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退任挨拶

クラブ会員の皆様には、入

うございました。活気あるクラブになったかどうか？反省が先立つ結果になったと感じています。しかし、この１年

は、実に、多忙な年でした。

野外活動では、２Ｒユニファイドリレ

行進を行ない、次年度の活動のステップになったのではと思いました。その他、芋掘り大会、くすの木

まつり模擬店のお手伝い、餅投げ、私はプレーしませんでしたが

た。 

そして、多くの例会の中で

チです。私の若い頃、蒲郡鉄工会の酒の席でお聞きした

た。 

薬物乱用防止教室は、市内４校で開催し、生徒が

蒲郡ＬＣ

温泉で行なわれました。

又、本年は４回表彰状・感謝状をいただくことができました。これも、クリ

活動を積極的に行っていただいたおかげと

この１年、皆様のご指導、ご協力に感謝申し上げます。ありがとうございました
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「地域交流くすの木福祉まつり」

と多くのアクティビティや家族・地域の人達との交流が出来たことは大変意義のあった１年と感じます。

国際平和ポスターはＰＲ委員会の優秀作品の発表会を、クラブ全員が一

ての展示、北部小学校生徒も参加して、市長始

大きな意義があると思う。

芋ほり大会。多くの子供達、身障者、大変楽しく三

地域の人達の協力のもと、１年間のアクティビティ行事が無事に達成されたこと、有難く感謝しています。

来年はＣＮ３０周年でもあり、多くの会長方針が出されます。クラブの為、みんなの為に頑張ります。１年間

本当に有難う御座いました
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２９年度会計を終えて

ました。クラブ会員の皆様のご協力とご支援のお陰と心から御礼を申し上

げます。クラブスローガン「活気あるクラブをめざし

明るく、楽しく喜んで役目を全う出来たかと思っています。クラブの発展と会

員皆様のご健勝ご多幸を祈念致します。

伝統の強い団結力と品格あるクラブ発展の為に活動して頂きたいと思

います。最後に皆様には感謝の言葉を添えて会計退任のご挨拶とさせ

て頂きます。有り難うございました。

 

Ｌ加藤寿則 

山本喜是 

１年間を振り返って

今年度幹事という重責をお引き受けしました加藤寿則です。

蒲郡マリンＬＣの皆様には大変お世話になりました。２４年前に幹事を、

８年前に会長をお引き受けしました。時代と共に大きく変わりちょっと面
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  まずＲＣがなくなり各委員会が増え、英語の頭文字で表す委員会が

多くなった。その為ＺＣ

ンズで各クラブが願っていること、それは会員増強だ。Ｕ－５５、家族会員、

ＦＷＴ  といろいろコーディネーターが出来、ガバナー経験者初め、講話

に優秀な方々が推薦されていました。
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芋ほり大会。多くの子供達、身障者、大変楽しく三

地域の人達の協力のもと、１年間のアクティビティ行事が無事に達成されたこと、有難く感謝しています。

年はＣＮ３０周年でもあり、多くの会長方針が出されます。クラブの為、みんなの為に頑張ります。１年間

２９年度会計を終えて

平成２９年度の会計を担当させて頂き１年間無事に果たすことが出来

ました。クラブ会員の皆様のご協力とご支援のお陰と心から御礼を申し上

げます。クラブスローガン「活気あるクラブをめざし

明るく、楽しく喜んで役目を全う出来たかと思っています。クラブの発展と会
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います。最後に皆様には感謝の言葉を添えて会計退任のご挨拶とさせ

て頂きます。有り難うございました。
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CN３０周年の記念すべき時に会長を務める事になりました。

