
Inclus ion「ロータリーに居場所を作ろう」  

会  長  藤  井  秀  樹  

 

 

IMAGINE ROTARY 

国際ﾛｰﾀﾘｰ会長  ジェニファー・ジョーン

ズ 

 

  

ＶＯＬ．４９    

２０２２年１１月 ９日(水)  第２例会 

 

１．ソング 「 尼崎東ロータリークラブの歌  」 

 

２．ビジター紹介 

 なし 

   

３．出席報告 

会 員 数 ５４ 名 出 席 数 ４１名 

出 席 率 80.39％ 前々回補正94.23% 

 【本日の欠席】 

   川口・西川・辻井・平野・礒田・越賀・的場・森本・ 

西村(嗣)・小畑・小野・大谷・安田 各会員 

 

４．会 食 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．会長の時間 

 さて、先週のお話の続きです。 

免許の「うっかり失効」について少しお話をさせていただ

きました。免許の更新期間は、誕生日の前後１か月、つま

り２か月間にする必要があります。 

更新期間が過ぎると失効になります。 

半年以内に気づいて手続きをすれば、通常の更新と同じ手

続きで免許の取得が可能です。 

半年を超えた場合は、基本的に試験を受け直す必要があり

ます。ただし、１年以内は適性検査以外の仮免許の取得に

試験の免除規定があります。まとめると、こうなります。 

で、私は、１年を経過する直前に気づいて、顔面蒼白にな

ったわけです。因みに、その１年間の運転はどうしていた

かについては、差し障りがありますので、聞かないでいた

だきたいと思います。 

あと、「うっかり」でなく致し方ない事情があり更新でき

ない方もいらっしゃいます。 

当然、そういった方のために、別の規定があります。 

やむを得ない理由があって更新できず、６か月を超え３年

以内の期間ですと、やむを得ない理由が終わって１が月以

内なら免許は交付されます。この場合、更新ができなかっ

た理由を証明する必要があります。 

ちなみに、やむを得ない理由とは、 

・病気などによる入院 

・長期出張や留学など海外渡航 

・何らかの理由による身体の拘束 

・震災などの被災 

・一定の病気治療 

などが該当します。 

と言う事で、やむを得ない理由がない私としては、とりあ

えず、仮免許の取得をするために、明石の免許センターに

向かいました。まだ、本試験の実技免除のために教習所に

通うか、飛び込みで本試験を受けるか、決めていなかった

のですが、とりあえず仮免許だけでも取らないと前に進み

ません。免許センターの建物に入ると、入り口を入ってす

ぐのところに案内所があって、そこで失効の旨伝えると、

「何番窓口に行ってください」と、機械的に指示されまし
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本日のメニュー  お弁当 

出し巻き 牛肉八幡巻き 

ひらすの西京焼き ひじき煮 

花ちらし蓮根 

厚揚げのべっ甲餡かけ 

鮭の南蛮漬け 
豚ロース肉の野菜まき 

塩もやし 

 茶碗蒸し 

梅ひじきご飯 味噌汁・香の物 

デザート(レアチーズケーキ) 



 

た。次に窓口で同じように失効の旨伝えると、窓口の人が、

少し考えて、「ちょっと待ってください」と言って後ろの上

司みたいな人のところに行って、ひそひそと何やら相談を

するわけです。僕なんかしたかなって思って、様子をうか

がっていますと、担当の人が戻ってきて、「あなた、コロナ

の蔓延で、自粛をしてなかった？」って聞くわけですよ。

「いえ、全く！」って、言いかけたのですが、ここはそう

答えては絶対いけない気がして、「そうですね。緊急事態宣

言もありましたしー！」と、そういうのが精いっぱいでし

たが、答えました。すると、「では、適性検査のところへ行

ってください。」というではありませんか。なんか、これは

すごくラッキーなことが起こっている気がすると思い、適

性検査のところに行って、「コロナで自粛していましてー」

と言いますと、その担当の人もしばらく考えて、「わかりま

した。」といって通常通りの手続きで、その日に免許を手に

することができました。もうお分かりだと思いますが、今

だけ限定のやむを得ない理由に該当したわけです。しかも、

特に証明書を提出する必要もなく、です。 

生まれてこの方、こんなに「ラッキー」と思ったのは初め

てです。大きな声で言えませんが、コロナ、ありがとーっ

て、本気で思いました。 

でも、生まれてこの方、こういう得をしたためしがないの

で、ちょっと不安になりました。 

つまり、こんなことで人生の運を使ってしまっていいのか

と、本気で思いまして、ここは一日一善ということで、免

許センターの向かいの献血センターで献血をすることにし

ました。まあ、結果、なんか不適合でさせてもらえません

でしたが。 

そんなことで、お恥ずかしながら、今年の７月まで、初心

者マークをつけて走っていました。 

皆様も、ぜひお気を付けいただきたいと思います。 

 

６． 幹事報告 

①年次総会の案内 

   12月14日(水)は年次総会となっております。本日

BOXにて案内 

   出欠の返事は回収ボックスへお願いします。なお、

欠席の場合は委任状提出お願いします。 

 ② 地区より第42回ライラセミナー報告書が届きまし

た、回覧いたします。 

  2021-22年度東ＲＣライラ推薦の青柳貫太さんの感想

文が掲載・地区出向のライラ委員の藤井秀樹会員の

記事も掲載されていますのでご覧下さい。 

 

