導者養成プログラム）参加者の数
目
標の詳細
クラブにはクラブ独自の戦略計画（長期計画）があるか

ロ
ータリー賞本ロータリー年度にクラブがスポンサーする新インターアクトクラブと既存
の目標と
インターアクトクラ
来訪する青少年交換
達
成方法に本ロータリー年度にバーチャル形式でクラブが受け入れる青少年交換学生の
関する 説 明

目
標
クラブ戦略計画
インターネット上の
存在感

インターネット上にあるクラブの情報は現在の活動を正確に反映しているか

親睦のための活動

本ロータリー年度、例会以外に親睦を目的としてクラブが実施した活動の回
数

ウェブサイトとソー
シャルメディアの更
新

本ロータリー年度中、クラブのウェブサイトとソーシャルメディアアカウン
トを月に何回更新するか

クラブのプロジェク
トのメディア掲載

本ロータリー年度にクラブのプロジェクトを取り上げるメディア記事の数

ロータリー作成の公
式推進用資料の使用

本ロータリー年度に地域社会でロータリーを紹介するために、国際ロータリ
ーから提供される広告と公共奉仕資料（ブランドリソースセンターから入手
可能な放送用ビデオ、印刷広告、その他の公式資料）使用した回数

年度ロータリー賞の目標と達成の
年度ロータリー賞の目標と達成の
ワ
ークシート（イ（インターアクトクラブ）
ンターアクトクラブ）
ワークシート
ロータリー賞（インターアクトクラブ）は、より大きなインパクトをもたらし、参加者の基盤を広げ、より積極的なかかわりを促し、適応力を高める活動を
行うことで、ロータリーの行動計画を支えたクラブを表彰するものです。
以下の 20 の目標のうち、少なくとも 11 の目標を選択してください。クラブにとって重要で、達成可能であると思われる目標を選ぶこと
ができます。クラブは全ロータリー年度をかけて、これらの目標を達成し、ロータリー賞の受賞を目指すことができます。
目標を設定し、達成への進展を記録する際にこの PDF をご利用ください。スポンサークラブの役員とクラブのアドバイザーがオンラインの推薦フォー
ムを用いてクラブの達成を報告する際にも、この PDF を参照できます。ロータリー賞の受賞に必要な要件は以下の通りです：







20 の目標の詳細に目を通す
クラブのアドバイザーからの指導を受け、11 の目標を選ぶ
達成したい目標を選び、「目標の設定の欄に印をつける。
クラブが目標を達成したら、「達成」の欄に印をつける
スポンサークラブの役員とクラブのアドバイザーが年度を通じてこのワークシートを参照し、クラブによる目標達成の進展を記録する
スポンサークラブの役員またはインターアクトクラブのアドバイザーと協力し、8 月 15 日までにオンラインの推薦フォームを提出する。書式の
記入にあたっては、このワークシートを参照する。

ロータリー賞を受賞するには、インターアクトクラブは国際ロータリーから認定され、6 月 30 日までに地区ガバナーから承認されている必要がありま
す。また、成人のアドバイザーが、6 月 30 日までにアドバイザーの氏名と連絡先情報をロータリーに提出している必要があります。
ロータリー賞のカテゴリー

目標の詳細

クラブの会員数

ロータリー年度末までにクラブ会員を＿名とする。

奉仕への参加

本ロータリー年度に、＿名の会員がクラブの奉仕活動に参加する。

ロータリー行動グループ
との関わり

本ロータリー年度中、クラブ会員はロータリー行動グループについてより詳しく学び、
奉仕プロジェクトのためのインスピレーションを得る機会を持つ。

リーダーシップ育成への
参加

会員のスキルを伸ばすため、＿回のリーダーシップ育成プログラムを実施する。

地区大会への参加

地区大会に＿名の会員が出席する。

ロータリー親睦活動との
関わり

本ロータリー年度、クラブ会員はロータリー親睦活動を通じた機会についてより多く
を学ぶ。

地区研修への参加

クラブ会員が地区の研修行事に出席する。

ラーニングセンターの利用

2020‐21 ロータリー年度に、クラブのアドバイザーまたは 1 名の会員が、ロータリー
のラーニングセンターで奉仕について学ぶオンラインコースを修了する。

年次基金への寄付

本ロータリー年度中、ロータリーの年次基金への募金方法や認識向上のための方
法を考え、実行する。

ポリオプラス基金への寄付

本ロータリー年度中、ロータリーのポリオ根絶活動のための募金または認識向上の
ために、＿件の活動を行う。

奉仕プロジェクト

スポンサーロータリークラブまたはアドバイザーと協力し、6 つの重点分野のいずれ
かにおいて、意義ある社会奉仕プロジェクトまたは国際奉仕プロジェクトを実施する。

RYLA への参加

＿名のクラブ会員がロータリー青少年指導者養成プログラム（RYLA）に参加する。

若いリーダーのための
プログラム

若いリーダーのためのロータリープログラム（RYLA、ロータリー青少年交換など）を
会員に紹介するための会合を開く。

学友の参加

スポンサーローターリークラブと協力して、卒業するインターアクターにローターアクト
クラブ（大学基盤または地域社会基盤のどちらか）を紹介する。

戦略計画

クラブには最新の戦略計画がある。

ウェブサイトとソーシャル
メディアの更新

本ロータリー年度、クラブのウェブサイトまたはソーシャルメディアのページを月＿回
更新する。
世界インターアクト週間に行った活動について、ソーシャルメディアで紹介する。