会員減少、高年齢化、資金不足等が続く中、奉仕事業の目玉

を決めるのに頭を悩ましました。親クラブ蒲郡ＬＣが３０周年記念事業

で、市民会館南堤防に絵を描き、当時、私の長男が小学校六年

生で壁画作成に参加した事を思い出し、ホテル竹島南の堤防壁画

は国定公園の為駄目、ベイパ－ク北堤防の壁画は教育委員会の

協力が得られず、蒲郡ＬＣがＣＮ３０周年事業で行った堤防壁画修

復へと話が展開しました。堤防壁画の修復は予算不足・会員減少

等を考慮し、継続事業に成るのが必至で、中途半端になるのが目に

見え、あきらめました。

最終的にクラブ会員の助言によって、ロゲイニングを蒲郡ＬＣとの合

同事業にする事に決めました。ロゲイニングは配られた地図を基に、多

数設定されたチェックポイントを制限時間内に廻り、得られた得点を競

うアウトドアスポ－ツです。市民参加型耐久スポ－ツによる

伸・青少年の健全育成

的要素・スポ－ツ観光による地域活性化、

出来無い事業です。皆様の協力をお願いします。

 

 

ＣＮ３０周年を迎えこの年に幹事をお引き受けして、その責務の重さ

を感じながら、この節目の年をしっかりと推し進めなければと、実感してい

るところでございます。

 ４年前私が会長の時、Ｌ夏目憲行が幹事をして頂きましたので、今度

は私が幹事役をお引き受けさせて頂き、少しでもお役に立てればと思って

います。 

ＣＮ３０周年記念事業はＬ夏目憲行会長の掲げるメイン事業であ

る、ロゲイニングを始め少年野球大会、防犯カメラの寄贈

ゴルフ等周年事業ならではの多くの事業が予定されています。是非楽し

く、にぎやかに進めてまいりたいと思いますので皆さんのご支援、ご協力を

よろしくお願い申し上げます
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数設定されたチェックポイントを制限時間内に廻り、得られた得点を競

うアウトドアスポ－ツです。市民参加型耐久スポ－ツによる

・その土地独自の文化や歴史を学ぶ教育

スポ－ツ観光による地域活性化、会員全員の力なくしては

出来無い事業です。皆様の協力をお願いします。

ＣＮ３０周年を迎えこの年に幹事をお引き受けして、その責務の重さ

を感じながら、この節目の年をしっかりと推し進めなければと、実感してい

４年前私が会長の時、Ｌ夏目憲行が幹事をして頂きましたので、今度

は私が幹事役をお引き受けさせて頂き、少しでもお役に立てればと思って

ＣＮ３０周年記念事業はＬ夏目憲行会長の掲げるメイン事業であ

る、ロゲイニングを始め少年野球大会、防犯カメラの寄贈

ゴルフ等周年事業ならではの多くの事業が予定されています。是非楽し

にぎやかに進めてまいりたいと思いますので皆さんのご支援、ご協力を

３０周年の記念すべき時に会長を務める事になりました。

会員減少、高年齢化、資金不足等が続く中、奉仕事業の目玉
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で、市民会館南堤防に絵を描き、当時、私の長男が小学校六年

生で壁画作成に参加した事を思い出し、ホテル竹島南の堤防壁画
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ＣＮで入会して、はや３０年、光陰矢のごとしですね。来年は第一副

会長と創立３０周年をＬ「夏目」会長のサポーターとしてしっかり応援し

成功したいと思っています。それと再来年度の会長の事を考えていると

この数年、新入会員の入会者が無く、クラブを維持する事が大変困

難になり、この先数年でクラブが消失しないためにも、３０年続いた素敵

なクラブを継続するには『新入会員』の発掘を、メンバー一同になって

     お願いして、挨拶に代えさせて頂きます

 

 

 

 

 

 

私に順番により第二副会長が廻って来ました。考えてみると会長を

お引き受けしたのは１８年前のことです。その間大変メンバーが減り、本

年度幹事を受け予算に苦労しました。

 蒲郡マリ

員増強の

現役会員が退会しないこと。今までの退会された人から本当の原因を

聞き出したり、現メンバーが何をクラブについて思うかを理解する事が大

事ではないかと考えます。

来期はＣＮ３０周年記念の年であり、会長・大会委員長の方針を

理解して全力で取り組みたいと思います。

「皆が一人のために、一人が皆のために・・・」という言葉があります

が、メンバーが蒲郡マリンＬＣのために、地域アクティビティのためにと考

えたらきっとプラスになるでしょう。

3 年後に会長の席につく予定ですが、活気あるクラブに少
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１ＺＺＣのＬ久保田裕三と３ＺＺＣのＬ中尾訓子と３人で分担して、私は環境、五献、ＬＣＩＦ、ＹＣＥの

