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ビジネス
カジュアル
外見を若々しく見せることがロータリー
を活性化するための唯一の方法では
ないものの、出発点にはなります。
ホルガー・クナークＲＩ会長エレクト
にとって、機会は無限大です。

国際ロータリー（ＲＩ）世界本部の外は、10
月の曇り空が広がり、ミシガン湖は鋼のような灰
色に沈み、紅葉した樹木も心なしか色あせて見え
ます。
しかし、ＲＩ会長エレクトのオフィスの中は明
るい別世界です。これは何もホルガー・クナーク
ＲＩ会長エレクトの青いブレザーの胸ポケットか
らのぞくペイズリー柄のハンカチ一つのせいでは
ありません。しかし、その鮮やかな色合いは、ク
ナーク氏の陽気で楽観的な未来の展望にマッチし
ています。これは 67 歳（インタビュー当時）の
ん。
ク ナ ー ク 氏 へ の イ ン タ ビ ュ ー は、『The
Rotarian』誌のジョン・レゼック編集長、そして
ジェニー・ラクマニ編集主任と共に、2 度にわた
り、2 時間をかけて行われました。ドイツ語なま
18

ロータリーの友

PHOTOS BY SAMUEL ZUDER

クナーク氏の若々しさの表れの一つにすぎませ

2020 VOL.68 NO.3

令和 2 年

3 月号

ロータリーの友

りはあるものの流ちょうな英語を話すクナーク氏
は、その型破りなロータリーにおける出世物語を
語りました。きっかけは青少年交換プログラムで
の長年の取り組み。その経験が、ＲＩ会長として
目指す目標を形作ったそうです。
「ロータリーの
成長、特に若い会員の増強は、確実に目標の一つ

ドイツ出身のＲＩ会長エレクトはロータリー史上初です
ね。ドイツのロータリーについて教えてください。
ロータリーは世界中で異なります。中核的価値観は共有
していますが、大切にしていることが違います。ドイツの
ロータリアンが大切にしているのは友情と親睦、それに、
高潔性と倫理です。私たちが行う奉仕も親睦から生まれま
す。そして、ドイツのロータリークラブの特徴の一つは、

です」とクナーク氏。
「若い世代とのつながりを

会員を慎重に選ぶということだと思います。会員の維持率

失えば……」と、両手を挙げて肩をすくめ、こう

が高いんですよ。会員維持については対策を考えてもいな

続けます。
「時代遅れになってしまいますから」

いくらいです。

話の流れで、2018 年国際協議会での自身のス
ピーチが話題に上りました。クナーク氏はこのス
ピーチで、ロータリーを創設したポール・ハリス
の言葉を引用しました。
「ロータリーがしかるべ

どうしてロータリーに関わるようになったのですか。
Round Table（円卓会議）という団体を通じてです。ヨー
ロッパで何百ものクラブを有している団体です。驚いたこ
とに、この団体はいつも年寄りとばかり付き合うのに嫌気

き運命を切り開くには、常に進化し、時に革命的

が差したロータリアンたちが、1927 年にイギリスで設立

にならなければなりません」。この言葉について、

した団体なんです。Round Table には 40 歳になったら脱

クナーク氏は自分の見解を述べます。
「未来に備

退しなければならないという規則があります。私は 30 歳

えるために、ロータリーは変革し続け、若者の力
を信じなければならないのです」
その他にも「ロータリアンになるのにふさわし
くない年齢はない」など、クナーク流の金言を紹

で入会し、39 歳で退会しました。Round Table には「受
け入れよ、適応せよ、改善せよ」という素晴らしいモットー
があります。私は奉仕活動に興味があったのですが、人脈
づくりにも興味がありました。この団体で知り合った友人
の多くがロータリーに入会しました。その理由は、
特にロー

介、会長テーマ入りネクタイは金銭的な事情で必

タリーの職業分類による人脈づくりの機会でした。さまざ

要だという話もしてくれました（クナーク氏自身

まな人がいなければ、面白い組織をつくり、思ってもみな

はめったにネクタイを着けませんが、着用を求め

い方向に転がるような議論をすることはできません。

られたときに備えて、デスクの引き出しにマーク・
ダニエル・マローニー会長のテーマ入りの青いネ
クタイをしまってあるそうです）
。また、
「ロータ
リーは機会の扉を開く」という会長テーマについ

私はヘルツォークトゥム・ラウエンブルク・メルン・ロー
タリークラブ（ＲＣ）に入会しないかと誘われました。す
ごい名前でしょう。（2013 － 14 年度ＲＩ会長の）ロン・
バートンさんが理事の時、私のことを「ドイツの（口ごもっ
て）“ なんとかロータリークラブ ” のホルガー・クナーク