クラブのプロジェクトに
関するソーシャルメディアの
利用
ブランドリソースセンターの
利用

ロータリーのブランドを正しく反映したロゴや資料の作成において、ブランドリソース
センターを利用する。

ロータリーの公式推進資料
の利用

本ロータリー年度、地域社会でインターアクトを推進するため、ブランドリソースセン
ターにある国際ロータリー作成のメッセージや公共奉仕関連の資料（動画、印刷広
告、そのほかの資料）を利用する。

クラブの推進

毎年のインターアクト賞に参加する。

目標の設定

達成

㻌
㻌

年度ロータリー賞の目標と達成の
年度ロータリー賞の目標と達成の
ワークシート（ローターアクト）

ワークシート
（ローターアクト）
ロータリー賞（ローターアクトクラブ）は、より大きなインパクトをもたらし、参加者の基盤を広げ、より積極的なかかわりを促し、適応力を高める活動を
行うことで、ロータリーの行動計画を支えたクラブを表彰するものです。
以下の 22 の目標のうち、少なくとも 12 の目標を選択してください。クラブにとって重要で、達成可能であると思われる目標を選ぶことができます。ク
ラブは全ロータリー年度をかけて、これらの目標を達成し、ロータリー賞の受賞を目指すことができます。
目標を設定し、達成への進展を記録する際にこの PDF をご利用ください。また、推薦フォームを記入する際にも参考としてください。ロータリー
賞の受賞に必要な要件は以下の通りです：







22 の目標の詳細に目を通す
少なくとも 12 の目標を選ぶ
達成したい目標を選び、「目標の設定の欄に印をつける。
クラブが目標を達成したら、「達成」の欄に印をつける
年度を通じてこのワークシートを参照し、クラブによる目標達成の進展を記録する
スポンサークラブまたはローターアクトクラブ会長が、8 月 15 日までにオンラインの推薦フォームを提出する。フォームの記入にあたっては、
このワークシートを参照する。

ロータリー賞を受賞するには、ローターアクトクラブは国際ロータリーから認定され、6
月 30 日までに地区ガバナーから承認されている必要がありま
㻌
㻌
す。

ロータリー賞のカテゴリー

目標の詳細

クラブの会員数

ロータリー年度末までにクラブ会員を＿名とする。

奉仕への参加

本ロータリー年度に、＿名の会員がクラブの奉仕活動に参加する。

ロータリー行動グループへの 本ロータリー年度に少なくとも 1 つのロータリー行動グループのメンバーとなる会員数を＿名と
参加
する。
リーダーシップ育成への参加 会員のスキルを伸ばすため、＿回のリーダーシップ育成または職業能力開発プログラムを実施
する。
地区大会への参加

地区大会に＿名の会員が出席する。

ロータリー親睦活動グループ 本ロータリー年度にロータリー親睦活動グループのメンバーとなる会員数を＿名とする。
への参加
地区研修への参加

＿名のクラブ会員が地区の研修行事に出席する。

ラーニングセンターの利用

＿名のクラブ会員がラーニングセンターにアクセスし、それらの会員が＿のコースを完了する。

年次基金への寄付

ロータリー年次基金にクラブから寄付を行う。また、これらの寄付がローターアクトの寄付の達成
証を得る要件を満たしているか確認する。

ポリオプラス基金のための
活動

本ロータリー年度中、ロータリーのポリオ根絶活動のための募金または認識向上のために、＿
件の活動を行う。

奉仕プロジェクト

スポンサークラブと協力し、6 つの重点分野のいずれかにおいて、意義ある地域社会または国
際奉仕プロジェクトを実施する。

ローターアクトクラブの数

本ロータリー年度に＿つのローターアクトクラブをスポンサーする。

インターアクトクラブ

本ロータリー年度に＿つのインターアクトクラブを共同スポンサーする。

RYLA への参加

＿名のクラブ会員がロータリー青少年指導者養成プログラム（RYLA）の計画に関わる、または
RYLA に参加する。

若いリーダーのためのプロ
グラム
戦略計画㻌
㻌
オンラインでの存在感

ロータリープログラム（RYLA、新世代交換など）を会員に紹介するための会合を開く。

ウェブサイトとソーシャルメデ
ィアの更新

本ロータリー年度、クラブのウェブサイトまたはソーシャルメディアのページを月＿回更新する。

交流活動

本ロータリー年度、通常の例会以外に＿回の交流行事を開く。

クラブには最新の戦略計画がある。
クラブのオンラインページは、現在の活動状況を正確に伝えている。

クラブのプロジェクトに関する 世界ローターアクト週間に行ったイベントや活動について、ソーシャルメディアで紹介する。
ソーシャルメディアの利用
ロータリーの公式推進資料
の利用

本ロータリー年度、地域社会でローターアクトを推進するため、ブランドリソースセンターにある
国際ロータリー作成のメッセージや公共奉仕関連の資料（動画、印刷広告、そのほかの資料）を
利用する。

クラブの推進

卓越したローターアクトプロジェクト賞にクラブの優れたプロジェクトを応募する。

目標の設定

達成

