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ホルガー・クナーク RI 会長は、

地区ガバナーに向けて、2020～

2021 年度 RI 会長テーマ「ロータリ

ーは機会の扉を開く Rotary 

Opens Opportunities 」を発表され

ました。“ロータリークラブに入会

するというのは、ただ、それだけで

なく無限の可能性の機会の招待を受けたことになります。ロ

ータリーはポリオ根絶のように大規模で歴史的なプロジェク

トから、地域社会でのささやかなプロジェクトや 1 本の植樹

まで、奉仕する機会の扉を開いてくれます。” 

このテーマを受けまして、2700 地区では、『日本のロータ

リー100 周年「新しいロータリーは機会の扉を開く」』と致し

ました。これは、国際ロータリー会長のテーマに「新しい」

を付けたものです。つまり、我々の進む道は、常に新しい世

界へ一歩踏み出してきたことが現在の素晴らしい世界を創っ

てきたことに起因すると考えるからです。2020～2021 年の

2700 地区の見据える方向は、まだ我々が踏み出していない新

しい世界を見据えて踏み出すことにあります。 

このような考えから、『日本のロータリー100 周年「新しい

ロータリーは機会の扉を開く」』と宣言させて頂きました。ど

うか一年間、このことを行動の指針において、活動して頂き

ますことを心より念願とお願いする次第でございます。 

次に、地区研修・協議会の目的をお伝え致します。① 就任

に先立ち、次期クラブリーダーがクラブのリーダーシップチ

ームを築けるようにすることにあります。② 地区ガバナーエ

レクト、次期ガバナー補佐、地区委員会に、クラブ指導者 

チームの意欲を喚起し、協力関係を築く機会を提供するこ

とにあります。 

この目的を踏まえ、以下の方針を参考に次年度に向けての

準備をして頂きたいと思っております。世界が大きく変化

し、ロータリーも 1905 年結成以来のシカゴの状況とは一変

し、当時では信じられないような世界へと発展を遂げ、現在

新しい文明の入口に居るような世界の大きな変化の中...国際ロ

ータリーは今年度新しい 5 年間の戦略計画を発表致しまし

た。それは、ロータリーのビジョン声明として、「私たちは、

世界で、地域社会で、そして自分自身の中で、持続可能な良

い変化を生むために、人びとが手を取り合って行動する世界

を目指しています。」を発表し、行動計画として、 

① より大きなインパクトをもたらす 

② 参加者の基盤を広げる 

③ 参加者の積極的なかかわりを促す 

④ 適応力を高める 

これを実行に移すための精神的ロータリーの支柱は、「超我

の奉仕」、「最もよく奉仕する者、最も多く報われる」を基

に、中核的価値観「親睦、高潔性、多様性、奉仕、リーダー

シップ」、これらをロータリアン共通の価値観として行動計画

を実行して参ります。これを受けて 2700 地区は 2020 年 7 月

から 2025 年 6 月までの 2700 地区の 5 年間の地区戦略計画を

定めました。地区の戦略計画は次の 8 つです。 

① My Rotary の活用・推進 ⑤ RLI の推進 

② DLP の定着 ⑥ 新クラブの結成 

③ CLP の推進 ⑦ ロータリー財団への寄付と活用 

④ 地区研修委員会の充実 ⑧ 米山記念奨学会への寄付 

その 2700 地区戦略計画をもとに、本年度の 2700 地区の取り

組みとして、6 つの重点目標と 2 つの年次事業を実行して参り

ます。6 つの重点目標 

① My Rotary の登録・活用 ④ 研修委員会の設置 

② DLP の定着 ⑤ RLI の推進 

③ CLP の推進 ⑥ 新クラブの積極的結成」 

2 つの年次事業 

① 日本のロータリー100 周年事業 

② 国際大会（台湾）積極的参加 

これを各ガバナー補佐、地区リーダー、クラブ会長、幹事

様、クラブリーダー全会員の皆様方のご協力を頂きながら前

進して参ります。 

本年は 2700 地区にとって新しくうまれる第一歩の年になり

ます。それを実現するために、新しいロータリーの機会の扉

を開いて頂きたいのです。そして我々の行動が愛する家族、

クラブ会員、地域の人たち、世界の人々に良い変化をもたら

した時、ロータリーは永遠に光輝くのです。 

結びに 2020～2021 年度が各会長様、各クラブの幹事様を

始め、クラブのリーダー、会員の皆様方にとりまして最高の

有意義な一年になりますことを心より念願し、地区の方針と

致します。 

第 2093 回例会記録＜10 月 8 日＞   

ガバナーの卓話 古賀 英次ガバナー 



今年寄付をされたお二人が、古賀ガバナー

より表彰されました。ポールハリスソサエテ

ィ(寄付額 6100ドル)の鈴木会員にサファイヤ

5つのバッチと米山功労者(160万)の桧槇会員

に賞状が送られました。思っていても行動す

ることを継続していくことは難しいことで

す。毎年寄付して頂き、感謝しています。 

 