各委員会の担当と２Ｒチャリティーゴルフの担当をさせていただきました。

環境では新しく始まったアクティビティ写真コンテストで選んだ豊橋シニアＬＣのウミガメ海岸の清掃が地

区最優秀に選ばれました。五献の委員であったＬ井上幸子の死去に伴い、少し混乱がありましたが、今

期限りで解散する愛知菜の花ＬＣが最後まで責任を持って努めてくれました。ＬＣＩＦも目標口数を達成

出来、ＹＣＥ受け入れも事故なく出来ました。チャリティーゴルフはキャビネットのセミナーの影響や台風の

影響で少し心配しましたが、無事実施出来、３５万円のチャリティー金をＬＣＩＦに献金出来ました。

年度途中で降って沸いたスペシャルオリン

市の後援をもらって、警察の道路使用許可を取り、豊橋市の松葉公園周辺で実施しました。当日は

広小路通りの歩行者天国もあり、多くの人に告知することが出来、また募金も１０万円以上を集めること

が出来ました。

会員増強については、若手会員の減少、メンバーの高齢化などで厳しい状況でしたが、賛助会員の

募集などで一応会員維持をすることが出来ました。これからのクラブ運営を考える上で、会員の減少とそ

れに伴う事業資金の不足を解決するためにはファンドレイジング事業を取り入

と提言し、次年度の役員の皆さんの活躍を祈念し、退任の挨拶
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募集などで一応会員維持をすることが出来ました。これからのクラブ運営を考える上で、会員の減少とそ

れに伴う事業資金の不足を解決するためにはファンドレイジング事業を取り入

と提言し、次年度の役員の皆さんの活躍を祈念し、退任の挨拶
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環境では新しく始まったアクティビティ写真コンテストで選んだ豊橋シニアＬＣのウミガメ海岸の清掃が地
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広小路通りの歩行者天国もあり、多くの人に告知することが出来、また募金も１０万円以上を集めること
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れに伴う事業資金の不足を解決するためにはファンドレイジング事業を取り入

と提言し、次年度の役員の皆さんの活躍を祈念し、退任の挨拶
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各委員会の担当と２Ｒチャリティーゴルフの担当をさせていただきました。

環境では新しく始まったアクティビティ写真コンテストで選んだ豊橋シニアＬＣのウミガメ海岸の清掃が地

区最優秀に選ばれました。五献の委員であったＬ井上幸子の死去に伴い、少し混乱がありましたが、今

期限りで解散する愛知菜の花ＬＣが最後まで責任を持って努めてくれました。ＬＣＩＦも目標口数を達成

出来、ＹＣＥ受け入れも事故なく出来ました。チャリティーゴルフはキャビネットのセミナーの影響や台風の

影響で少し心配しましたが、無事実施出来、３５万円のチャリティー金をＬＣＩＦに献金出来ました。

ピックス支援のためのユニファイドリレーも担当することとなり、５

市の後援をもらって、警察の道路使用許可を取り、豊橋市の松葉公園周辺で実施しました。当日は

広小路通りの歩行者天国もあり、多くの人に告知することが出来、また募金も１０万円以上を集めること

会員増強については、若手会員の減少、メンバーの高齢化などで厳しい状況でしたが、賛助会員の

募集などで一応会員維持をすることが出来ました。これからのクラブ運営を考える上で、会員の減少とそ

れに伴う事業資金の不足を解決するためにはファンドレイジング事業を取り入

と提言し、次年度の役員の皆さんの活躍を祈念し、退任の挨拶といたします。
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募集などで一応会員維持をすることが出来ました。これからのクラブ運営を考える上で、会員の減少とそ

れに伴う事業資金の不足を解決するためにはファンドレイジング事業を取り入れる工夫が必要ではな
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