
国際ロータリー第２６４０地区           ２０１８年６月１９日 

クラブ会長各位 

クラブ会員各位 

国際ロータリー第２６４０地区 

パストガバナー 久保治雄 

２６４０地区に汚点を残した岡本浩君のロータリー章典違反 

前回、岡本浩年度の総括をして NO SIDE としたのであるが、その後、月信６月

号がネット上に掲載された。３ページ目に記載されたガバナー報告に、 

ロータリー章典違反があるので指摘しておきたい。 

岡本浩君の報告では、「パストガバナーによって構成される諮問委員会等への参

加を認めないと決議した」としている。そもそもパストガバナーの処遇は、地

区で決めることが出来ない。パストガバナーの処遇は、ＲＩ理事会でしか審議

できない。地区立法案検討会では決議できない。本件議事録は、いまだ未報告

である。 

問題なのは、全パストガバナーによって構成される諮問委員会等への参加を認

めないと決議させたことである。ロータリー章典では、下記の如く記されてい

る。 

19.060.2. 元ガバナーから成る諮問委員会  Advisory Council of Past 

Governors 各地区は、パストガバナーから成る諮問委員会を設置すべきである。

この諮問委員会は、地区内ロータリークラブの会員であるパストガバナー全員

によって構成される。国際協議会で討議され、発表された事項をガバナーエレ

クトが現ガバナーとパストガバナーに報告するため、ガバナーは、少なくとも

年に 1 回、 

国際協議会後 1 カ月以内に、諮問委員会を招集するよう求められている。   

パストガバナーの助言や行動により、ガバナーの権限や責務が少しでも損なわ

れたり、妨げられたりするようなことがあってはならない（2015 年 1 月理事会

会合、決定 118 号）。 出典：2002 年 2 月理事会会合、決定 195 号。規定審議会

92-278。2015 年 1 月理事会会合、決定 118 号により改正。1942 年 １月理事会

会合、決定 155 号も参照のこと 

19.060.2. Advisory Council of Past Governors An advisory council of past 

governors should be organized in each district.  Such councils shall be 

composed of all past governors who are members of Rotary clubs within the 

district.  Governors are urged to call a meeting of the council at least once a 

year within the month following the end of the International Assembly to 

allow the governor-elect to inform the current and past governors about the 

issues debated and presented at the International Assembly.  



The authority and/or the responsibility of the governor shall in no way be  

impaired or impeded by the advice or actions of the past governors.  