皆さんこんにちは。本日は古賀ガバナーをお招きし

ての公式訪問例会が開催出来たことを大変嬉しく思

います。お忙しい中お越しいただきました古賀ガバナ

ー、高城ガバナー補佐、廣松地区幹事、木原地区財団

監査委員長、本日はありがとうございます。 

 この例会の前に、懇談会を１時間の予定で行ったの

ですが、私が質問ばかりするものですから時間が押し

てしまい、例会開始時間が遅れましたことを心からお

詫びいたします。地区に対して質問を多くしたわけで

ございますが、古賀ガバナーは嫌な顔一つせず真摯に

お答えいただきましたことを感謝いたします。その中

で印象に残っているのは、私が「もっとロータリーが

世界で行っている奉仕をわかりやすく CM などで宣

伝することはできないのですか？会員増強、退会防止

になるのでは」と質問をすると、しようと思えば出来

ると思うが、ロータリー母体がいろんなことを行って

もあまり効果がないかもしれません。ロータリーはや

はりそこにいる人しだいです。会長が行動することが

一番大事だと。「まず奥さんから大尊敬されるロータ

リアンになっていますか？なることですよ」と言われ

たことが印象的でした。私も今日を機会に改めて,妻か

ら尊敬されるロータリアンになろうと思います。また

ロータリーをより学び、ロータリーの良さを皆さんに

伝えていこうと思いました。 

以上で会長の時間を終わります。有難うございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  古賀ガバナーより 表彰式   

 

 ガバナー公式訪問の様子 

 

古賀ガバナーと

廣松地区幹事、

木原財団監査委

員長。懇談会が

終わって記念撮

影です。 

(京都ホテルにて) 

 

本日のランチ 

刺身と鯛茶漬など 

きれいでとても美

味しくいただきま

した。 

  10月 8日 会長の時間  屏会長 

 



幹事報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★★★ＫＲＣ例会予定★★★  

日 内容  

10/23 休会  

10/30 外来卓話 田村志朗さん 

11/1 豊前６０周年 グランプラザ中津ホテル 

11/6 休会  

11/13 外来卓話 岩崎員久さん 

11/20 外来卓話 古賀靖教さん 

 

 

 
＜2020～2021 年度ＲＩ＞  会 長  ： ホルガー・クナーク 
＜第 2700 地区＞            ガバナー ： 古賀 英二 
＜苅田ロータリークラブ＞    会  長 ： 屏  正隆 

幹 事 ： 廣田 琢磨 
ＳＡＡ ： 杉坂 正徳 

＜創 立＞ 昭和 51 年 6 月 28 日 
＜例 会＞ 毎週木曜日 12：30～ パンジープラザ TEL 093-434-3641 
＜事務局＞ 苅田町京町 2-3-1 TEL 093-434-1488 FAX 093-434-6543 
 
e-mail kanda-rc@f4.dion.ne.jp URL:www.kanda-rc.com 
IT・週報委員会委員長：:松本 聡・中尾 則子・河内山 秀一 
            坂岡 英俊・片岡 孝市・青木 政憲 

ニコニコ BOX             親睦活動委員会委員長 木部 義憲 

古賀ガバナー 今日はお世話になります。宜しくお願い致します。 

高城 雅春  苅田ＲＣの皆様、古賀ガバナー公式訪問ありがとうございました。 

屏  正隆  ガバナー公式訪問を開催するために皆様ご協力下さりありがとうございました。 

廣田 琢磨  古賀ガバナー、素晴らしい卓話をありがとうございました。 

皆様、多くの出席ありがとうございました。 

桧槇  敬  古賀ガバナー公式訪問ありがとうございました。 

鈴木 公利  古賀ガバナー、廣松地区幹事、木原副幹事、ご訪問頂きありがとうございました。 

渡邊  剛  ガバナー、勉強ありがとうございました。 

國永 修一  古賀ガバナー公式訪問ありがとうございました。 

木部 義憲  古賀ガバナー、本日はお越しいただきありがとうございました。 

ネクタイもありがとうございます。 

井手口貞治  古賀ガバナー、本日は公式訪問ありがとうございました。 

石田  徹  古賀ガバナー、ネクタイありがとうございました。 

壁屋 好惠  古賀ガバナー、廣松地区幹事、高城ガバナー補佐、地区戦略木原様、 

公式訪問ありがとうございました。 

矢野  強  ガバナー公式訪問が終わりました。ありがとうございました。 

 

                         

 

 

 

  

・11/1は豊前６０周年がグランプ

ラザ中津(受付 14時 30分より)であ

ります。その為に 11/6が休会とな

っておりますのでよろしくお願いい

たします。 

 