ても語ってくれました。テーマのロゴは、青、ゴー

氏です」と紹介したことがありました。自宅のある町ラッ

ルド、ローターアクトのクランベリー色の、開か

ツェブルクで新しいクラブが会員を募集していたのです

れた 3 つのドア。
「どの言語にも訳しやすい」か

が、そのクラブには既に知り合いが多かったので、古いク

らテーマにふさわしいと思って選んだ、といい
ます（クナーク氏の母国語であるドイツ語では、
「Rotary eröffnet Möglichkeiten」）。
1 回目のインタビューでは妻のスザンナさんが

ラブの方に入会することに決めたのです。おかげで全く違
う人たちと知り合う機会が得られました。
ＲＩ会長への道筋はどのようなものでしたか。
ガバナーになる前に、地区で務めたリーダー職を全て挙

同席し、説明を補足してくれました。「何ごとに

げてください、と言われたことがありますが、ないんです。

も動揺しない（unflappable）人」という評判に

一度も。ガバナーになる前は地区でリーダー職に就いたこ

ついて尋ねると、クナーク氏は動揺した表情を見

とはなく、任命されたこともありません。青少年交換プロ

せました。スザンナさんがスマホですぐに調べ、
ドイツ語で「unerschütterlich」だと説明。謎が
解けると、クナーク氏はいつも通り落ち着いて話
を続けました。

グラムへの取り組みが知られているだけでした。でもその
おかげで、人々に私のことやロータリーへの情熱を知って
もらえました。ＲＩ理事になった時も同じです。当時のゾー
ンでのリーダー職に任命されたこともありませんでした。
ＲＩ理事エレクトの研修でエバンストンに来た時が、初め
てＲＩ世界本部に足を踏み入れたときなんです。

20

ロータリーの友

2020 VOL.68 NO.3

青少年交換プログラムが優れたプログラムだと思うのは
なぜですか。
青少年交換は私にとってロータリーへの道筋をつくって
くれました。青少年交換でスザンナと共にホストファミ
リーを務めて、ロータリークラブと地区が世界中から学生
を迎える青少年交換キャンプの開催に関わるようになりま
した。そうして、こういった経験がどれほど私たちの人生
を豊かにしてくれるかを知りました。私たち夫婦には子ど
もがいないので、青少年交換は私たちにとって最高のプロ
グラムでした。若さを保ってくれるんです。
クナーク氏は何事にも動じないという評判です。いつも
落ち着いていると。そんなことが可能なんでしょうか。
妻は知っていますが、ささいなことで戸惑うこともあり
ます。しかし、重大なことに直面したり、重要な決定を下
さないといけないときは、いつもより冷静になるんです。
それに、私はいつも他の人たちを頼りにしていますから。
何事も一人ではできないと分かっています。実際に動いて
いる人々――ただ活動をしているだけではなく、情熱を傾
けている人のことを、
心から尊敬しています。
そういう人々
を尊重するべきです。ずい分前に学んだことですが。
会長としてどの分野に重点を置くつもりですか。
そして、
どういったことを成し遂げたいとお考えですか。
何も奇抜な新しい考えはありません（笑）
。ロータリー
はポリオ根絶を誓いましたから、この約束を守るためにで
きることは全てするつもりです。成功すれば、世界におけ
るロータリーの評価は上がることでしょう。もちろん、2
番目はロータリーの成長です。これは何も会員増強だけを
指しているわけではありません。あらゆるレベルでロータ
リーを成長させる、ということなのです。ロータリーを強
くすること。ロータリークラブの新しいモデルを通じて会
員を維持し、増やすこと。ロータリーは世界中でも変化が
最も遅い団体の一つだと思います。行動を起こすのに時間
がかかります。もっと迅速にならなくてはなりません。

者にも、古いモデルのクラブにも、新しいモデルのクラブ
にも、誰にでも居場所があるのです。厳密な規則は必要あ

ロータリーが変わらなくてもいい点は何でしょうか。

りません。一番合ったところで楽しみましょう。

これまで、私たちが何をするにも中核的価値観がその土
台にありました。親睦、多様性、高潔性、リーダーシップ、
奉仕――これらの理念が時代遅れになることは決してあり
ません。しかし、これらの価値観を表現し、実践する方法

ロータリアンの平均年齢が上がり続けていることを憂慮
していますか。
年配のロータリアンがロータリアンであり続け、高齢者

は変わっていきます。昼食を共にする例会という伝統は、

がロータリークラブに入会してくれることを非常にうれし

この 100 年間はうまくいっていたかもしれません。しか

く思っています。クラブやＲＩにとって大きな価値をもた

し、もはやそうではない。昼食が一日の中心ではなくなっ

らしてくれますから。しかし、クラブには、未来について

ていますから。
若い人々が関心を持てる形を探すべきです。

考えてもらいたいのです。年に 2 回は戦略立案会議を開

私たちの中核的価値観を分かち合うために、どういうロー

くべきです。未来について真剣に考えるなら、大きな世代

タリークラブに入会したいかを、若い世代に決めてもらう

間ギャップがないことは大事です。あらゆる年齢層の会員

べきです。ロータリーは、皆の場所です。若者にも、年配

がいれば、大きな隔たりはなくなります。これまでとは変
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わらずに、それでも若い職業人の興味を引くというのは大

