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ＶＯＬ．４９    

２０２２年１１月 ２日(水)  第１例会 

 

１．国歌斉唱 「 君が代    」 

ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸ  ゙「 奉仕の理想  」 

 

２．ビジター紹介 

 (米山奨学生) 許 金阳(ｼｭ ｷﾝﾖｳ) さん 

   

３．出席報告 

会 員 数 ５４ 名 出 席 数 ４４名 

出 席 率 86.27％ 前々回補正88.67% 

 【本日の欠席】 

   川口・久保・西川・平山・内藤・小野・大谷・ 

大海・山本(伸)  各会員 

 

４．会 食 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．会長の時間 

先日、韓国で痛ましい事故が起こりました。 

１２０人以上がなくなるという事故で、非常に衝撃を受け

ております。お亡くなりになられた方には哀悼の意を表し

ますとともに、お怪我をなされた方におかれましては、お

見舞いを申し上げたいと思います。 

さて、１１月はロータリー財団月間です。 

一昨日の月曜日もポリオのチャリティーゴルフがあり、7

名ほどご参加いただき、ありがとうございました。 

また、月末の３０日の例会には、丸尾パストガバナーがお

越しになり、財団についてのスピーチをしていただく予定

です。以前にもお話をさせていただきましたが、発展途上

国の人々を直接支援することは容易ではありませんが、そ

のための原資として、みんなが、少しだけでも寄付をいた

だくだけで数が集まると大きな力となります。 

1000ドルが区切りですが、100ドルずつでもお願いいたし

ます。 

本日は、私の失敗談の話をさせていただきたいと思いま

す。皆様は、とんでもない失敗をして、血の気が引き思い

をした経験はおありでしょうか？ 

若いころはいざ知らず、年を取ると経験値が上がるからか、

あまりそういったことが少なくなる傾向にあると思います。

なので、久しぶりにやってしまった、経験でした。 

忘れもしない、昨年の6月半ばの事です。 

何かの証明で免許証の写しを提出しなくてはいけないこと

があり、何気なく見ますと、有効期限が「平成３２年まで

有効」となっていました。現在の免許証は西暦と和暦が併

記されていますが、令和になる前の免許証は和暦のみの表

示でした。昨年というと令和３年で、平成で言うと平成３

３年です。ということは、がっつり１年ほど過ぎているこ

とになります。思わずフリーズして、思考停止状態になり

ました。とりあえず、落ち着いて、まず状況把握しなけれ

ばと思いなおして、ネットで調べましたところ、やむを得

ない事情がなく有効期限を過ぎてしまった場合、これをう

っかり失効と言うらしいのですが、過ぎた期間によって対

応が分かれます。 

まず、有効期限が過ぎた時点で扱いは失効です。だから、
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本日のメニュー  お弁当 

わさび豚 
ほうれん草と切干大根の

胡麻あえ 

鰤のソテー香味だれ 肉さつま芋 

 茶碗蒸し 

梅ひじきご飯 味噌汁・香の物 

デザート(ガトーショコラ・カフェ) 



 

失効したことがない方は、何十年か前の交付日付になって

いますが、失効後はリセットされて、更新日が免許証の交

付日となります。ただし、失効日から半年までは、失効で

はありますが、適性検査や技能試験、学科試験は免除、つ

まり、通常の更新と同じ扱いになります。 

次に、半年以上１年未満の場合は、適性検査も技能試験も

学科試験も必要となります。 

ただし、事前に仮免許の取得をする場合、適性検査のみで

取得することができます。 

要は、一旦仮免許を取得して、本試験を受ける必要があり

ます。学科試験はいずれにしても明石の免許センターで必

ず受ける必要がありますが、問題は技能試験です。試験場

で一発合格目指すか、教習所に行き直すか、どちらかです。 

１年を過ぎてしまいますと、これは、仮免許の免除規定も

なく、イチから取り直してくださいね、と言う事になる訳

です。いずれにしても、非常に煩わしい事態に気づき、青

ざめました。因みに、私はどれに分類されるかというと、

誕生日が７月５日なので、ぎりぎり１年未満と言う事にな

るのですが、それでも、教習所に通うことを考えると憂鬱

を通り越して、鬱になりそうでした。 

ここまでお話をして、恐縮ではありますが、本日は月初に

つき時間がありません。 

それにせっかくの持ちネタなので、この後の展開について

は、前編と後編の２部制にして、来週後編にさせていただ

こうと思います。 

ご興味を持たれた方は、来週もご出席をお願いしたいと思

います。以上をもちまして、会長の時間とさせていただき

ます。 

 

