
プレゼント交換～よろしくね！ 

コンパクトで充実していたと好評でした 

と好評でした 

 2014-2015研修会 ご報告  

東京会場：2014 年 9 月 6 日（土）/大阪会場：2014 年 9 月 7 日（日） 

 

今期が初めての取り組みとなる研修会が、東京・大阪の２会

場で１３０名が出席し開催されました。 

午前中は武川ガバナーのＰＩコンベンション報告に始まり、

会長・次期会長・役員研修、新入会員研修等が行われ、会長昼食

会は会長さんたちから大

いに力になったと喜ばれ

ました。 

  

午後一番には「交流タイム」

のプレゼント交換で  

狭い会場が熱気に包まれ

る盛り上がりになり、その

後は部活動研修・ＨＰ研修・戦略策定委員会報告と続き、実際

に役立つ研修をという目的にそった内容となりました。参加者

からは実務がコンパクトに研修できた、クラブで資料を共有し

たい、新入会員からはパイロットの良さが理解できた等の嬉し

い感想が寄せられました。 

 

 各部トレーニング  

≪メンバーシップ≫ 

コーディネーター 大貫祝子（ウィング広島本郷 PC） 

「会員の維持」「会員の復帰」「会員の拡大」各クラブ趣向をこらし日々努力な

さっています。新クラブ設立も大きな課題です。これからの活動の参考になれ

ばと、体験談や悩みやお考えを教えてもらいました。成功した例、失敗した例、

対策等ポストイットに意見を書いて皆様に協力してもらいました。 

≪資金調達≫    コーディネーター 佐々木由紀子（東広島 PC） 

 

各地域、各クラブの実情に合った資金調達が大切であり、目標達成のため

のプロセスと達成感がチームワークの向上につながります。先ずは楽しく資

金調達を！事例報告として、通信販売事業を永年継

続して取り組んでいる２クラブに発表していただき

ました。 

1.「沖縄産マンゴーの通信販売」 

全国のクラブにリピーターがあり、有効な 収益源となっている。 

2.「奈良特産完熟富有柿の通信販売」 

10 年継続して通販に取り組む。柿の選別、シール貼りなどクラブ員全員で取

り組む。年々収益を上げている。HP にも載せて、全国のクラブに広報しています。  

会長昼食会 真面目に、でも和やかに･･･  

もっと時間が欲しかったの声がありました 



≪プロジェクト≫                  コーディネーター 阿部順子（盛岡 PC） 

  

ＰＩ活動方針に沿い「Pick Me Ups」介護者への支援について、今後どのよ

うにして実践していくかについて研修しました。ア

メリカでは個人への働きかけや、介護者、施設の介

護士さんへの小さなプレゼントなどは年間を通じ

て行い、特に 11 月第２週に力点をおき、全ての家

庭介護者をサポートしています。 

今期はすでに各クラブは年間計画のプログラム実

行が進行していると思いますが、参考に 10 年ほど前から家庭介護者を支援している「秋田パイロットク

ラブ」にその方法と形、どのような方々を支援したのか、選考の仕方を話して頂きました。今迄の「介護

される人」「支援を受ける人」へ手助けする活動から、それをいつも支えて見守る方々へ視点をシフトさせ

て新しいプロジェクトに取り組んで下さい。 

≪アンカー≫                 コーディネーター 鎌田滋子（東京 PC） 

 

アンカークラブ合同合宿は今年で 3 回目。各地のアンカークラブ（AC）の交流を図り、同時にアンカー

の団結を強めることが目的です。2 泊３日、まさに「同じ釜の飯を食べる」ことにより、今後の自分探し

にも大いに影響を与える催しになっていると感じました。 

【概 要】 9 月 9 日～11 日  

大阪 信太山青少年野外活動センターにて 

【参加者】 IBU 大阪 22 名 尾道 3 名 鹿児島 1 名  

東京 1 名  IBU 大阪 FA 荒木先生・鎌田 C 

前２回と同様、アンカーメンバーでプログラムを作り、

実施しています。今年は、大阪 AC 乾さんが合宿リーダー

で中心となり、場所の選定・スケジュール・プログラム作

りに IBU 大阪 AC メンバーが協力してくれました。関西人独自のユーモアで非常に和やかで楽しい雰囲気

の合宿となりました。 

【アンカーの感想】   『アンカークラブに入り、こうして合宿で出会ったのも何かの縁です。これっきりで終わるつ

ながりにはしたくありません。合宿をきっかけに深い関係を築いていきたいです。そして何より楽しみましょう』 

≪PIFF≫ 

●研修会 ～助成金申請へ                   PIFF レップ 那波 常（秋田 PC） 

研修会では、助成金申請の推進のため、申請書の書き方に重点を置いて説明しました。研修会終了後、   

ＰＩ本部から出た申請書の改訂版はこれまでとは様式が大きく変わり、“表”形式になり記入し易くな

りました。早速３クラブから申請が出ましたので紹介します。 

★三原ＰＣ  「設立２０周年記念―森本ケンタコンサートー介護をしている方々に元気になってね Pick Me Ups」 

（障がい者と介護者の皆様をコンサートに招待する） 

★神戸ＰＣ  「講演会―認知症予防と家族への支援」 

（早期発見・早期治療の啓発とその家族の元気づけ）  

★東京ＰＣ  「１年後の私への手紙プロジェクト」 

（介護関係の講演会の出席者に１年後の自分に手紙を書い   

て貰い、クラブが１年後に郵送する） 

 



