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1月にアメリカ・フロリダ州オーランドで開催された国際協議会でスピーチをしたアニエラ・カラセドさん

Introducing the 
Rotary Youth 
Network 

How do you take the best from 
the worst?  
　None of us will forget how 
the pandemic altered our 
world and our lives. Each of us 
had to traverse this period of 
uncertainty, and no one had a 
free pass from the effects.  
　I personally believe this has 
created space for a different kind 
of global leadership — one that 
is courageous, empathetic, and 
vulnerable. I met my good friend 
Anniela Carracedo online in early 
2020. She is one such leader, and 
I’m thrilled to turn this month’s 
column over to her.

―JENNIFER JONES

I n March 2020, I had a panic attack. I couldn’t 
breathe, and I felt a terrible pain in my chest.  
　It had been a few days since the World Health 
Organization declared COVID-19 a global 

　Eventually, quarantine restrictions were being lifted, 
and the needs of our participants were changing. At 
our last official meeting as RIQ, Past RI President Barry 
Rassin inspired us to create even bigger change, so we 
transformed RIQ into the Rotary Youth Network, or RYN. 
　A few of our members, including me, were selected to 
serve on the inaugural Interact Advisory Council, where 
we presented our vision for youth in Rotary to the RI 
Board of Directors. 
　Our presentation to the Board inspired President 
Jennifer and her team to create a Youth Advisory 
Council in Rotary International, which I am honored to 
serve on as a co-chair.  
　The Rotary Youth Network officially launched during 
a breakout session at the 2022 Rotary International 
Convention in Houston. Five of us, who had participated 
in Interact, Youth Exchange, and Rotary Youth 
Leadership Awards, traveled across continents to launch 
an organization we had kicked off online two years 
before. The convention was the first time we had met in 
person. 
　When my friends and I finished our talk, we realized 
more than 500 people were giving us a standing ovation. 
Tears filled our eyes, and the feeling of excitement and 
accomplishment took over.  
　Who would have thought that a panic attack would 
lead to this? 
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pandemic, and I was in the middle of my year as a 
Rotary Youth Exchange student in the United States. 
Think about it: an 18-year-old girl stuck in a different 
country, with a foreign language, with people she had 
only met six months before. It was scary.  
　But I am familiar with uncertainty. I was born and 
raised in Venezuela, which is going through one of the 
worst humanitarian and political crises in the Western 
Hemisphere. But my mom always said, “Challenges are 
nothing more than needs that require a solution.”  
　I called up my Interact and Youth Exchange friends. 
Together, we organized an online meeting to share 
projects and get inspired by what everyone else was 
doing during the quarantine. In that first meeting, we 
had 70 people, mainly students, from 17 countries. 
　From that beginning, we built an online platform for 
Rotary youths worldwide to share their experiences 
and inspire others with project ideas during isolation.
We looked for mentors and supporters who would help 
our group connect young people, share cultures, and 
open new collaborative opportunities for international 
service projects. We called it Rotary Interactive 
Quarantine, or RIQ.  
　After only a year, we engaged with more than 5,000 
students from 80 countries. Several of our team 
members became district Interact representatives 
and district committee members, and some of us even 
serve on Rotary International councils. 
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　最悪な状況の中から最善のことを引き出すにはどうすればよいでしょうか？  
　コロナ禍が私たちの世界を、そして私たちの生活を一変させたことを忘れる人はいないでしょう。
私たち一人一人がこの不確実な時代を乗り越えなければならず、その影響を逃れられる人は誰一人と
していませんでした。  
　その結果、私は、これまでとは異なるグローバルリーダーシップ、つまり、勇気と共感力を備えて
いると同時に、感受性豊かなリーダーたちのための場所をつくり出したと感じています。2020 年初め、
今は良き友人となったアニエラ・カラセドさんとオンラインで出会いました。彼女はそのようなリー
ダーの一人であり、今月のこのコラムを彼女に引き継げることをうれしく思います。
 ―ジェニファー・ジョーンズ

　2020年3月、私はパニック発作を起こしました。息ができず、胸にひどい痛みを感じました。  
　世界保健機関（ＷＨＯ）が新型コロナウイルスをパンデミックと宣言した時、私はロータリー
青少年交換でアメリカに留学中でした。考えてみてください。18 歳の少女が言葉も異なる異
国で、知り合ってわずか半年しかたたない人と生活していたのです。それは恐怖でした。  
　政変を繰り返すベネズエラで生まれ育った私は、状況がよく変わることについてはよく知っ
ていました。母はいつもこう言いました。「困難は、解決が必要なニーズに過ぎない」と。  
　私はインターアクトや青少年交換プログラムで出会った友人に連絡し、オンラインで会合を
開きました。その目的は、情報を交換し、自粛生活の中で他の人たちが行う活動から刺激を受
けることでした。最初の会合では、17 カ国から主に学生 70 人が参加しました。 
　それが発端となり、世界中のロータリーのプログラムに参加する若者が経験を分かち合
い、プロジェクトのアイデアを紹介してインスピレーションを得るためのオンラインプラット
フォームが構築されました。若い人たちをつなぎ、文化を共有し、国際奉仕プロジェクトの新
たな機会を見つけられるよう、手助けしてくれるメンターやサポーターも探しました。私たち
はこのグループを、「Rotary Interactive Quarantine（ＲＩＱ）」と呼びました。  
　そのわずか 1 年後には、80 カ国 5,000 人以上の学生と交流していました。中には地区イン
ターアクト代表や地区委員会の委員になった人や、ＲＩで諮問委員会の委員を務めている人も
います。 
　やがて行動制限が解除され、参加者のニーズは変化しました。ＲＩＱとしての最後の公式会
合で、バリー・ラシン元ＲＩ会長からもっと大きな変化を生み出すことへのインスピレーショ
ンを与えられた私たちは、ＲＩＱを「ロータリー青少年ネットワーク（ＲＹＮ）」へと生まれ
変わらせました。そして、私を含む数人のメンバーがインターアクト諮問委員会の初代委員に
選ばれ、ロータリーの青少年のためのビジョンをＲＩ理事会に提示しました。 
　理事会でのプレゼンテーションは、ジェニファーＲＩ会長とそのチームが、ＲＩに青少年諮
問委員会を設置するきっかけとなりました。私は今、その共同委員長を務めていることを光栄
に思います。  
　ＲＹＮは、ヒューストンでの 2022 年ロータリー国際大会の分科会で正式に発足しました。
インターアクトやロータリー青少年交換、ロータリー青少年指導者養成プログラム（ＲＹＬＡ）
への参加経験がある私たち 5 人は、2 年前にオンラインで始めた組織を立ち上げるため、ヒュー
ストンに集まりました。国際大会は、私たちが初めて直接会う場となりました。 
　私たちが発表を終えた時、500 人以上が総立ちの拍手をしていることに気付きました。目
には涙があふれ、興奮と達成感に満たされました。  
　あのパニック発作がこのような結果をもたらすとは、誰が想像できたでしょうか。

ロータリー青少年ネットワークのご紹介 
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