６．米山奨学生奨学金授与 

 

（米山奨学生) 許 金阳 さん 

 

 

 

 

７．今月の誕生日＆結婚記念日お祝い 

 

 

会員誕生日  

勇 正一郎 11月3日 藤井 輝男 11月9日 

木村 長和 11月9日 的場 眞司 11月10日 

田野島孝道 11月26日 小野 康三 11月28日 

近  知 史 11月30日   

 

夫人誕生日 

小畑 礼美 11月6日 喜多富美子 11月22日 

木村 壽子 11月22日   

 

結婚記念日 

藤井 輝男 11月15日   

 

７． 幹事報告 

①尼崎６ＲＣ新年合同例会の案内  

   2023年1月12日(木)12：30より都ホテルにて尼崎

６ＲＣ合同例会を開催します。 

   出欠回覧いたしますのでよろしくお願します。 

（＊当クラブ1月11日の変更となります） 

②ロータリーレートの変更のおしらせ 

  11月より1㌦￥148- となります。 

③例会終了後、理事会開催 

 

８．委員会報告 

 ・日帰り親睦旅行本日〆切。 

 

９．同好会報告 

 ・囲碁同好会・・・・11月16日例会終了後開催 

 

10．ＳＡＡ報告  

↠↠↞↠↠↞↞↞↠↞↞↞↠↞↠↠↠ ニコニコＢＯＸ ↞↞↞↞↞↞↞↞↞↞↞↞↞↞ 

＊月曜日に小野ゴルフ倶楽部で開催されたポリオコンペ 

 チーム・個人ともに優勝でした。立派なお肉とフルーツ

頂きました。 

  ·········································· 平野 

 



 

＊全日本学生馬術大会が今日２日より１週間の日程で 

三木市で行われます。我が慶応は１２組の人馬で出場

です。 

  ········································· 田野島 

＊本日卓話させて頂きます。皆さまよろしくお願い 

します。 

  ··········································· 三田 

＊誕生日お祝いありがとうございました。 

  ······························ 勇・藤井(輝)・木村 

的場・田野島・近 

＊夫人誕生日お祝いありがとうございました。 

  ······························· 小畑・喜多・木村 

＊結婚記念日お祝いありがとうございました。 

  ········································ 藤井(輝) 

＊所要の為早退します。三田さんスピーチ聞けず 

申し訳ありません。 

 ············································· 田中 

＊三田さんスピーチ聞けずにすみません。所要の為 

 早退させて頂きます。 

  ··········································· 礒田 

＊三田会員、本日スピーチ楽しみにしています。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

  ················· 安藤・藤井(秀)・藤井(輝)・平野・ 

細井・勇・石本・金山・木村・ 

近・小坂・越賀・的場・松本・ 

松岡・森・森本・中井・中島・ 

西村(太)・西村(嗣)・野村・小畑・

太田・大矢・齋藤・佐藤・高山・ 

武部・田野島・辻井・内堀・渡部・

山口・山本(淳)・安田 

 

 

 

 

 

11．スピーチ 

 
「 雑感 」 三田恭男 会員 

 

 

10月31日（月）第25回 2022-23年度小田南生涯学習プラ

ザ 学習ルーム開放事業 生徒さんは小中学生9名、 ボラン

ティア教師5名、 尼崎学習会理事1名、 ロータリアン 6名

の参加となりました。 本日は運動会の代休等の影響もあり、

生徒さんの人数の割にボランティア教師の先生がたくさん来

て頂き生徒の皆さんはしっかり勉強出来ていると思います。 

 

 

ロータリーレート 

2022年11月 1ドル＝148円 

 

本日の金額         ８０,８１０円 

 (内３コイン)   ９,８１０円 

累    計    １,０３７,４２０円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022～23年度 小田南生涯学習プラザ学習ルーム開放

事業 