７．委員会報告 

 ・クリスマス忘年家族例会の案内(近親睦委員長) 

  2022年12月21日(水)18：00～コンラッド大阪 

  〆切 12月7日 出欠は回収BOXへお願いします。 

 ・日帰り旅行について 

  キャンセルは11/16まで  

・ロータリー財団寄付のお願い 

(平山ロータリー財団副委員長) 

   本日各会員BOXへ配布しております。 

   100$単位で受付いたしますのでご協力お願いします。 

    

８．同好会報告 

 ・ゴルフ同好会 

   11月12日に尼崎グループゴルフコンペ開催 

   当クラブからは14名参加 

 

９．ＳＡＡ報告  
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＊先週末に２泊３日でｽﾍﾟｼｬﾙｵﾘﾝﾋﾟｯｸｽ下記ﾅｼｮﾅﾙｹﾞｰﾑ(全国

大会)に広島に行って来ました。新幹線の込み合いは相当

なもので昨日発表のコロナの感染者は9万人弱に増えてい

て、第8波が心配です。 

  ·········································· 喜多 

＊本日スピーチがんばります。 

よろしくお願いいたします。 

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

＊藤井輝男会員、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)・平山・勇・石本・金山・ 

木村・近・小坂・久保・松本・森・内藤・ 

中井・中島・中田・西村(太)・野村・太田・ 

大海・大矢・齋藤・三田・佐藤・武部・ 

田中・内堀・渡部・山口・山本(淳)・ 

 

 

 

 

 

10．スピーチ 

 

 「 ３年ぶりの海外旅行」 藤井輝男 会員 

本日の金額         ３２,０００円 

累    計    １,０６９,４２０円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2022～2023年度 第5回 (11月度) 理事会議事録 

開 催 日 時：2022年11月2日(水) 13：40 ～ ：    

会 場：ホテルヴィスキオ尼崎 １Fサイプレス 

出 席 者：藤井(秀)・石本・野村・平野・中田・中井・ 

大矢（森本代理）・近・西村(太) 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ：小坂 

欠   席：礒田・森本・安田 

記録作成者：西村（太） 

                            

「報告事項」  

 ・野村委員長より、会員研修委員会第3回新入会員ファ

イヤーサイドミーティング開催の案内が別紙資料と供に有

りました。開催日2022年12月7日（水）11時～12時ホテ

ルヴィスキオ尼崎1階サイプレスルーム。 

 

「協議・審議事項」 

 

１．クリスマス忘年例会について 別紙参照 

  2022年12月21日(水) コンラッド大阪 

  会費：会員￥20,000- 家族大人￥15,0 子供￥5,000- 

近委員長より説明が有り、予算書を本来の書式（Excel に

て）で作成し直し、近日中にメールにて再審議を行う予定

となりました。 

  

２．無料学習塾参加メンバーのメークアップについて 

 再審議(先月持越し事案) 

  定款第10条出席 第１節(d)(4)の適用の検討 

理事会承認のクラブの奉仕プロジェクトまたはクラ

ブが提唱した地域社会の行事や会合に出席すること。 

まだ案が出ておらず、来月に再協議となりました。  

 

３． 姉妹クラブ結縁30周年記念植樹した(潮江緑遊公園)

桜木の植え替えについて 

友好姉妹クラブ活動基金に 20 万円程度の残金があり、使

途目的に合致することから、当該基金を原資に植え替えを

実施すことになりました。（が、理事会後にその預金が鯖江

RCからの災害御見舞金だったことが判明し、ついては、支

払い原資については 12 月理事会にて再協議することとし

ました。いずれにしても、植え替えについては実施する方

向で決まりました。） 

 

４． 尼崎６RC新年合同例会の件 

森本SAA代理大矢SAAより次第、会場レイアウト、席順、

キャンセル規定の説明が有り協議されました。 

 

 

 

その他  

 ・危機管理委員会発足準備委員会メンバー 

  委員長 田中正喜会員 

  委 員 西村嗣人会員・西村太志会員・大矢悦子会員 

安田 亨会員・礒田雅司会員 

  オブザーバー 藤井秀樹会員 

目的：危機管理委員会規約の作成、対応策も含め次の行動

に移れるようにする。 

 

・中田委員長より、職業奉仕委員会の職業奉仕に関するス

ピーチの件、 

2月1日中島会員2月15日武部会員がスピーカーとなる予

定。松下幸之助記念ミュージアムを2023年5月17日（第

2例会時）に訪問する予定のご案内が有りました。 

次回理事会開催、12月７日(水) 例会終了後 予定 

以 上 

 

 

 

 

１１月7日(月)第26回 

学生さんは小中学生9名、ボランティア教師3名 

ロータリアン 3名の参加となりました。 

寒くなって来て家を出るのが辛い時期になって来ましたが、毎

週参加の生徒さんプラス初参加の生徒さんも居られました。 

受験生におかれましては体調管理に気を付けて頂き受験

勉強頑張って頂きたいと思ってます。 

 

 

 

ロータリーレート 

2022年11月 1ドル＝148円 

2022～23年度 小田南生涯学習プラザ学習ルーム開放

事業 