通所の皆さんから、 

元気な歌声と和やかな笑顔を頂いた 

●ＰＩＦＦ寄付  

今年の PIFF 寄付の取りまとめができましたので、報告致します。      

❤ペースセッター  $ 5180  ❤スィートハート   ＄1875  ❤ゴール ＄10205 

   合計＄17260   こころよいご協力ありがとうございました。 

≪広報・HP≫                        担当 小笠原直美（盛岡 PC） 

 

三木前広報担当（牟礼香川 PC）と森永前 HP 担当（むさしの PC）が、HP の作成方法等についてご説明。

時間不足で深いところまではご説明できませんでしたが、以下の事をお願いいたします！ 

●1 か月に 1 度は HP の更新を！ （ ⇒昨年度のまま、更新がないクラブも(>_<)・・・） 

●プロジェクトや資金調達のご案内・ご報告に HP を是非活用してください。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 広島土砂災害支援のご報告  

日本ディストリクト寄付口座からの義捐金 30 万円は中国新聞社会事業団窓口に寄付しました。 

また各クラブからの支援金は、知的障害者の福祉作業所に佐藤万里子ルテナガバナーがディストリ

クトを代表して持参、寄付させて頂きました。ご協力に感謝申し上げます。 

【寄付先】   社会福祉法人やぎ 就労支援作業施設『八木園』 

【寄付の目的】 知的障害者の作業施設が丸ごと流された為、これから再開される施設の 

設備などの支援に役立てる 

【寄付額】   全国１９クラブからの支援金  総額 833,000 円 

災害直後に地元として、直接中国新聞社会事業団に義捐金として 

寄付をされたクラブも有りました 
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ダイヤモンド東京 PC 黒田久子様 細貝容子様・八王子東京 PC 助川洋子様・金沢 PC 上田智子様 

金沢 PC 尾山外志子様・神戸 PC 川端佳子様・コザ PC 川野悦子様・盛岡 PC 石塚庸子様 

奈良 PC 藤川峰子様・にいがた PC 船尾佳代様・肥田野正明様・さつま PC 佐野知美様（以上 7 月） 

びわこ PC 小林隆史様・小林貴子様（以上 8 月）富山 PC 平木柳太郎様（9 月） 

福島 PC 佐藤順子様（10 月）               皆様どうぞよろしくお願いいたします♪ 

通所代表者へご寄付を 

春木 強 施設長と共に 

新入会員のご紹介  



2014～2015　ガバナーエレクト　檜山博子

開催日 2015年7月８日(水）～7月11日（土）

開催地

　【第94回パイロットインターナショナルコンベンション　委員会】

委員長 鳥井　晴弥 （秋田パイロットクラブ）

副委員長 行武　郁恵 （三原パイロットクラブ）

開催日 2016年4月15日（金）～17日（日）

開催地 大津プリンスホテル（滋賀県大津市）

ホスティングクラブ　びわこパイロットクラブ

【第26回PI日本ディストリクトコンベンション　委員会】

委員長・・・・・・伊妻　三恵子 （びわこパイロットクラブ）

副委員長・・・・山川　恵子 （びわこパイロットクラブ）

副委員長兼登録委員長・・・・・伊妻　美香（びわこパイロットクラブ）

2015～2016年度のPIC・DCのご案内とアポインティのお知らせ!!

★　第94回　パイロットインターナショナル　コンベンション

★　第26回　PI　日本ディストリクト　コンベンション

フロリダ州　オーランド≪ディズニーワールド　スワン＆ドルフィン宿泊≫

昨年に引き続き、今期も全国のクラブが元気に活動できることを願い、2014年7月～2015年6月迄 に

各クラブで行われる優れたプロジェクト活動に対し助成いたします。

○PIへの助成金申請同様、日本ディストリクトへの申請も挑戦してください。

★助成金 ：　10万円 （但し、プロジェクト経費として）

★対　象 ：　１クラブ （PI財団より助成金を受領したクラブは対象外です）

尚、詳細は11月初めに、各クラブIT担当者にメ－ルでお知らせいたしますので、しばらくお待ちください。

～～　「日本ディストリクト寄付口座」 から ≪助成金10万円≫ を 貴クラブに～～

【日本ディストリクト 助成金申請】　の ご案内

 お 知 ら せ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

★パイロットウォークの写真・報告書の提出締切は 10 月 31 日です。お忘れなく・・・ 

報告書の提出先①実行委員長 佐藤 万里子 mariko_satoh@fujiwaraya.co.jp （各クラブ 1 枚、写真も是非！） 

②ディストリクト会計 田原 敏子 toshiko@quartz.ocn.ne.jp 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

１０月１日より為替レートを変更しました 

9 月に入り、為替の変動により日々円安が進んでいることを踏まえて、10 月 1 日よりパイロットレート

を １ドル＝１２０円に変更させていただきました。 

市場との差は多少ありますが、その差益はＰＩへの振込手数料や、ＰＩからの助成金換金の折の手数料等

に充てさせて頂きます。なお、最終的にはディストリクト会計に差益として計上されます。 

mailto:万里子mariko_satoh@fujiwaraya.co.jp
mailto:敏子toshiko@quartz.ocn.ne.jp