らはいろいろなこと――ほとんど何でもできますから。私

事なことです。
「これでうちの人数は完璧だ。50 人、60 人、

たちは彼らがリードする機会を与えるべきです。2014 年

70 人、それ以上の人がいるから。今のところもう新会員

にベルリンでロータリー研究会の計画を始める前に、ロー

はいらない」というロータリークラブは危険です。ギャッ

ターアクターと打ち合わせをしました。何か新しいことを

プが急速に広がったりします。いつも言っていることです

するためのアイデアが聞きたかったのですが、彼らは素晴

が、ロータリアンになるのにふさわしくない年齢などあり

らしいアイデアを持っていました。彼らは全ての分科会を

ません。18 歳で入会する、素晴らしいことです。80 歳で

担当してくれて、大成功でした。ですから、若い世代を信

入会する、それもまた素晴らしいことなのです。ロータリ

じて、頼りにしましょう。

アンになるのにふさわしくない年齢というものはありませ
ん。それに、ロータリークラブに適正な規模の会員数とい
うのもありません。

リーダー職に就く女性の割合を増やすスピードのを上げ
るにはどうすればいいのでしょうか。
ボランティアの団体では、無理強いはできません。うま

ネクタイはあまり着用されないようですね。会長テーマ
のロゴ入りのネクタイはどうされますか。

くいきませんから。ロータリーは草の根運動の団体です。
全てはクラブから始まるのです。クラブがガバナーを指名

会長テーマのロゴ入りネクタイやスカーフの売り上げが

する委員を正しく選ぶようにするべきです。正しい委員を

年に 130 万～ 140 万ドル（約 1 億 5,000 万円）あるこ

選べば、女性のガバナーは増えるでしょう。不可能なこ

とを知りました（笑）
。これはつくるだけの理由がありま

となどありません。私が議長を務める 2020 － 21 年度の

すよね。ネクタイは好きです。たくさん持っていますよ。

ＲＩ理事会には、6 人の女性がいるんですよ。

新品同様の状態で、でしょうね、きっと（笑）
。ご自身
の会長テーマのロゴ入りネクタイはつくられるのですね。
会長テーマは何ですか。

女性が増えると雰囲気が変わると思いますか。
変わることはないはずです。性別にかかわらず、私たち
は皆ロータリアンなのですから。大事なのは情熱とリー

「ロータリーは機会の扉を開く」です。ロータリーの成

ダーシップです。求めているのは最高の人材です。女性が

長という目標を支えるものです。というのも、ロータリア

何人いるか数字が大事なわけではありません。とはいえ、

ンになれば、これまでになかった新しい機会が得られます

今そういう変化が起こっていることには心躍ります。ロー

から。

タリーの素晴らしいところは、まさに多様性なのですから。

もちろん、その一つは奉仕する機会です。これにはもう
一つの側面もあります。安全な水を提供したり、通学する
機会を提供したり、私たちの奉仕を必要とする人々に機会
を提供しているわけです。
奉仕の機会は双方向のものです。

世間でのイメージを向上させるには、どのようにロータ
リーのことを伝えていけばいいのでしょうか。
世間のイメージを変えるには、長い時間か、たくさんの
お金がかかります。2 つの大事なことがあります。時間が

クナークさんは考え方がとても若いと言われますね。会

かかる覚悟と、正直であることです。ロータリーが変わら

長に就任後、そのことがリーダーシップのスタイルにどの

なければならない理由は、宣伝のためではありません。私

ように影響すると思いますか。

たちがなぜこういう活動をしているのか、真実のストー

自分のスタイルが変わらないといいのですが。ＲＩ会長

リーを伝えなければなりません。真にロータリーの一部に

らしく見えないと言われますが、それは構いません。大切

なるためには、この団体、そして私たちの活動を誇りに思

なのはリーダーシップであって、威厳があるように見える

わなくてはなりません。自分が何をしているかではありま

ことではありません。それに、この世界で価値を持ち続け

せん。それでは自己中心的になってしまいますから。

るためには、若いリーダーを重点的に扱わないとなりませ
ん。退職者には技能があり、時間があり、貢献したいとい

ロータリーはもっとクールになる必要がありますか。

う情熱があるので歓迎しますが、私が重点を置くのは変革

若い世代にとって魅力ある存在になることは必要です。

的なクラブ、新しいクラブのモデル、新しいクラブのアイ

私は今あるロータリークラブを誇りに思っています。しか

デア、それに若い会員です。私は、若い世代を勧誘するべ

し、ローターアクターや若い職業人にとって魅力がないと

き時にふさわしい会長になれると思います。

いうのであれば、彼らを引きつけるクラブモデルをつくる
ことを奨励するべきです。それが、今後数年間で私たちが

若い世代をロータリーのリーダー職に就かせる機会を、

行っていくことなのです。

どのように創り出すつもりですか。
まず、彼らを頼りにして、信頼しないといけません。彼
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