(January  

（１） 

2015 Mtg., Bd. Dec. 118)  

Source:  February 2002 Mtg., Bd. Dec. 195; COL 92-278; Amended by 

January 2015 Mtg., Bd. Dec. 118.  See also January 1942 Mtg., Bd. Dec. 155 

「解説」 

ロータリー章典 19.060.2.は、英文で shall be が使われており、この諮問委員会

は、地区内ロータリークラブの会員であるパストガバナー全員によって構成さ

れる。と規定され、各地区の義務規定である。パストガバナーをＲＩ理事会の

決議なしに、諮問委員会への参加を拒否することは出来ない。依って今回の決

議はロータリー章典に違反する決議である事を強く述べておきます。 

ロータリー地区組織は、単年度制である。今回の決議は無効であるが、無効の 

決議期限も、本年６月３０日迄で有ることを確言しておきます。 

※ロータリーは、言論や表現の自由を、死守しなければならない。 

岡本浩君、本人不在の中、集団で魔女狩りや共産主義の人民裁判の如く、 

個人攻撃や誹謗中傷を許容し、人を裁く様な愚かな事をしてはならない。 

各クラブ選挙人の無節操な振る舞いは、ロータリアンには相応しくない。 

ロータリーの基本理念を今一度確認をしてみたい。 

ロータリーの基本理念は、ロータリアン共通の目的や指針として、長い年月を

かけて形づくられたものです。互いの関係や行動の土台として、世界中のロー

タリアンがこれらの理念を大切にしています。 

ロータリーの目的 

 ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨励し、これを

育むことにある。具体的には、次の各項を奨励することにある： 

•第 1 知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること； 

•第 2職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価値あるものと認識し、

社会に奉仕する機会としてロータリアン各自の職業を高潔なものにする。 

•第 3ロータリアン一人一人が、個人として、また事業および社会生活において、

日々、奉仕の理念を実践すること；  

•第 4奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネットワークを通じて、国際理解、

親善、平和を推進すること。 

四つのテスト 

ロータリアンが生活や仕事の場面で常に覚えておくべき 4 つの問い、それが「四

つのテスト」です。政治や宗教に関係なく、すべての人びとの倫理的指針とな



るこのテストは、100 カ国語以上に翻訳されています。言行はこれに照らしてか

ら 1.真実かどうか 2.みんなに公平か  

3.好意と友情を深めるか 4.みんなのためになるかどうか 

（２） 

参考資料 

２０１３－１４年度久保治雄ガバナー月信１月号抜粋 

１．地区内における非公式会合その他について 

①第 2640 地区を正常化する会による  ②地区大会選挙人会議  ③地区大会

選挙人会議議長  ④豊田泰史クラブ会長会議議長と称する 2015 ～ 2016 年

度ガバナー･ノミニー指名要請候補者 推薦お願い等については、すべて非公式

会合（informal meeting）によるものであり、すべて無効です。 

上記非公式会合は、和歌山南ＲＣ豊田泰史会長、大山典男 直前会長、堺中ＲＣ 

久保善見会長、西谷稔直前会長・和歌山城南ＲＣ北村恒男会長、岡本浩理事等 

3 クラブ、6 名 が主宰し、地区内クラブに参加を呼びかけたものです。 

適用規定 ロータリー章典  7.090. ロータリアンの非公式会合の地位 

ロータリアンの非公式会合は、クラブあるいは地区の公式会合とはならない。 

クラブ会長会議、クラブ会長エレクト会議等も、非公式会合で有る。 

従って、非公式会合の出席者によるいかなる決議も、クラブあるいは地区の意

見の表明であると理事会がみなすことはない （2004 年 11 月理事会会合、決

定 59 号） 出典：1949 年 1 月理事会会合、決定 120 号、2004 年 11 月理事

会会合、決定 59 号により改正 

岡本浩君は、ＲＩ細則 16.060.3．の地区 1 人当たりの賦課金の不払いを扇動し、

実行した。しかし、久保ＤＧが 2015－16 年度ガバナーノミニー推薦募集を行

った所、岡本浩君が、ガバナーノミニー推薦書を提出するため、和歌山城南Ｒ

Ｃが急遽地区賦課金を支払った。賦課金不払いを扇動したクラブには、見苦し

い言い訳をした文書を出し、それが残っている。ガバナーになるためには、諸

規定違反や賦課金不払いを扇動する事など「平気の孫左衛門」の厚顔無恥振り

である。 

※因みに、藤井秀香君も裏組織第 2640 地区を正常化する会のメンバーでした。 

 

ポール・ハリス語録より。 

理解を阻む敵を粉砕しましょう。破壊的軍隊を指揮する 3 人の司令官は、 

猜疑心、ねたみ、恐怖です。建設的軍隊のやる気を起こし、世界がよく知って

いる 3 人の司令官に指揮させましょう。その 3 人とは、信頼、愛、勇気です。 

（ベルギー、オステンドで開かれた 1927 年 RI 国際大会でのメッセージ） 

Let us destroy the foes to understanding. The three generals in command of 



the destructive forces are Suspicion, Jealousy and Fear. Let us stimulate and 

encourage the constructive forces and place in their command the three 

greatest generals the world has ever known: Faith, Love and Courage. 

(Message to 1927 RI Convention, Ostend, Belgium) 

（３） 


